
タンブリング 跳び箱 平均台 段違い平行棒

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 山口　幸空 湘南とびうお 小１ 9.800 1 島田　惺名 とらい 小１ 9.400 1 山口　幸空 湘南とびうお 小１ 9.450 1 島田　惺名 とらい 小１ 9.500
2 池田　いぶき とらい 小１ 9.700 2 山口　幸空 湘南とびうお 小１ 9.300 2 島田　惺名 とらい 小１ 9.250 2 池田　いぶき とらい 小１ 9.350
3 島田　惺名 とらい 小１ 9.650 3 府川　真咲 とらい 小１ 9.200 3 池田　いぶき とらい 小１ 8.700 3 山口　幸空 湘南とびうお 小１ 9.300
4 中尾　マリナ ＡＬＣ 小１ 9.600 4 池田　いぶき とらい 小１ 9.000 4 府川　真咲 とらい 小１ 8.450 4 府川　真咲 とらい 小１ 9.200
5 府川　真咲 とらい 小１ 9.500 5 中尾　マリナ ＡＬＣ 小１ 8.800 5 中尾　マリナ ＡＬＣ 小１ 8.150 5 川野　望 とらい 小１ 8.950
6 安田 夕菜 アスリー 小１ 9.300 6 金谷　菖 ＡＬＣ 小１ 8.700 6 安田 夕菜 アスリー 小１ 7.650 6 安田 夕菜 アスリー 小１ 8.900
7 藤原　心結 林体操教室 小１ 9.250 7 安田 夕菜 アスリー 小１ 8.600 7 金谷　菖 ＡＬＣ 小１ 7.400 6 中尾　マリナ ＡＬＣ 小１ 8.900
7 金谷　菖 ＡＬＣ 小１ 9.250 7 川野　望 とらい 小１ 8.600 7 川野　望 とらい 小１ 7.400 8 金谷　菖 ＡＬＣ 小１ 8.800
9 川野　望 とらい 小１ 9.200 9 藤原　心結 林体操教室 小１ 8.000 9 藤原　心結 林体操教室 小１ 6.850 9 保科　来光 二宮ＧＣ 小１ 8.600
10 小池　美鈴 林体操教室 小１ 9.100 10 中村　優喜乃 林体操教室 小１ 7.800 10 中村　優喜乃 林体操教室 小１ 6.800 10 熊井　柚月 二宮ＧＣ 小１ 8.000
11 熊井　柚月 二宮ＧＣ 小１ 8.800 10 熊井　柚月 二宮ＧＣ 小１ 7.800 11 小池　美鈴 林体操教室 小１ 6.750 藤原　心結 林体操教室 小１

11 保科　来光 二宮ＧＣ 小１ 8.800 12 保科　来光 二宮ＧＣ 小１ 7.500 12 熊井　柚月 二宮ＧＣ 小１ 6.550 中村　優喜乃 林体操教室 小１

11 中村　優喜乃 林体操教室 小１ 8.800 12 小池　美鈴 林体操教室 小１ 7.500 13 保科　来光 二宮ＧＣ 小１ 6.500 小池　美鈴 林体操教室 小１

