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88 森川 顕範水鳥体操館 57.7001位 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾉﾘ6 静岡

9 岩川 秀麿Victory　Gymnastics　Club 57.4502位 ｲﾜｶﾜ ｼｭｳﾏ6 神奈

76 金田 希一群馬ジュニｱスポーツクラブ 57.4003位 ｶﾈﾀﾞ ｷｲﾁ6 群馬

94 榊原 拓弥ならわ体操クラブ 57.2254位 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ6 愛知

80 北園 丈琉トミオカ体操クラブ 56.9005位 ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｹﾙ5 大阪

38 湯元 和志ならわ体操クラブ 56.4756位 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞｼ6 愛知

60 相羽 拓郎（有）キッズワールド中国体操ク 56.4257位 ｱｲﾊﾞ ﾀｸﾛｳ5 愛知

95 成田 陽樹NPIC体操クラブ 56.1758位 ﾅﾘﾀ ﾊﾙｷ6 長野

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 56.1009位 ｺﾝﾄﾞｳﾏﾓﾙ 6 愛知

61 五十嵐 優也オリオンスポーツクラブ 56.1009位 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾔ5 栃木

選手名

学

年
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26 渡辺 向祥船橋ジュニｱ体操クラブ 9.7001位 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼｮｳ6 千葉

88 森川 顕範水鳥体操館 9.6502位 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾉﾘ6 静岡

38 湯元 和志ならわ体操クラブ 9.6003位 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞｼ6 愛知

94 榊原 拓弥ならわ体操クラブ 9.5504位 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ6 愛知

9 岩川 秀麿Victory　Gymnastics　Club 9.4505位 ｲﾜｶﾜ ｼｭｳﾏ6 神奈
川

80 北園 丈琉トミオカ体操クラブ 9.4006位 ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｹﾙ5 大阪

13 蓮見 渉真ワールドスポーツ 9.3507位 ﾊｽﾐ ｼｮｳﾏ5 茨城

50 古川 智英京都ジャンピング体操クラブ 9.3507位 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ6 京都

61 五十嵐 優也オリオンスポーツクラブ 9.3507位 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾔ5 栃木

62 安里 透摩オリオンスポーツクラブ 9.3507位 ﾔｽｻﾞﾄ ﾄｳﾏ5 栃木
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番
号
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位

76 金田 希一群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.8001位 ｶﾈﾀﾞ ｷｲﾁ6 群馬

46 脇田 笙吾相好体操クラブ 9.6502位 ﾜｷﾀ ｼｮｳｺﾞ6 三重

10 露木 元太とらい体操クラブ 9.5503位 ﾂﾕｷ ｹﾞﾝﾀ6 神奈
川

78 築山 翔馬鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.5004位 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳﾏ4 神奈
川

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.4505位 ｺﾝﾄﾞｳﾏﾓﾙ 6 愛知

95 成田 陽樹NPIC体操クラブ 9.4505位 ﾅﾘﾀ ﾊﾙｷ6 長野

88 森川 顕範水鳥体操館 9.4007位 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾉﾘ6 静岡

26 渡辺 向祥船橋ジュニｱ体操クラブ 9.3508位 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼｮｳ6 千葉

50 古川 智英京都ジャンピング体操クラブ 9.2509位 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ6 京都

60 相羽 拓郎（有）キッズワールド中国体操ク
ブ

9.2509位 ｱｲﾊﾞ ﾀｸﾛｳ5 愛知
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番
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9 岩川 秀麿Victory　Gymnastics　Club 9.9251位 ｲﾜｶﾜ ｼｭｳﾏ6 神奈

80 北園 丈琉トミオカ体操クラブ 9.9002位 ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｹﾙ5 大阪

76 金田 希一群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.7753位 ｶﾈﾀﾞ ｷｲﾁ6 群馬

60 相羽 拓郎（有）キッズワールド中国体操ク 9.7504位 ｱｲﾊﾞ ﾀｸﾛｳ5 愛知

88 森川 顕範水鳥体操館 9.7255位 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾉﾘ6 静岡

57 木下 渚大阪体操クラブ 9.7006位 ｷﾉｼﾀ ﾅｷﾞｻ6 大阪

78 築山 翔馬鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.6507位 ﾂｷﾔﾏ ｼｮｳﾏ4 神奈

59 橋口 晴清水ペガサス体操クラブ 9.6258位 ﾊｼｸﾞﾁ ﾊﾙｷ5 静岡

38 湯元 和志ならわ体操クラブ 9.6009位 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞｼ6 愛知

45 南川 怜央相好体操クラブ 9.6009位 ﾐﾅﾐｶﾞﾜ ﾚｵ6 三重
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9 岩川 秀麿Victory　Gymnastics　Club 9.7001位 ｲﾜｶﾜ ｼｭｳﾏ6 神奈

49 森原 康貴トミオカ体操クラブ 9.6752位 ﾓﾘﾊﾗ ｺｳｷ6 大阪

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.6503位 ｺﾝﾄﾞｳﾏﾓﾙ 6 愛知

94 榊原 拓弥ならわ体操クラブ 9.6254位 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ6 愛知

38 湯元 和志ならわ体操クラブ 9.6005位 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞｼ6 愛知

61 五十嵐 優也オリオンスポーツクラブ 9.5506位 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾔ5 栃木

26 渡辺 向祥船橋ジュニｱ体操クラブ 9.5007位 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼｮｳ6 千葉

76 金田 希一群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.4758位 ｶﾈﾀﾞ ｷｲﾁ6 群馬

57 木下 渚大阪体操クラブ 9.4509位 ｷﾉｼﾀ ﾅｷﾞｻ6 大阪

88 森川 顕範水鳥体操館 9.4509位 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾉﾘ6 静岡
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88 森川 顕範水鳥体操館 9.8501位 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾉﾘ6 静岡

76 金田 希一群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.7502位 ｶﾈﾀﾞ ｷｲﾁ6 群馬

9 岩川 秀麿Victory　Gymnastics　Club 9.7253位 ｲﾜｶﾜ ｼｭｳﾏ6 神奈

95 成田 陽樹NPIC体操クラブ 9.7253位 ﾅﾘﾀ ﾊﾙｷ6 長野

60 相羽 拓郎（有）キッズワールド中国体操ク 9.7005位 ｱｲﾊﾞ ﾀｸﾛｳ5 愛知

81 中村 天也スカイ体操クラブ 9.6756位 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾅﾘ4 大阪

94 榊原 拓弥ならわ体操クラブ 9.6756位 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ6 愛知

58 平野 優陽羽衣体操クラブ 9.6508位 ﾋﾗﾉﾕｳﾋ 6 大阪

10 露木 元太とらい体操クラブ 9.6259位 ﾂﾕｷ ｹﾞﾝﾀ6 神奈

11 永脇 晃虎ならわ体操クラブ 9.60010位 ﾅｶﾞﾜｷ ｱｷﾄﾗ5 愛知
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9 岩川 秀麿Victory　Gymnastics　Club 9.7001位 ｲﾜｶﾜ ｼｭｳﾏ6 神奈

80 北園 丈琉トミオカ体操クラブ 9.6502位 ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｹﾙ5 大阪

88 森川 顕範水鳥体操館 9.6253位 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾉﾘ6 静岡

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.6004位 ｺﾝﾄﾞｳﾏﾓﾙ 6 愛知

76 金田 希一群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.6004位 ｶﾈﾀﾞ ｷｲﾁ6 群馬

49 森原 康貴トミオカ体操クラブ 9.5756位 ﾓﾘﾊﾗ ｺｳｷ6 大阪

57 木下 渚大阪体操クラブ 9.5756位 ｷﾉｼﾀ ﾅｷﾞｻ6 大阪

45 南川 怜央相好体操クラブ 9.5508位 ﾐﾅﾐｶﾞﾜ ﾚｵ6 三重

50 古川 智英京都ジャンピング体操クラブ 9.5508位 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ6 京都

94 榊原 拓弥ならわ体操クラブ 9.5508位 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｸﾔ6 愛知

選手名

学

年

県

名
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88 森川 顕範 水鳥体操館 9.6506 57.7001 9.400 9.725 9.450 9.850静岡 9.625

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.4506 57.4502 8.950 9.925 9.700 9.725神奈川 9.700

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.0006 57.4003 9.800 9.775 9.475 9.750群馬 9.600

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.5506 57.2254 9.250 9.575 9.625 9.675愛知 9.550

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.4005 56.9005 9.200 9.900 9.300 9.450大阪 9.650

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.6006 56.4756 8.700 9.600 9.600 9.575愛知 9.400

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.0505 56.4257 9.250 9.750 9.150 9.700愛知 9.525

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.1006 56.1758 9.450 9.350 9.200 9.725長野 9.350

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.3505 56.1009 8.700 9.525 9.550 9.525栃木 9.450

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 8.9506 56.1009 9.450 9.400 9.650 9.050愛知 9.600

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.3506 56.05011 9.250 9.400 9.150 9.350京都 9.550

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.0006 56.02512 8.750 9.700 9.450 9.550大阪 9.575

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.0004 56.00013 9.500 9.650 9.350 9.150神奈川 9.350

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.7006 55.90014 9.350 9.400 9.500 9.150千葉 8.800

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.0006 55.82515 9.550 9.450 8.900 9.625神奈川 9.300

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 8.9506 55.70016 9.000 9.350 9.675 9.150大阪 9.575

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.3505 55.50017 9.000 9.250 9.200 9.450栃木 9.250

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 8.9505 55.47518 8.400 9.625 9.400 9.600静岡 9.500

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.1506 55.42519 8.550 9.575 9.300 9.650大阪 9.200

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.1504 55.37520 8.550 9.450 9.200 9.675大阪 9.350

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.3005 55.25021 8.450 9.300 9.200 9.600愛知 9.400

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.2005 55.22522 8.650 9.350 9.350 9.475大阪 9.200

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 8.7006 55.00023 9.650 9.100 8.850 9.350三重 9.350

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 8.9506 54.90024 9.200 9.550 8.800 9.450千葉 8.950

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.1506 54.77525 8.000 9.550 9.150 9.525大阪 9.400

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 8.9006 54.70026 8.850 9.200 9.400 9.200宮城 9.150

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 8.9006 54.67527 9.050 9.200 9.200 9.525福岡 8.800

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.0506 54.65028 8.150 9.550 8.950 9.500滋賀 9.450

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 8.9006 54.60029 8.950 9.100 8.850 9.550福井 9.250

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.1005 54.40030 8.300 9.500 9.300 8.950栃木 9.250

45 南川 怜央 相好体操クラブ 8.8006 54.25031 9.000 9.600 8.700 8.600三重 9.550

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 9.1006 54.22532 8.150 9.150 9.200 9.475福島 9.150

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 8.9006 54.15033 8.050 9.400 9.100 9.350大阪 9.350

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 9.1506 54.15033 9.050 9.400 9.250 8.500愛知 8.800

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 8.9006 54.10035 8.400 9.350 9.050 8.900神奈川 9.500

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 8.5006 54.00036 9.100 9.150 8.700 9.200長野 9.350

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 8.2005 53.90037 8.550 9.350 9.050 9.600高知 9.150

68 布袋屋 博和 秋田ｱスレティッククラブ 8.8005 53.70038 8.550 9.100 8.850 9.400秋田 9.000

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 9.1505 53.65039 7.950 9.150 9.050 9.250兵庫 9.100

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 8.2005 53.15040 8.400 9.250 8.700 9.150東京 9.450

34 髙岡 統矢 健伸スポーツクラブ 8.8006 53.15040 8.550 9.350 8.850 8.750千葉 8.850

84 高橋 崚太 谷山体操教室 8.8006 53.05042 8.300 8.800 9.050 9.000鹿児島 9.100

36 清水 和生 山梨ジュニｱ体操クラブ 8.5506 53.05042 8.900 9.400 8.400 8.950山梨 8.850

3 矢本 暖記 龍野体操クラブ 8.9006 52.90044 8.100 8.950 9.150 9.150兵庫 8.650

91 土屋 宇大 愛媛パールズ体操スクール 7.9006 52.85045 8.350 9.050 8.850 9.450愛媛 9.250

54 金子 拓睦 高島平体操教室 8.3505 52.85045 8.150 9.250 8.800 9.100東京 9.200

44 髙橋 靜波 君津体操クラブ 8.6006 52.80047 7.950 8.700 9.150 9.300千葉 9.100

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 8.6506 52.80047 8.450 8.900 9.300 9.300京都 8.200

27 佐藤 元 アトム体操教室 8.5005 52.75049 8.850 9.100 9.350 8.950宮城 8.000

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 9.2004 52.65050 7.800 9.400 8.850 8.800岐阜 8.600

74 今野 湧土 アトム体操教室 8.5005 52.60051 9.000 9.000 8.550 9.100宮城 8.450

審判長署名　　　　　　　　　　　　　
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52 板橋 悠迅 トミオカ体操クラブ 8.6004 52.55052 7.800 8.900 8.550 9.350大阪 9.350

