
全国高等学校総合体育大会
女子個人総合 8月10日

広島サンプラザホール
順位 選手名 高校名（県名） クラブ リボン 合計点
1 井上  実美 文京学院大女（東京）  18.750   18.000   36.750 
2 橋元  真央 宝塚北（兵庫）  18.500   17.950   36.450 
3 小野田  ゆず葉 佐賀女（佐賀）  18.200   17.925   36.125 
4 緒方  ひかり 中村学園女（福岡）  18.100   18.000   36.100 
5 嶋田  芽久未 星野（埼玉）  18.200   17.850   36.050 
6 青木  玲奈 名古屋女大高（愛知）  18.250   17.500   35.750 
7 堀内  美由優 千葉明徳（千葉）  18.050   17.650   35.700 
8 村上  唯菜 活水（長崎）  17.900   17.650   35.550 
9 東川  歩未 森村学園（神奈川）  17.500   17.750   35.250 
10 前田  いずみ 別府鶴見丘（大分）  17.800   17.300   35.100 
11 岩倉  歩 北海（北海道）  17.300   17.650   34.950 
12 浅野  みわ 岐阜聖徳学園大付（岐阜）  17.750   17.050   34.800 
13 土橋  彩 富士見（静岡）  17.300   17.100   34.400 
14 後藤  麻衣 山形北（山形）  16.850   17.100   33.950 
15 羽田  真弓 福島成蹊（福島）  16.950   16.900   33.850 
16 平岡  真理 生光学園（徳島）  17.350   16.050   33.400 
17 神野  千奈 相愛（大阪）  17.400   15.700   33.100 
18 坂本  美紀 奈良女（奈良）  17.000   16.050   33.050 
19 柿崎  麻莉子 三木（香川）  16.300   16.450   32.750 
20 杉田  紗和子 ルーテル学院（熊本）  16.550   16.050   32.600 
21 高橋  有加 松山東（愛媛）  16.050   16.100   32.150 
22 松若  優 鈴峰女（広島）  15.850   16.250   32.100 
23 山中  歩里 鳥取西（鳥取）  15.650   16.250   31.900 
24 立山  莉菜 鈴峰女（広島）  15.850   15.500   31.350 
25 露谷  佳央里 明徳義塾（高知）  15.300   15.900   31.200 
25 安  未史 岡山南（岡山）  15.450   15.750   31.200 
27 広田  衣美 丸岡（福井）  15.550   15.600   31.150 
28 鳥本  美喜 新湊（富山）  15.900   15.200   31.100 
29 高橋  弥生 新潟江南（新潟）  15.500   15.350   30.850 
30 鈴木  望美 鵬翔（宮崎）  15.200   15.450   30.650 
31 八代  麻由 津東（三重）  15.450   15.100   30.550 
32 木村  聡美 日立二（茨城）  14.550   15.900   30.450 
33 長浜  さゆり 鹿児島純心女（鹿児島）  15.150   15.250   30.400 
34 高橋  千尋 宇都宮中央女（栃木）  14.850   15.400   30.250 
35 鎌田  美佳子 御所野学院（秋田）  15.150   14.800   29.950 
35 黒沢  利嘉 前橋東（群馬）  15.150   14.800   29.950 
35 小嶋  里那 遊学館（石川）  15.000   14.950   29.950 
38 大江  理奈 南部（和歌山）  15.350   14.550   29.900 
39 宮川  夏希 弘前中央（青森）  15.000   14.200   29.200 
39 木元  麻里奈 宮城一女（宮城）  14.750   14.450   29.200 
41 花村  香織 伊那西（長野）  14.700   13.900   28.600 
42 吉富  万里子 山梨英和（山梨）  14.400   14.150   28.550 
43 五日市  祐子 北上翔南（岩手）  13.300   15.000   28.300 
44 皆吉  優奈 京都光華（京都）  14.500   13.600   28.100 
45 万代  真子 開星（島根）  13.850   13.700   27.550 
46 山城  彩 コザ（沖縄）  12.250   11.800   24.050 
47 松本  明子 慶進（山口）  12.450    9.950   22.400 
48 南谷  朋佳 膳所（滋賀）  11.150    9.950   21.100 