星加　優空 とらい 小１ 星加　優空 とらい 小１ 星加　優空 とらい 小１ 星加　優空 とらい 小１

ビギナー選手権　女子　小学校２年生の部

タンブリング 跳び箱 平均台 段違い平行棒

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 鶴見 奈緒 アスリー 小２ 9.700 1 鶴見 奈緒 アスリー 小２ 9.800 1 向井　菜七 ＹＳＭＣ 小２ 9.650 1 田畔　優菜 とらい 小２ 9.450
2 伊藤　万里 とらい 小２ 9.600 2 川口 桃凪 アスリー 小２ 9.500 2 伊藤　万里 とらい 小２ 9.150 2 伊藤　万里 とらい 小２ 9.400
3 田畔　優菜 とらい 小２ 9.500 3 渡辺　穂乃夏 ＳＲＣ 小２ 9.450 3 鶴見 奈緒 アスリー 小２ 8.950 3 向井　菜七 ＹＳＭＣ 小２ 9.150
3 川口 桃凪 アスリー 小２ 9.500 4 大図　遥奈 ＡＬＣ 小２ 9.400 4 後藤　瑚乃夏 ジョイ相模原 小２ 8.800 3 鶴見 奈緒 アスリー 小２ 9.150
5 小酒部　優衣 とらい 小２ 9.300 5 後藤　瑚乃夏 ジョイ相模原 小２ 9.300 4 田畔　優菜 とらい 小２ 8.800 5 川口 桃凪 アスリー 小２ 9.100
5 向井　菜七 ＹＳＭＣ 小２ 9.300 6 向井　菜七 ＹＳＭＣ 小２ 9.200 6 高久保菜乃葉 とらい 小２ 8.650 6 小酒部　優衣 とらい 小２ 9.050
7 後藤　瑚乃夏 ジョイ相模原 小２ 9.200 6 田畔　優菜 とらい 小２ 9.200 7 菊地　真帆 ＫＳＬ中林 小２ 8.600 6 大図　遥奈 ＡＬＣ 小２ 9.050
7 山岡　美桜 ＹＳＭＣ 小２ 9.200 8 菊地　真帆 ＫＳＬ中林 小２ 9.150 8 熊谷　瑞榎 林体操教室 小２ 8.500 8 後藤　瑚乃夏 ジョイ相模原 小２ 8.950
9 成田 紘呂花 ＹＳＭＣ 小２ 9.150 8 藤谷　友梨奈 ＳＲＣ 小２ 9.150 9 成田 紘呂花 ＹＳＭＣ 小２ 8.450 8 吉村　春音 コナミ青葉台 小２ 8.950
10 渡辺　穂乃夏 ＳＲＣ 小２ 9.100 10 小酒部　優衣 とらい 小２ 9.100 10 鈴木 友里加 ＣＳ東戸塚 小２ 8.350 10 高久保菜乃葉 とらい 小２ 8.900
10 大川　りあ コナミ青葉台 小２ 9.100 10 中本　愛実 ＫＳＬ中林 小２ 9.100 11 中本　愛実 ＫＳＬ中林 小２ 8.300 10 峯尾　菜々果 とらい 小２ 8.900
12 高久保菜乃葉 とらい 小２ 9.050 12 山岡　美桜 ＹＳＭＣ 小２ 9.050 12 川口 桃凪 アスリー 小２ 8.200 10 成田 紘呂花 ＹＳＭＣ 小２ 8.900
12 内藤　妃蘭 ジョイ相模原 小２ 9.050 12 内藤　妃蘭 ジョイ相模原 小２ 9.050 13 大川　りあ コナミ青葉台 小２ 8.100 13 内藤　妃蘭 ジョイ相模原 小２ 8.850
12 吉村　春音 コナミ青葉台 小２ 9.050 14 高久保菜乃葉 とらい 小２ 9.000 14 小酒部　優衣 とらい 小２ 8.050 13 岸田　二実 ジョイ相模原 小２ 8.850
15 藤谷　友梨奈 ＳＲＣ 小２ 9.000 14 伊藤　万里 とらい 小２ 9.000 14 藤谷　友梨奈 ＳＲＣ 小２ 8.050 15 山岡　美桜 ＹＳＭＣ 小２ 8.800
15 大図　遥奈 ＡＬＣ 小２ 9.000 14 岸田　二実 ジョイ相模原 小２ 9.000 14 吉村　春音 コナミ青葉台 小２ 8.050 16 大川　りあ コナミ青葉台 小２ 8.750
17 岸田　二実 ジョイ相模原 小２ 8.900 17 成田 紘呂花 ＹＳＭＣ 小２ 8.900 17 山岡　美桜 ＹＳＭＣ 小２ 7.900 17 木村　優空 とらい 小２ 8.650
17 熊谷　瑞榎 林体操教室 小２ 8.900 17 鈴木 友里加 ＣＳ東戸塚 小２ 8.900 18 岸田　二実 ジョイ相模原 小２ 7.800 17 藤谷　友梨奈 ＳＲＣ 小２ 8.650
19 峯尾　菜々果 とらい 小２ 8.750 17 吉村　春音 コナミ青葉台 小２ 8.900 18 齋藤　清美 二宮ＧＣ 小２ 7.800 19 渡辺　穂乃夏 ＳＲＣ 小２ 8.600
20 鈴木 友里加 ＣＳ東戸塚 小２ 8.650 20 木村　優空 とらい 小２ 8.700 18 大図　遥奈 ＡＬＣ 小２ 7.800 20 鈴木 友里加 ＣＳ東戸塚 小２ 8.450
21 菊地　真帆 ＫＳＬ中林 小２ 8.600 20 大川　りあ コナミ青葉台 小２ 8.700 21 木村　優空 とらい 小２ 7.750 21 齋藤　清美 二宮ＧＣ 小２ 8.400
21 井上　あおい　　林体操教室 小２ 8.600 22 峯尾　菜々果 とらい 小２ 8.600 22 内藤　妃蘭 ジョイ相模原 小２ 7.700 22 熊谷　瑞榎 林体操教室 小２ 7.400
23 齋藤　清美 二宮ＧＣ 小２ 8.550 22 熊谷　瑞榎 林体操教室 小２ 8.600 23 渡辺　穂乃夏 ＳＲＣ 小２ 7.450 菊地　真帆 ＫＳＬ中林 小２

24 中本　愛実 ＫＳＬ中林 小２ 8.500 24 井上　あおい　　林体操教室 小２ 8.500 24 峯尾　菜々果 とらい 小２ 7.350 星谷　海七 コナミ青葉台 小２

25 木村　優空 とらい 小２ 8.400 25 樽井　さくら 林体操教室 小２ 8.400 25 樽井　さくら 林体操教室 小２ 7.000 中本　愛実 ＫＳＬ中林 小２

26 樽井　さくら 林体操教室 小２ 8.300 26 齋藤　清美 二宮ＧＣ 小２ 8.300 25 井上　あおい　　林体操教室 小２ 7.000 樽井　さくら 林体操教室 小２

星谷　海七 コナミ青葉台 小２ 星谷　海七 コナミ青葉台 小２ 星谷　海七 コナミ青葉台 小２ 井上　あおい　　林体操教室 小２

第２７回　神奈川県ジュニア体操競技選手権大会
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ビギナー選手権　女子　小学校３年生の部

