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33 中村　隆太郎 関西 高2 岡山 13.400 (4) 12.100 (13) 12.900 (1) 13.500 (21) 13.550 (2) 13.200 (3) 78.650 (1)

31 脇原　和志 関西 高2 岡山 13.200 (8) 12.600 (7) 12.300 (7) 13.250 (33) 12.850 (6) 13.250 (2) 77.450 (2) 1.200

60 金田　晟斗 市立船橋 高2 千葉 13.200 (8) 12.200 (12) 11.750 (16) 13.200 (36) 13.800 (1) 13.300 (1) 77.450 (2) -

49 福林　玄輝 清風 高1 大阪 13.100 (13) 11.700 (21) 12.400 (5) 13.500 (21) 13.450 (3) 12.400 (9) 76.550 (4) 0.900

57 飯島　健正 市立船橋 高2 千葉 12.150 (32) 13.600 (1) 12.500 (2) 13.600 (15) 12.750 (9) 11.950 (27) 76.550 (4) -

47 西村　尚純 暁 高2 三重 13.150 (12) 12.400 (10) 12.400 (5) 13.250 (33) 12.800 (7) 12.400 (9) 76.400 (6) 0.150

46 大野　暖人 名城大学附属 高2 愛知 13.200 (8) 11.450 (28) 12.450 (4) 13.450 (25) 12.700 (11) 12.900 (6) 76.150 (7) 0.250

58 岡田　榮心 市立船橋 高2 千葉 12.850 (15) 13.000 (5) 11.600 (17) 14.400 (1) 12.000 (29) 11.800 (30) 75.650 (8) 0.500

53 今村　健太郎 日体大荏原 高2 東京 13.300 (5) 11.050 (37) 12.500 (2) 13.350 (29) 12.750 (9) 12.400 (9) 75.350 (9) 0.300

25 川口　碧雪 大体大浪商 高2 大阪 13.300 (5) 12.450 (9) 11.550 (19) 13.600 (15) 12.350 (19) 12.050 (20) 75.300 (10) 0.050

45 鈴木　一太 仙台大明成 高2 宮城 14.200 (1) 11.600 (23) 10.200 (43) 14.000 (5) 12.800 (7) 12.400 (9) 75.200 (11) 0.100

56 齋藤　駿介 市立船橋 高2 千葉 12.500 (22) 13.250 (3) 11.450 (23) 13.650 (12) 12.450 (17) 11.850 (29) 75.150 (12) 0.050

14 平本　琉 湘南工科大附属 高2 神奈川 12.200 (30) 11.300 (30) 12.000 (10) 14.200 (2) 12.300 (21) 13.100 (5) 75.100 (13) 0.050

50 長渡　士門 清風 高2 大阪 13.600 (3) 12.600 (7) 11.200 (25) 13.400 (27) 11.500 (42) 12.650 (7) 74.950 (14) 0.150

48 藤﨑　飛向 清風 高2 大阪 13.300 (5) 11.300 (30) 11.800 (15) 13.750 (10) 11.550 (41) 13.200 (3) 74.900 (15) 0.050

38 大島　凱 作新学院 高2 栃木 12.850 (15) 13.050 (4) 11.550 (19) 13.400 (27) 12.200 (24) 11.600 (39) 74.650 (16) 0.250

34 寺島　優雅 鯖江 高1 福井 12.750 (18) 11.800 (18) 10.950 (29) 14.150 (3) 12.300 (21) 12.250 (16) 74.200 (17) 0.450

35 細田　遼 鯖江 高2 福井 12.700 (19) 11.150 (34) 12.000 (10) 13.250 (33) 12.500 (13) 12.150 (18) 73.750 (18) 0.450

29 髙久保　光貴 新田 高2 愛媛 12.800 (17) 11.250 (32) 11.600 (17) 13.800 (8) 12.500 (13) 11.700 (34) 73.650 (19) 0.100

6 前田　竜輝 暁 高2 三重 13.200 (8) 11.500 (27) 12.250 (8) 13.350 (29) 10.800 (48) 12.500 (8) 73.600 (20) 0.050

