
速報No.

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 222 前澤　健太 まえざわ　けんた 小６ 中京ジムナスティッククラブ 67.80

2 214 梅本　時和 うめもと　ときわ 小５ ならわ体操クラブ 66.25

3 224 三浦　隆太郎 みうら　りゅうたろう 小６ 中京ジムナスティッククラブ 65.70

4 219 大山　遥聖 おおやま　ゆうせい 小６ 笠松体操クラブ 65.15

5 223 池本　晴 いけもと　はる 小５ 中京ジムナスティッククラブ 64.55

6 221 小林　暖 こばやし　はる 小６ 中京ジムナスティッククラブ 64.45

7 216 村越　秋哉 むらこし　しゅうや 小５ サンスポーツクラブ竜城体操 63.10

R１ 225 大﨑　蒼馬 おおさき　そうま 小５ 中京ジムナスティッククラブ 62.80

R２ 213 安原　成琉 やすはら　なる 小５ レジックスポーツ 61.85

R３ 218 田中　瑛 たなか　あきら 小６ 笠松体操クラブ 61.80

R４ 212 岡﨑　煌香 おかざき　こうが 小５ レジックスポーツ 61.30

R５ 215 山田　巧音 やまだ　たくと 小６ サンスポーツクラブ竜城体操 60.60

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 23 角皆　友晴 つのがい　ともはる 中３ ならわ体操クラブ 77.60

2 24 片山　空秋 かたやま　あしゅう 中３ ならわ体操クラブ 73.25

3 1 馬場　崇士 ばば　しゅうと 中３ 中京ジムナスティッククラブ 72.80

4 4 馬場　大河 ばば　たいが 中１ 中京ジムナスティッククラブ 71.45

5 2 平本　怜 ひらもと　れん 中３ 中京ジムナスティッククラブ 71.05

6 19 溝田　稜樹 みぞた　りょうき 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 70.50

7 13 百本　湊 ひゃくもと　みなと 中２ 笠松体操クラブ 70.15

8 12 石原　銀河 いしはら　ぎんが 中３ 笠松体操クラブ 70.05

9 3 坪井　勇樹 つぼい　ゆうき 中３ 中京ジムナスティッククラブ 67.95

R１ 6 伊藤　大空 いとう　だいすけ 中３ レジックスポーツ 67.90

R２ 11 土屋　眞人 つちや　まなと 中３ 笠松体操クラブ 67.60

R３ 22 金原　直輝 きんばら　なおき 中１ ならわ体操クラブ 67.10

R４ 18 和出　勇介 わで　ゆうすけ 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 67.05

R５ 17 花田　明人 はなだ　あきと 中１ 中京ジムナスティッククラブ 66.75
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速報No.

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 108 渡邉　怜美 わたなべ　れみ 小６ 中京ジムナスティッククラブ 50.25

2 102 腰嶋　にこ こしじま　にこ 小６ ならわ体操クラブ 49.50

3 111 比良　美月 ひら　みづき 小６ 笠松体操クラブ 49.45

4 110 山本　ひなた やまもと　ひなた 小６ 笠松体操クラブ 48.85

5 101 高橋　凛 たかはし　りん 小４ ならわ体操クラブ 48.50

6 104 炭竈　みと すみかま　みと 小６ レジックスポーツ 47.75

7 105 丹羽　祐里奈 にわ　ゆりな 小６ レジックスポーツ 47.10

R１ 113 富川　奈南 とみかわ　ななみ 小６ レジックスポーツ 46.65

R２ 112 大原　海鈴 おおはら　みすず 小６ レジックスポーツ 46.50

R３ 114 田嶋　桃 たじま　もも 小６ レジックスポーツ 45.75

R４ 107 西井　晴香 にしい　はるか 小５ レジックスポーツ 45.25

R５ 109 浅井　爽笑 あさい　さわ 小６ 中京ジムナスティッククラブ 44.85

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点

1 26 尾之内　香鈴 おのうちかりん 中２ ならわ体操クラブ 53.95

2 6 安藤　美紅 あんどう　みく 中２ レジックスポーツ 53.50

3 2 岩佐　和 いわさ　のどか 中３ レジックスポーツ 52.75

4 28 梅本　咲和 うめもと さわ 中１ ならわ体操クラブ 52.40

5 1 古賀　愛梨 こが　あいり 中３ レジックスポーツ 52.10

6 23 土橋　ピピ どばし　ぴぴ 中３ 中京ジムナスティッククラブ 50.55

7 12 大山　蒼來 おおやま　そら 中２ 笠松体操クラブ 50.45

8 9 小泉　綸菜 こいずみ　りんな 中２ 笠松体操クラブ 49.60

9 5 新田　美琴 にった　みこと 中３ レジックスポーツ 49.55

10 4 内藤　千華 ないとう　ちか 中２ レジックスポーツ 49.35

R１ 25 池畑　結実葉 いけはた　ゆみは 中２ 中京ジムナスティッククラブ 49.35

R２ 7 伊藤　麻衣 いとう　　まい 中３ レジックスポーツ 49.15

R３ 10 野田　蒼葉 のだ　あおば 中２ 笠松体操クラブ 48.75

R４ 3 伊藤　優来 いとう　ゆら 中２ レジックスポーツ 48.60
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