
タンブリング 円　馬 とび箱 鉄　棒

順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点
1 前澤　　心 二宮ＧＣ 小１ 9.800 1 前澤　　心 二宮ＧＣ 小１ 9.500 1 中戸川剛琉 湘南とびうお 小１ 9.100 1 前澤　　心 二宮ＧＣ 小１ 9.000
2 山口　葵聖 二宮ＧＣ 小１ 9.500 2 山口　葵聖 二宮ＧＣ 小１ 8.750 2 真田　優誠 とらい 小１ 9.000 2 山口　葵聖 二宮ＧＣ 小１ 8.300
3 中戸川剛琉 湘南とびうお 小１ 9.450 3 田所　　隼 ＣＳ東戸塚 小１ 8.050 3 前澤　　心 二宮ＧＣ 小１ 8.800 3 真田　優誠 とらい 小１ 7.900
4 田所　　隼 ＣＳ東戸塚 小１ 9.400 4 榎本　　翔 二宮ＧＣ 小１ 7.950 4 田所　　隼 ＣＳ東戸塚 小１ 8.600 4 田所　　隼 ＣＳ東戸塚 小１ 7.400
5 榎本　　翔 二宮ＧＣ 小１ 9.200 5 真田　優誠 とらい 小１ 7.900 5 山口　葵聖 二宮ＧＣ 小１ 8.150 中戸川剛琉 湘南とびうお 小１

6 真田　優誠 とらい 小１ 8.600 中戸川剛琉 湘南とびうお 小１ 6 榎本　　翔 二宮ＧＣ 小１ 7.300 榎本　　翔 二宮ＧＣ 小１

高橋　奏太 林体操教室 小１ 高橋　奏太 林体操教室 小１ 高橋　奏太 林体操教室 小１ 高橋　奏太 林体操教室 小１
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順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点
1 柏木　寅瑠 ＳＲＣ 小２ 10.000 1 柏木　寅瑠 ＳＲＣ 小２ 9.900 1 柏木　寅瑠 ＳＲＣ 小２ 10.000 1 柏木　寅瑠 ＳＲＣ 小２ 9.400
2 菊池　和磨 米田功体操ク 小２ 9.600 2 稲葉　通陽 二宮ＧＣ 小２ 9.400 2 福本　喜平 湘南とびうお 小２ 9.650 2 赤松　春翔 ＣＳ東戸塚 小２ 8.500
3 竹内　凱星 コナミ中林 小２ 9.550 3 近藤　俊介 二宮ＧＣ 小２ 9.250 3 稲葉　通陽 二宮ＧＣ 小２ 9.300 3 近藤　俊介 二宮ＧＣ 小２ 8.400
4 近藤　俊介 二宮ＧＣ 小２ 9.500 4 竹内　凱星 コナミ中林 小２ 9.150 4 真田康志郎 とらい 小２ 9.200 4 菊池　和磨 米田功体操ク 小２ 8.200
5 保科　祐多 二宮ＧＣ 小２ 9.450 5 保科　祐多 二宮ＧＣ 小２ 8.700 5 赤松　春翔 ＣＳ東戸塚 小２ 9.100 4 保科　祐多 二宮ＧＣ 小２ 8.200
6 福本　喜平 湘南とびうお 小２ 9.400 6 平石煌衣斗 二宮ＧＣ 小２ 8.650 5 菊池　和磨 米田功体操ク 小２ 9.100 6 稲葉　通陽 二宮ＧＣ 小２ 7.800
6 稲葉　通陽 二宮ＧＣ 小２ 9.400 7 真田康志郎 とらい 小２ 8.550 7 近藤　俊介 二宮ＧＣ 小２ 9.050 6 寺井　　輝 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小２ 7.800
8 赤松　春翔 ＣＳ東戸塚 小２ 9.100 8 寺井　　輝 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小２ 8.400 8 川辺　健介 とらい 小２ 9.000 8 平石煌衣斗 二宮ＧＣ 小２ 7.700
9 真田康志郎 とらい 小２ 9.000 9 赤松　春翔 ＣＳ東戸塚 小２ 8.350 9 豊田　雄大 とらい 小２ 8.700 9 真田康志郎 とらい 小２ 7.600
10 川辺　健介 とらい 小２ 8.900 10 豊田　雄大 とらい 小２ 8.300 9 保科　祐多 二宮ＧＣ 小２ 8.700 10 豊田　雄大 とらい 小２ 7.500
11 寺井　　輝 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小２ 8.600 11 岸　　祐也 二宮ＧＣ 小２ 8.050 9 寺井　　輝 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小２ 8.700 10 川辺　健介 とらい 小２ 7.500
12 平石煌衣斗 二宮ＧＣ 小２ 8.500 12 川辺　健介 とらい 小２ 7.850 12 平石煌衣斗 二宮ＧＣ 小２ 8.550 岸　　祐也 二宮ＧＣ 小２