39 馬場　崇士 作新学院 高1 栃木 12.400 (27) 11.150 (34) 11.950 (12) 13.350 (29) 12.200 (24) 12.000 (21) 73.050 (21) 0.550

51 成澤　一翔 洛南 高2 京都 12.600 (20) 12.050 (15) 10.600 (37) 13.650 (12) 11.950 (32) 12.000 (21) 72.850 (22) 0.200

17 堂前　彪我 鳥栖工業 高2 佐賀 13.000 (14) 11.750 (20) 10.700 (33) 13.450 (25) 11.850 (35) 12.000 (21) 72.750 (23) 0.100

55 表　幸澄 洛南 高2 京都 12.350 (28) 10.850 (40) 11.550 (19) 12.400 (52) 13.300 (4) 12.250 (16) 72.700 (24) 0.050

22 𠮷田　優生 作新学院 高1 栃木 12.150 (32) 11.850 (16) 10.850 (31) 13.050 (37) 12.350 (19) 12.350 (13) 72.600 (25) 0.100

54 浅原　康生 日体大荏原 高2 東京 12.200 (30) 11.250 (32) 11.950 (12) 12.900 (41) 12.150 (28) 12.100 (19) 72.550 (26) 0.050

59 野邊地　陽希 市立船橋 高2 千葉 12.000 (39) 10.800 (42) 12.150 (9) 12.600 (45) 12.900 (5) 11.800 (30) 72.250 (27) 0.300

8 武村　有真 市立尼崎 高2 兵庫 11.900 (40) 11.450 (28) 11.200 (25) 13.300 (32) 11.850 (35) 12.000 (21) 71.700 (28) 0.550

1 吉良　学人 高松北 高1 香川 12.500 (22) 11.600 (23) 10.750 (32) 12.700 (44) 12.200 (24) 11.650 (37) 71.400 (29) 0.300

9 山﨑　海音 出水商業 高1 鹿児島 12.450 (25) 12.100 (13) 10.700 (33) 14.100 (4) 12.450 (17) 9.500 (58) 71.300 (30) 0.100

12 北本　爽真 清風 高1 大阪 9.600 (58) 11.600 (23) 11.500 (22) 13.500 (21) 12.700 (11) 12.300 (14) 71.200 (31) 0.100

52 山本　道明 洛南 高2 京都 11.500 (42) 13.500 (2) 11.300 (24) 12.950 (39) 10.050 (54) 11.750 (33) 71.050 (32) 0.150

5 坂本　夕騎 市立船橋 高1 千葉 12.500 (22) 11.700 (21) 9.800 (48) 12.350 (53) 12.500 (13) 12.000 (21) 70.850 (33) 0.200

23 井草　青空 高崎工業 高2 群馬 12.450 (25) 11.000 (39) 10.300 (41) 13.600 (15) 11.650 (39) 11.600 (39) 70.600 (34) 0.250

24 藤木　大智 名城大学附属 高2 愛知 12.100 (34) 11.600 (23) 10.300 (41) 12.950 (39) 11.300 (44) 12.300 (14) 70.550 (35) 0.050

32 綾田　奏人 関西 高2 岡山 11.500 (42) 11.800 (18) 10.550 (39) 13.600 (15) 12.300 (21) 10.600 (52) 70.350 (36) 0.200

42 梶原　立暉 仙台大明成 高1 宮城 12.100 (34) 10.550 (44) 10.600 (37) 13.650 (12) 11.700 (38) 11.700 (34) 70.300 (37) 0.050

3 福田　猛斗 鯖江 高2 福井 12.600 (20) 9.750 (52) 10.200 (43) 13.900 (6) 12.500 (13) 11.300 (44) 70.250 (38) 0.050

40 片山　空秋 作新学院 高1 栃木 10.050 (56) 12.700 (6) 11.850 (14) 12.450 (49) 11.900 (33) 11.300 (44) 70.250 (38) -