(財）日本体操協会



全国高等学校総合体育大会
リボン５ 8月11日
女子団体総合 広島サンプラザホール
順位 高校名（県名） メンバー名 合計点
1 別府鶴見丘（大分） 前田,小野,後藤,竹永,村田  18.350 
2 佐賀女（佐賀） 一木,大石,今泉,陣内,松井  18.150 
3 宝塚北（兵庫） 町田,橋元,林,柿本,岩附  17.700 
4 星野（埼玉） 横田,嶋田,大内,小山,村井  17.100 
5 鈴峰女（広島） 桧山,千同,立山,松若,用品  16.950 
6 熊本信愛女学院（熊本） 原田,米田,村上,中村,南  16.850 
7 鳥取西（鳥取） 長谷,山中,上島,国森,山下  16.550 
8 折尾愛真（福岡） 梶原,川原,牧園,林山,山本  16.450 
9 長崎女（長崎） 松隈,五通(由),立川,五通(碧),原田  16.400 
9 山形城北（山形） 大倉,後藤,横尾,小沢,富田  16.400 
11 福島成蹊（福島） 矢沢,羽田,佐藤,大越,宍戸  16.350 
12 昭和学院（千葉） 飯塚,曽根,山岡,佐藤,橋倉  16.300 
13 鹿児島純心女（鹿児島） 栗山,長浜,久保,松山,米盛  16.250 
13 相愛（大阪） 牧,神野,山根,松浦,山野  16.250 
15 名古屋女大高（愛知） 青山,青木,伊藤,佐々木,佐藤  15.850 
16 宮城三女（宮城） 米田,石垣,仲村,鈴木,児玉  15.750 
16 駒場学園（東京） 下山,佐藤,篠原,西沢,根本  15.750 
18 中京（岐阜） 近藤(寛),山本,今村,山腰,松永  15.550 
19 岡山南（岡山） 安,奥野,木内,七村,小池  15.500 
20 観音寺一（香川） 高橋,高木,斉藤,松村,三宅  15.350 
21 北星学園女（北海道） 山本,大島,苅部,西井,熊谷  15.300 
22 前橋東（群馬） 森田,黒沢,平山,浦野,山本  15.250 
22 静岡城北（静岡） 増田,冨岡,白鳥,西村,堀田  15.250 
24 鵬翔（宮崎） 鈴木,石田,斎藤,望月,坂口  15.000 
25 生光学園（徳島） 平岡,福永,吉田,鎌田,小原  14.950 
26 御所野学院（秋田） 戸沢,鎌田,佐藤,鈴木,深井  14.750 
27 北越（新潟） 上田,白井,樋口,押味,大滝  14.650 
28 盛岡三（岩手） 菅原,浅沼,大森,土屋,斉藤  14.550 
29 新湊（富山） 鳥本,松原,片境,佐々木,安カ川  14.350 
30 森村学園（神奈川） 川西,児玉,井上,青木,鈴木  14.250 
31 丸岡（福井） 今城,宮越,沢崎,杉本,北田  14.200 
31 伊那西（長野） 小椋,花村,小坂,桜井,平沢  14.200 
33 聖母学院（京都） 小西,小嶋,柴田,久保田,高平  14.100 
34 奈良文化女短大付（奈良） 中田,遠藤,岡西,河村,吉岡  13.700 
35 弘前中央（青森） 工藤,原田,伊藤,宮川,田中  13.400 
35 開星（島根） 松浦,泰中,藤本,万代,山根  13.400 
37 宇都宮中央女（栃木） 高橋,黒崎,増渕,土橋,江田  12.950 
38 済美（愛媛） 高木,鈴木,池田,宇野,菅  12.300 
39 賀茂（広島） 千田,堀,伊東,桑原,仁科  12.200 
40 水戸女（茨城） 大谷,井坂,野口,山田,和知  11.950 
41 金沢工（石川） 玉屋,瀬底,田村,松井,惣門  11.750 
42 コザ（沖縄） 山城,久高,中石,江洲,長嶺  11.050 
43 下関南（山口） 西村,小野,柴田,河野,津守  10.700 
44 南部（和歌山） 大江(理),大江(麻),高森,出口,中西  10.600 
45 山梨英和（山梨） 神農,伊藤,中込,奥田,吉富  10.550 
46 皇学館（三重） 山田,林,北村,松本,岡野  10.100 
47 高知南（高知） 岡崎,宗石,楠瀬,湯山,土居   9.700 
48 膳所（滋賀） 菊地,小林,南谷,堤,玉井   9.200 