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 9.3505 52.35053 8.050 8.800 8.350 9.100茨城 8.700

42 山本 歩夢 アクバススポーツクラブ鶴見 8.8006 52.20054 7.550 9.150 8.900 8.800大阪 9.000

77 早坂 俊 ジムナスティック新潟 8.9005 52.05055 7.400 9.000 8.800 9.050新潟 8.900

28 佐々木 郁哉 アトム体操教室 8.6005 51.95056 8.600 9.100 9.100 8.450宮城 8.100

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 8.3505 51.92557 7.550 9.150 8.950 9.525長野 8.400

4 濵田 伊吹 レックス体操クラブ 8.7005 51.90058 7.750 8.850 8.750 9.300兵庫 8.550

69 中村 玲志 ドリーム体操クラブ 9.0506 51.80059 8.450 7.200 8.850 9.350長崎 8.900

90 吉留 涼真 谷山体操教室 7.4505 51.50060 7.950 8.900 9.150 9.050鹿児島 9.000

43 永野 博也 君津体操クラブ 8.4506 51.30061 7.900 9.000 9.250 7.700千葉 9.000

70 結城 裕翔 グリーンカレッジ体操教室 8.6506 51.20062 7.650 7.700 8.950 9.200福岡 9.050

65 保倉 秀翔 加茂体操クラブ 9.0005 51.05063 7.450 9.100 8.200 8.500新潟 8.800

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 8.0506 50.95064 8.250 9.400 9.250 7.500群馬 8.500

67 吹谷 泰河 秋田ｱスレティッククラブ 7.9506 50.95064 7.750 9.050 8.650 9.100秋田 8.450

6 籾井 琉希 鳥栖体操クラブ 8.6006 50.90066 7.850 8.650 8.800 9.000佐賀 8.000

71 相澤 日向 アトム体操教室 8.1505 50.85067 7.250 9.350 8.350 9.350宮城 8.400

15 桑原 和也 MTGC 8.7006 50.75068 7.850 8.550 8.800 8.500茨城 8.350

23 山本 智稀 ファイブＭ 8.8505 50.60069 6.100 9.050 9.000 8.900京都 8.700

19 若原 慧人 大野体操クラブ 8.6506 50.35070 7.900 7.950 8.600 8.750岐阜 8.500

83 岩井 瞭弥 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.6006 50.30071 7.850 8.200 8.950 8.600広島 8.100

14 安藤 綺羅 ワールドスポーツ 8.7006 50.15072 7.400 8.350 9.150 8.150茨城 8.400

18 渡邊 航基 仙台ジュニｱ体育研究所 7.9506 50.10073 8.000 8.250 8.700 8.550宮城 8.650

47 河野 稜 TEAMえひめ 8.6506 50.00074 7.550 8.500 8.100 8.750愛媛 8.450

79 平八重 樹 谷山体操教室 7.7506 49.85075 7.350 8.150 8.900 8.600鹿児島 9.100

55 佐々木 翼 仙台ジュニｱ体育研究所 8.5005 49.85075 7.750 8.900 8.850 8.000宮城 7.850

7 三好 太洋 鯖江体操スクール 8.6005 49.75077 7.650 8.300 8.750 9.150福井 7.300

39 井上 諒祐 鯖江体操スクール 8.5505 49.60078 7.550 8.400 8.700 9.000福井 7.400

64 藤田 真一 髙山体操クラブ 8.7006 48.95079 7.250 8.100 8.850 7.650福岡 8.400

8 荻枝 隆介 富山体操クラブ 8.8005 48.85080 7.000 8.600 8.350 8.700富山 7.400

17 遠藤 心汰朗 仙台ジュニｱ体育研究所 8.4006 48.85080 7.250 8.050 8.300 8.200宮城 8.650

35 小川 息吹 谷山体操教室 8.2005 48.80082 7.350 8.350 8.550 8.050鹿児島 8.300

72 和田 拓海 Fan体操クラブ 8.2006 48.65083 6.700 7.900 8.900 8.400香川 8.550

5 清野 毅志 延岡さくら体操教室 8.5506 48.50084 7.750 8.200 8.700 7.700宮崎 7.600

37 藤井 貴章 LIFE体操クラブ 8.3006 48.20085 6.600 8.350 8.750 7.900徳島 8.300

40 盛永 雄斗 NPO法人ｺｺﾅ体操・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクラブ 8.3506 48.20085 7.200 7.800 8.800 8.400石川 7.650

12 末浪 翔 愛媛パールズ体操スクール 8.2506 47.90087 6.500 8.000 8.600 8.000愛媛 8.550

16 斉藤 龍魁 MTGC 8.6004 47.85088 7.700 8.000 8.500 8.050茨城 7.000

30 柿内 佑太 ＢＩＮ体操クラブ 8.3006 47.65089 6.750 8.050 8.350 8.100熊本 8.100

24 鈴木 大成 滑川スポーツクラブ 8.0006 47.40090 7.550 7.500 8.600 8.100茨城 7.650

29 吉見 陽生 佐伯ジュニｱ体操クラブ 8.2004 47.25091 7.350 8.050 8.650 7.500大分 7.500

51 上迫 栞太 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 7.7006 47.20092 7.250 7.600 8.450 8.500広島 7.700

21 伊藤 明良 ケンケン体操クラブ 7.9504 46.00093 7.050 7.000 8.500 8.000沖縄 7.500

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 0.0006 36.65094 9.100 9.500 0.000 9.500千葉 8.550

22 折原 良弥 ドリーム体操クラブ 0.0005 32.55095 8.300 7.250 0.000 8.800長崎 8.200

66 高田 雅也 ジムナスティック新潟 ｷｹﾝ5 ｷｹﾝ--- ｷｹﾝ ｷｹﾝ ｷｹﾝ ｷｹﾝ新潟 ｷｹﾝ

審判長署名　　　　　　　　　　　　　
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26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.70061 千葉

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.65062 静岡

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.60063 愛知

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.55064 愛知

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.45065 神奈川

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.40056 大阪

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 9.35057 茨城

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.35067 京都

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.35057 栃木

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.35057 栃木

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.300511 愛知

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 9.200412 岐阜

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.200512 大阪

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 9.150514 兵庫

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.150614 大阪

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.150414 大阪

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.150614 大阪

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 9.150614 愛知

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.100519 栃木

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 9.100619 福島

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.100619 長野

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.050622 滋賀

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.050522 愛知

69 中村 玲志 ドリーム体操クラブ 9.050622 長崎

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.000625 神奈川

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.000625 大阪

65 保倉 秀翔 加茂体操クラブ 9.000525 新潟

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.000625 群馬

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.000425 神奈川

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 8.950630 千葉

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 8.950630 大阪

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 8.950630 愛知

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 8.950530 静岡

3 矢本 暖記 龍野体操クラブ 8.900634 兵庫

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 8.900634 大阪

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 8.900634 神奈川

77 早坂 俊 ジムナスティック新潟 8.900534 新潟

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 8.900634 福井

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 8.900634 福岡

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 8.900634 宮城

23 山本 智稀 ファイブＭ 8.850541 京都

8 荻枝 隆介 富山体操クラブ 8.800542 富山

34 髙岡 統矢 健伸スポーツクラブ 8.800642 千葉

42 山本 歩夢 アクバススポーツクラブ鶴見 8.800642 大阪

45 南川 怜央 相好体操クラブ 8.800642 三重

68 布袋屋 博和 秋田ｱスレティッククラブ 8.800542 秋田

84 高橋 崚太 谷山体操教室 8.800642 鹿児島

4 濵田 伊吹 レックス体操クラブ 8.700548 兵庫

14 安藤 綺羅 ワールドスポーツ 8.700648 茨城

15 桑原 和也 MTGC 8.700648 茨城

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 8.700648 三重

64 藤田 真一 髙山体操クラブ 8.700648 福岡

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 8.650653 京都

19 若原 慧人 大野体操クラブ 8.650653 岐阜

47 河野 稜 TEAMえひめ 8.650653 愛媛

70 結城 裕翔 グリーンカレッジ体操教室 8.650653 福岡

6 籾井 琉希 鳥栖体操クラブ 8.600657 佐賀

7 三好 太洋 鯖江体操スクール 8.600557 福井

16 斉藤 龍魁 MTGC 8.600457 茨城

28 佐々木 郁哉 アトム体操教室 8.600557 宮城

44 髙橋 靜波 君津体操クラブ 8.600657 千葉

52 板橋 悠迅 トミオカ体操クラブ 8.600457 大阪

83 岩井 瞭弥 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.600657 広島

5 清野 毅志 延岡さくら体操教室 8.550664 宮崎

36 清水 和生 山梨ジュニｱ体操クラブ 8.550664 山梨

39 井上 諒祐 鯖江体操スクール 8.550564 福井

27 佐藤 元 アトム体操教室 8.500567 宮城

55 佐々木 翼 仙台ジュニｱ体育研究所 8.500567 宮城

74 今野 湧土 アトム体操教室 8.500567 宮城

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 8 500667 長野

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
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76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.80061 群馬

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 9.65062 三重

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.55063 神奈川

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.50044 神奈川

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.45065 愛知

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.45065 長野

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.40067 静岡

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.35068 千葉

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.25069 京都

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.25059 愛知

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.25069 愛知

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 9.200612 千葉

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.200512 大阪

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 9.100614 千葉

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 9.100614 長野

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 9.050616 福岡

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 9.050616 愛知

45 南川 怜央 相好体操クラブ 9.000618 三重

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.000618 大阪

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.000518 栃木

74 今野 湧土 アトム体操教室 9.000518 宮城

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 8.950622 神奈川

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 8.950622 福井

36 清水 和生 山梨ジュニｱ体操クラブ 8.900624 山梨

27 佐藤 元 アトム体操教室 8.850525 宮城

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 8.850625 宮城

57 木下 渚 大阪体操クラブ 8.750627 大阪

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 8.700628 愛知

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 8.700528 栃木

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 8.650530 大阪

28 佐々木 郁哉 アトム体操教室 8.600531 宮城

34 髙岡 統矢 健伸スポーツクラブ 8.550632 千葉

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 8.550632 大阪

68 布袋屋 博和 秋田ｱスレティッククラブ 8.550532 秋田

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 8.550432 大阪

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 8.550532 高知

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 8.450637 京都

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 8.450537 愛知

69 中村 玲志 ドリーム体操クラブ 8.450637 長崎

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 8.400640 神奈川

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 8.400540 東京

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 8.400540 静岡

91 土屋 宇大 愛媛パールズ体操スクール 8.350643 愛媛

22 折原 良弥 ドリーム体操クラブ 8.300544 長崎

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 8.300544 栃木

84 高橋 崚太 谷山体操教室 8.300644 鹿児島

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 8.250647 群馬

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 8.150648 滋賀

54 金子 拓睦 高島平体操教室 8.150548 東京

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 8.150648 福島

3 矢本 暖記 龍野体操クラブ 8.100651 兵庫

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 8.050552 茨城

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 8.050652 大阪

18 渡邊 航基 仙台ジュニｱ体育研究所 8.000654 宮城

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 8.000654 大阪

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 7.950556 兵庫

44 髙橋 靜波 君津体操クラブ 7.950656 千葉

90 吉留 涼真 谷山体操教室 7.950556 鹿児島

19 若原 慧人 大野体操クラブ 7.900659 岐阜

43 永野 博也 君津体操クラブ 7.900659 千葉

6 籾井 琉希 鳥栖体操クラブ 7.850661 佐賀

15 桑原 和也 MTGC 7.850661 茨城

83 岩井 瞭弥 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 7.850661 広島

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 7.800464 岐阜

52 板橋 悠迅 トミオカ体操クラブ 7.800464 大阪

4 濵田 伊吹 レックス体操クラブ 7.750566 兵庫

5 清野 毅志 延岡さくら体操教室 7.750666 宮崎

55 佐々木 翼 仙台ジュニｱ体育研究所 7.750566 宮城

67 吹谷 泰河 秋田ｱスレティッククラブ 7.750666 秋田

16 斉藤 龍魁 MTGC 7 700470 茨城
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宮沢 楓大 体操クラブ長野

43 永野 博也 君津体操クラブ 8.450671 千葉

17 遠藤 心汰朗 仙台ジュニｱ体育研究所 8.400672 宮城

40 盛永 雄斗 NPO法人ｺｺﾅ体操・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクラブ 8.350673 石川