43 石川　翔生良 埼玉栄 高2 埼玉 11.250 (47) 11.850 (16) 10.950 (29) 12.800 (43) 11.000 (46) 11.500 (41) 69.350 (40) 0.900

7 武井　柚輝 埼玉栄 高2 埼玉 12.050 (37) 9.800 (51) 9.300 (50) 13.550 (19) 12.200 (24) 11.700 (34) 68.600 (41) 0.750

18 橋本　大輔 酪農大とわの森 高2 北海道 11.900 (40) 10.300 (47) 7.750 (54) 13.700 (11) 12.000 (29) 11.800 (30) 67.450 (42) 1.150

27 浅野　力 大垣商業 高2 岐阜 10.900 (51) 10.100 (49) 10.050 (45) 13.850 (7) 11.850 (35) 10.550 (53) 67.300 (43) 0.150

11 福田　司 清風 高2 大阪 13.700 (2) 10.000 (50) 6.550 (57) 13.550 (19) 10.800 (48) 11.900 (28) 66.500 (44) 0.800

19 古家　楽陽 洛南 高2 京都 10.550 (53) 10.200 (48) 10.700 (33) 13.000 (38) 11.900 (33) 10.100 (55) 66.450 (45) 0.050

44 新倉　優翔 仙台大明成 高2 宮城 11.500 (42) 10.600 (43) 9.700 (49) 12.500 (48) 10.600 (51) 11.400 (42) 66.300 (46) 0.150

28 山寺　健太 関西 高1 岡山 12.250 (29) 9.700 (53) 6.850 (56) 12.550 (46) 12.000 (29) 12.000 (21) 65.350 (47) 0.950

21 柏木　寅瑠 作新学院 高2 栃木 12.100 (34) 6.850 (58) 10.000 (46) 13.800 (8) 11.600 (40) 10.900 (49) 65.250 (48) 0.100

41 上野　柚羅 仙台大明成 高1 宮城 10.000 (57) 12.350 (11) 9.050 (52) 11.300 (59) 11.200 (45) 11.200 (46) 65.100 (49) 0.150

30 奥田　拓哉 新田 高1 愛媛 11.000 (50) 11.050 (37) 10.650 (36) 12.350 (53) 7.400 (59) 11.650 (37) 64.100 (50) 1.000

16 飯高　孝規 東日大昌平 高1 福島 11.150 (48) 11.150 (34) 11.100 (27) 11.700 (57) 7.700 (58) 11.200 (46) 64.000 (51) 0.100

13 岩間　大樹 青森山田 高2 青森 11.450 (45) 7.200 (56) 10.350 (40) 13.500 (21) 10.500 (53) 10.200 (54) 63.200 (52) 0.800

37 浅岡　光 県立庄内総合 高1 山形 11.150 (48) 10.400 (46) 8.700 (53) 12.300 (55) 10.600 (51) 9.800 (56) 62.950 (53) 0.250

20 中林　凌牙 帯広大谷 高2 北海道 11.450 (45) 8.500 (55) 7.600 (55) 12.450 (49) 11.400 (43) 11.200 (46) 62.600 (54) 0.350

4 伊藤　成良 盛岡南 高1 岩手 10.400 (54) 7.050 (57) 9.950 (47) 11.750 (56) 10.900 (47) 10.800 (50) 60.850 (55) 1.750

2 木村　柊二 県立庄内総合 高1 山形 12.050 (37) 10.500 (45) 5.250 (59) 11.600 (58) 10.650 (50) 10.700 (51) 60.750 (56) 0.100

26 本宮　颯人 崇徳 高1 広島 10.300 (55) 6.350 (59) 9.150 (51) 12.550 (46) 8.200 (57) 11.400 (42) 57.950 (57) 2.800

36 阿部　来煌 県立庄内総合 高1 山形 10.750 (52) 9.200 (54) 6.450 (58) 12.450 (49) 8.400 (56) 9.800 (56) 57.050 (58) 0.900

10 齋藤　俊 県立加茂 高1 新潟 0.000 (59) 10.850 (40) 11.000 (28) 12.900 (41) 10.000 (55) 0.000 (59) 44.750 (59) 12.300