タンブリング 跳び箱 平均台 段違い平行棒

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 朱田 真里愛 アスリー 小３ 9.800 1 朱田 真里愛 アスリー 小３ 9.900 1 朱田 真里愛 アスリー 小３ 9.400 1 朱田 真里愛 アスリー 小３ 9.350
2 寺田百華 あすなろ 小３ 9.650 2 小早川 未来 アスリー 小３ 9.500 2 戸嶋　みのり 林体操教室 小３ 9.300 2 寺田百華 あすなろ 小３ 9.300
3 小早川 未来 アスリー 小３ 9.500 3 中西　瑠奈 ＳＲＣ 小３ 9.400 3 寺田百華 あすなろ 小３ 9.250 3 中西　瑠奈 ＳＲＣ 小３ 9.250
4 升水 璃海 アスリー 小３ 9.400 4 糸島 優杏 アスリー 小３ 9.350 4 井上　七歌 ＹＳＭＣ 小３ 9.050 4 田中　楓花 コナミ青葉台 小３ 9.200
5 澁谷 莉々紗 アスリー 小３ 9.350 4 升水 璃海 アスリー 小３ 9.350 5 中西　瑠奈 ＳＲＣ 小３ 9.000 5 増田　桃子 ＹＳＭＣ 小３ 9.100
5 井上　七歌 ＹＳＭＣ 小３ 9.350 6 井上　七歌 ＹＳＭＣ 小３ 9.300 6 田中　楓花 コナミ青葉台 小３ 8.900 6 井上　七歌 ＹＳＭＣ 小３ 9.000
7 糸島 優杏 アスリー 小３ 9.300 6 前川 美咲 アスリー 小３ 9.300 7 増田　桃子 ＹＳＭＣ 小３ 8.800 6 戸嶋　みのり 林体操教室 小３ 9.000
8 増田　桃子 ＹＳＭＣ 小３ 9.200 8 増田　桃子 ＹＳＭＣ 小３ 9.250 8 小早川 未来 アスリー 小３ 8.750 8 糸島 優杏 アスリー 小３ 8.950
8 前川 美咲 アスリー 小３ 9.200 9 澁谷 莉々紗 アスリー 小３ 9.200 9 升水 璃海 アスリー 小３ 8.600 9 升水 璃海 アスリー 小３ 8.900
8 田中　楓花 コナミ青葉台 小３ 9.200 9 山脇　優亜 ＳＲＣ 小３ 9.200 10 山脇　優亜 ＳＲＣ 小３ 8.550 9 澁谷 莉々紗 アスリー 小３ 8.900
11 戸嶋　みのり 林体操教室 小３ 9.150 11 寺田百華 あすなろ 小３ 9.150 11 田中　夏漣 林体操教室 小３ 8.300 9 山脇　優亜 ＳＲＣ 小３ 8.900
12 中西　瑠奈 ＳＲＣ 小３ 9.100 12 天井 ゆとり アスリー 小３ 9.100 12 糸島 優杏 アスリー 小３ 8.200 12 山本　柚希 とらい 小３ 8.850
13 天井 ゆとり アスリー 小３ 9.050 13 戸嶋　みのり 林体操教室 小３ 9.000 12 古谷　茉那佳 林体操教室 小３ 8.200 13 内海　莉乃 とらい 小３ 8.750
14 山脇　優亜 ＳＲＣ 小３ 8.950 14 加藤　梨々香 とらい 小３ 8.950 14 澁谷 莉々紗 アスリー 小３ 8.100 13 飯島　雪雛 湘南とびうお 小３ 8.750
14 四ツ柳 璃子 ＣＳ東戸塚 小３ 8.950 14 山本　柚希 とらい 小３ 8.950 15 加藤　梨々香 とらい 小３ 7.850 15 田中　夏漣 林体操教室 小３ 8.700
16 加藤　梨々香 とらい 小３ 8.900 16 古谷　茉那佳 林体操教室 小３ 8.900 16 四ツ柳 璃子 ＣＳ東戸塚 小３ 7.800 15 古谷　茉那佳 林体操教室 小３ 8.700
17 田中　夏漣 林体操教室 小３ 8.850 16 田中　夏漣 林体操教室 小３ 8.900 16 山本　柚希 とらい 小３ 7.800 15 岩田　実波 湘南とびうお 小３ 8.700
18 古谷　茉那佳 林体操教室 小３ 8.800 16 内海　莉乃 とらい 小３ 8.900 18 天井 ゆとり アスリー 小３ 7.700 18 小早川 未来 アスリー 小３ 8.650
18 山本　柚希 とらい 小３ 8.800 19 岩田　実波 湘南とびうお 小３ 8.800 19 宿野部　麻美　 二宮ＧＣ 小３ 7.650 19 宿野部　麻美　 二宮ＧＣ 小３ 8.600
20 岩田　実波 湘南とびうお 小３ 8.650 20 四ツ柳 璃子 ＣＳ東戸塚 小３ 8.700 20 内海　莉乃 とらい 小３ 7.550 19 加藤　梨々香 とらい 小３ 8.600
21 吉田　讃蘭 ＳＲＣ 小３ 8.600 20 田中　楓花 コナミ青葉台 小３ 8.700 21 前川 美咲 アスリー 小３ 7.450 21 前川 美咲 アスリー 小３ 8.550
21 飯島　雪雛 湘南とびうお 小３ 8.600 20 飯島　雪雛 湘南とびうお 小３ 8.700 22 平野　詩織 とらい 小３ 6.850 22 四ツ柳 璃子 ＣＳ東戸塚 小３ 8.500
23 宿野部　麻美　 二宮ＧＣ 小３ 8.500 23 平野　詩織 とらい 小３ 8.600 吉田　讃蘭 ＳＲＣ 小３ 22 平野　詩織 とらい 小３ 8.500
24 平野　詩織 とらい 小３ 8.350 24 宿野部　麻美　 二宮ＧＣ 小３ 8.500 飯島　雪雛 湘南とびうお 小３ 24 天井 ゆとり アスリー 小３ 8.250
25 内海　莉乃 とらい 小３ 8.300 25 吉田　讃蘭 ＳＲＣ 小３ 8.300 岩田　実波 湘南とびうお 小３ 吉田　讃蘭 ＳＲＣ 小３