（財）日本体操協会



全国高等学校総合体育大会
男子個人総合 8月10日

広島サンプラザホール
順位 選手名 高校名（県名） リング ロープ 合計点
1 田中  透 光明学園相模原（神奈川）   9.350    9.400   18.750 
2 高橋  雄太 青森山田（青森）   9.425    9.300   18.725 
3 大舌  俊平 精研（岡山）   9.400    9.275   18.675 
4 井口  卓也 名古屋大谷（愛知）   9.350    9.200   18.550 
5 佐藤  聖 神埼清明（佐賀）   9.375    9.075   18.450 
6 出来田  和哉 水俣（熊本）   9.400    9.025   18.425 
7 春日  克之 恵庭南（北海道）   9.300    8.900   18.200 
7 東蕨  誠 小林工（宮崎）   9.200    9.000   18.200 
9 山沢  学 盛岡（岩手）   9.375    8.775   18.150 
10 半田  拓也 白石（宮城）   9.000    9.000   18.000 
11 長谷川  貴司 坂出工（香川）   9.025    8.900   17.925 
12 前島  千寛 島田工（静岡）   8.900    9.000   17.900 
13 北村  将嗣 紫野（京都）   9.200    8.625   17.825 
13 奥  雄太 鹿児島実（鹿児島）   9.075    8.750   17.825 
15 鈴木  貴之 前橋工（群馬）   9.050    8.750   17.800 
16 斉藤  貫 酒田東（山形）   9.150    8.600   17.750 
17 片島  康雄 清風（大阪）   8.750    8.875   17.625 
18 志村  行央 甲府工（山梨）   8.875    8.500   17.375 
18 中島  淳 日出暘谷（大分）   8.600    8.775   17.375 
20 村田  佑輔 東福岡（福岡）   8.700    8.500   17.200 
21 奥成  誠太郎 新湊（富山）   8.450    8.700   17.150 
22 巴  太志 西宮今津（兵庫）   8.600    8.400   17.000 
23 沢田  一典 若松一（福島）   9.075    7.850   16.925 
24 安藤  庸介 埼玉栄（埼玉）   7.900    8.850   16.750 
24 佐久間  雄生 袖ケ浦（千葉）   8.150    8.600   16.750 
26 河岸  明 加賀（石川）   8.825    7.900   16.725 
27 大川  晃弘 長野東（長野）   8.575    8.100   16.675 
28 木下  拓 小松島（徳島）   8.300    8.200   16.500 
29 氏原  昇吾 岡豊（高知）   8.300    7.750   16.050 
30 仲戸  一起 八王子実践（東京）   8.350    7.150   15.500 
31 西田  進互 大宮（茨城）   7.600    7.825   15.425 
32 八田  常弘 科学技術（福井）   7.675    7.500   15.175 
33 西花  祐貴 八重山（沖縄）   7.350    7.700   15.050 
34 谷口  雅也 智頭農林（鳥取）   7.050    6.900   13.950 
35 上島  佳史 高田（三重）   6.600    6.400   13.000 
36 浅井  裕也 広陵（広島）   6.600    6.250   12.850 
赤田  成八 秋田経法大付（秋田） ｷｹﾝ ｷｹﾝ

(財）日本体操協会



全国高等学校総合体育大会
8月11日

男子団体総合 広島サンプラザホール
順位 高校名（県名） メンバー名 合計点
1 神埼清明（佐賀） 堀内,石井,朝鵜,佐藤,松山,古河  19.100 
1 青森山田（青森） 高橋(雄),高橋(隆),松本,佐藤,高岩,山内  19.100 
3 盛岡（岩手） 日向,山沢,菊地,花輪,藤倉,藤田  18.900 
4 埼玉栄（埼玉） 斎藤,安藤,奥原,長南,金子,沢田  18.775 
5 精研（岡山） 大舌(俊),友国,福島,大舌(恭),清水,谷本  18.750 
6 恵庭南（北海道） 後藤,折笠,春日,更谷,鈴木,林  18.700 
7 小林工（宮崎） 東蕨,小松,有村,中屋敷,外村,門松  18.675 
8 前橋工（群馬） 鈴木,秋山,平井,狩野,高橋,桜井  18.600 
9 島田工（静岡） 秋山,影山,横田,杉井,藪,岸端  18.500 
10 清風（大阪） 中,片島,北条,脇田,金崎,三宅  18.425 
11 小松島（徳島） 奥村(睦),渡辺,木下,宮本,槙本,奥村(泰)  18.375 
12 水俣（熊本） 梅田,出来田,井上,坂口,広田,松本  18.250 
13 光明学園相模原（神奈川） 橋本,富岡,宮川,田中,道又,野坂  18.050 
14 鹿児島実（鹿児島） 内野(圭),奥,枦,宮園,末吉,板山  17.950 
15 甲府工（山梨） 志村,原,中島,伊藤,向山,長田  17.750 
16 西宮今津（兵庫） 荒井,巴,笹沢,美濃部,山本,中村  17.500 
17 会津工（福島） 根本,大関,橋本,鈴木,小林,川島  17.400 
18 坂出工（香川） 長谷川,橋本,三野,佐々木,新池谷,津田  17.025 
19 阿久比（愛知） 磯部,尾鼻,石川,平野,穂苅,田中  15.800 
20 智頭農林（鳥取） 谷口,川戸,中沢,松元,山根,大上  15.250 
21 長野東（長野） 大川,小林,村山,横山,吉沢,西沢  14.250 
21 科学技術（福井） 小林,伴藤,八田,長谷部,定政,岩崎  14.250 

（財）日本体操協会
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