15 坂本　朋也 日大明誠 高2 山梨 0.000 (59) 0.000 (60) 0.000 (60) 0.000 (60) 0.000 (60) 0.000 (59) 0.000 (60) 44.750
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33 岡村　真 暁 高2 三重 13.250 (7)   14.350 (1)   13.750 (3)   14.250 (2)   55.600 (1)   

54 木崎　乃音 鯖江 高2 福井 13.500 (3)   13.950 (4)   14.350 (2)   13.600 (6)   55.400 (2)   0.200

50 桝井　美咲 鯖江 高1 福井 13.300 (6)   13.500 (8)   14.400 (1)   14.150 (3)   55.350 (3)   0.050

49 山本　七海 鯖江 高2 福井 13.850 (1)   13.750 (5)   13.350 (5)   13.800 (5)   54.750 (4)   0.600

55 西田　采永 昭和学院 高1 千葉 13.750 (2)   13.350 (9)   13.700 (4)   13.350 (8)   54.150 (5)   0.600

43 中島　楓琳 名経大市邨 高2 愛知 13.050 (11)   14.000 (3)   13.050 (11)   12.900 (13)   53.000 (6)   1.150

31 鈴木　望未 暁 高1 三重 13.500 (3)   13.250 (10)   13.200 (8)   12.700 (15)   52.650 (7)   0.350

39 髙木　玲 大智学園 高2 東京 12.900 (18)   13.000 (13)   13.300 (7)   13.400 (7)   52.600 (8)   0.050

41 田代　葵 星槎湘南 高2 神奈川 12.350 (27)   13.700 (6)   12.600 (16)   13.850 (4)   52.500 (9)   0.100

52 岩佐　和 鯖江 高1 福井 12.500 (24)   13.600 (7)   13.200 (8)   13.100 (10)   52.400 (10)   0.100

10 松田　里奈 弘前聖愛 高2 青森 13.500 (3)   11.550 (26)   12.900 (12)   14.400 (1)   52.350 (11)   0.050

38 松永　亜里紗 大智学園 高1 東京 13.000 (14)   13.100 (11)   12.850 (14)   12.950 (12)   51.900 (12)   0.450

47 古賀　愛梨 名経大市邨 高1 愛知 12.900 (18)   13.100 (11)   13.350 (5)   12.150 (27)   51.500 (13)   0.400

36 齊藤　彩海 四天王寺 高1 大阪 12.700 (22)   12.650 (14)   12.900 (12)   13.050 (11)   51.300 (14)   0.200

17 本田　沙禾 鯖江 高1 福井 12.950 (17)   12.450 (16)   13.150 (10)   12.200 (24)   50.750 (15)   0.550

48 矢田部　希望 甲斐清和 高2 山梨 13.000 (14)   11.550 (26)   12.800 (15)   12.650 (16)   50.000 (16)   0.750

56 阿部　花音 半田 高1 愛知 13.100 (10)   12.500 (15)   11.400 (34)   12.750 (14)   49.750 (17)   0.250

13 藤井　裕菜 白鵬女子 高2 神奈川 13.050 (11)   11.950 (20)   11.050 (37)   13.300 (9)   49.350 (18)   0.400

11 土井　こはる 四天王寺 高2 大阪 13.000 (14)   11.850 (23)   12.200 (21)   12.300 (20)   49.350 (18)   -

46 土橋　ピピ 東海学園 高1 愛知 13.200 (8)   12.450 (16)   11.700 (26)   11.450 (40)   48.800 (20)   0.550

34 岡田　亜実 暁 高1 三重 13.200 (8)   11.700 (25)   11.800 (24)   12.050 (30)   48.750 (21)   0.050

26 松澤　月星 吉井高校 高1 群馬 12.350 (27)   12.000 (18)   12.500 (17)   11.400 (42)   48.250 (22)   0.500

57 水野　朱華 至学館 高1 愛知 12.800 (21)   11.250 (31)   12.200 (21)   11.850 (32)   48.100 (23)   0.150