13 豊田　雄大 とらい 小２ 8.300 長谷川日向汰 とらい 小２ 13 竹内　凱星 コナミ中林 小２ 8.300 福本　喜平 湘南とびうお 小２

13 岸　　祐也 二宮ＧＣ 小２ 8.300 福本　喜平 湘南とびうお 小２ 14 岸　　祐也 二宮ＧＣ 小２ 8.000 長谷川日向汰 とらい 小２

長谷川日向汰 とらい 小２ 菊池　和磨 米田功体操ク 小２ 長谷川日向汰 とらい 小２ 竹内　凱星 コナミ中林 小２
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1 前田　憲伸 ジョイ相模原 小３ 9.450 1 前田　憲伸 ジョイ相模原 小３ 9.800 1 山口　慶翔 ＳＲＣ 小３ 9.700 1 前田　憲伸 ジョイ相模原 小３ 9.700
2 山口　慶翔 ＳＲＣ 小３ 9.400 2 後藤　隼星 ジョイ相模原 小３ 9.700 2 前田　憲伸 ジョイ相模原 小３ 9.650 2 後藤　隼星 ジョイ相模原 小３ 9.400
3 後藤　隼星 ジョイ相模原 小３ 9.350 3 小泉　　樂 林体操教室 小３ 9.600 3 板橋　永久 ジョイ相模原 小３ 9.600 3 小泉　　樂 林体操教室 小３ 9.300
4 小泉　　樂 林体操教室 小３ 9.300 4 板橋　永久 ジョイ相模原 小３ 9.550 4 小泉　　樂 林体操教室 小３ 9.550 4 板橋　永久 ジョイ相模原 小３ 9.200
5 板橋　永久 ジョイ相模原 小３ 9.200 5 前澤　　響 二宮ＧＣ 小３ 9.450 5 後藤　隼星 ジョイ相模原 小３ 9.450 5 米田　爽太 ＳＲＣ 小３ 9.000
6 前澤　　響 二宮ＧＣ 小３ 8.800 6 丹羽　杏輔 二宮ＧＣ 小３ 9.400 6 丹羽　杏輔 二宮ＧＣ 小３ 9.200 6 山口　雄大 とらい 小３ 8.700
6 新倉　志劉 鶴見ジュニア 小３ 8.800 7 山口　慶翔 ＳＲＣ 小３ 9.250 7 新倉　志劉 鶴見ジュニア 小３ 9.150 7 峰尾　光紀 ＳＲＣ 小３ 8.600
8 小山内春翔 ＹＳＭＣ 小３ 8.700 8 山口　雄大 とらい 小３ 9.150 8 山口　聖七 二宮ＧＣ 小３ 9.000 8 前澤　　響 二宮ＧＣ 小３ 8.500
8 米田　爽太 ＳＲＣ 小３ 8.700 9 米田　爽太 ＳＲＣ 小３ 9.050 8 山口　雄大 とらい 小３ 9.000 9 山口　聖七 二宮ＧＣ 小３ 8.400
8 丹羽　杏輔 二宮ＧＣ 小３ 8.700 10 山口　聖七 二宮ＧＣ 小３ 9.000 10 峰尾　光紀 ＳＲＣ 小３ 8.950 10 山口　慶翔 ＳＲＣ 小３ 8.000
11 山口　聖七 二宮ＧＣ 小３ 8.650 11 鈴木　太陽 二宮ＧＣ 小３ 8.850 10 前澤　　響 二宮ＧＣ 小３ 8.950 11 丹羽　杏輔 二宮ＧＣ 小３ 7.800
12 宿野部拓己 二宮ＧＣ 小３ 8.600 12 河野　晃延 林体操教室 小３ 8.800 12 鈴木　太陽 二宮ＧＣ 小３ 8.900 11 鈴木　太陽 二宮ＧＣ 小３ 7.800
13 鈴木　太陽 二宮ＧＣ 小３ 8.500 13 小山内春翔 ＹＳＭＣ 小３ 8.750 12 名川　凱士 とらい 小３ 8.900 13 名川　凱士 とらい 小３ 7.700
13 佐藤　文吾 逗子体操Ｃ 小３ 8.500 14 宿野部拓己 二宮ＧＣ 小３ 8.600 14 佐藤　文吾 逗子体操Ｃ 小３ 8.850 14 佐藤　文吾 逗子体操Ｃ 小３ 7.600
13 河野　晃延 林体操教室 小３ 8.500 15 佐藤　文吾 逗子体操Ｃ 小３ 8.300 15 椎野　悠太 とらい 小３ 8.800 15 宿野部拓己 二宮ＧＣ 小３ 7.400
16 山口　雄大 とらい 小３ 8.450 16 小泉　周生 とらい 小３ 8.000 16 米田　爽太 ＳＲＣ 小３ 8.750 16 小泉　周生 とらい 小３ 7.300
17 峰尾　光紀 ＳＲＣ 小３ 8.400 17 名川　凱士 とらい 小３ 7.950 17 小泉　周生 とらい 小３ 8.400 16 椎野　悠太 とらい 小３ 7.300
18 橘川　裕斗 二宮ＧＣ 小３ 8.300 18 橘川　裕斗 二宮ＧＣ 小３ 7.700 18 宿野部拓己 二宮ＧＣ 小３ 8.300 小山内春翔 ＹＳＭＣ 小３