ビギナー選手権　女子　小学校４年生の部

タンブリング 跳び箱 平均台 段違い平行棒

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 宝川 このみ アスリー 小４ 9.700 1 駒橋　優奈 ＳＲＣ 小４ 9.900 1 湯川　璃多 徳洲会 小４ 9.850 1 熱田　理帆 徳洲会 小４ 9.500
2 鈴木　海 林体操教室 小４ 9.600 2 熱田　理帆 徳洲会 小４ 9.400 2 鈴木　海 林体操教室 小４ 9.450 2 湯川　璃多 徳洲会 小４ 9.200
3 土屋　里紗 ＳＲＣ 小４ 9.400 3 土屋　里紗 ＳＲＣ 小４ 9.350 3 土屋　里紗 ＳＲＣ 小４ 9.350 3 土屋　里紗 ＳＲＣ 小４ 9.150
4 大貫　友梨咲 みどりＳＣ 小４ 9.350 4 小宮 穂乃花 アスリー 小４ 9.300 4 田辺　未来 ジョイ相模原 小４ 9.300 4 田辺　未来 ジョイ相模原 小４ 9.050
5 尊田 優花 ＣＳ東戸塚 小４ 9.300 4 栂野　真穂 林体操教室 小４ 9.300 5 駒橋　優奈 ＳＲＣ 小４ 9.250 5 大貫　友梨咲 みどりＳＣ 小４ 9.000
5 湯川　璃多 徳洲会 小４ 9.300 4 湯川　璃多 徳洲会 小４ 9.300 5 加藤　羚 とらい 小４ 9.250 6 駒橋　優奈 ＳＲＣ 小４ 8.900
7 駒橋　優奈 ＳＲＣ 小４ 9.250 7 鈴木　海 林体操教室 小４ 9.250 7 熱田　理帆 徳洲会 小４ 9.100 6 加藤　羚 とらい 小４ 8.900
7 小宮 穂乃花 アスリー 小４ 9.250 7 宝川 このみ アスリー 小４ 9.250 8 古屋 天 アスリー 小４ 8.850 8 青柳　陽珂 あすなろ 小４ 8.850
7 古屋 天 アスリー 小４ 9.250 9 大貫　友梨咲 みどりＳＣ 小４ 9.200 9 小宮 穂乃花 アスリー 小４ 8.700 9 川村　帆乃花 とらい 小４ 8.800
10 熱田　理帆 徳洲会 小４ 9.200 9 古屋 天 アスリー 小４ 9.200 10 森岡　優衣 みどりＳＣ 小４ 8.600 10 小森　青那 とらい 小４ 8.650
11 田辺　未来 ジョイ相模原 小４ 9.150 9 加藤　羚 とらい 小４ 9.200 10 栂野　真穂 林体操教室 小４ 8.600 10 金川　茉緒 とらい 小４ 8.650
12 栂野　真穂 林体操教室 小４ 9.100 9 井出　ことは ジョイ相模原 小４ 9.200 12 青柳　陽珂 あすなろ 小４ 8.550 12 小宮 穂乃花 アスリー 小４ 8.600
13 塩田　怜那 ＳＲＣ 小４ 9.050 13 田辺　未来 ジョイ相模原 小４ 9.100 13 井出　ことは ジョイ相模原 小４ 8.450 13 塩田　怜那 ＳＲＣ 小４ 8.500
13 加藤　羚 とらい 小４ 9.050 14 小谷　莉穂 みどりＳＣ 小４ 9.050 14 大貫　友梨咲 みどりＳＣ 小４ 8.350 14 井出　ことは ジョイ相模原 小４ 8.450
15 安藤　早彩 二宮ＧＣ 小４ 9.000 15 尊田 優花 ＣＳ東戸塚 小４ 9.000 15 塩田　怜那 ＳＲＣ 小４ 8.050 15 森岡　優衣 みどりＳＣ 小４ 8.400
15 井出　ことは ジョイ相模原 小４ 9.000 15 安藤　早彩 二宮ＧＣ 小４ 9.000 16 宝川 このみ アスリー 小４ 7.950 15 栂野　真穂 林体操教室 小４ 8.400
17 森岡　優衣 みどりＳＣ 小４ 8.950 17 森岡　優衣 みどりＳＣ 小４ 8.950 17 尊田 優花 ＣＳ東戸塚 小４ 7.900 15 古屋 天 アスリー 小４ 8.400
18 田中 真菜 アスリー 小４ 8.900 17 大山 凜 ＣＳ東戸塚 小４ 8.950 18 小谷　莉穂 みどりＳＣ 小４ 7.750 15 矢作　陽菜 とらい 小４ 8.400
19 吉田　愛央 ＫＳＬ中林 小４ 8.850 19 蜂須賀　菜花 ＳＲＣ 小４ 8.900 18 川村　帆乃花 とらい 小４ 7.750 19 鈴木　海 林体操教室 小４ 8.300
19 蜂須賀　菜花 ＳＲＣ 小４ 8.850 19 田中 真菜 アスリー 小４ 8.900 20 森貞　友茉 ＫＳＬ中林 小４ 7.700 19 丹羽　美結 とらい 小４ 8.300
19 鈴木　玲那 ＳＲＣ 小４ 8.850 21 塩田　怜那 ＳＲＣ 小４ 8.850 20 押川　春奈 とらい 小４ 7.700 19 押川　春奈 とらい 小４ 8.300
22 小谷　莉穂 みどりＳＣ 小４ 8.800 22 森川　珂子 ＫＳＬ中林 小４ 8.800 20 金川　茉緒 とらい 小４ 7.700 22 安藤　早彩 二宮ＧＣ 小４ 8.200
22 大山 凜 ＣＳ東戸塚 小４ 8.800 22 鈴木　菜子 逗子体操 小４ 8.800 23 森川　珂子 ＫＳＬ中林 小４ 7.600 23 宝川 このみ アスリー 小４ 8.150
24 青柳　陽珂 あすなろ 小４ 8.750 22 青柳　陽珂 あすなろ 小４ 8.800 23 田中 真菜 アスリー 小４ 7.600 24 田中 真菜 アスリー 小４ 8.100
25 森川　珂子 ＫＳＬ中林 小４ 8.700 22 金川　茉緒 とらい 小４ 8.800 23 鈴木　菜子 逗子体操 小４ 7.600 25 大山 凜 ＣＳ東戸塚 小４ 8.000
25 川村　帆乃花 とらい 小４ 8.700 26 鈴木　玲那 ＳＲＣ 小４ 8.700 26 矢作　陽菜 とらい 小４ 7.500 26 尊田 優花 ＣＳ東戸塚 小４ 7.900
27 鈴木　菜子 逗子体操 小４ 8.600 26 森貞　友茉 ＫＳＬ中林 小４ 8.700 27 丹羽　美結 とらい 小４ 7.450 27 小谷　莉穂 みどりＳＣ 小４ 7.500
28 森貞　友茉 ＫＳＬ中林 小４ 8.500 26 小森　青那 とらい 小４ 8.700 28 吉田　愛央 ＫＳＬ中林 小４ 7.400 28 鈴木　菜子 逗子体操 小４ 7.000
28 矢作　陽菜 とらい 小４ 8.500 29 押川　春奈 とらい 小４ 8.600 29 小森　青那 とらい 小４ 7.200 森川　珂子 ＫＳＬ中林 小４

28 押川　春奈 とらい 小４ 8.500 30 川村　帆乃花 とらい 小４ 8.500 30 大山 凜 ＣＳ東戸塚 小４ 7.050 吉田　愛央 ＫＳＬ中林 小４

31 丹羽　美結 とらい 小４ 8.450 31 丹羽　美結 とらい 小４ 8.400 31 安藤　早彩 二宮ＧＣ 小４ 7.000 森貞　友茉 ＫＳＬ中林 小４