21 阿保　凪咲 仙台大明成 高2 宮城 12.300 (30)   11.950 (20)   11.550 (29)   12.200 (24)   48.000 (24)   0.100

27 小沼　有李 酪農大とわの森 高2 北海道 12.300 (30)   11.400 (29)   11.750 (25)   12.500 (18)   47.950 (25)   0.050

40 村部　美優 栗東高校 高2 滋賀 11.500 (48)   11.850 (23)   11.650 (27)   12.600 (17)   47.600 (26)   0.350

18 岡本　朱里 白鵬女子 高1 神奈川 12.100 (33)   10.750 (36)   12.300 (20)   12.300 (20)   47.450 (27)   0.150

58 岩田　七海 白鵬女子 高2 神奈川 11.600 (45)   11.900 (22)   12.350 (19)   11.550 (38)   47.400 (28)   0.050

8 新田　美琴 名経大市邨 高1 愛知 12.650 (23)   12.000 (18)   11.950 (23)   10.650 (48)   47.250 (29)   0.150

53 遠山　結香 鯖江 高2 福井 10.150 (55)   14.250 (2)   12.450 (18)   9.950 (53)   46.800 (30)   0.450

37 井口　佳玲 鳥栖 高2 佐賀 12.900 (18)   10.550 (38)   11.550 (29)   11.400 (42)   46.400 (31)   0.400

9 前田　杏乃 奈良大附属 高1 奈良 11.600 (45)   11.100 (34)   11.500 (32)   11.450 (40)   45.650 (32)   0.750

28 榊原　望香 都立駒場 高2 東京 11.850 (37)   11.250 (31)   11.400 (34)   11.050 (46)   45.550 (33)   0.100

25 髙𣘺　美羽 クラークさいたま 高1 埼玉 11.650 (41)   11.400 (29)   10.100 (48)   12.300 (20)   45.450 (34)   0.100

45 伊藤　麻衣 名経大市邨 高1 愛知 13.050 (11)   10.100 (41)   10.800 (40)   11.400 (42)   45.350 (35)   0.100

3 岡田　陽菜 暁 高1 三重 11.900 (35)   11.200 (33)   10.000 (49)   12.100 (29)   45.200 (36)   0.150

2 岡田　紗耶 暁 高1 三重 12.000 (34)   9.150 (50)   11.650 (27)   12.250 (23)   45.050 (37)   0.150

7 川上　寧采 長岡大手 高1 新潟 12.350 (27)   8.450 (51)   11.400 (34)   12.200 (24)   44.400 (38)   0.650

29 池邉　和花 大分西 高1 大分 12.450 (25)   9.650 (46)   10.350 (45)   11.750 (34)   44.200 (39)   0.200

20 髙寺　心渚 南丹 高1 京都 11.450 (50)   10.200 (40)   10.300 (46)   12.150 (27)   44.100 (40)   0.100

42 齊藤　ゆなか 鳥栖 高1 佐賀 12.400 (26)   9.750 (44)   10.750 (41)   11.150 (45)   44.050 (41)   0.050

32 平田　千紘 四天王寺 高1 大阪 11.650 (41)   11.500 (28)   10.600 (43)   10.250 (52)   44.000 (42)   0.050

15 松下　実茉理 高松中央 高1 香川 11.700 (39)   9.950 (43)   10.650 (42)   11.600 (36)   43.900 (43)   0.100

6 湯川　璃多 星槎国際横浜 高2 神奈川 11.600 (45)   9.750 (44)   10.500 (44)   11.700 (35)   43.550 (44)   0.350

22 寺井　詩月 札幌白石 高2 北海道 11.500 (48)   10.300 (39)   9.750 (50)   11.800 (33)   43.350 (45)   0.200

44 松浦　さくら 宇都宮短大附属 高1 栃木 11.250 (52)   10.800 (35)   10.950 (38)   10.300 (51)   43.300 (46)   0.050

4 齋藤　菜々美 宇和島東 高1 愛媛 11.800 (38)   9.200 (49)   11.500 (32)   10.400 (50)   42.900 (47)   0.400