19 名川　凱士 とらい 小３ 8.200 18 椎野　悠太 とらい 小３ 7.700 19 後藤　駿介 ＹＳＭＣ 小３ 8.250 橘川　裕斗 二宮ＧＣ 小３

20 椎野　悠太 とらい 小３ 8.100 峰尾　光紀 ＳＲＣ 小３ 20 小山内春翔 ＹＳＭＣ 小３ 8.150 後藤　駿介 ＹＳＭＣ 小３

21 後藤　駿介 ＹＳＭＣ 小３ 8.000 後藤　駿介 ＹＳＭＣ 小３ 21 橘川　裕斗 二宮ＧＣ 小３ 8.050 新倉　志劉 鶴見ジュニア 小３

21 小泉　周生 とらい 小３ 8.000 新倉　志劉 鶴見ジュニア 小３ 22 河野　晃延 林体操教室 小３ 8.000 河野　晃延 林体操教室 小３
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1 石井　翔平 ＣＳ東戸塚 小４ 9.350 1 豊田　桜大 とらい 小４ 9.500 1 石井　翔平 ＣＳ東戸塚 小４ 9.650 1 石井　翔平 ＣＳ東戸塚 小４ 9.500
2 岸本　倖輝 ジョイ相模原 小４ 9.300 2 田中　鳳人 とらい 小４ 9.250 2 宮崎　　翔 米田功体操ク 小４ 9.600 2 豊田　桜大 とらい 小４ 9.200
3 田中　鳳人 とらい 小４ 9.250 3 岸本　倖輝 ジョイ相模原 小４ 9.200 3 奥田　健太 米田功体操ク 小４ 9.500 3 岸本　倖輝 ジョイ相模原 小４ 9.100
4 奥田　健太 米田功体操ク 小４ 9.200 4 阿部　雄大 米田功体操ク 小４ 9.150 4 阿部　雄大 米田功体操ク 小４ 9.450 4 安藤　大登 コナミ青葉台 小４ 8.800
5 阿部　雄大 米田功体操ク 小４ 9.050 5 山本　太陽 とらい 小４ 9.100 5 田中　鳳人 とらい 小４ 9.350 5 安藤　大智 コナミ青葉台 小４ 8.700
6 安藤　大智 コナミ青葉台 小４ 9.000 6 宮崎　　翔 米田功体操ク 小４ 8.950 6 岸本　倖輝 ジョイ相模原 小４ 9.300 6 奥田　健太 米田功体操ク 小４ 8.600
6 宮崎　　翔 米田功体操ク 小４ 9.000 7 奥田　健太 米田功体操ク 小４ 8.600 7 山本　太陽 とらい 小４ 9.200 7 田中　鳳人 とらい 小４ 8.450
8 濱松　騎士 とらい 小４ 8.750 8 安藤　大智 コナミ青葉台 小４ 8.550 8 森　悠太郎 とらい 小４ 9.150 8 山本　太陽 とらい 小４ 8.400
9 山本　太陽 とらい 小４ 8.700 9 森　悠太郎 とらい 小４ 8.500 8 安藤　大登 コナミ青葉台 小４ 9.150 9 阿部　雄大 米田功体操ク 小４ 8.300
10 豊田　桜大 とらい 小４ 8.650 10 石井　翔平 ＣＳ東戸塚 小４ 8.350 10 豊田　桜大 とらい 小４ 9.100 9 小形　海翔 ジョイ相模原 小４ 8.300
11 安藤　大登 コナミ青葉台 小４ 8.600 11 安藤　大登 コナミ青葉台 小４ 8.250 11 鈴木　伶和 とらい 小４ 9.000 11 鈴木　伶和 とらい 小４ 8.200
12 森　悠太郎 とらい 小４ 8.500 12 濱松　騎士 とらい 小４ 8.200 11 吉村　洲悟 コナミ海老名 小４ 9.000 11 宮崎　　翔 米田功体操ク 小４ 8.200