54 金子 拓睦 高島平体操教室 8.350573 東京

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 8.350573 長野

30 柿内 佑太 ＢＩＮ体操クラブ 8.300676 熊本

37 藤井 貴章 LIFE体操クラブ 8.300676 徳島

12 末浪 翔 愛媛パールズ体操スクール 8.250678 愛媛

29 吉見 陽生 佐伯ジュニｱ体操クラブ 8.200479 大分

35 小川 息吹 谷山体操教室 8.200579 鹿児島

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 8.200579 東京

72 和田 拓海 Fan体操クラブ 8.200679 香川

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 8.200579 高知

71 相澤 日向 アトム体操教室 8.150584 宮城

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 8.050685 群馬

24 鈴木 大成 滑川スポーツクラブ 8.000686 茨城

18 渡邊 航基 仙台ジュニｱ体育研究所 7.950687 宮城

21 伊藤 明良 ケンケン体操クラブ 7.950487 沖縄

67 吹谷 泰河 秋田ｱスレティッククラブ 7.950687 秋田

91 土屋 宇大 愛媛パールズ体操スクール 7.900690 愛媛

79 平八重 樹 谷山体操教室 7.750691 鹿児島

51 上迫 栞太 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 7.700692 広島

90 吉留 涼真 谷山体操教室 7.450593 鹿児島

22 折原 良弥 ドリーム体操クラブ 0.000594 長崎

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 0.000694 千葉

66 高田 雅也 ジムナスティック新潟 ｷｹﾝ5--- 新潟

斉藤 龍魁 茨城

7 三好 太洋 鯖江体操スクール 7.650571 福井

70 結城 裕翔 グリーンカレッジ体操教室 7.650671 福岡

24 鈴木 大成 滑川スポーツクラブ 7.550673 茨城

39 井上 諒祐 鯖江体操スクール 7.550573 福井

42 山本 歩夢 アクバススポーツクラブ鶴見 7.550673 大阪

47 河野 稜 TEAMえひめ 7.550673 愛媛

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 7.550573 長野

65 保倉 秀翔 加茂体操クラブ 7.450578 新潟

14 安藤 綺羅 ワールドスポーツ 7.400679 茨城

77 早坂 俊 ジムナスティック新潟 7.400579 新潟

29 吉見 陽生 佐伯ジュニｱ体操クラブ 7.350481 大分

35 小川 息吹 谷山体操教室 7.350581 鹿児島

79 平八重 樹 谷山体操教室 7.350681 鹿児島

17 遠藤 心汰朗 仙台ジュニｱ体育研究所 7.250684 宮城

51 上迫 栞太 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 7.250684 広島

64 藤田 真一 髙山体操クラブ 7.250684 福岡

71 相澤 日向 アトム体操教室 7.250584 宮城

40 盛永 雄斗 NPO法人ｺｺﾅ体操・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクラブ 7.200688 石川

21 伊藤 明良 ケンケン体操クラブ 7.050489 沖縄

8 荻枝 隆介 富山体操クラブ 7.000590 富山

30 柿内 佑太 ＢＩＮ体操クラブ 6.750691 熊本

72 和田 拓海 Fan体操クラブ 6.700692 香川

37 藤井 貴章 LIFE体操クラブ 6.600693 徳島

12 末浪 翔 愛媛パールズ体操スクール 6.500694 愛媛

23 山本 智稀 ファイブＭ 6.100595 京都

66 高田 雅也 ジムナスティック新潟 ｷｹﾝ5--- 新潟

審判長署名　　　　　　　　　　　　　



第８回全国ブロック選抜Ｕ-１２体操競技選手権大会　　　　　　速報No.11-

鯖江市総合体育館種目別順位速報　《つり輪・跳馬》　　男子

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.92561 神奈川

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.90052 大阪

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.77563 群馬

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.75054 愛知

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.72565 静岡

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.70066 大阪

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.65047 神奈川

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.62558 静岡

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.60069 愛知

45 南川 怜央 相好体操クラブ 9.60069 三重

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.575611 大阪

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.575611 愛知

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.550613 滋賀

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 9.550613 千葉

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.550613 大阪

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.525516 栃木

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.500517 栃木

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 9.500617 千葉

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.450619 神奈川

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.450419 大阪

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 9.400421 岐阜

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 9.400621 群馬

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.400621 千葉

36 清水 和生 山梨ジュニｱ体操クラブ 9.400621 山梨

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 9.400621 大阪

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.400621 京都

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.400621 愛知

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 9.400621 愛知

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.350529 大阪

34 髙岡 統矢 健伸スポーツクラブ 9.350629 千葉

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 9.350629 神奈川

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.350629 大阪

71 相澤 日向 アトム体操教室 9.350529 宮城

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 9.350529 高知

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.350629 長野

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.300536 愛知

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 9.250537 東京

54 金子 拓睦 高島平体操教室 9.250537 東京

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.250537 栃木

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 9.200640 福岡

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 9.200640 宮城

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 9.150542 兵庫

42 山本 歩夢 アクバススポーツクラブ鶴見 9.150642 大阪

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 9.150642 福島

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 9.150542 長野

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 9.150642 長野

27 佐藤 元 アトム体操教室 9.100547 宮城

28 佐々木 郁哉 アトム体操教室 9.100547 宮城

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 9.100647 三重

65 保倉 秀翔 加茂体操クラブ 9.100547 新潟

68 布袋屋 博和 秋田ｱスレティッククラブ 9.100547 秋田

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 9.100647 福井

23 山本 智稀 ファイブＭ 9.050553 京都

67 吹谷 泰河 秋田ｱスレティッククラブ 9.050653 秋田

91 土屋 宇大 愛媛パールズ体操スクール 9.050653 愛媛

43 永野 博也 君津体操クラブ 9.000656 千葉

74 今野 湧土 アトム体操教室 9.000556 宮城

77 早坂 俊 ジムナスティック新潟 9.000556 新潟

3 矢本 暖記 龍野体操クラブ 8.950659 兵庫

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
位 県名

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.70061 神奈川

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.67562 大阪

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.65063 愛知

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.62564 愛知

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.60065 愛知

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.55056 栃木

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.50067 千葉

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.47568 群馬

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.45069 大阪

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.45069 静岡

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.400511 静岡

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 9.400611 宮城

27 佐藤 元 アトム体操教室 9.350513 宮城

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.350513 大阪

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.350413 神奈川

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 9.300616 京都

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.300616 大阪

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.300516 栃木

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.300516 大阪

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 9.250620 群馬

43 永野 博也 君津体操クラブ 9.250620 千葉

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 9.250620 愛知

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.200523 愛知

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.200523 栃木

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 9.200623 福島

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.200423 大阪

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 9.200623 福岡

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.200623 長野

3 矢本 暖記 龍野体操クラブ 9.150629 兵庫

14 安藤 綺羅 ワールドスポーツ 9.150629 茨城

44 髙橋 靜波 君津体操クラブ 9.150629 千葉

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.150629 京都

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.150529 愛知

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.150629 大阪

90 吉留 涼真 谷山体操教室 9.150529 鹿児島

28 佐々木 郁哉 アトム体操教室 9.100536 宮城

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 9.100636 大阪

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 9.050538 兵庫

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 9.050638 神奈川

84 高橋 崚太 谷山体操教室 9.050638 鹿児島

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 9.050538 高知

23 山本 智稀 ファイブＭ 9.000542 京都

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 8.950643 滋賀

70 結城 裕翔 グリーンカレッジ体操教室 8.950643 福岡

83 岩井 瞭弥 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.950643 広島

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 8.950543 長野

10 露木 元太 とらい体操クラブ 8.900647 神奈川

42 山本 歩夢 アクバススポーツクラブ鶴見 8.900647 大阪

72 和田 拓海 Fan体操クラブ 8.900647 香川

79 平八重 樹 谷山体操教室 8.900647 鹿児島

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 8.850451 岐阜

34 髙岡 統矢 健伸スポーツクラブ 8.850651 千葉

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 8.850651 三重

55 佐々木 翼 仙台ジュニｱ体育研究所 8.850551 宮城

64 藤田 真一 髙山体操クラブ 8.850651 福岡

68 布袋屋 博和 秋田ｱスレティッククラブ 8.850551 秋田

69 中村 玲志 ドリーム体操クラブ 8.850651 長崎

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 8.850651 福井

91 土屋 宇大 愛媛パールズ体操スクール 8.850651 愛媛

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
位 県名
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第８回全国ブロック選抜Ｕ-１２体操競技選手権大会　　　　　　速報No.11-

鯖江市総合体育館種目別順位速報　《つり輪・跳馬》　　男子

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 8.900660 京都

52 板橋 悠迅 トミオカ体操クラブ 8.900460 大阪

55 佐々木 翼 仙台ジュニｱ体育研究所 8.900560 宮城

90 吉留 涼真 谷山体操教室 8.900560 鹿児島

4 濵田 伊吹 レックス体操クラブ 8.850564 兵庫

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 8.800565 茨城

84 高橋 崚太 谷山体操教室 8.800665 鹿児島

44 髙橋 靜波 君津体操クラブ 8.700667 千葉

6 籾井 琉希 鳥栖体操クラブ 8.650668 佐賀

8 荻枝 隆介 富山体操クラブ 8.600569 富山

15 桑原 和也 MTGC 8.550670 茨城

47 河野 稜 TEAMえひめ 8.500671 愛媛

39 井上 諒祐 鯖江体操スクール 8.400572 福井

14 安藤 綺羅 ワールドスポーツ 8.350673 茨城

35 小川 息吹 谷山体操教室 8.350573 鹿児島

37 藤井 貴章 LIFE体操クラブ 8.350673 徳島

7 三好 太洋 鯖江体操スクール 8.300576 福井

18 渡邊 航基 仙台ジュニｱ体育研究所 8.250677 宮城

5 清野 毅志 延岡さくら体操教室 8.200678 宮崎

83 岩井 瞭弥 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.200678 広島

79 平八重 樹 谷山体操教室 8.150680 鹿児島

64 藤田 真一 髙山体操クラブ 8.100681 福岡

17 遠藤 心汰朗 仙台ジュニｱ体育研究所 8.050682 宮城

29 吉見 陽生 佐伯ジュニｱ体操クラブ 8.050482 大分

30 柿内 佑太 ＢＩＮ体操クラブ 8.050682 熊本

12 末浪 翔 愛媛パールズ体操スクール 8.000685 愛媛

16 斉藤 龍魁 MTGC 8.000485 茨城

19 若原 慧人 大野体操クラブ 7.950687 岐阜

72 和田 拓海 Fan体操クラブ 7.900688 香川

40 盛永 雄斗 NPO法人ｺｺﾅ体操・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクラブ 7.800689 石川

70 結城 裕翔 グリーンカレッジ体操教室 7.700690 福岡

51 上迫 栞太 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 7.600691 広島

24 鈴木 大成 滑川スポーツクラブ 7.500692 茨城

22 折原 良弥 ドリーム体操クラブ 7.250593 長崎

69 中村 玲志 ドリーム体操クラブ 7.200694 長崎

21 伊藤 明良 ケンケン体操クラブ 7.000495 沖縄

66 高田 雅也 ジムナスティック新潟 ｷｹﾝ5--- 新潟

6 籾井 琉希 鳥栖体操クラブ 8.800660 佐賀

15 桑原 和也 MTGC 8.800660 茨城

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 8.800660 千葉

40 盛永 雄斗 NPO法人ｺｺﾅ体操・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクラブ 8.800660 石川