16 加田　咲良 鯖江 高2 福井 11.650 (41)   9.400 (48)   10.200 (47)   11.600 (36)   42.850 (48)   0.050

24 神藤　璃名 ひろしま協創 高2 広島 11.250 (52)   10.600 (37)   9.650 (52)   10.800 (47)   42.300 (49)   0.550

12 虫明　音芽 就実 高2 岡山 11.700 (39)   6.900 (54)   11.550 (29)   11.950 (31)   42.100 (50)   0.200

5 磯部　花歩 城南静岡 高1 静岡 11.900 (35)   10.000 (42)   9.700 (51)   9.700 (54)   41.300 (51)   0.800

1 荒川　暖奈 作新学院高校 高2 栃木 10.950 (54)   9.550 (47)   7.750 (53)   11.550 (38)   39.800 (52)   1.500

23 奥田　珠世 富山 高1 富山 11.350 (51)   7.650 (53)   7.200 (54)   10.500 (49)   36.700 (53)   3.100

60 川端　凜 相愛 高2 大阪 12.300 (30)   0.300 (55)   10.850 (39)   12.500 (18)   35.950 (54)   0.750

14 下川　陽菜 鳥栖 高1 佐賀 11.650 (41)   8.450 (51)   6.350 (55)   8.400 (55)   34.850 (55)   1.100

19 深澤　さくら 甲斐清和 高2 山梨 キケン キケン キケン キケン - -

30 椿　さくら子 多治見西 高1 岐阜 キケン キケン キケン - -

35 井上　雅 駒大高校 高1 東京 キケン キケン キケン キケン - -

51 楠元　妃真 鯖江 高1 福井 キケン キケン キケン キケン - -

59 若山　京香 クラーク国際千葉 高2 千葉 キケン キケン キケン キケン - -

審判長

平均台 ゆか 個人総合
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男子入賞者一覧
●個人総合
順位 学年 都道府県 得点

第１位 中村　隆太郎 ナカムラ　リュウタロウ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 78.650
第２位 脇原　和志 ワキハラ　カズシ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 77.450
第２位 金田　晟斗 カネダ　アキト 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 77.450
第４位 福林　玄輝 フクバヤシ　ハルキ 高1 大阪 清風高等学校 セイフウ　コウコウ 76.550
第４位 飯島　健正 イイジマ　ケンセイ 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 76.550
第６位 西村　尚純 ニシムラ　タカト 高2 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 76.400
第７位 大野　暖人 オオノ　ハルト 高2 愛知 名城大学附属高等学校 メイジョウダイガク　フゾク　コウコウ 76.150
第８位 岡田　榮心 オカダ　エイシン 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 75.650
第９位 今村　健太郎 イマムラ　ケンタロウ 高2 東京 日本体育大学荏原高等学校 ニッポンタイイクダイガク　エバラ　コウコウ 75.350
第10位 川口　碧雪 カワグチ　アユキ 高2 大阪 大体大浪商 オオサカタイイクダイガク　ナミショウ　コウコウ 75.300

●種目別　ゆか
順位 学年 都道府県 得点

第１位 鈴木　一太 スズキ　イチタ 高2 宮城 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガク　フゾク　メイセイ　コウコウ 14.200
第２位 福田　司 フクダ　ツカサ 高2 大阪 清風高等学校 セイフウ　コウコウ 13.700
第３位 長渡　士門 ナガト　シモン 高2 大阪 清風高等学校 セイフウ　コウコウ 13.600
第４位 中村　隆太郎 ナカムラ　リュウタロウ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 13.400
第５位 川口　碧雪 カワグチ　アユキ 高2 大阪 大阪体育大学浪商高等学校 オオサカタイイクダイガク　ナミショウ　コウコウ 13.300
第５位 藤﨑　飛向 フジサキ　ヒナタ 高2 大阪 清風高等学校 セイフウ　コウコウ 13.300
第５位 今村　健太郎 イマムラ　ケンタロウ 高2 東京 日本体育大学荏原高等学校 ニッポンタイイクダイガク　エバラ　コウコウ 13.300