12 小形　海翔 ジョイ相模原 小４ 8.500 13 小形　海翔 ジョイ相模原 小４ 7.850 13 川面　裕哉 とらい 小４ 8.950 13 濱松　騎士 とらい 小４ 8.000
14 東谷　伊朔 ＣＳ東戸塚 小４ 8.400 14 東谷　伊朔 ＣＳ東戸塚 小４ 7.800 14 小形　海翔 ジョイ相模原 小４ 8.900 14 川面　裕哉 とらい 小４ 7.900
15 川面　裕哉 とらい 小４ 8.300 14 吉村　洲悟 コナミ海老名 小４ 7.800 15 安藤　大智 コナミ青葉台 小４ 8.850 14 森　悠太郎 とらい 小４ 7.900
15 鈴木　伶和 とらい 小４ 8.300 16 鈴木　伶和 とらい 小４ 7.750 16 濱松　騎士 とらい 小４ 8.800 16 東谷　伊朔 ＣＳ東戸塚 小４ 7.700
15 吉村　洲悟 コナミ海老名 小４ 8.300 17 川面　裕哉 とらい 小４ 7.700 17 東谷　伊朔 ＣＳ東戸塚 小４ 8.600 吉村　洲悟 コナミ海老名 小４
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順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点
1 原田 　蓮 ＣＳ東戸塚 小５ 9.450 1 関　　睦弥 林体操教室 小５ 9.400 1 川崎　詩恩 とらい 小５ 9.550 1 原田 　蓮 ＣＳ東戸塚 小５ 9.400
2 糸川　祐希 ＳＲＣ 小５ 9.400 2 今　　佑月 コナミ中林 小５ 9.250 2 糸川　祐希 ＳＲＣ 小５ 9.450 2 関　　睦弥 林体操教室 小５ 9.300
3 関　　睦弥 林体操教室 小５ 9.300 3 糸川　祐希 ＳＲＣ 小５ 9.100 3 関　　睦弥 林体操教室 小５ 9.400 3 糸川　祐希 ＳＲＣ 小５ 9.200
4 富澤　翔太 ＳＲＣ 小５ 9.250 4 箕浦　拓真 コナミ海老名 小５ 9.050 4 鈴木　陸志 みどりＳＣ 小５ 9.300 4 鈴木　陸志 みどりＳＣ 小５ 9.100
5 遠藤　優樹 コナミ海老名 小５ 9.200 4 川崎　詩恩 とらい 小５ 9.050 5 遠藤　優樹 コナミ海老名 小５ 9.250 5 川崎　詩恩 とらい 小５ 9.000
5 鈴木　陸志 みどりＳＣ 小５ 9.200 6 鈴木　陸志 みどりＳＣ 小５ 8.950 6 鵜沼　世凪 ＳＲＣ 小５ 9.200 5 富澤　翔太 ＳＲＣ 小５ 9.000
7 鵜沼　世凪 ＳＲＣ 小５ 9.150 7 尾髙　太亮 コナミ海老名 小５ 8.800 6 原田 　蓮 ＣＳ東戸塚 小５ 9.200 7 鵜沼　世凪 ＳＲＣ 小５ 8.900
8 尾髙　太亮 コナミ海老名 小５ 9.100 8 遠藤　優樹 コナミ海老名 小５ 8.250 8 尾髙　太亮 コナミ海老名 小５ 9.150 8 荒川　夢人 とらい 小５ 8.000
9 箕浦　拓真 コナミ海老名 小５ 8.900 9 鵜沼　世凪 ＳＲＣ 小５ 8.200 8 今　　佑月 コナミ中林 小５ 9.150 古畑　　響 コナミ海老名 小５