54 金子 拓睦 高島平体操教室 8.800560 東京

77 早坂 俊 ジムナスティック新潟 8.800560 新潟

4 濵田 伊吹 レックス体操クラブ 8.750566 兵庫

7 三好 太洋 鯖江体操スクール 8.750566 福井

37 藤井 貴章 LIFE体操クラブ 8.750666 徳島

5 清野 毅志 延岡さくら体操教室 8.700669 宮崎

18 渡邊 航基 仙台ジュニｱ体育研究所 8.700669 宮城

39 井上 諒祐 鯖江体操スクール 8.700569 福井

45 南川 怜央 相好体操クラブ 8.700669 三重

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 8.700569 東京

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 8.700669 長野

29 吉見 陽生 佐伯ジュニｱ体操クラブ 8.650475 大分

67 吹谷 泰河 秋田ｱスレティッククラブ 8.650675 秋田

12 末浪 翔 愛媛パールズ体操スクール 8.600677 愛媛

19 若原 慧人 大野体操クラブ 8.600677 岐阜

24 鈴木 大成 滑川スポーツクラブ 8.600677 茨城

35 小川 息吹 谷山体操教室 8.550580 鹿児島

52 板橋 悠迅 トミオカ体操クラブ 8.550480 大阪

74 今野 湧土 アトム体操教室 8.550580 宮城

16 斉藤 龍魁 MTGC 8.500483 茨城

21 伊藤 明良 ケンケン体操クラブ 8.500483 沖縄

51 上迫 栞太 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.450685 広島

36 清水 和生 山梨ジュニｱ体操クラブ 8.400686 山梨

8 荻枝 隆介 富山体操クラブ 8.350587 富山

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 8.350587 茨城

30 柿内 佑太 ＢＩＮ体操クラブ 8.350687 熊本

71 相澤 日向 アトム体操教室 8.350587 宮城

17 遠藤 心汰朗 仙台ジュニｱ体育研究所 8.300691 宮城

65 保倉 秀翔 加茂体操クラブ 8.200592 新潟

47 河野 稜 TEAMえひめ 8.100693 愛媛

22 折原 良弥 ドリーム体操クラブ 0.000594 長崎

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 0.000694 千葉

66 高田 雅也 ジムナスティック新潟 ｷｹﾝ5--- 新潟

審判長署名　　　　　　　　　　　　　



第８回全国ブロック選抜Ｕ-１２体操競技選手権大会　　　　　　速報No.12-

鯖江市総合体育館種目別順位速報　《平行棒・鉄棒》　　男子

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.85061 静岡

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.75062 群馬

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.72563 神奈川

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.72563 長野

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.70055 愛知

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.67546 大阪

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.67566 愛知

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.65068 大阪

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.62569 神奈川

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.600510 愛知

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.600510 静岡

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 9.600510 高知

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.575613 愛知

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.550614 大阪

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 9.550614 福井

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.525516 栃木

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.525616 大阪

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 9.525516 長野

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 9.525616 福岡

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.500620 滋賀

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 9.500620 千葉

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.475522 大阪

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 9.475622 福島

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 9.450624 千葉

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.450524 栃木

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.450524 大阪

91 土屋 宇大 愛媛パールズ体操スクール 9.450624 愛媛

68 布袋屋 博和 秋田ｱスレティッククラブ 9.400528 秋田

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 9.350629 大阪

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 9.350629 三重

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.350629 京都

52 板橋 悠迅 トミオカ体操クラブ 9.350429 大阪

69 中村 玲志 ドリーム体操クラブ 9.350629 長崎

71 相澤 日向 アトム体操教室 9.350529 宮城

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 9.300635 京都

4 濵田 伊吹 レックス体操クラブ 9.300535 兵庫

44 髙橋 靜波 君津体操クラブ 9.300635 千葉

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 9.250538 兵庫

70 結城 裕翔 グリーンカレッジ体操教室 9.200639 福岡

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 9.200639 長野

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 9.200639 宮城

3 矢本 暖記 龍野体操クラブ 9.150642 兵庫

7 三好 太洋 鯖江体操スクール 9.150542 福井

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.150642 千葉

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.150642 大阪

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 9.150542 東京

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.150442 神奈川

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 9.100548 茨城

54 金子 拓睦 高島平体操教室 9.100548 東京

67 吹谷 泰河 秋田ｱスレティッククラブ 9.100648 秋田

74 今野 湧土 アトム体操教室 9.100548 宮城

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.050652 愛知

77 早坂 俊 ジムナスティック新潟 9.050552 新潟

90 吉留 涼真 谷山体操教室 9.050552 鹿児島

6 籾井 琉希 鳥栖体操クラブ 9.000655 佐賀

39 井上 諒祐 鯖江体操スクール 9.000555 福井

84 高橋 崚太 谷山体操教室 9.000655 鹿児島

27 佐藤 元 アトム体操教室 8.950558 宮城

36 清水 和生 山梨ジュニｱ体操クラブ 8.950658 山梨

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 8.950558 栃木

23 山本 智稀 ファイブＭ 8.900561 京都

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 8.900661 神奈川

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 8.800463 岐阜

22 折原 良弥 ドリーム体操クラブ 8.800563 長崎

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
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背
番
号

順
位 県名

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.70061 神奈川

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.65052 大阪

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.62563 静岡

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.60064 愛知

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.60064 群馬

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.57566 大阪

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.57566 大阪

45 南川 怜央 相好体操クラブ 9.55068 三重

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.55068 京都

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.55068 愛知

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.525511 愛知

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 9.500612 神奈川

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.500512 静岡

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.450614 滋賀

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 9.450514 東京

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.450514 栃木

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.400517 愛知

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.400617 愛知

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.400617 大阪

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 9.350620 大阪

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 9.350620 三重

52 板橋 悠迅 トミオカ体操クラブ 9.350420 大阪

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.350420 神奈川

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.350420 大阪

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 9.350620 長野

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.350620 長野

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.300627 神奈川

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.250528 栃木

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.250528 栃木

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 9.250628 福井

91 土屋 宇大 愛媛パールズ体操スクール 9.250628 愛媛

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.200532 大阪

54 金子 拓睦 高島平体操教室 9.200532 東京

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.200632 大阪

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 9.150635 福島

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 9.150535 高知

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 9.150635 宮城

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 9.100538 兵庫

44 髙橋 靜波 君津体操クラブ 9.100638 千葉

79 平八重 樹 谷山体操教室 9.100638 鹿児島

84 高橋 崚太 谷山体操教室 9.100638 鹿児島

70 結城 裕翔 グリーンカレッジ体操教室 9.050642 福岡

42 山本 歩夢 アクバススポーツクラブ鶴見 9.000643 大阪

43 永野 博也 君津体操クラブ 9.000643 千葉

68 布袋屋 博和 秋田ｱスレティッククラブ 9.000543 秋田

90 吉留 涼真 谷山体操教室 9.000543 鹿児島

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 8.950647 千葉

69 中村 玲志 ドリーム体操クラブ 8.900648 長崎

77 早坂 俊 ジムナスティック新潟 8.900548 新潟

34 髙岡 統矢 健伸スポーツクラブ 8.850650 千葉

36 清水 和生 山梨ジュニｱ体操クラブ 8.850650 山梨

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 8.800652 千葉

65 保倉 秀翔 加茂体操クラブ 8.800552 新潟

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 8.800652 福岡

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 8.800652 愛知

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 8.700556 茨城

23 山本 智稀 ファイブＭ 8.700556 京都

3 矢本 暖記 龍野体操クラブ 8.650658 兵庫

17 遠藤 心汰朗 仙台ジュニｱ体育研究所 8.650658 宮城

18 渡邊 航基 仙台ジュニｱ体育研究所 8.650658 宮城

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 8.600461 岐阜

4 濵田 伊吹 レックス体操クラブ 8.550562 兵庫

12 末浪 翔 愛媛パールズ体操スクール 8.550662 愛媛

72 和田 拓海 Fan体操クラブ 8.550662 香川
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42 山本 歩夢 アクバススポーツクラブ鶴見 8.800663 大阪

19 若原 慧人 大野体操クラブ 8.750666 岐阜

34 髙岡 統矢 健伸スポーツクラブ 8.750666 千葉

47 河野 稜 TEAMえひめ 8.750666 愛媛

8 荻枝 隆介 富山体操クラブ 8.700569 富山

45 南川 怜央 相好体操クラブ 8.600670 三重

79 平八重 樹 谷山体操教室 8.600670 鹿児島

83 岩井 瞭弥 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.600670 広島

18 渡邊 航基 仙台ジュニｱ体育研究所 8.550673 宮城

15 桑原 和也 MTGC 8.500674 茨城

51 上迫 栞太 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.500674 広島

65 保倉 秀翔 加茂体操クラブ 8.500574 新潟

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 8.500674 愛知

28 佐々木 郁哉 アトム体操教室 8.450578 宮城

40 盛永 雄斗 NPO法人ｺｺﾅ体操・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクラブ 8.400679 石川

72 和田 拓海 Fan体操クラブ 8.400679 香川

17 遠藤 心汰朗 仙台ジュニｱ体育研究所 8.200681 宮城

14 安藤 綺羅 ワールドスポーツ 8.150682 茨城

24 鈴木 大成 滑川スポーツクラブ 8.100683 茨城

30 柿内 佑太 ＢＩＮ体操クラブ 8.100683 熊本

16 斉藤 龍魁 MTGC 8.050485 茨城

35 小川 息吹 谷山体操教室 8.050585 鹿児島

12 末浪 翔 愛媛パールズ体操スクール 8.000687 愛媛

21 伊藤 明良 ケンケン体操クラブ 8.000487 沖縄

55 佐々木 翼 仙台ジュニｱ体育研究所 8.000587 宮城

37 藤井 貴章 LIFE体操クラブ 7.900690 徳島

5 清野 毅志 延岡さくら体操教室 7.700691 宮崎

43 永野 博也 君津体操クラブ 7.700691 千葉

64 藤田 真一 髙山体操クラブ 7.650693 福岡

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 7.500694 群馬

29 吉見 陽生 佐伯ジュニｱ体操クラブ 7.500494 大分

66 高田 雅也 ジムナスティック新潟 ｷｹﾝ5--- 新潟

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 8.550662 千葉

19 若原 慧人 大野体操クラブ 8.500666 岐阜

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 8.500666 群馬

47 河野 稜 TEAMえひめ 8.450668 愛媛

67 吹谷 泰河 秋田ｱスレティッククラブ 8.450668 秋田

74 今野 湧土 アトム体操教室 8.450568 宮城

14 安藤 綺羅 ワールドスポーツ 8.400671 茨城

64 藤田 真一 髙山体操クラブ 8.400671 福岡

71 相澤 日向 アトム体操教室 8.400571 宮城

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 8.400571 長野

15 桑原 和也 MTGC 8.350675 茨城

35 小川 息吹 谷山体操教室 8.300576 鹿児島

37 藤井 貴章 LIFE体操クラブ 8.300676 徳島

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 8.200678 京都

22 折原 良弥 ドリーム体操クラブ 8.200578 長崎

28 佐々木 郁哉 アトム体操教室 8.100580 宮城

30 柿内 佑太 ＢＩＮ体操クラブ 8.100680 熊本

83 岩井 瞭弥 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 8.100680 広島

6 籾井 琉希 鳥栖体操クラブ 8.000683 佐賀

27 佐藤 元 アトム体操教室 8.000583 宮城

55 佐々木 翼 仙台ジュニｱ体育研究所 7.850585 宮城

51 上迫 栞太 ygcＦＵＫＵＹＡＭＡスポーツセンター 7.700686 広島

24 鈴木 大成 滑川スポーツクラブ 7.650687 茨城

40 盛永 雄斗 NPO法人ｺｺﾅ体操・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクラブ 7.650687 石川

5 清野 毅志 延岡さくら体操教室 7.600689 宮崎

21 伊藤 明良 ケンケン体操クラブ 7.500490 沖縄

29 吉見 陽生 佐伯ジュニｱ体操クラブ 7.500490 大分

8 荻枝 隆介 富山体操クラブ 7.400592 富山

39 井上 諒祐 鯖江体操スクール 7.400592 福井

7 三好 太洋 鯖江体操スクール 7.300594 福井

16 斉藤 龍魁 MTGC 7.000495 茨城

66 高田 雅也 ジムナスティック新潟 ｷｹﾝ5--- 新潟

審判長署名　　　　　　　　　　　　　
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26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.70061 千葉

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.65062 静岡

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.60063 愛知

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.55064 愛知

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.45065 神奈川

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.40056 大阪

13 蓮見 渉真 ワールドスポーツ 9.35057 茨城

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.35067 京都

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.35057 栃木

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.35057 栃木

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.300511 愛知

20 澤原 聡史 郡上八幡体操クラブ 9.200412 岐阜

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.200512 大阪

2 有政 佑真 レックス体操クラブ 9.150514 兵庫

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.150614 大阪

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.150414 大阪

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.150614 大阪

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 9.150614 愛知

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.100519 栃木

73 小松 飛鳥 いわきラビット体操クラブ 9.100619 福島

審判長署名　　　　　　　　　　　　　
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76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.80061 群馬