●種目別　あんば
順位 学年 都道府県 得点

第１位 飯島　健正 イイジマ　ケンセイ 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 13.600
第２位 山本　道明 ヤマモト　ミチアキ 高2 京都 洛南高等学校 ラクナン　コウコウ 13.500
第３位 齋藤　駿介 サイトウ　シュンスケ 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 13.250
第４位 大島　凱 オオシマ　ガイ 高2 栃木 作新学院高等学校 サクシンガクイン　コウコウ 13.050
第５位 岡田　榮心 オカダ　エイシン 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 13.000
第６位 片山　空秋 カタヤマ　アシュウ 高1 栃木 作新学院高等学校 サクシンガクイン　コウコウ 12.700

●種目別　つり輪
順位 学年 都道府県 得点

第１位 中村　隆太郎 ナカムラ　リュウタロウ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 12.900
第２位 今村　健太郎 イマムラ　ケンタロウ 高2 東京 日本体育大学荏原高等学校 ニッポンタイイクダイガク　エバラ　コウコウ 12.500
第２位 飯島　健正 イイジマ　ケンセイ 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 12.500
第４位 大野　暖人 オオノ　ハルト 高2 愛知 名城大学附属高等学校 メイジョウダイガク　フゾク　コウコウ 12.450
第５位 西村　尚純 ニシムラ　タカト 高2 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 12.400
第５位 福林　玄輝 フクバヤシ　ハルキ 高1 大阪 清風高等学校 セイフウ　コウコウ 12.400

●種目別　跳馬
順位 学年 都道府県 得点

第１位 岡田　榮心 オカダ　エイシン 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 14.400
第２位 平本　琉 ヒラモト　リュウ 高2 神奈川 湘南工科大学附属高等学校 ショウナンコウカダイガク　フゾク　コウコウ 14.200
第３位 寺島　優雅 テラジマ　ユウガ 高1 福井 福井県立鯖江高等学校 フウイケンリツ　サバエ　コウコウ 14.150
第４位 山﨑　海音 ヤマサキ　カイト 高1 鹿児島 出水市立出水商業高等学校 イズミシリツ　イズミショウギョウ　コウコウ 14.100
第５位 鈴木　一太 スズキ　イチタ 高2 宮城 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガク　フゾク　メイセイ　コウコウ 14.000
第６位 福田　猛斗 フクダ　タケト 高2 福井 福井県立鯖江高等学校 フウイケンリツ　サバエ　コウコウ 13.900

●種目別　平行棒
順位 学年 都道府県 得点

第１位 金田　晟斗 カネダ　アキト 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 13.800
第２位 中村　隆太郎 ナカムラ　リュウタロウ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 13.550
第３位 福林　玄輝 フクバヤシ　ハルキ 高1 大阪 清風高等学校 セイフウ　コウコウ 13.450
第４位 表　幸澄 オモテ　ユキト 高2 京都 洛南高等学校 ラクナン　コウコウ 13.300
第５位 野邊地　陽希 ノヘヂ　ハルキ 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 12.900
第６位 脇原　和志 ワキハラ　カズシ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 12.850

●種目別　鉄棒
順位 学年 都道府県 得点

第１位 金田　晟斗 カネダ　アキト 高2 千葉 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツ　フナバシ　コウコウ 13.300
第２位 脇原　和志 ワキハラ　カズシ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 13.250
第３位 中村　隆太郎 ナカムラ　リュウタロウ 高2 岡山 学校法人関西学園関西高等学校 ガッコウホウジン　カンゼイガクエン　カンゼイ　コウコウ 13.200
第３位 藤﨑　飛向 フジサキ　ヒナタ 高2 大阪 清風高等学校 セイフウ　コウコウ 13.200
第５位 平本　琉 ヒラモト　リュウ 高2 神奈川 湘南工科大学附属高等学校 ショウナンコウカダイガク　フゾク　コウコウ 13.100
第６位 大野　暖人 オオノ　ハルト 高2 愛知 名城大学附属高等学校 メイジョウダイガク　フゾク　コウコウ 12.900
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女子入賞者一覧
●個人総合
順位 学年 都道府県 得点

