
№ １
選手・監督 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績

監督 とらい体操クラブ 国民体育大会 団体総合 第５位

監督 白鵬女子高校 関東高校体操競技大会 団体総合 第３位

監督 全国高校総体体操競技大会 団体総合 第６位

監督 国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第１位

監督 東海大学 国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第２位

「 体操競技 男子 」
選手・監督 氏　　名 学年 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績

選手 湯元　和志 高２ 鶴見ジュニア体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会 跳　馬 第４位

選手 近藤　　衛 高２ 鶴見ジュニア体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会 鉄　棒 第３位

選手 浦木　崚輔 高２ 秀英高等学校 全国高等学校体操競技選手権大会 跳　馬 優　勝

個人総合 優　勝

あん馬 優　勝

鉄　棒 優　勝

個人総合 第３位

ゆ　か 優　勝

鉄　棒 第２位

選手 上田　悠太 中３
横浜市立松本中学校

よこはまＹＳＭＣ体操クラブ
関東中学校体操競技大会 跳　馬 第３位

東日本ジュニア体操競技選手権大会Ａクラス 個人総合 第３位

個人総合 第３位

あん馬 第２位

つり輪 第６位

跳　馬 第６位

選手 山口　雄大 中２ とらい体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会Ａクラス あん馬 第６位

つり輪 優　勝

跳　馬 第６位

全国中学校体操競技選手権大会 あん馬 第４位

個人総合 第２位

ゆ　か 第３位

あん馬 第２位

個人総合 第３位

鉄　棒 第６位

個人総合 第５位

ゆ　か 第２位

鉄　棒 第４位

選手 大江田　賢 小４ よこはまＹＳＭＣ体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会Ｂクラス ゆ　か 第４位

中山　孝人

山野千夫由 平塚学園・とらい体操クラブ

田嶋　将太選手 中３

第４位

ゆ　か 優　勝

全国中学校体操競技選手権大会

秦野市立鶴巻中学校
ＦＬＩＰ平塚体操クラブ

跳　馬

関東中学校体操競技大会

関東中学校体操競技大会

横浜市立矢向中学校
鶴見ジュニア体操クラブ

選手 鈴木　良音 中２

築山　翔馬選手 中３

横浜市立金沢中学校
よこはまＹＳＭＣ体操クラブ

全国中学校体操競技選手権大会

関東中学校体操競技大会

平成３０年度　神奈川県体操協会　会長賞受賞者一覧
『 体操競技 』

氏　　名

田口　麻祐

全日本ジュニア体操競技選手権大会Ａクラス
ｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂクラブ相模原中２後藤　隼星

赤羽　綾子

選手

選手 井上　聖也 中２ コナミスポーツ海老名

小５ 鶴見ジュニア体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会Ｂクラス選手

全日本ジュニア体操競技選手権大会Ａクラス

全日本ジュニア体操競技選手権大会ＢクラスよこはまＹＳＭＣ体操クラブ小６選手

小松　幹明

仲村　圭裕



「 体操競技 女子 」 № ２
選手・監督 氏　　名 学年 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績

団体総合 第２位

個人総合 優　勝

段違い平行棒 第３位

平均台 優　勝

ゆ　か 優　勝

団体総合 第２位

跳　馬 第３位

ゆ　か 第３位

団体総合 第２位

跳　馬 第２位

選手 高橋　飛鳥 大１ 日本大学 国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第２位

選手 佐藤　愛美 大１ 日本体育大学 国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第２位

団体総合 第３位

ゆ　か 第６位

全国高校総体体操競技大会 跳　馬 第２位

国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第１位

国民体育大会 団体総合 第５位

選手 黒滝　萌乃 高２ 白鵬女子・鶴見ジュニア体操 関東高校体操競技大会 団体総合 第３位

関東高校体操競技大会 団体総合 第３位

国民体育大会 団体総合 第５位

選手 青田　萌楓 高１ 白鵬女子・鶴見ジュニア体操 関東高校体操競技大会 団体総合 第３位

選手 遠山亜理沙 高３ 日本大学高等学校 国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第１位

選手 武内　美優 高３ 平塚学園・とらい体操クラブ 全国高校総体体操競技大会 団体総合 第６位

個人総合 第２位

跳　馬 第４位

段違い平行棒 第６位

平均台 優　勝

ゆ　か 第４位

団体総合 第６位

跳　馬 第２位

全日本ジュニア体操競技選手権大会 個人総合 第６位

国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第１位

国民体育大会 団体総合 第５位

全国高校総体体操競技大会 団体総合 第６位

国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第１位

国民体育大会 団体総合 第５位

選手 関塚　　萌 高１ 平塚学園・とらい体操クラブ 全国高校総体体操競技大会 団体総合 第６位

全日本ジュニア体操競技選手権大会 平均台 第３位

段違い平行棒 第２位

平均台 第２位

国体関東ブロック体操競技大会 団体総合 第１位

国民体育大会 団体総合 第５位

全国中学校体操競技選手権大会
選手 蛭海　和 中３

とらい体操クラブ
小田原市立千代中学校

選手

全国高校総体体操競技大会

全国高等学校体操競技選抜大会

日本女子体育大学大２

国体関東ブロック体操競技大会東海大学大２中島布乃佳

選手

関東高校体操競技大会

国体関東ブロック体操競技大会

大２ 筑波大学 国体関東ブロック体操競技大会

選手 小川明日香 高３ 白鵬女子・鶴見ジュニア体操

杉田しずか

選手 井関　実紀

選手

選手 辻前　綾里 高１ 平塚学園・とらい体操クラブ

選手 柏木　淑里 高２ 平塚学園・とらい体操クラブ

杉岡　咲希 高２ 白鵬女子・鶴見ジュニア体操



「 体操競技 女子 」 № ３
選手 鈴木　美来 中２ ｼﾞｮｲｽﾎﾟｰﾂクラブ相模原 全日本ジュニア体操競技選手権大会Ａクラス ゆ　か 第５位

選手 井上　七歌 小６ よこはまＹＳＭＣ体操クラブ 東日本ジュニア体操競技選手権大会Ｂクラス 段違い平行棒 第３位

選手 荻野　咲羽 小６ 鶴見ジュニア体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会Ｂクラス 跳　馬 第４位