46 脇田 笙吾 相好体操クラブ 9.65062 三重

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.55063 神奈川

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.50044 神奈川

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.45065 愛知

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.45065 長野

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.40067 静岡

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.35068 千葉

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.25069 京都

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.25059 愛知

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.25069 愛知

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 9.200612 千葉

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.200512 大阪

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 9.100614 千葉

87 宮沢 楓大 NPIC体操クラブ 9.100614 長野

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 9.050616 福岡

93 山下 竜輝 中京ジムナスティッククラブ 9.050616 愛知

45 南川 怜央 相好体操クラブ 9.000618 三重

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.000618 大阪

62 安里 透摩 オリオンスポーツクラブ 9.000518 栃木

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
位 県名

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.92561 神奈川

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.90052 大阪

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.77563 群馬

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.75054 愛知

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.72565 静岡

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.70066 大阪

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.65047 神奈川

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.62558 静岡

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.60069 愛知

45 南川 怜央 相好体操クラブ 9.60069 三重

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.575611 大阪

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.575611 愛知

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.550613 滋賀

33 倉田 玲男 健伸スポーツクラブ 9.550613 千葉

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.550613 大阪

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.525516 栃木

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.500517 栃木

75 橋本 大輝 佐原ジュニｱ体操クラブ 9.500617 千葉

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.450619 神奈川

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.450419 大阪

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
位 県名

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.70061 神奈川

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.67562 大阪

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.65063 愛知

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.62564 愛知

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.60065 愛知

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.55056 栃木

26 渡辺 向祥 船橋ジュニｱ体操クラブ 9.50067 千葉

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.47568 群馬

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.45069 大阪

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.45069 静岡

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.400511 静岡

96 當房 正一朗 仙台スピン体操クラブ 9.400611 宮城

27 佐藤 元 アトム体操教室 9.350513 宮城

32 末次 耕太朗 大阪体操クラブ 9.350513 大阪

78 築山 翔馬 鶴見ジュニｱ体操クラブ 9.350413 神奈川

1 松浦 圭都 長岡体操クラブ 9.300616 京都

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.300616 大阪

63 江俣 有寿彩 鹿沼ジュニｱ体操クラブ 9.300516 栃木

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.300516 大阪

25 長瀬 智博 シコンスポーツクラブ 9.250620 群馬

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
位 県名

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.85061 静岡

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.75062 群馬

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.72563 神奈川

95 成田 陽樹 NPIC体操クラブ 9.72563 長野

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.70055 愛知

81 中村 天也 スカイ体操クラブ 9.67546 大阪

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.67566 愛知

58 平野 優陽 羽衣体操クラブ 9.65068 大阪

10 露木 元太 とらい体操クラブ 9.62569 神奈川

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.600510 愛知

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.600510 静岡

92 齋藤 蒼哉 南国ジュニｱ体操クラブ 9.600510 高知

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.575613 愛知

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.550614 大阪

85 花木 拓弥 鯖江体操スクール 9.550614 福井

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.525516 栃木

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.525616 大阪

86 斉藤 邑太朗 ジム・ネット体操教室 9.525516 長野

89 田口 陸斗 リバティ体操クラブ 9.525616 福岡

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.500620 滋賀

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
位 県名

9 岩川 秀麿 Victory　Gymnastics　Club 9.70061 神奈川

80 北園 丈琉 トミオカ体操クラブ 9.65052 大阪

88 森川 顕範 水鳥体操館 9.62563 静岡

56 近藤 衛 笠松体操クラブ 9.60064 愛知

76 金田 希一 群馬ジュニｱスポーツクラブ 9.60064 群馬

49 森原 康貴 トミオカ体操クラブ 9.57566 大阪

57 木下 渚 大阪体操クラブ 9.57566 大阪

45 南川 怜央 相好体操クラブ 9.55068 三重

50 古川 智英 京都ジャンピング体操クラブ 9.55068 京都

94 榊原 拓弥 ならわ体操クラブ 9.55068 愛知

60 相羽 拓郎 （有）キッズワールド中国体操クラブ 9.525511 愛知

48 平野 圭人 よこはまYSMC体操クラブ 9.500612 神奈川

59 橋口 晴 清水ペガサス体操クラブ 9.500512 静岡

31 西 人生 八日市ウイーズ体操クラブ 9.450614 滋賀

53 佐藤 優樹 高島平体操教室 9.450514 東京

61 五十嵐 優也 オリオンスポーツクラブ 9.450514 栃木

11 永脇 晃虎 ならわ体操クラブ 9.400517 愛知

38 湯元 和志 ならわ体操クラブ 9.400617 愛知

82 近江 奎太 なんば体操クラブ 9.400617 大阪

41 坂口 慶祐 スペック体育クラブ 9.350620 大阪

所属名 Score学年選手名
背
番
号

順
位 県名
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背
番
号

所属名 フリガナ 得点

個人総合
順

位

87 松山 聖スカイ体操クラブ 52.5501位 ﾏﾂﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ6 大阪

77 桒嶋 姫子トダーズ 52.2502位 ｸﾜｼﾏ ｷｺ6 埼玉

92 文堂 日南子ならわ体操クラブ 51.8003位 ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ4 愛知

65 杉本 桃歌ならわ体操クラブ 51.7504位 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ6 愛知

84 二宮 さやか羽衣体操クラブ 51.7005位 ﾆﾉﾐﾔ ｻﾔｶ 6 大阪

53 村上 優妃アクバススポーツクラブ 48.9006位 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ5 大阪

56 村上 瞳水鳥体操館 48.8007位 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄﾐ6 静岡

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 48.2008位 ｵﾉ ﾏﾅ 5 滋賀

91 佐々木 愛華レジックスポーツ 48.1509位 ｻｻｷ ﾏﾅｶ6 愛知

86 坂口 彩夏ジム・ネット体操教室 48.10010位 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾔｶ5 長野

選手名

学

年
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背
番
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所属名 フリガナ 得点
順

位

96 大矢 美里 笠松体操クラブ 14.1001位 ｵｵﾔ ﾐｻﾄ 6 愛知

55 児玉 すもも清水ペガサス体操クラブ 13.6002位 ｺﾀﾞﾏ ｽﾓﾓ6 静岡

92 文堂 日南子ならわ体操クラブ 13.3503位 ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ4 愛知

34 黒滝 萌乃よこはまYSMC体操クラブ 13.2504位 ｸﾛﾀｷ ﾓｴﾉ6 神奈川

84 二宮 さやか羽衣体操クラブ 13.2504位 ﾆﾉﾐﾔ ｻﾔｶ 6 大阪

56 村上 瞳水鳥体操館 13.1006位 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄﾐ6 静岡

77 桒嶋 姫子トダーズ 13.1006位 ｸﾜｼﾏ ｷｺ6 埼玉

25 渡辺 夏楓羽衣体操クラブ 12.9008位 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｶ 6 大阪

54 須藤 帆南須磨ジュニア体操クラブ 12.9008位 ｽﾄﾞｳ ﾎﾅﾐ6 兵庫

87 松山 聖スカイ体操クラブ 12.9008位 ﾏﾂﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ6 大阪

選手名

学

年

県
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背
番
号

所属名 フリガナ 得点
順

位

87 松山 聖スカイ体操クラブ 13.3001位 ﾏﾂﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ6 大阪

77 桒嶋 姫子トダーズ 12.7002位 ｸﾜｼﾏ ｷｺ6 埼玉

26 山本 千夏トミオカ体操クラブ 11.9003位 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾅﾂ6 大阪

91 佐々木 愛華レジックスポーツ 11.9003位 ｻｻｷ ﾏﾅｶ6 愛知

92 文堂 日南子ならわ体操クラブ 11.9003位 ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ4 愛知

65 杉本 桃歌ならわ体操クラブ 11.6506位 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ6 愛知

88 安富 音葉なんば体操クラブ 11.4007位 ﾔｽﾄﾐ ｵﾄﾊ6 大阪

96 大矢 美里 笠松体操クラブ 11.4007位 ｵｵﾔ ﾐｻﾄ 6 愛知

33 中村 瑠那よこはまYSMC体操クラブ 11.3009位 ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ6 神奈川

84 二宮 さやか羽衣体操クラブ 11.15010位 ﾆﾉﾐﾔ ｻﾔｶ 6 大阪
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65 杉本 桃歌ならわ体操クラブ 13.8001位 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ6 愛知

84 二宮 さやか羽衣体操クラブ 13.7502位 ﾆﾉﾐﾔ ｻﾔｶ 6 大阪

53 村上 優妃アクバススポーツクラブ 13.7003位 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ5 大阪

87 松山 聖スカイ体操クラブ 13.4504位 ﾏﾂﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ6 大阪

92 文堂 日南子ならわ体操クラブ 13.3505位 ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ4 愛知

77 桒嶋 姫子トダーズ 13.2006位 ｸﾜｼﾏ ｷｺ6 埼玉

56 村上 瞳水鳥体操館 13.1507位 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄﾐ6 静岡

67 芦川 うらら水鳥体操館 13.1507位 ｱｼｶﾜ ｳﾗﾗ5 静岡

32 木岡 優芽羽衣体操クラブ 12.7509位 ｷｵｶ ﾕﾒ4 大阪

34 黒滝 萌乃よこはまYSMC体操クラブ 12.70010位 ｸﾛﾀｷ ﾓｴﾉ6 神奈川
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県
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背
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所属名 フリガナ 得点
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位

84 二宮 さやか羽衣体操クラブ 13.5501位 ﾆﾉﾐﾔ ｻﾔｶ 6 大阪

65 杉本 桃歌ならわ体操クラブ 13.5002位 ｽｷﾞﾓﾄ ﾓﾓｶ6 愛知

77 桒嶋 姫子トダーズ 13.2503位 ｸﾜｼﾏ ｷｺ6 埼玉

92 文堂 日南子ならわ体操クラブ 13.2004位 ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾅｺ4 愛知

87 松山 聖スカイ体操クラブ 12.9005位 ﾏﾂﾔﾏ ﾋｼﾞﾘ6 大阪

86 坂口 彩夏ジム・ネット体操教室 12.7506位 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾔｶ5 長野

91 佐々木 愛華レジックスポーツ 12.6007位 ｻｻｷ ﾏﾅｶ6 愛知

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 12.5508位 ｵﾉ ﾏﾅ 5 滋賀

93 柏木 淑里SRC体操クラブ 12.5508位 ｶｼﾜｷﾞ ｼﾞｭﾘ6 神奈川

30 北山 琴望成美ジムクラブ 12.40010位 ｷﾀﾔﾏ ｺﾄﾐ6 広島

選手名

学

年

県

名
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87 松山 聖 スカイ体操クラブ 52.55012.90012.900 13.300 13.450大阪61

77 桒嶋 姫子 トダーズ 52.25013.25013.100 12.700 13.200埼玉62

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 51.80013.20013.350 11.900 13.350愛知43

65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 51.75013.50012.800 11.650 13.800愛知64

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 51.70013.55013.250 11.150 13.750大阪65

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 48.90011.65012.700 10.850 13.700大阪56

56 村上 瞳 水鳥体操館 48.80012.20013.100 10.350 13.150静岡67

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 48.20012.55012.700 11.100 11.850滋賀58

91 佐々木 愛華 レジックスポーツ 48.15012.60012.550 11.900 11.100愛知69

86 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 48.10012.75012.700 10.250 12.400長野510

96 大矢 美里 笠松体操クラブ 48.05011.50014.100 11.400 11.050愛知611

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 48.05011.65012.200 11.900 12.300大阪611

67 芦川 うらら 水鳥体操館 47.70011.75012.650 10.150 13.150静岡513

33 中村 瑠那 よこはまYSMC体操クラブ 47.40011.45012.700 11.300 11.950神奈川614

78 德田 知沙子 朝日生命体操クラブ 47.30012.10012.450 10.650 12.100東京615

93 柏木 淑里 SRC体操クラブ 47.15012.55012.350 9.650 12.600神奈川616

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 47.15011.85012.900 10.700 11.700大阪616

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 47.10010.45013.250 10.700 12.700神奈川618

61 茂手木 詩子 山梨ジュニア体操クラブ 46.80011.50011.850 10.800 12.650山梨619

55 児玉 すもも 清水ペガサス体操クラブ 46.60010.80013.600 11.050 11.150静岡620

88 安富 音葉 なんば体操クラブ 46.45012.10012.700 11.400 10.250大阪621

76 石渡 舞 スポーツクラブ　アピア 46.45010.80012.700 10.350 12.600愛媛621

8 高橋 蘭 須磨ジュニア体操クラブ 46.40012.10012.650 10.300 11.350兵庫623

30 北山 琴望 成美ジムクラブ 46.25012.40012.350 10.250 11.250広島624

94 大熊 萌絵 三菱養和体操ｽｸｰﾙ 46.20011.45012.600 10.000 12.150東京525

54 須藤 帆南 須磨ジュニア体操クラブ 46.20011.30012.900 10.650 11.350兵庫625

85 室橋 佳澄 長岡ジュニア体操クラブ 45.95010.60012.700 9.950 12.700新潟627

72 福塚 美海 なんば体操クラブ 45.95011.30012.100 10.050 12.500大阪627

32 木岡 優芽 羽衣体操クラブ 45.90010.55012.700 9.900 12.750大阪429

31 坂口 ひかり 羽衣体操クラブ 45.90011.35012.300 10.250 12.000大阪429

24 池之内 葉月 びわこクリーンジュニア体操クラブ 45.55011.65012.650 8.650 12.600滋賀531

89 新関 彩乃 アテネ体操クラブ 45.35010.95012.200 10.150 12.050山形532

80 藤田 実佑 野田中学校体操クラブ 45.15011.05011.700 10.250 12.150福島633

62 神宮司 凜 山梨ジュニア体操クラブ 44.95011.05012.600 9.600 11.700山梨534

10 望月 花音 ファイブＭ 44.90011.65012.500 10.900 9.850京都635

7 梅尾 梨々花 千代田GYM＆SPORTS 44.70011.05012.500 9.650 11.500広島636

51 武内 莉帆 船橋ジュニア体操クラブ 44.60010.75012.800 9.150 11.900千葉637

39 田中 佑璃 ゼウス体操クラブ 44.35010.90012.650 9.650 11.150岐阜638

6 照井 梓月 アクア体操クラブ 44.30011.35012.300 9.400 11.250岩手639

41 萩原 李奈 銚子市体操協会 44.30010.00012.500 9.450 12.350千葉639

47 檜森 思音 NEO WINDS 43.85011.55012.600 10.200 9.500茨城641

52 山田 菜月 煌体操クラブ 43.20010.85012.700 8.850 10.800群馬642

40 加藤 梨優 相好体操クラブ 42.60010.35012.650 9.000 10.600三重543

36 五十嵐 菜摘 よこはまYSMC体操クラブ 42.45010.75012.350 9.100 10.250神奈川544

75 三谷 桃子 愛媛パールズ体操スクール 42.4008.90012.750 8.650 12.100愛媛445

83 斉藤 わかば 加賀市体操教室 42.35010.65012.350 8.900 10.450石川546

95 内海 智絵 北九州Ｊｒ体操クラブ 42.2509.50012.600 9.850 10.300福岡647

44 内村 咲喜 ヒラキダ体操クラブ 42.05010.90012.300 7.800 11.050長崎548

46 鈴木 若葉 いわきラビット体操クラブ 41.95011.05012.850 8.550 9.500福島649

90 栗元 咲英 北九州Ｊｒ体操クラブ 41.80010.20011.400 10.150 10.050福岡650

45 東山 愛依 ソニアスポーツクラブ 41.75010.35012.250 8.400 10.750青森451

審判長署名　　　　　　　　　　　　　
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15 荻原 初奈 佐原ジュニア体操クラブ 41.75010.65012.600 8.900 9.600千葉651