32 金川　茉緒 とらい 小４ 8.400 32 吉田　愛央 ＫＳＬ中林 小４ 7.300 蜂須賀　菜花 ＳＲＣ 小４ 鈴木　玲那 ＳＲＣ 小４

33 小森　青那 とらい 小４ 8.350 33 矢作　陽菜 とらい 小４ 7.000 鈴木　玲那 ＳＲＣ 小４ 蜂須賀　菜花 ＳＲＣ 小４



ビギナー選手権　女子　小学校５年生の部

タンブリング 跳び箱 平均台 段違い平行棒

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 伊藤 紬 アスリー 小５ 9.600 1 関口 愛衣 アスリー 小５ 9.500 1 関口 愛衣 アスリー 小５ 9.750 1 磯辺　皐智 ジョイ相模原 小５ 9.150
2 伊原　優美 みどりＳＣ 小５ 9.400 2 伊藤 紬 アスリー 小５ 9.400 2 大谷　すみれ 林体操教室 小５ 9.500 2 関口 愛衣 アスリー 小５ 8.950
3 滝澤　薙乃 ジョイ相模原 小５ 9.250 3 當山　侑希乃 コナミ海老名 小５ 9.100 3 伊藤 紬 アスリー 小５ 9.250 3 荒井　友希 ＳＲＣ 小５ 8.900
4 熊﨑　沙月 とらい 小５ 9.200 4 八巻　茉白 湘南とびうお 小５ 9.050 4 伊原　優美 みどりＳＣ 小５ 8.950 4 阿部　美桜 とらい 小５ 8.850
4 関口 愛衣 アスリー 小５ 9.200 4 郡　結衣 ジョイ相模原 小５ 9.050 5 宮城りせ あすなろ 小５ 8.900 5 郡　結衣 ジョイ相模原 小５ 8.750
6 山田　蘭奈 コナミ青葉台 小５ 9.150 6 滝澤　薙乃 ジョイ相模原 小５ 9.000 6 阿部　美桜 とらい 小５ 8.850 6 田中　天碧 林体操教室 小５ 8.700
6 磯辺　皐智 ジョイ相模原 小５ 9.150 6 黒河内 美来 ＣＳ東戸塚 小５ 9.000 7 金子　夏音 サンウェイ 小５ 8.750 6 安田　莉多 ＳＲＣ 小５ 8.700
8 黒河内 美来 ＣＳ東戸塚 小５ 9.100 6 荒井　友希 ＳＲＣ 小５ 9.000 8 房田 彩加 アスリー 小５ 8.700 8 比護　海美 林体操教室 小５ 8.600
8 阿部　美桜 とらい 小５ 9.100 6 伊原　優美 みどりＳＣ 小５ 9.000 8 山田　蘭奈 コナミ青葉台 小５ 8.700 8 八巻　茉白 湘南とびうお 小５ 8.600
10 當山　侑希乃 コナミ海老名 小５ 9.050 10 柳田　月韻 みどりＳＣ 小５ 8.950 10 荒井　友希 ＳＲＣ 小５ 8.600 8 滝澤　薙乃 ジョイ相模原 小５ 8.600
10 房田 彩加 アスリー 小５ 9.050 10 熊﨑　沙月 とらい 小５ 8.950 10 郡　結衣 ジョイ相模原 小５ 8.600 8 宗澤　陽花 逗子体操 小５ 8.600
10 瓜生　七菜 ジョイ相模原 小５ 9.050 12 坂本　奈穂 サンウェイ 小５ 8.700 10 熊﨑　沙月 とらい 小５ 8.600 8 瓜生　七菜 ジョイ相模原 小５ 8.600
13 中越　塔子 コナミ青葉台 小５ 9.000 12 笠井　愛優 湘南とびうお 小５ 8.700 13 滝澤　薙乃 ジョイ相模原 小５ 8.500 13 堀口　実華 ジョイ相模原 小５ 8.550
13 大谷　すみれ 林体操教室 小５ 9.000 14 山田　蘭奈 コナミ青葉台 小５ 8.650 13 坂本　奈穂 サンウェイ 小５ 8.500 13 大谷　すみれ 林体操教室 小５ 8.550
13 荒井　友希 ＳＲＣ 小５ 9.000 15 房田 彩加 アスリー 小５ 8.600 15 當山　侑希乃 コナミ海老名 小５ 8.450 13 宮城りせ あすなろ 小５ 8.550
13 金子　夏音 サンウェイ 小５ 9.000 15 阿部　美桜 とらい 小５ 8.600 16 磯辺　皐智 ジョイ相模原 小５ 8.400 13 笠井　愛優 湘南とびうお 小５ 8.550
13 宮城りせ あすなろ 小５ 9.000 17 磯辺　皐智 ジョイ相模原 小５ 8.500 17 宗澤　陽花 逗子体操 小５ 8.250 17 長谷川　由梨 ジョイ相模原 小５ 8.500
18 宗澤　陽花 逗子体操 小５ 8.950 18 金子　夏音 サンウェイ 小５ 8.400 18 石井　佑蘭 コナミ青葉台 小５ 8.200 17 坂本　奈穂 サンウェイ 小５ 8.500
18 郡　結衣 ジョイ相模原 小５ 8.950 19 堀口　実華 ジョイ相模原 小５ 8.200 19 岩村　志保里 コナミ海老名 小５ 8.050 17 黒河内 美来 ＣＳ東戸塚 小５ 8.500
20 柳田　月韻 みどりＳＣ 小５ 8.900 19 菊川　美柚菜 コナミ海老名 小５ 8.200 20 比護　海美 林体操教室 小５ 8.000 17 原　愛那 とらい 小５ 8.500
20 内山　沙弥 とらい 小５ 8.900 21 大谷　すみれ 林体操教室 小５ 8.100 21 中越　塔子 コナミ青葉台 小５ 7.900 17 金子　夏音 サンウェイ 小５ 8.500
20 田中　天碧 林体操教室 小５ 8.900 21 岩村　志保里 コナミ海老名 小５ 8.100 22 柳田　月韻 みどりＳＣ 小５ 7.700 17 伊藤 紬 アスリー 小５ 8.500
20 石井　佑蘭 コナミ青葉台 小５ 8.900 23 瓜生　七菜 ジョイ相模原 小５ 8.050 22 堀口　実華 ジョイ相模原 小５ 7.700 23 内山　沙弥 とらい 小５ 8.400
20 坂本　奈穂 サンウェイ 小５ 8.900 24 比護　海美 林体操教室 小５ 8.000 22 内山　沙弥 とらい 小５ 7.700 23 古賀　菜夏子 ジョイ相模原 小５ 8.400
20 古賀　菜夏子 ジョイ相模原 小５ 8.900 24 石井　佑蘭 コナミ青葉台 小５ 8.000 25 田中　天碧 林体操教室 小５ 7.650 25 房田 彩加 アスリー 小５ 8.300
20 安田　莉多 ＳＲＣ 小５ 8.900 24 宮城りせ あすなろ 小５ 8.000 26 菊川　美柚菜 コナミ海老名 小５ 7.550 26 清水　菜帆 二宮ＧＣ 小５ 8.250
27 堀口　実華 ジョイ相模原 小５ 8.800 24 安田　莉多 ＳＲＣ 小５ 8.000 27 清水　菜帆 二宮ＧＣ 小５ 7.500 27 熊﨑　沙月 とらい 小５ 8.100
27 比護　海美 林体操教室 小５ 8.800 28 田中　天碧 林体操教室 小５ 7.900 28 黒河内 美来 ＣＳ東戸塚 小５ 7.450 28 山田　蘭奈 コナミ青葉台 小５ 8.050
27 八巻　茉白 湘南とびうお 小５ 8.800 28 中越　塔子 コナミ青葉台 小５ 7.900 29 瓜生　七菜 ジョイ相模原 小５ 7.400 28 伊原　優美 みどりＳＣ 小５ 8.050
27 長谷川　由梨 ジョイ相模原 小５ 8.800 28 宗澤　陽花 逗子体操 小５ 7.900 30 原　愛那 とらい 小５ 7.350 30 石井　佑蘭 コナミ青葉台 小５ 8.000
27 笠井　愛優 湘南とびうお 小５ 8.800 28 古賀　菜夏子 ジョイ相模原 小５ 7.900 31 田中　さくら 二宮ＧＣ 小５ 7.100 31 柳田　月韻 みどりＳＣ 小５ 7.950
32 正田　蒼依 ＳＲＣ 小５ 8.700 32 内山　沙弥 とらい 小５ 7.800 32 古賀　菜夏子 ジョイ相模原 小５ 7.050 31 中越　塔子 コナミ青葉台 小５ 7.950
32 原　愛那 とらい 小５ 8.700 33 長谷川　由梨 ジョイ相模原 小５ 7.750 33 長谷川　由梨 ジョイ相模原 小５ 6.700 33 石井　美優 湘南とびうお 小５ 7.850
34 菊川　美柚菜 コナミ海老名 小５ 8.600 34 石井　美優 湘南とびうお 小５ 7.700 八巻　茉白 湘南とびうお 小５ 34 田中　さくら 二宮ＧＣ 小５ 6.000
34 岩村　志保里 コナミ海老名 小５ 8.600 34 原　愛那 とらい 小５ 7.700 石井　美優 湘南とびうお 小５ 當山　侑希乃 コナミ海老名 小５

