
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 阿部　航大 ＹＳＭＣ 小１ 9.700 1 八田　稔基 ＭＳＣ 小１ 8.700 1 諏江　玄貴 ＹＳＭＣ 小１ 9.600 1 阿部　航大 ＹＳＭＣ 小１ 9.800
2 八田　稔基 ＭＳＣ 小１ 9.600 2 阿部　航大 ＹＳＭＣ 小１ 8.200 2 八田　稔基 ＭＳＣ 小１ 9.500 2 八田　稔基 ＭＳＣ 小１ 9.700
3 諏江　玄貴 ＹＳＭＣ 小１ 9.200 3 諏江　玄貴 ＹＳＭＣ 小１ 7.800 3 月岡　慶太 ＹＳＭＣ 小１ 9.400 3 諏江　玄貴 ＹＳＭＣ 小１ 9.500
4 山田　羅夢 バディーＪｒ 小１ 9.150 3 月岡　慶太 ＹＳＭＣ 小１ 7.800 4 山田　羅夢 バディーＪｒ 小１ 9.350 4 月岡　慶太 ＹＳＭＣ 小１ 9.100
5 月岡　慶太 ＹＳＭＣ 小１ 9.100 5 山田　羅夢 バディーＪｒ 小１ 7.700 5 阿部　航大 ＹＳＭＣ 小１ 9.100 5 山田　羅夢 バディーＪｒ 小１ 9.000

タンブリング 円　馬 とび箱 鉄　棒
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1 小山　翔大 ジョイ相模原 小２ 10.000 1 小山　翔大 ジョイ相模原 小２ 9.700 1 小山　翔大 ジョイ相模原 小２ 9.950 1 小山　翔大 ジョイ相模原 小２ 10.000
2 飯森　琥太郎 とらい 小２ 9.900 2 井上　和磨 とらい 小２ 9.500 2 井上　和磨 とらい 小２ 9.800 2 井上　和磨 とらい 小２ 9.900
3 井上　和磨 とらい 小２ 9.800 3 飯森　琥太郎 とらい 小２ 9.300 3 金谷　健 ＭＳＣ 小２ 9.750 3 小関　翼 林体操教室 小２ 9.800
4 小関　翼 林体操教室 小２ 9.700 4 小関　翼 林体操教室 小２ 9.200 4 飯森　琥太郎 とらい 小２ 9.700 4 飯森　琥太郎 とらい 小２ 9.700
5 金谷　健 ＭＳＣ 小２ 9.500 5 金谷　健 ＭＳＣ 小２ 8.900 5 小関　翼 林体操教室 小２ 9.650 5 林　真生 ＹＳＭＣ 小２ 9.500
6 木村　歩嵩 ＭＳＣ 小２ 9.400 6 石井　佑樹 林体操教室 小２ 8.800 6 林　真生 ＹＳＭＣ 小２ 9.600 6 金谷　健 ＭＳＣ 小２ 9.400
7 石井　佑樹 林体操教室 小２ 9.300 7 木村　歩嵩 ＭＳＣ 小２ 8.500 7 田辺　直登 ジョイ相模原 小２ 9.550 7 石井　佑樹 林体操教室 小２ 9.300
7 林　真生 ＹＳＭＣ 小２ 9.300 8 土橋　一馬 とらい 小２ 8.400 7 樋渡　悠月 ＭＳＣ 小２ 9.550 8 棚池　那央 ジョイ相模原 小２ 9.200
9 棚池　那央 ジョイ相模原 小２ 9.250 8 棚池　那央 ジョイ相模原 小２ 8.400 9 浅岡　諒哉 ほっぷ 小２ 9.450 8 木村　歩嵩 ＭＳＣ 小２ 9.200
10 浅岡　諒哉 ほっぷ 小２ 9.200 10 阿曽　航己 コナミ青葉台 小２ 8.200 9 棚池　那央 ジョイ相模原 小２ 9.450 10 土橋　一馬 とらい 小２ 9.000
10 田辺　直登 ジョイ相模原 小２ 9.200 10 樋渡　悠月 ＭＳＣ 小２ 8.200 9 阿曽　航己 コナミ青葉台 小２ 9.450 11 浅岡　諒哉 ほっぷ 小２ 8.900
10 阿曽　航己 コナミ青葉台 小２ 9.200 12 林　真生 ＹＳＭＣ 小２ 7.900 12 石井　佑樹 林体操教室 小２ 9.400 12 田辺　直登 ジョイ相模原 小２ 8.800