66 森口 美玖 K’Ｓ体操クラブ 41.7509.30012.450 9.700 10.300石川651

50 堀 聖菜 鯖江体操スクール 41.70011.45012.850 8.850 8.550福井654

38 安里 れみ オリオンスポーツクラブ 41.65010.30010.450 9.050 11.850栃木355

70 佐々木 唯 秋田アスレティッククラブ 41.60010.60012.500 7.900 10.600秋田556

48 奥間 千尋 ニライスポーツクラブ 41.60010.25012.550 9.000 9.800沖縄656

5 袖平 歩美 階上jr.体操クラブ 41.45011.35012.500 7.450 10.150青森658

74 野口 祐美賀 鳥栖体操クラブ 41.30010.05012.500 8.900 9.850佐賀659

16 青木 花梨 群馬ジュニアスポーツクラブ 41.0509.90012.600 8.050 10.500群馬660

49 平田 楓 分水体操会 41.05010.60012.450 8.500 9.500新潟660

20 大野 愛 岐阜スタンツ教室 40.7509.75012.600 7.950 10.450岐阜662

14 西野 紗英 びわこクリーンジュニア体操クラブ 40.70011.15011.100 6.950 11.500滋賀563

69 工藤 凜 秋田アスレティッククラブ 40.20010.55012.150 7.250 10.250秋田664

19 高橋 菜々子 久居体操クラブ 40.10010.15012.650 8.750 8.550三重665

27 武田 亜優 越前体操クラブ 40.0009.95012.050 8.150 9.850福井666

79 佐藤 美雪 常盤木学園体操クラブ 39.85010.05012.700 8.750 8.350宮城667

37 松田 幸子 AGｽｸｰﾙ 39.6509.20010.800 9.200 10.450東京668

64 西本 桜子 グリーンカレッジ体操教室 39.6009.50012.400 7.750 9.950福岡669

17 菊池 志保 君津体操クラブ 39.4509.55012.550 7.950 9.400千葉670

35 神野 優奈 Fan体操クラブ 39.35010.30012.300 8.000 8.750香川671

58 十亀 桜 スポーツクラブ　アピア 39.10010.55012.050 5.650 10.850愛媛472

71 佐々木 夢実 仙台ジュニア体育研究所 38.9009.35012.100 8.950 8.500宮城673

73 ローガン 亜矢 ケンケン体操クラブ 38.8509.05012.600 7.950 9.250沖縄574

4 小沢 まもり MTGC 38.85010.10012.000 8.200 8.550茨城674

42 山口 朋夏 銚子市体操協会 38.8009.85010.050 7.950 10.950千葉676

63 錦戸 涼奈 鳥栖体操クラブ 38.6509.10011.850 7.100 10.600佐賀677

28 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室 38.4509.05011.550 7.300 10.550長野578

2 稲野 美佑 鳥越ジュニア体操教室 38.3509.45011.250 7.500 10.150石川679

1 相山 夏穂 富山体操クラブ 38.1509.85010.600 6.700 11.000富山580

81 小松 万里菜 おかやまジュニア体操スクール 38.0009.10010.500 7.900 10.500岡山481

29 舟橋 弥里 青竜体操クラブ 37.9509.80012.450 7.950 7.750広島682

82 近藤 真知 おかやまジュニア体操スクール 37.6008.25010.500 8.000 10.850岡山383

13 市原 愛 羽衣ユース体操クラブ 37.0007.70010.200 8.800 10.300大阪684

3 林田 曜 MTGC 36.70010.50012.000 3.750 10.450茨城585

60 社家間 由希 グリーンカレッジ体操教室 36.2008.80012.000 7.150 8.250福岡686

43 赤木 友紀 延岡さくら体操教室 35.5509.75010.100 6.750 8.950宮崎487

23 松原 由依 Fan体操クラブ 35.4008.35011.250 6.600 9.200香川688

22 森田 沙耶 大在ジュニア体操クラブ 35.2509.70010.150 6.200 9.200大分589

59 佐々木 愛果 サンフルトスポーツクラブ 35.2009.85012.650 2.700 10.000秋田590

12 堀内 みのり 神栖市ｼﾞｭﾆｱ体操ｽﾎﾟｰﾂ少年団 35.1009.70010.500 3.750 11.150茨城691

57 横井 加奈 愛媛東部ヤクルト体操教室 34.9008.40010.350 8.300 7.850愛媛692

68 三村 咲希 おかやまジュニア体操スクール 34.1508.25010.350 7.450 8.100岡山493

18 齋藤 愛留 今市ジュニア体操教室 31.6006.8509.850 7.100 7.800栃木594

11 竹之内 桃華 ハラライム体操クラブ 30.7508.6009.850 4.100 8.200鹿児島695

21 山下 凜々子 熊本ＹＭＣＡ体操チーム 26.2008.8009.850 0.400 7.150熊本596

審判長署名　　　　　　　　　　　　　
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96 大矢 美里 笠松体操クラブ 14.1006 愛知1

55 児玉 すもも 清水ペガサス体操クラブ 13.6006 静岡2

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 13.3504 愛知3

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 13.2506 神奈川4

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 13.2506 大阪4

56 村上 瞳 水鳥体操館 13.1006 静岡6

77 桒嶋 姫子 トダーズ 13.1006 埼玉6

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 12.9006 大阪8

54 須藤 帆南 須磨ジュニア体操クラブ 12.9006 兵庫8

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 12.9006 大阪8

46 鈴木 若葉 いわきラビット体操クラブ 12.8506 福島11

50 堀 聖菜 鯖江体操スクール 12.8506 福井11

51 武内 莉帆 船橋ジュニア体操クラブ 12.8006 千葉13

65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 12.8006 愛知13

75 三谷 桃子 愛媛パールズ体操スクール 12.7504 愛媛15

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 12.7005 滋賀16

32 木岡 優芽 羽衣体操クラブ 12.7004 大阪16

33 中村 瑠那 よこはまYSMC体操クラブ 12.7006 神奈川16

52 山田 菜月 煌体操クラブ 12.7006 群馬16

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 12.7005 大阪16

76 石渡 舞 スポーツクラブ　アピア 12.7006 愛媛16

79 佐藤 美雪 常盤木学園体操クラブ 12.7006 宮城16

85 室橋 佳澄 長岡ジュニア体操クラブ 12.7006 新潟16

86 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 12.7005 長野16

88 安富 音葉 なんば体操クラブ 12.7006 大阪16

8 高橋 蘭 須磨ジュニア体操クラブ 12.6506 兵庫26

19 高橋 菜々子 久居体操クラブ 12.6506 三重26

24 池之内 葉月 びわこクリーンジュニア体操クラブ 12.6505 滋賀26

39 田中 佑璃 ゼウス体操クラブ 12.6506 岐阜26

40 加藤 梨優 相好体操クラブ 12.6505 三重26

59 佐々木 愛果 サンフルトスポーツクラブ 12.6505 秋田26

67 芦川 うらら 水鳥体操館 12.6505 静岡26

15 荻原 初奈 佐原ジュニア体操クラブ 12.6006 千葉33

16 青木 花梨 群馬ジュニアスポーツクラブ 12.6006 群馬33

20 大野 愛 岐阜スタンツ教室 12.6006 岐阜33

47 檜森 思音 NEO WINDS 12.6006 茨城33

62 神宮司 凜 山梨ジュニア体操クラブ 12.6005 山梨33

73 ローガン 亜矢 ケンケン体操クラブ 12.6005 沖縄33

94 大熊 萌絵 三菱養和体操ｽｸｰﾙ 12.6005 東京33

95 内海 智絵 北九州Ｊｒ体操クラブ 12.6006 福岡33

17 菊池 志保 君津体操クラブ 12.5506 千葉41

48 奥間 千尋 ニライスポーツクラブ 12.5506 沖縄41

91 佐々木 愛華 レジックスポーツ 12.5506 愛知41

5 袖平 歩美 階上jr.体操クラブ 12.5006 青森44

7 梅尾 梨々花 千代田GYM＆SPORTS 12.5006 広島44

10 望月 花音 ファイブＭ 12.5006 京都44

41 萩原 李奈 銚子市体操協会 12.5006 千葉44

70 佐々木 唯 秋田アスレティッククラブ 12.5005 秋田44

74 野口 祐美賀 鳥栖体操クラブ 12.5006 佐賀44

29 舟橋 弥里 青竜体操クラブ 12.4506 広島50

49 平田 楓 分水体操会 12.4506 新潟50

66 森口 美玖 K’Ｓ体操クラブ 12.4506 石川50

78 德田 知沙子 朝日生命体操クラブ 12.4506 東京50

64 西本 桜子 グリーンカレッジ体操教室 12.4006 福岡54

30 北山 琴望 成美ジムクラブ 12.3506 広島55

36 五十嵐 菜摘 よこはまYSMC体操クラブ 12.3505 神奈川55

83 斉藤 わかば 加賀市体操教室 12.3505 石川55

93 柏木 淑里 SRC体操クラブ 12.3506 神奈川55

6 照井 梓月 アクア体操クラブ 12.3006 岩手59

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 13.30061 大阪

77 桒嶋 姫子 トダーズ 12.70062 埼玉

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 11.90063 大阪

91 佐々木 愛華 レジックスポーツ 11.90063 愛知

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 11.90043 愛知

65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 11.65066 愛知

88 安富 音葉 なんば体操クラブ 11.40067 大阪

96 大矢 美里 笠松体操クラブ 11.40067 愛知

33 中村 瑠那 よこはまYSMC体操クラブ 11.30069 神奈川

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 11.150610 大阪

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 11.100511 滋賀

55 児玉 すもも 清水ペガサス体操クラブ 11.050612 静岡

10 望月 花音 ファイブＭ 10.900613 京都

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 10.850514 大阪

61 茂手木 詩子 山梨ジュニア体操クラブ 10.800615 山梨

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 10.700616 大阪

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 10.700616 神奈川

54 須藤 帆南 須磨ジュニア体操クラブ 10.650618 兵庫

78 德田 知沙子 朝日生命体操クラブ 10.650618 東京

56 村上 瞳 水鳥体操館 10.350620 静岡

76 石渡 舞 スポーツクラブ　アピア 10.350620 愛媛

8 高橋 蘭 須磨ジュニア体操クラブ 10.300622 兵庫

30 北山 琴望 成美ジムクラブ 10.250623 広島

31 坂口 ひかり 羽衣体操クラブ 10.250423 大阪

80 藤田 実佑 野田中学校体操クラブ 10.250623 福島

86 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 10.250523 長野

47 檜森 思音 NEO WINDS 10.200627 茨城

67 芦川 うらら 水鳥体操館 10.150528 静岡

89 新関 彩乃 アテネ体操クラブ 10.150528 山形

90 栗元 咲英 北九州Ｊｒ体操クラブ 10.150628 福岡

72 福塚 美海 なんば体操クラブ 10.050631 大阪

94 大熊 萌絵 三菱養和体操ｽｸｰﾙ 10.000532 東京

85 室橋 佳澄 長岡ジュニア体操クラブ 9.950633 新潟

32 木岡 優芽 羽衣体操クラブ 9.900434 大阪

95 内海 智絵 北九州Ｊｒ体操クラブ 9.850635 福岡

66 森口 美玖 K’Ｓ体操クラブ 9.700636 石川

7 梅尾 梨々花 千代田GYM＆SPORTS 9.650637 広島

39 田中 佑璃 ゼウス体操クラブ 9.650637 岐阜

93 柏木 淑里 SRC体操クラブ 9.650637 神奈川

62 神宮司 凜 山梨ジュニア体操クラブ 9.600540 山梨

41 萩原 李奈 銚子市体操協会 9.450641 千葉

6 照井 梓月 アクア体操クラブ 9.400642 岩手

37 松田 幸子 AGｽｸｰﾙ 9.200643 東京

51 武内 莉帆 船橋ジュニア体操クラブ 9.150644 千葉

36 五十嵐 菜摘 よこはまYSMC体操クラブ 9.100545 神奈川

38 安里 れみ オリオンスポーツクラブ 9.050346 栃木

40 加藤 梨優 相好体操クラブ 9.000547 三重

48 奥間 千尋 ニライスポーツクラブ 9.000647 沖縄

71 佐々木 夢実 仙台ジュニア体育研究所 8.950649 宮城

15 荻原 初奈 佐原ジュニア体操クラブ 8.900650 千葉

74 野口 祐美賀 鳥栖体操クラブ 8.900650 佐賀

83 斉藤 わかば 加賀市体操教室 8.900550 石川

50 堀 聖菜 鯖江体操スクール 8.850653 福井

52 山田 菜月 煌体操クラブ 8.850653 群馬

13 市原 愛 羽衣ユース体操クラブ 8.800655 大阪

19 高橋 菜々子 久居体操クラブ 8.750656 三重

79 佐藤 美雪 常盤木学園体操クラブ 8.750656 宮城

24 池之内 葉月 びわこクリーンジュニア体操クラブ 8.650558 滋賀

75 三谷 桃子 愛媛パールズ体操スクール 8.650458 愛媛
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31 坂口 ひかり 羽衣体操クラブ 12.3004 大阪59