36 石井　美優 湘南とびうお 小５ 8.400 36 正田　蒼依 ＳＲＣ 小５ 7.550 正田　蒼依 ＳＲＣ 小５ 正田　蒼依 ＳＲＣ 小５

37 清水　菜帆 二宮ＧＣ 小５ 8.200 37 田中　さくら 二宮ＧＣ 小５ 7.500 吉田楓 あすなろ 小５ 吉田楓 あすなろ 小５

38 田中　さくら 二宮ＧＣ 小５ 8.100 38 清水　菜帆 二宮ＧＣ 小５ 7.400 笠井　愛優 湘南とびうお 小５ 菊川　美柚菜 コナミ海老名 小５

吉田楓 あすなろ 小５ 吉田楓 あすなろ 小５ 安田　莉多 ＳＲＣ 小５ 岩村　志保里 コナミ海老名 小５



ビギナー選手権　女子　小学校６年生の部

タンブリング 跳び箱 平均台 段違い平行棒

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 松本　咲笑 ＳＲＣ 小６ 9.550 1 松本　咲笑 ＳＲＣ 小６ 9.700 1 若林　菜摘 ＳＲＣ 小６ 9.450 1 松本　咲笑 ＳＲＣ 小６ 9.200
2 柏倉　咲 ジョイ相模原 小６ 9.500 2 伊藤　きらり コナミ海老名 小６ 9.300 2 松本　咲笑 ＳＲＣ 小６ 9.400 2 柏倉　咲 ジョイ相模原 小６ 9.150
3 多田　美紗樹 コナミ青葉台 小６ 9.300 3 若林　菜摘 ＳＲＣ 小６ 9.200 3 長谷川　鈴帆 林体操教室 小６ 9.100 3 加藤　聖菜 ジョイ相模原 小６ 8.900
4 若林　菜摘 ＳＲＣ 小６ 9.250 4 加藤　聖菜 ジョイ相模原 小６ 9.150 4 加藤　聖菜 ジョイ相模原 小６ 9.000 4 万年　羽彩 湘南とびうお 小６ 8.800
5 万年　羽彩 湘南とびうお 小６ 9.200 5 多田　美紗樹 コナミ青葉台 小６ 9.000 5 伊藤　きらり コナミ海老名 小６ 8.950 4 若林　菜摘 ＳＲＣ 小６ 8.800
5 加藤　聖菜 ジョイ相模原 小６ 9.200 6 柏倉　咲 ジョイ相模原 小６ 8.950 6 柏倉　咲 ジョイ相模原 小６ 8.800 6 板東　ひな 湘南とびうお 小６ 8.750
7 伊藤　きらり コナミ海老名 小６ 9.150 7 鈴木 凜 アスリー 小６ 8.900 7 小宮山　莉愛 ジョイ相模原 小６ 8.750 7 長谷川　鈴帆 林体操教室 小６ 8.600
8 石川　さくら とらい 小６ 9.100 8 長谷川　鈴帆 林体操教室 小６ 8.700 8 近藤 花鈴 アスリー 小６ 8.450 7 小宮山　莉愛 ジョイ相模原 小６ 8.600
9 板東　ひな 湘南とびうお 小６ 9.000 8 近藤 花鈴 アスリー 小６ 8.700 9 大島　沙桜里 ジョイ相模原 小６ 8.400 9 多田　美紗樹 コナミ青葉台 小６ 8.450
10 鈴木 凜 アスリー 小６ 8.950 10 西山　実希 ＳＲＣ 小６ 8.450 9 石川　さくら とらい 小６ 8.400 9 石川　さくら とらい 小６ 8.450
11 小宮山　莉愛 ジョイ相模原 小６ 8.900 11 小宮山　莉愛 ジョイ相模原 小６ 8.400 11 多田　美紗樹 コナミ青葉台 小６ 8.350 11 大島　沙桜里 ジョイ相模原 小６ 8.350
12 中島　七海 ＳＲＣ 小６ 8.800 12 板東　ひな 湘南とびうお 小６ 8.350 11 西村　優花 逗子体操 小６ 8.350 11 西村　優花 逗子体操 小６ 8.350
12 西村　優花 逗子体操 小６ 8.800 13 万年　羽彩 湘南とびうお 小６ 8.300 13 田代　遥 とらい 小６ 8.150 13 長瀬　万喜 とらい 小６ 8.300
12 近藤 花鈴 アスリー 小６ 8.800 13 大島　沙桜里 ジョイ相模原 小６ 8.300 14 落合　朝美 コナミ海老名 小６ 8.050 14 鈴木 凜 アスリー 小６ 8.200
15 長谷川　鈴帆 林体操教室 小６ 8.750 15 落合　朝美 コナミ海老名 小６ 8.250 15 長瀬　万喜 とらい 小６ 8.000 14 近藤 花鈴 アスリー 小６ 8.200
16 大島　沙桜里 ジョイ相模原 小６ 8.700 15 中島　七海 ＳＲＣ 小６ 8.250 16 保科　アイコ 二宮ＧＣ 小６ 7.800 16 田代　遥 とらい 小６ 8.100
16 西山　実希 ＳＲＣ 小６ 8.700 17 西村　優花 逗子体操 小６ 8.150 17 中西　愛奈 コナミ海老名 小６ 7.700 16 中島　七海 ＳＲＣ 小６ 8.100
18 落合　朝美 コナミ海老名 小６ 8.600 18 石川　さくら とらい 小６ 8.100 18 鈴木 凜 アスリー 小６ 7.500 16 西山　実希 ＳＲＣ 小６ 8.100
18 長瀬　万喜 とらい 小６ 8.600 19 中西　愛奈 コナミ海老名 小６ 8.000 柳川　那月 ＫＳＬ中林 小６ 19 保科　アイコ 二宮ＧＣ 小６ 8.000
20 田代　遥 とらい 小６ 8.500 20 長瀬　万喜 とらい 小６ 7.800 万年　羽彩 湘南とびうお 小６ 落合　朝美 コナミ海老名 小６