9 富田　陽之 みどりＳＣ 小５ 8.900 10 多田　滉太 コナミ海老名 小５ 8.100 10 富澤　翔太 ＳＲＣ 小５ 9.100 尾髙　太亮 コナミ海老名 小５

11 荒川　夢人 とらい 小５ 8.700 10 古畑　　響 コナミ海老名 小５ 8.100 11 箕浦　拓真 コナミ海老名 小５ 9.000 遠藤　優樹 コナミ海老名 小５

11 今　　佑月 コナミ中林 小５ 8.700 12 富澤　翔太 ＳＲＣ 小５ 8.050 12 多田　滉太 コナミ海老名 小５ 8.950 多田　滉太 コナミ海老名 小５

13 川崎　詩恩 とらい 小５ 8.600 13 原田 　蓮 ＣＳ東戸塚 小５ 8.000 13 富田　陽之 みどりＳＣ 小５ 8.850 箕浦　拓真 コナミ海老名 小５

14 多田　滉太 コナミ海老名 小５ 8.500 14 荒川　夢人 とらい 小５ 7.800 14 古畑　　響 コナミ海老名 小５ 8.800 鈴木　　来 鶴見ジュニア 小５

15 古畑　　響 コナミ海老名 小５ 8.300 鈴木　　来 鶴見ジュニア 小５ 14 鈴木　　来 鶴見ジュニア 小５ 8.800 今　　佑月 コナミ中林 小５

16 鈴木　　来 鶴見ジュニア 小５ 8.250 富田　陽之 みどりＳＣ 小５ 16 荒川　夢人 とらい 小５ 8.550 富田　陽之 みどりＳＣ 小５

タンブリング 円　馬 とび箱 鉄　棒

順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点
1 長岡龍之介 コナミ青葉台 小6 9.300 1 長岡龍之介 コナミ青葉台 小6 9.600 1 吉岡　真輝 コナミ中林 小6 9.100 1 長岡龍之介 コナミ青葉台 小6 9.900
2 山田 征弥 ＣＳ東戸塚 小6 9.200 2 神代　帥士 逗子体操Ｃ 小6 9.100 2 神代　帥士 逗子体操Ｃ 小6 9.050 2 山田 征弥 ＣＳ東戸塚 小6 9.600
3 吉岡　真輝 コナミ中林 小6 8.850 3 内田　隆太 みどりＳＣ 小6 8.900 2 内田　隆太 みどりＳＣ 小6 9.050 3 内田　隆太 みどりＳＣ 小6 8.600
4 相馬　　瞬 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小6 8.800 4 吉岡　真輝 コナミ中林 小6 8.650 4 長岡龍之介 コナミ青葉台 小6 9.000 4 相馬　　瞬 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小6 8.000
4 内田　隆太 みどりＳＣ 小6 8.800 5 相馬　　瞬 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小6 8.250 4 山田 征弥 ＣＳ東戸塚 小6 9.000 5 神代　帥士 逗子体操Ｃ 小6 7.600
6 田中　希実 コナミ海老名 小6 8.600 6 山田 征弥 ＣＳ東戸塚 小6 7.950 6 田中　希実 コナミ海老名 小6 8.700 吉岡　真輝 コナミ中林 小6

7 神代　帥士 逗子体操Ｃ 小6 8.500 7 田中　希実 コナミ海老名 小6 7.900 7 相馬　　瞬 Ａ.Ｌ.Ｃ. 小6 8.650 田中　希実 コナミ海老名 小6