第１位 岡村　真 オカムラ　マナ 高2 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 55.600
第２位 木崎　乃音 キザキ　ノノ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 55.400
第３位 桝井　美咲 マスイ　ミサキ 高1 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 55.350
第４位 山本　七海 ヤマモト　ナナミ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 54.750
第５位 西田　采永 ニシダ　サエ 高1 千葉 昭和学院高等学校 ショウワガクイン　コウコウ 54.150
第６位 中島　楓琳 ナカシマ　カリン 高2 愛知 名古屋経済大学市邨高等学校 ナゴヤケイザイダイガク　イチムラ　コウコウ 53.000
第７位 鈴木　望未 スズキ　ノゾミ 高1 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 52.650
第８位 髙木　玲 タカギ　レイ 高2 東京 大智学園高等学校 ダイチガクエン　コウコウ 52.600
第９位 田代　葵 タシロ　アオイ 高2 神奈川 星槎国際湘南高等学校 セイサ　コクサイ　ショウナン　コウコウ 52.500
第10位 岩佐　和 イワサ　ノドカ　 高1 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 52.400

●種目別　跳馬
順位 学年 都道府県 得点

第１位 山本　七海 ヤマモト　ナナミ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.850
第２位 西田　采永 ニシダ　サエ 高1 千葉 昭和学院高等学校 ショウワガクイン　コウコウ 13.750
第３位 松田　里奈 マツダ　リナ 高2 青森 弘前学院聖愛高等学校 ヒロサキガクイン　セイアイ　コウコウ 13.500
第３位 鈴木　望未 スズキ　ノゾミ 高1 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 13.500
第３位 木崎　乃音 キザキ　ノノ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.500
第６位 桝井　美咲 マスイ　ミサキ 高1 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.300

●種目別　段違い平行棒
順位 学年 都道府県 得点

第１位 岡村　真 オカムラ　マナ 高2 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 14.350
第２位 遠山　結香 トオヤマ　ユイカ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 14.250
第３位 中島　楓琳 ナカシマ　カリン 高2 愛知 名古屋経済大学市邨高等学校 ナゴヤケイザイダイガク　イチムラ　コウコウ 14.000
第４位 木崎　乃音 キザキ　ノノ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.950
第５位 山本　七海 ヤマモト　ナナミ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.750
第６位 田代　葵 タシロ　アオイ 高2 神奈川 星槎国際湘南高等学校 セイサ　コクサイ　ショウナン　コウコウ 13.700

●種目別　平均台
順位 学年 都道府県 得点

第１位 桝井　美咲 マスイ　ミサキ 高1 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 14.400
第２位 木崎　乃音 キザキ　ノノ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 14.350
第３位 岡村　真 オカムラ　マナ 高2 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 13.750
第４位 西田　采永 ニシダ　サエ 高1 千葉 昭和学院高等学校 ショウワガクイン　コウコウ 13.700
第５位 古賀　愛梨 コガ　アイリ 高1 愛知 名古屋経済大学市邨高等学校 ナゴヤケイザイダイガク　イチムラ　コウコウ 13.350
第５位 山本　七海 ヤマモト　ナナミ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.350

●種目別　ゆか
順位 学年 都道府県 得点

第１位 松田　里奈 マツダ　リナ 高2 青森 弘前学院聖愛高等学校 ヒロサキガクイン　セイアイ　コウコウ 14.400
第２位 岡村　真 オカムラ　マナ 高2 三重 暁高等学校 アカツキ　コウコウ 14.250
第３位 桝井　美咲 マスイ　ミサキ 高1 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 14.150
第４位 田代　葵 タシロ　アオイ 高2 神奈川 星槎国際湘南高等学校 セイサ　コクサイ　ショウナン　コウコウ 13.850
第５位 山本　七海 ヤマモト　ナナミ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.800
第６位 木崎　乃音 キザキ　ノノ 高2 福井 鯖江高等学校 サバエ　コウコウ 13.600
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