21 保科　アイコ 二宮ＧＣ 小６ 8.400 21 田代　遥 とらい 小６ 7.700 板東　ひな 湘南とびうお 小６ 柳川　那月 ＫＳＬ中林 小６

21 中西　愛奈 コナミ海老名 小６ 8.400 22 保科　アイコ 二宮ＧＣ 小６ 7.300 中島　七海 ＳＲＣ 小６ 中西　愛奈 コナミ海老名 小６

柳川　那月 ＫＳＬ中林 小６ 柳川　那月 ＫＳＬ中林 小６ 西山　実希 ＳＲＣ 小６ 山口　瑚桃 湘南とびうお 小６

山口　瑚桃 湘南とびうお 小６ 山口　瑚桃 湘南とびうお 小６ 山口　瑚桃 湘南とびうお 小６ 伊藤　きらり コナミ海老名 小６



ビギナー選手権　女子　中学生の部

タンブリング 跳び箱 平均台 段違い平行棒

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 吉田　慧蘭 ＳＲＣ 中２ 9.800 1 磯辺　弥智 ジョイ相模原 中２ 9.350 1 伊神　理沙 逗子体操 中１ 9.550 1 人見　綾香 ジョイ相模原 中１ 9.550
2 中川　智香子 ジョイ相模原 中１ 9.650 2 油井　まるか コナミ青葉台 中１ 9.300 2 中川　智香子 ジョイ相模原 中１ 9.400 2 中川　智香子 ジョイ相模原 中１ 9.350
3 人見　綾香 ジョイ相模原 中１ 9.600 3 石川 百合花 ＣＳ東戸塚 中２ 9.250 3 人見　綾香 ジョイ相模原 中１ 9.250 2 小野木　琳子 ジョイ相模原 中３ 9.350
4 小林　咲楽 ＳＲＣ 中１ 9.550 4 人見　綾香 ジョイ相模原 中１ 9.200 4 小野木　琳子 ジョイ相模原 中３ 9.050 4 油井　まるか コナミ青葉台 中１ 9.150
5 長谷川 万維 ＣＳ東戸塚 中２ 9.500 4 長谷川 万維 ＣＳ東戸塚 中２ 9.200 5 三村 しおり アスリー 中３ 9.000 5 山中　唯花 とらい 中１ 8.900
6 油井　まるか コナミ青葉台 中１ 9.400 6 大内　梨央 ＹＳＭＣ 中１ 9.100 6 林　夏音 コナミ青葉台 中１ 8.950 6 大内　梨央 ＹＳＭＣ 中１ 8.800
7 安藤 光莉 ＣＳ東戸塚 中１ 9.350 6 伊神　理沙 逗子体操 中１ 9.100 6 大内　梨央 ＹＳＭＣ 中１ 8.950 7 青木　詩子 ＹＳＭＣ 中１ 8.750
8 大内　梨央 ＹＳＭＣ 中１ 9.300 8 髙橋　美智子 ジョイ相模原 中１ 9.050 8 澤　夏実 ジョイ相模原 中２ 8.900 8 源島　芽衣 みどりＳＣ 中２ 8.650
8 伊神　理沙 逗子体操 中１ 9.300 8 吉田　慧蘭 ＳＲＣ 中２ 9.050 9 榎本　ひかる 二宮ＧＣ 中１ 8.850 8 林　夏音 コナミ青葉台 中１ 8.650
10 長島 海咲 ＣＳ東戸塚 中１ 9.250 10 中川　智香子 ジョイ相模原 中１ 9.000 10 小林　咲楽 ＳＲＣ 中１ 8.800 8 三村 しおり アスリー 中３ 8.650
11 小野木　琳子 ジョイ相模原 中３ 9.200 10 林　夏音 コナミ青葉台 中１ 9.000 11 油井　まるか コナミ青葉台 中１ 8.650 11 磯辺　弥智 ジョイ相模原 中２ 8.600
11 磯辺　弥智 ジョイ相模原 中２ 9.200 10 三村 しおり アスリー 中３ 9.000 12 平石　美衣奈 二宮ＧＣ 中２ 8.550 11 伊神　理沙 逗子体操 中１ 8.600
13 髙橋　美智子 ジョイ相模原 中１ 9.150 10 由茅 恵梨子 ＣＳ東戸塚 中１ 9.000 12 磯辺　弥智 ジョイ相模原 中２ 8.550 13 髙橋　美智子 ジョイ相模原 中１ 8.550
13 由茅 恵梨子 ＣＳ東戸塚 中１ 9.150 14 小宮　奈那 コナミ青葉台 中２ 8.950 14 鈴木　もえ 逗子体操 中１ 8.500 13 河原崎百華 湘南とびうお 中２ 8.550