ビギナー選手権　男子　小学校６年生の部

ビギナー選手権　男子　小学校５年生の部

ビギナー選手権　男子　小学校４年生の部



ビギナー選手権　男子　中学生の部

タンブリング 円　馬 とび箱 鉄　棒

順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点 順位 選手名 チーム名 年 得点
1 斉藤　柾樹 みどりＳＣ 中１ 9.700 1 山本　昂平 鶴見ジュニア 中１ 9.600 1 窪井　勇紀 コナミ青葉台 中１ 9.900 1 窪井　勇紀 コナミ青葉台 中１ 9.950
2 窪井　勇紀 コナミ青葉台 中１ 9.650 2 田尾榛之介 鶴見ジュニア 中２ 9.500 2 山本　昂平 鶴見ジュニア 中１ 9.750 2 市倉　真晴 ジョイ相模原 中２ 9.800
3 田中　瑠栞 鶴見ジュニア 中２ 9.600 3 窪井　勇紀 コナミ青葉台 中１ 9.450 3 福住　翔輝 ＳＲＣ 中１ 9.700 3 山本　昂平 鶴見ジュニア 中１ 9.700
4 伊藤　洸輝 ＳＲＣ 中２ 9.550 4 真坂　昴希 鶴見ジュニア 中１ 9.400 4 斉藤　柾樹 みどりＳＣ 中１ 9.600 4 小保方柾宗 鶴見ジュニア 中１ 9.500
5 福住　翔輝 ＳＲＣ 中１ 9.500 5 高橋　優太 コナミ中林 中１ 9.350 4 田尾榛之介 鶴見ジュニア 中２ 9.600 5 真坂　昴希 鶴見ジュニア 中１ 9.400
5 田尾榛之介 鶴見ジュニア 中２ 9.500 6 市倉　真晴 ジョイ相模原 中２ 9.250 6 市倉　真晴 ジョイ相模原 中２ 9.550 6 齋藤　嶺吏 逗子体操Ｃ 中２ 9.200
7 山本　昂平 鶴見ジュニア 中１ 9.450 6 小保方柾宗 鶴見ジュニア 中１ 9.250 7 小保方柾宗 鶴見ジュニア 中１ 9.500 7 瀬戸　柊汰 とらい 中１ 9.100
8 市倉　真晴 ジョイ相模原 中２ 9.400 8 鈴木　大智 みどりＳＣ 中１ 9.150 7 真坂　昴希 鶴見ジュニア 中１ 9.500 8 田中　瑠栞 鶴見ジュニア 中２ 9.000
9 鈴木　大智 みどりＳＣ 中１ 9.300 9 瀬戸　柊汰 とらい 中１ 9.050 9 佐藤　一翔 コナミ海老名 中１ 9.450 9 北澤　悠吾 逗子体操Ｃ 中３ 8.950
10 高橋　優太 コナミ中林 中１ 9.250 9 北澤　悠吾 逗子体操Ｃ 中３ 9.050 10 北澤　悠吾 逗子体操Ｃ 中３ 9.400 10 佐藤　一翔 コナミ海老名 中１ 8.900
11 北澤　悠吾 逗子体操Ｃ 中３ 9.200 11 佐藤　一翔 コナミ海老名 中１ 9.000 10 高橋　優太 コナミ中林 中１ 9.400 10 鈴木　大智 みどりＳＣ 中１ 8.900