選手 朱田真里愛 小６ 湘南とびうお体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会Ｂクラス 平均台 第４位

個人総合 第４位

平均台 第５位

ゆ　か 第４位

個人総合 優　勝

平均台 優　勝

ゆ　か 優　勝

選手 伊藤　万里 小５ とらい体操クラブ 東日本ジュニア体操競技選手権大会Ｃクラス ゆ　か 第２位

選手 田畔　優菜 小５ とらい体操クラブ 全日本ジュニア体操競技選手権大会Ｃクラス ゆ　か 第６位

選手 山口　幸空 小４ 徳洲会体操クラブ 東日本ジュニア体操競技選手権大会Ｃクラス 平均台 優　勝

選手・監督 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績

関東高校新体操大会 団体選手権 第２位

関東新体操男子選手権大会 団体選手権 優　勝

国民体育大会関東ブロック大会 団体選手権 第５位

国民体育大会 団体選手権 第７位

監督 森村学園中等部 全国中学校新体操大会 団体選手権 第８位

関東中学校新体操大会 団体選手権 優　勝

全国中学校新体操大会 団体選手権 第７位

「 新体操 男子 」
選手・監督 氏　　名 学年 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績

関東高校新体操大会 団体選手権 第２位

関東高校男子新体操選手権大会 団体選手権 優　勝

関東高校新体操大会 団体選手権 第２位

関東高校男子新体操選手権大会 団体選手権 優　勝

関東高校新体操大会 団体選手権 第２位

関東高校男子新体操選手権大会 団体選手権 優　勝

関東高校新体操大会 団体選手権 第２位

関東高校男子新体操選手権大会 団体選手権 優　勝

関東高校新体操大会 団体選手権 第２位

関東高校男子新体操選手権大会 団体選手権 優　勝

関東高校新体操大会 団体選手権 第２位

関東高校男子新体操選手権大会 団体選手権 優　勝

監督 小野　信予 森村学園中・高等部

氏　　名

監督 貝瀬　仁史 光明学園相模原高校

光明学園相模原高校高１松倉　伊吹選手

船津　未来

高３ 光明学園相模原高校

光明学園相模原高校高２山本　耕平選手

選手 中町　太一 高３ 光明学園相模原高校

高３ 光明学園相模原高校

光明学園相模原高校高２栗山　隼輔選手

選手 山口　夏史

全日本ジュニア体操競技選手権大会Ｂクラス

東日本ジュニア体操競技選手権大会Ｂクラス

選手 向井　菜七 小５ よこはまＹＳＭＣ体操クラブ

『 新体操 』

監督 吉田　昌美 平塚市立太洋中学校

選手 馬場　清凱



「 新体操 女子 」 № ４
選手・監督 氏　　名 学年 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績

選手 坂本　美彩 高１ 光明学園相模原高校 関東高校新体操大会 ボール 第３位

国民体育大会関東ブロック大会 団体選手権 第５位

国民体育大会 団体選手権 第７位

国民体育大会関東ブロック大会 団体選手権 第５位

国民体育大会 団体選手権 第７位

国民体育大会関東ブロック大会 団体選手権 第５位

国民体育大会 団体選手権 第７位

国民体育大会関東ブロック大会 団体選手権 第５位

国民体育大会 団体選手権 第７位

国民体育大会関東ブロック大会 団体選手権 第５位

国民体育大会 団体選手権 第７位

関東中学校新体操大会 団体選手権 優　勝

全国中学校新体操大会 団体選手権 第７位

関東中学校新体操大会 団体選手権 優　勝

全国中学校新体操大会 団体選手権 第７位

関東中学校新体操大会 団体選手権 優　勝

全国中学校新体操大会 団体選手権 第７位

関東中学校新体操大会 団体選手権 優　勝

全国中学校新体操大会 団体選手権 第７位

関東中学校新体操大会 団体選手権 優　勝

全国中学校新体操大会 団体選手権 第７位

選手 北村　知悠 中３ 森村学園中等部 全国中学校新体操大会 団体選手権 第８位

選手 宮下　　遥 中３ 森村学園中等部 全国中学校新体操大会 団体選手権 第８位

選手 中野　　惠 中３ 森村学園中等部 全国中学校新体操大会 団体選手権 第８位

選手 野口　紗花 中３ 森村学園中等部 全国中学校新体操大会 団体選手権 第８位

選手 鈴木　麗彩 中２ 森村学園中等部 全国中学校新体操大会 団体選手権 第８位

平塚市立太洋中学校

選手 平井　香帆 中３ 平塚市立太洋中学校

平塚市立太洋中学校中３宮崎　花梨選手

選手 濱田　　栞 中３ 平塚市立太洋中学校

中２石井　朋花選手

選手 森田　真由 高３

高２

選手 田中　奈央 中３

選手 大河原千鈴 高３ 森村学園高等部

選手 新発田　愛 高１ 森村学園高等部

平塚市立太洋中学校

選手 野村明日香 高１ 神奈川県立霧が丘高等学校

桐蔭学園高等学校

神奈川県立川和高等学校上中　紀乃選手