15 源島　芽衣 みどりＳＣ 中２ 9.100 14 鈴木　もえ 逗子体操 中１ 8.950 15 山中　唯花 とらい 中１ 8.400 13 小林　咲楽 ＳＲＣ 中１ 8.550
15 青木　詩子 ＹＳＭＣ 中１ 9.100 14 小林　咲楽 ＳＲＣ 中１ 8.950 16 小宮　奈那 コナミ青葉台 中２ 8.250 16 平石　美衣奈 二宮ＧＣ 中２ 8.500
15 三村 しおり アスリー 中３ 9.100 14 西塚 柚里 ＣＳ東戸塚 中１ 8.950 17 青木　詩子 ＹＳＭＣ 中１ 8.000 17 田中　咲帆 とらい 中２ 8.400
15 石川 百合花 ＣＳ東戸塚 中２ 9.100 18 平石　美衣奈 二宮ＧＣ 中２ 8.900 17 吉田　慧蘭 ＳＲＣ 中２ 8.000 17 中西　小夏実 とらい 中１ 8.400
19 小宮　奈那 コナミ青葉台 中２ 9.000 18 小野木　琳子 ジョイ相模原 中３ 8.900 19 和田　瞳子 逗子体操 中１ 7.900 17 鈴木　もえ 逗子体操 中１ 8.400
19 西塚 柚里 ＣＳ東戸塚 中１ 9.000 18 安藤 光莉 ＣＳ東戸塚 中１ 8.900 20 韮塚　汐帆 ジョイ相模原 中３ 7.850 20 長谷川 万維 ＣＳ東戸塚 中２ 8.350
21 平石　美衣奈 二宮ＧＣ 中２ 8.900 21 長島 海咲 ＣＳ東戸塚 中１ 8.850 21 長谷川 万維 ＣＳ東戸塚 中２ 7.800 21 吉田　慧蘭 ＳＲＣ 中２ 8.300
21 澤　夏実 ジョイ相模原 中２ 8.900 22 青木　詩子 ＹＳＭＣ 中１ 8.800 22 髙橋　美智子 ジョイ相模原 中１ 7.550 22 韮塚　汐帆 ジョイ相模原 中３ 8.200
23 榎本　ひかる 二宮ＧＣ 中１ 8.800 22 韮塚　汐帆 ジョイ相模原 中３ 8.800 23 中西　小夏実 とらい 中１ 7.450 22 澤　夏実 ジョイ相模原 中２ 8.200
23 韮塚　汐帆 ジョイ相模原 中３ 8.800 24 源島　芽衣 みどりＳＣ 中２ 8.700 23 安藤 光莉 ＣＳ東戸塚 中１ 7.450 24 榎本　ひかる 二宮ＧＣ 中１ 8.100
25 山中　唯花 とらい 中１ 8.750 25 榎本　ひかる 二宮ＧＣ 中１ 8.550 25 石川 百合花 ＣＳ東戸塚 中２ 7.200 24 安藤 光莉 ＣＳ東戸塚 中１ 8.100
26 和田　瞳子 逗子体操 中１ 8.700 26 山中　唯花 とらい 中１ 8.300 26 源島　芽衣 みどりＳＣ 中２ 7.150 26 和田　瞳子 逗子体操 中１ 8.050
26 鈴木　もえ 逗子体操 中１ 8.700 27 和田　瞳子 逗子体操 中１ 8.200 27 田中　咲帆 とらい 中２ 6.750 27 石川 百合花 ＣＳ東戸塚 中２ 8.000
28 林　夏音 コナミ青葉台 中１ 8.600 28 中西　小夏実 とらい 中１ 7.900 28 長島 海咲 ＣＳ東戸塚 中１ 6.350 27 由茅 恵梨子 ＣＳ東戸塚 中１ 8.000
28 中西　小夏実 とらい 中１ 8.600 29 田中　咲帆 とらい 中２ 7.800 29 西塚 柚里 ＣＳ東戸塚 中１ 5.950 29 西塚 柚里 ＣＳ東戸塚 中１ 7.800
30 田中　咲帆 とらい 中２ 8.100 河原崎百華 湘南とびうお 中２ 30 由茅 恵梨子 ＣＳ東戸塚 中１ 5.650 30 長島 海咲 ＣＳ東戸塚 中１ 7.700

河原崎百華 湘南とびうお 中２ 繁田　桃 とらい 中１ 平野 萌菜未 アスリー 中１ 小宮　奈那 コナミ青葉台 中２

恩田　青葉 コナミ青葉台 中１ 澤　夏実 ジョイ相模原 中２ 繁田　桃 とらい 中１ 平野 萌菜未 アスリー 中１

平野 萌菜未 アスリー 中１ 恩田　青葉 コナミ青葉台 中１ 河原崎百華 湘南とびうお 中２ 恩田　青葉 コナミ青葉台 中１

繁田　桃 とらい 中１ 平野 萌菜未 アスリー 中１ 恩田　青葉 コナミ青葉台 中１ 繁田　桃 とらい 中１