12 須藤　早弥 みどりＳＣ 中１ 9.150 12 齋藤　嶺吏 逗子体操Ｃ 中２ 8.850 12 小川　涼也 コナミ海老名 中３ 9.350 10 田尾榛之介 鶴見ジュニア 中２ 8.900
13 佐藤　一翔 コナミ海老名 中１ 9.100 13 伊東　陽光 逗子体操Ｃ 中１ 8.800 13 齋藤　嶺吏 逗子体操Ｃ 中２ 9.300 13 漢那　憲市 鶴見ジュニア 中２ 8.800
13 真坂　昴希 鶴見ジュニア 中１ 9.100 13 田中　瑠栞 鶴見ジュニア 中２ 8.800 14 鈴木　大智 みどりＳＣ 中１ 9.250 14 須藤　早弥 みどりＳＣ 中１ 8.700
15 齋藤　嶺吏 逗子体操Ｃ 中２ 9.000 15 小川　涼也 コナミ海老名 中３ 8.750 14 漢那　憲市 鶴見ジュニア 中２ 9.250 15 福住　翔輝 ＳＲＣ 中１ 8.600
15 安藤　恵哉 二宮ＧＣ 中１ 9.000 15 川瀬　雪親 とらい 中１ 8.750 16 鈴木　悠真 ＳＲＣ 中１ 9.200 16 斉藤　柾樹 みどりＳＣ 中１ 8.500
15 鈴木　悠真 ＳＲＣ 中１ 9.000 15 福住　翔輝 ＳＲＣ 中１ 8.750 17 瀬戸　柊汰 とらい 中１ 9.150 17 渡辺　大聖 とらい 中１ 7.900
15 小保方柾宗 鶴見ジュニア 中１ 9.000 18 須藤　早弥 みどりＳＣ 中１ 8.650 17 伊藤　洸輝 ＳＲＣ 中２ 9.150 17 川瀬　雪親 とらい 中１ 7.900
19 瀬戸　柊汰 とらい 中１ 8.800 19 斉藤　柾樹 みどりＳＣ 中１ 8.450 19 渡辺　大聖 とらい 中１ 9.100 19 伊東　陽光 逗子体操Ｃ 中１ 7.850
20 小川　涼也 コナミ海老名 中３ 8.700 19 漢那　憲市 鶴見ジュニア 中２ 8.450 19 須藤　早弥 みどりＳＣ 中１ 9.100 20 安藤　恵哉 二宮ＧＣ 中１ 7.800
21 漢那　憲市 鶴見ジュニア 中２ 8.600 21 渡辺　大聖 とらい 中１ 8.300 21 川瀬　雪親 とらい 中１ 9.050 小川　涼也 コナミ海老名 中３

22 川瀬　雪親 とらい 中１ 8.500 22 安藤　恵哉 二宮ＧＣ 中１ 7.900 21 田中　瑠栞 鶴見ジュニア 中２ 9.050 金子　元気 コナミ海老名 中１

23 伊東　陽光 逗子体操Ｃ 中１ 8.400 23 金子　元気 コナミ海老名 中１ 7.050 23 伊東　陽光 逗子体操Ｃ 中１ 9.000 鈴木　悠真 ＳＲＣ 中１

24 渡辺　大聖 とらい 中１ 8.300 伊藤　洸輝 ＳＲＣ 中２ 24 金子　元気 コナミ海老名 中１ 8.950 伊藤　洸輝 ＳＲＣ 中２

25 金子　元気 コナミ海老名 中１ 8.100 鈴木　悠真 ＳＲＣ 中１ 25 安藤　恵哉 二宮ＧＣ 中１ 8.250 高橋　優太 コナミ中林 中１