35 神野 優奈 Fan体操クラブ 12.3006 香川59

44 内村 咲喜 ヒラキダ体操クラブ 12.3005 長崎59

45 東山 愛依 ソニアスポーツクラブ 12.2504 青森63

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 12.2006 大阪64

89 新関 彩乃 アテネ体操クラブ 12.2005 山形64

69 工藤 凜 秋田アスレティッククラブ 12.1506 秋田66

71 佐々木 夢実 仙台ジュニア体育研究所 12.1006 宮城67

72 福塚 美海 なんば体操クラブ 12.1006 大阪67

27 武田 亜優 越前体操クラブ 12.0506 福井69

58 十亀 桜 スポーツクラブ　アピア 12.0504 愛媛69

3 林田 曜 MTGC 12.0005 茨城71

4 小沢 まもり MTGC 12.0006 茨城71

60 社家間 由希 グリーンカレッジ体操教室 12.0006 福岡71

61 茂手木 詩子 山梨ジュニア体操クラブ 11.8506 山梨74

63 錦戸 涼奈 鳥栖体操クラブ 11.8506 佐賀74

80 藤田 実佑 野田中学校体操クラブ 11.7006 福島76

28 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室 11.5505 長野77

90 栗元 咲英 北九州Ｊｒ体操クラブ 11.4006 福岡78

2 稲野 美佑 鳥越ジュニア体操教室 11.2506 石川79

23 松原 由依 Fan体操クラブ 11.2506 香川79

14 西野 紗英 びわこクリーンジュニア体操クラブ 11.1005 滋賀81

37 松田 幸子 AGｽｸｰﾙ 10.8006 東京82

1 相山 夏穂 富山体操クラブ 10.6005 富山83

12 堀内 みのり 神栖市ｼﾞｭﾆｱ体操ｽﾎﾟｰﾂ少年団 10.5006 茨城84

81 小松 万里菜 おかやまジュニア体操スクール 10.5004 岡山84

82 近藤 真知 おかやまジュニア体操スクール 10.5003 岡山84

38 安里 れみ オリオンスポーツクラブ 10.4503 栃木87

57 横井 加奈 愛媛東部ヤクルト体操教室 10.3506 愛媛88

68 三村 咲希 おかやまジュニア体操スクール 10.3504 岡山88

13 市原 愛 羽衣ユース体操クラブ 10.2006 大阪90

22 森田 沙耶 大在ジュニア体操クラブ 10.1505 大分91

43 赤木 友紀 延岡さくら体操教室 10.1004 宮崎92

42 山口 朋夏 銚子市体操協会 10.0506 千葉93

11 竹之内 桃華 ハラライム体操クラブ 9.8506 鹿児島94

18 齋藤 愛留 今市ジュニア体操教室 9.8505 栃木94

21 山下 凜々子 熊本ＹＭＣＡ体操チーム 9.8505 熊本94

46 鈴木 若葉 いわきラビット体操クラブ 8.550660 福島

49 平田 楓 分水体操会 8.500661 新潟

45 東山 愛依 ソニアスポーツクラブ 8.400462 青森

57 横井 加奈 愛媛東部ヤクルト体操教室 8.300663 愛媛

4 小沢 まもり MTGC 8.200664 茨城

27 武田 亜優 越前体操クラブ 8.150665 福井

16 青木 花梨 群馬ジュニアスポーツクラブ 8.050666 群馬

35 神野 優奈 Fan体操クラブ 8.000667 香川

82 近藤 真知 おかやまジュニア体操スクール 8.000367 岡山

17 菊池 志保 君津体操クラブ 7.950669 千葉

20 大野 愛 岐阜スタンツ教室 7.950669 岐阜

29 舟橋 弥里 青竜体操クラブ 7.950669 広島

42 山口 朋夏 銚子市体操協会 7.950669 千葉

73 ローガン 亜矢 ケンケン体操クラブ 7.950569 沖縄

70 佐々木 唯 秋田アスレティッククラブ 7.900574 秋田

81 小松 万里菜 おかやまジュニア体操スクール 7.900474 岡山

44 内村 咲喜 ヒラキダ体操クラブ 7.800576 長崎

64 西本 桜子 グリーンカレッジ体操教室 7.750677 福岡

2 稲野 美佑 鳥越ジュニア体操教室 7.500678 石川

5 袖平 歩美 階上jr.体操クラブ 7.450679 青森

68 三村 咲希 おかやまジュニア体操スクール 7.450479 岡山

28 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室 7.300581 長野

69 工藤 凜 秋田アスレティッククラブ 7.250682 秋田

60 社家間 由希 グリーンカレッジ体操教室 7.150683 福岡

18 齋藤 愛留 今市ジュニア体操教室 7.100584 栃木

63 錦戸 涼奈 鳥栖体操クラブ 7.100684 佐賀

14 西野 紗英 びわこクリーンジュニア体操クラブ 6.950586 滋賀

43 赤木 友紀 延岡さくら体操教室 6.750487 宮崎

1 相山 夏穂 富山体操クラブ 6.700588 富山

23 松原 由依 Fan体操クラブ 6.600689 香川

22 森田 沙耶 大在ジュニア体操クラブ 6.200590 大分

58 十亀 桜 スポーツクラブ　アピア 5.650491 愛媛

11 竹之内 桃華 ハラライム体操クラブ 4.100692 鹿児島

3 林田 曜 MTGC 3.750593 茨城

12 堀内 みのり 神栖市ｼﾞｭﾆｱ体操ｽﾎﾟｰﾂ少年団 3.750693 茨城

59 佐々木 愛果 サンフルトスポーツクラブ 2.700595 秋田

21 山下 凜々子 熊本ＹＭＣＡ体操チーム 0.400596 熊本
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65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 13.8006 愛知1

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 13.7506 大阪2

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 13.7005 大阪3

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 13.4506 大阪4

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 13.3504 愛知5

77 桒嶋 姫子 トダーズ 13.2006 埼玉6

56 村上 瞳 水鳥体操館 13.1506 静岡7

67 芦川 うらら 水鳥体操館 13.1505 静岡7

32 木岡 優芽 羽衣体操クラブ 12.7504 大阪9

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 12.7006 神奈川10

85 室橋 佳澄 長岡ジュニア体操クラブ 12.7006 新潟10

61 茂手木 詩子 山梨ジュニア体操クラブ 12.6506 山梨12

24 池之内 葉月 びわこクリーンジュニア体操クラブ 12.6005 滋賀13

76 石渡 舞 スポーツクラブ　アピア 12.6006 愛媛13

93 柏木 淑里 SRC体操クラブ 12.6006 神奈川13

72 福塚 美海 なんば体操クラブ 12.5006 大阪16

86 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 12.4005 長野17

41 萩原 李奈 銚子市体操協会 12.3506 千葉18

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 12.3006 大阪19

80 藤田 実佑 野田中学校体操クラブ 12.1506 福島20

94 大熊 萌絵 三菱養和体操ｽｸｰﾙ 12.1505 東京20

75 三谷 桃子 愛媛パールズ体操スクール 12.1004 愛媛22

78 德田 知沙子 朝日生命体操クラブ 12.1006 東京22

89 新関 彩乃 アテネ体操クラブ 12.0505 山形24

31 坂口 ひかり 羽衣体操クラブ 12.0004 大阪25

33 中村 瑠那 よこはまYSMC体操クラブ 11.9506 神奈川26

51 武内 莉帆 船橋ジュニア体操クラブ 11.9006 千葉27

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 11.8505 滋賀28

38 安里 れみ オリオンスポーツクラブ 11.8503 栃木28

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 11.7006 大阪30

62 神宮司 凜 山梨ジュニア体操クラブ 11.7005 山梨30

7 梅尾 梨々花 千代田GYM＆SPORTS 11.5006 広島32

14 西野 紗英 びわこクリーンジュニア体操クラブ 11.5005 滋賀32

8 高橋 蘭 須磨ジュニア体操クラブ 11.3506 兵庫34

54 須藤 帆南 須磨ジュニア体操クラブ 11.3506 兵庫34

6 照井 梓月 アクア体操クラブ 11.2506 岩手36

30 北山 琴望 成美ジムクラブ 11.2506 広島36

12 堀内 みのり 神栖市ｼﾞｭﾆｱ体操ｽﾎﾟｰﾂ少年団 11.1506 茨城38

39 田中 佑璃 ゼウス体操クラブ 11.1506 岐阜38

55 児玉 すもも 清水ペガサス体操クラブ 11.1506 静岡38

91 佐々木 愛華 レジックスポーツ 11.1006 愛知41

44 内村 咲喜 ヒラキダ体操クラブ 11.0505 長崎42

96 大矢 美里 笠松体操クラブ 11.0506 愛知42

1 相山 夏穂 富山体操クラブ 11.0005 富山44

42 山口 朋夏 銚子市体操協会 10.9506 千葉45

58 十亀 桜 スポーツクラブ　アピア 10.8504 愛媛46

82 近藤 真知 おかやまジュニア体操スクール 10.8503 岡山46

52 山田 菜月 煌体操クラブ 10.8006 群馬48

45 東山 愛依 ソニアスポーツクラブ 10.7504 青森49

40 加藤 梨優 相好体操クラブ 10.6005 三重50

63 錦戸 涼奈 鳥栖体操クラブ 10.6006 佐賀50

70 佐々木 唯 秋田アスレティッククラブ 10.6005 秋田50

28 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室 10.5505 長野53

16 青木 花梨 群馬ジュニアスポーツクラブ 10.5006 群馬54

81 小松 万里菜 おかやまジュニア体操スクール 10.5004 岡山54

3 林田 曜 MTGC 10.4505 茨城56

20 大野 愛 岐阜スタンツ教室 10.4506 岐阜56

37 松田 幸子 AGｽｸｰﾙ 10.4506 東京56

83 斉藤 わかば 加賀市体操教室 10.4505 石川56

13 市原 愛 羽衣ユース体操クラブ 10.3006 大阪60

66 森口 美玖 K’Ｓ体操クラブ 10.3006 石川60

95 内海 智絵 北九州Ｊｒ体操クラブ 10.3006 福岡60

36 五十嵐 菜摘 よこはまYSMC体操クラブ 10.2505 神奈川63

69 工藤 凜 秋田アスレティッククラブ 10.2506 秋田63

88 安富 音葉 なんば体操クラブ 10.2506 大阪63

2 稲野 美佑 鳥越ジュニア体操教室 10.1506 石川66

5 袖平 歩美 階上jr.体操クラブ 10.1506 青森66

90 栗元 咲英 北九州Ｊｒ体操クラブ 10.0506 福岡68

59 佐々木 愛果 サンフルトスポーツクラブ 10.0005 秋田69

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 13.55061 大阪

65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 13.50062 愛知

77 桒嶋 姫子 トダーズ 13.25063 埼玉

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 13.20044 愛知

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 12.90065 大阪

86 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 12.75056 長野

91 佐々木 愛華 レジックスポーツ 12.60067 愛知

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 12.55058 滋賀

93 柏木 淑里 SRC体操クラブ 12.55068 神奈川

30 北山 琴望 成美ジムクラブ 12.400610 広島

56 村上 瞳 水鳥体操館 12.200611 静岡

8 高橋 蘭 須磨ジュニア体操クラブ 12.100612 兵庫

78 德田 知沙子 朝日生命体操クラブ 12.100612 東京

88 安富 音葉 なんば体操クラブ 12.100612 大阪

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 11.850615 大阪

67 芦川 うらら 水鳥体操館 11.750516 静岡

10 望月 花音 ファイブＭ 11.650617 京都

24 池之内 葉月 びわこクリーンジュニア体操クラブ 11.650517 滋賀

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 11.650617 大阪

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 11.650517 大阪

47 檜森 思音 NEO WINDS 11.550621 茨城

61 茂手木 詩子 山梨ジュニア体操クラブ 11.500622 山梨

96 大矢 美里 笠松体操クラブ 11.500622 愛知

33 中村 瑠那 よこはまYSMC体操クラブ 11.450624 神奈川

50 堀 聖菜 鯖江体操スクール 11.450624 福井

94 大熊 萌絵 三菱養和体操ｽｸｰﾙ 11.450524 東京

5 袖平 歩美 階上jr.体操クラブ 11.350627 青森

6 照井 梓月 アクア体操クラブ 11.350627 岩手

31 坂口 ひかり 羽衣体操クラブ 11.350427 大阪

54 須藤 帆南 須磨ジュニア体操クラブ 11.300630 兵庫

72 福塚 美海 なんば体操クラブ 11.300630 大阪

14 西野 紗英 びわこクリーンジュニア体操クラブ 11.150532 滋賀

7 梅尾 梨々花 千代田GYM＆SPORTS 11.050633 広島

46 鈴木 若葉 いわきラビット体操クラブ 11.050633 福島

62 神宮司 凜 山梨ジュニア体操クラブ 11.050533 山梨

80 藤田 実佑 野田中学校体操クラブ 11.050633 福島

89 新関 彩乃 アテネ体操クラブ 10.950537 山形

39 田中 佑璃 ゼウス体操クラブ 10.900638 岐阜

44 内村 咲喜 ヒラキダ体操クラブ 10.900538 長崎

52 山田 菜月 煌体操クラブ 10.850640 群馬

55 児玉 すもも 清水ペガサス体操クラブ 10.800641 静岡

76 石渡 舞 スポーツクラブ　アピア 10.800641 愛媛

36 五十嵐 菜摘 よこはまYSMC体操クラブ 10.750543 神奈川

51 武内 莉帆 船橋ジュニア体操クラブ 10.750643 千葉

15 荻原 初奈 佐原ジュニア体操クラブ 10.650645 千葉

83 斉藤 わかば 加賀市体操教室 10.650545 石川

49 平田 楓 分水体操会 10.600647 新潟

70 佐々木 唯 秋田アスレティッククラブ 10.600547 秋田

85 室橋 佳澄 長岡ジュニア体操クラブ 10.600647 新潟

32 木岡 優芽 羽衣体操クラブ 10.550450 大阪

58 十亀 桜 スポーツクラブ　アピア 10.550450 愛媛

69 工藤 凜 秋田アスレティッククラブ 10.550650 秋田

3 林田 曜 MTGC 10.500553 茨城

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 10.450654 神奈川

40 加藤 梨優 相好体操クラブ 10.350555 三重

45 東山 愛依 ソニアスポーツクラブ 10.350455 青森

35 神野 優奈 Fan体操クラブ 10.300657 香川

38 安里 れみ オリオンスポーツクラブ 10.300357 栃木

48 奥間 千尋 ニライスポーツクラブ 10.250659 沖縄

90 栗元 咲英 北九州Ｊｒ体操クラブ 10.200660 福岡

19 高橋 菜々子 久居体操クラブ 10.150661 三重

4 小沢 まもり MTGC 10.100662 茨城

74 野口 祐美賀 鳥栖体操クラブ 10.050663 佐賀

79 佐藤 美雪 常盤木学園体操クラブ 10.050663 宮城

41 萩原 李奈 銚子市体操協会 10.000665 千葉

27 武田 亜優 越前体操クラブ 9.950666 福井

16 青木 花梨 群馬ジュニアスポーツクラブ 9.900667 群馬

1 相山 夏穂 富山体操クラブ 9.850568 富山

42 山口 朋夏 銚子市体操協会 9.850668 千葉
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64 西本 桜子 グリーンカレッジ体操教室 9.9506 福岡70

10 望月 花音 ファイブＭ 9.8506 京都71

27 武田 亜優 越前体操クラブ 9.8506 福井71

74 野口 祐美賀 鳥栖体操クラブ 9.8506 佐賀71

48 奥間 千尋 ニライスポーツクラブ 9.8006 沖縄74

15 荻原 初奈 佐原ジュニア体操クラブ 9.6006 千葉75

46 鈴木 若葉 いわきラビット体操クラブ 9.5006 福島76

47 檜森 思音 NEO WINDS 9.5006 茨城76

49 平田 楓 分水体操会 9.5006 新潟76

17 菊池 志保 君津体操クラブ 9.4006 千葉79

73 ローガン 亜矢 ケンケン体操クラブ 9.2505 沖縄80

22 森田 沙耶 大在ジュニア体操クラブ 9.2005 大分81

23 松原 由依 Fan体操クラブ 9.2006 香川81

43 赤木 友紀 延岡さくら体操教室 8.9504 宮崎83

35 神野 優奈 Fan体操クラブ 8.7506 香川84

4 小沢 まもり MTGC 8.5506 茨城85

19 高橋 菜々子 久居体操クラブ 8.5506 三重85

50 堀 聖菜 鯖江体操スクール 8.5506 福井85

71 佐々木 夢実 仙台ジュニア体育研究所 8.5006 宮城88

79 佐藤 美雪 常盤木学園体操クラブ 8.3506 宮城89

60 社家間 由希 グリーンカレッジ体操教室 8.2506 福岡90

11 竹之内 桃華 ハラライム体操クラブ 8.2006 鹿児島91

68 三村 咲希 おかやまジュニア体操スクール 8.1004 岡山92

57 横井 加奈 愛媛東部ヤクルト体操教室 7.8506 愛媛93

18 齋藤 愛留 今市ジュニア体操教室 7.8005 栃木94

29 舟橋 弥里 青竜体操クラブ 7.7506 広島95

21 山下 凜々子 熊本ＹＭＣＡ体操チーム 7.1505 熊本96

59 佐々木 愛果 サンフルトスポーツクラブ 9.850568 秋田

29 舟橋 弥里 青竜体操クラブ 9.800671 広島

20 大野 愛 岐阜スタンツ教室 9.750672 岐阜

43 赤木 友紀 延岡さくら体操教室 9.750472 宮崎

12 堀内 みのり 神栖市ｼﾞｭﾆｱ体操ｽﾎﾟｰﾂ少年団 9.700674 茨城

22 森田 沙耶 大在ジュニア体操クラブ 9.700574 大分

17 菊池 志保 君津体操クラブ 9.550676 千葉

64 西本 桜子 グリーンカレッジ体操教室 9.500677 福岡

95 内海 智絵 北九州Ｊｒ体操クラブ 9.500677 福岡

2 稲野 美佑 鳥越ジュニア体操教室 9.450679 石川

71 佐々木 夢実 仙台ジュニア体育研究所 9.350680 宮城

66 森口 美玖 K’Ｓ体操クラブ 9.300681 石川

37 松田 幸子 AGｽｸｰﾙ 9.200682 東京

63 錦戸 涼奈 鳥栖体操クラブ 9.100683 佐賀

81 小松 万里菜 おかやまジュニア体操スクール 9.100483 岡山

28 原田 野乃花 ジム・ネット体操教室 9.050585 長野

73 ローガン 亜矢 ケンケン体操クラブ 9.050585 沖縄

75 三谷 桃子 愛媛パールズ体操スクール 8.900487 愛媛

21 山下 凜々子 熊本ＹＭＣＡ体操チーム 8.800588 熊本

60 社家間 由希 グリーンカレッジ体操教室 8.800688 福岡

11 竹之内 桃華 ハラライム体操クラブ 8.600690 鹿児島

57 横井 加奈 愛媛東部ヤクルト体操教室 8.400691 愛媛

23 松原 由依 Fan体操クラブ 8.350692 香川

68 三村 咲希 おかやまジュニア体操スクール 8.250493 岡山

82 近藤 真知 おかやまジュニア体操スクール 8.250393 岡山

13 市原 愛 羽衣ユース体操クラブ 7.700695 大阪

18 齋藤 愛留 今市ジュニア体操教室 6.850596 栃木
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96 大矢 美里 笠松体操クラブ 14.1006 愛知1

55 児玉 すもも 清水ペガサス体操クラブ 13.6006 静岡2

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 13.3504 愛知3

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 13.2506 神奈川4

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 13.2506 大阪4

56 村上 瞳 水鳥体操館 13.1006 静岡6

77 桒嶋 姫子 トダーズ 13.1006 埼玉6

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 12.9006 大阪8

54 須藤 帆南 須磨ジュニア体操クラブ 12.9006 兵庫8

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 12.9006 大阪8

46 鈴木 若葉 いわきラビット体操クラブ 12.8506 福島11

50 堀 聖菜 鯖江体操スクール 12.8506 福井11

51 武内 莉帆 船橋ジュニア体操クラブ 12.8006 千葉13

65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 12.8006 愛知13

75 三谷 桃子 愛媛パールズ体操スクール 12.7504 愛媛15

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 12.7005 滋賀16

32 木岡 優芽 羽衣体操クラブ 12.7004 大阪16

33 中村 瑠那 よこはまYSMC体操クラブ 12.7006 神奈川16

52 山田 菜月 煌体操クラブ 12.7006 群馬16

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 12.7005 大阪16

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 13.30061 大阪

77 桒嶋 姫子 トダーズ 12.70062 埼玉

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 11.90063 大阪

91 佐々木 愛華 レジックスポーツ 11.90063 愛知

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 11.90043 愛知

65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 11.65066 愛知

88 安富 音葉 なんば体操クラブ 11.40067 大阪

96 大矢 美里 笠松体操クラブ 11.40067 愛知

33 中村 瑠那 よこはまYSMC体操クラブ 11.30069 神奈川

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 11.150610 大阪

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 11.100511 滋賀

55 児玉 すもも 清水ペガサス体操クラブ 11.050612 静岡

10 望月 花音 ファイブＭ 10.900613 京都

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 10.850514 大阪

61 茂手木 詩子 山梨ジュニア体操クラブ 10.800615 山梨

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 10.700616 大阪

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 10.700616 神奈川

54 須藤 帆南 須磨ジュニア体操クラブ 10.650618 兵庫

78 德田 知沙子 朝日生命体操クラブ 10.650618 東京

56 村上 瞳 水鳥体操館 10.350620 静岡
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65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 13.8006 愛知1

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 13.7506 大阪2

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 13.7005 大阪3

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 13.4506 大阪4

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 13.3504 愛知5

77 桒嶋 姫子 トダーズ 13.2006 埼玉6

56 村上 瞳 水鳥体操館 13.1506 静岡7

67 芦川 うらら 水鳥体操館 13.1505 静岡7

32 木岡 優芽 羽衣体操クラブ 12.7504 大阪9

34 黒滝 萌乃 よこはまYSMC体操クラブ 12.7006 神奈川10

85 室橋 佳澄 長岡ジュニア体操クラブ 12.7006 新潟10

61 茂手木 詩子 山梨ジュニア体操クラブ 12.6506 山梨12

24 池之内 葉月 びわこクリーンジュニア体操クラブ 12.6005 滋賀13

76 石渡 舞 スポーツクラブ　アピア 12.6006 愛媛13

93 柏木 淑里 SRC体操クラブ 12.6006 神奈川13

72 福塚 美海 なんば体操クラブ 12.5006 大阪16

86 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 12.4005 長野17

41 萩原 李奈 銚子市体操協会 12.3506 千葉18

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 12.3006 大阪19

80 藤田 実佑 野田中学校体操クラブ 12.1506 福島20

84 二宮 さやか 羽衣体操クラブ 13.55061 大阪

65 杉本 桃歌 ならわ体操クラブ 13.50062 愛知

77 桒嶋 姫子 トダーズ 13.25063 埼玉

92 文堂 日南子 ならわ体操クラブ 13.20044 愛知

87 松山 聖 スカイ体操クラブ 12.90065 大阪

86 坂口 彩夏 ジム・ネット体操教室 12.75056 長野

91 佐々木 愛華 レジックスポーツ 12.60067 愛知

9 小野 真奈 K.R.M体操 センター 12.55058 滋賀

93 柏木 淑里 SRC体操クラブ 12.55068 神奈川

30 北山 琴望 成美ジムクラブ 12.400610 広島

56 村上 瞳 水鳥体操館 12.200611 静岡

8 高橋 蘭 須磨ジュニア体操クラブ 12.100612 兵庫

78 德田 知沙子 朝日生命体操クラブ 12.100612 東京

88 安富 音葉 なんば体操クラブ 12.100612 大阪

25 渡辺 夏楓 羽衣体操クラブ 11.850615 大阪

67 芦川 うらら 水鳥体操館 11.750516 静岡

10 望月 花音 ファイブＭ 11.650617 京都

24 池之内 葉月 びわこクリーンジュニア体操クラブ 11.650517 滋賀

26 山本 千夏 トミオカ体操クラブ 11.650617 大阪

53 村上 優妃 アクバススポーツクラブ 11.650517 大阪

審判長署名　　　　　　　　　　　　