13 樋渡　悠月 ＭＳＣ 小２ 9.000 13 浅岡　諒哉 ほっぷ 小２ 7.800 12 木村　歩嵩 ＭＳＣ 小２ 9.400 12 阿曽　航己 コナミ青葉台 小２ 8.800
14 土橋　一馬 とらい 小２ 8.900 14 鈴木　悠允 二宮Ｇ・Ｃ 小２ 7.600 14 土橋　一馬 とらい 小２ 9.250 14 樋渡　悠月 ＭＳＣ 小２ 8.700
15 鈴木　悠允 二宮Ｇ・Ｃ 小２ 8.600 14 田辺　直登 ジョイ相模原 小２ 7.600 15 鈴木　悠允 二宮Ｇ・Ｃ 小２ 9.000 15 鈴木　悠允 二宮Ｇ・Ｃ 小２ 8.000
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1 後藤　彪佑 ジョイ相模原 小３ 9.500 1 後藤　彪佑 ジョイ相模原 小３ 9.500 1 後藤　彪佑 ジョイ相模原 小３ 9.800 1 後藤　彪佑 ジョイ相模原 小３ 9.700
2 岸本　淳志 ＳＲＣ 小３ 9.400 2 飯島　暖 ジョイ相模原 小３ 9.200 2 蛯原　克紀 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 9.700 2 登川　翔陽 バディーＪｒ 小３ 9.300
3 辻野　昊 バディーＪｒ 小３ 9.350 3 宮田　真慈 林体操教室 小３ 9.000 3 宮田　真慈 林体操教室 小３ 9.550 3 二ノ井　喜生 ジョイ相模原 小３ 9.200
3 飯島　暖 ジョイ相模原 小３ 9.350 4 登川　翔陽 バディーＪｒ 小３ 8.900 4 飯島　暖 ジョイ相模原 小３ 9.500 4 柏谷　匡紀 とらい 小３ 9.100
5 宮田　真慈 林体操教室 小３ 9.300 5 北村　祐真 バディーＪｒ 小３ 8.500 5 辻野　昊 バディーＪｒ 小３ 9.450 5 宮田　真慈 林体操教室 小３ 9.000
5 北村　祐真 バディーＪｒ 小３ 9.300 5 柏谷　匡紀 とらい 小３ 8.500 6 北村　祐真 バディーＪｒ 小３ 9.400 5 森田創志 湘南とびうお 小３ 9.000
5 登川　翔陽 バディーＪｒ 小３ 9.300 7 二ノ井　喜生 ジョイ相模原 小３ 8.300 6 二ノ井　喜生 ジョイ相模原 小３ 9.400 5 本多　脩真 ジョイ相模原 小３ 9.000
5 二ノ井　喜生 ジョイ相模原 小３ 9.300 8 蛯原　克紀 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 8.200 6 山本　明輝 ＹＳＭＣ 小３ 9.400 5 岸本　淳志 ＳＲＣ 小３ 9.000
9 蛯原　克紀 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 9.250 8 山内　兼水 とらい 小３ 8.200 9 柏谷　匡紀 とらい 小３ 9.350 9 北村　祐真 バディーＪｒ 小３ 8.900
9 瀧川　慶悟 コナミ海老名 小３ 9.250 8 遠藤　風音 コナミ海老名 小３ 8.200 9 大森　奏亮 コナミ海老名 小３ 9.350 10 飯島　暖 ジョイ相模原 小３ 8.800
9 山本　明輝 ＹＳＭＣ 小３ 9.250 8 山本　明輝 ＹＳＭＣ 小３ 8.200 9 岸本　淳志 ＳＲＣ 小３ 9.350 10 山本　明輝 ＹＳＭＣ 小３ 8.800
12 柏谷　匡紀 とらい 小３ 9.200 12 菅原　海維 林体操教室 小３ 8.100 12 森田創志 湘南とびうお 小３ 9.300 12 辻野　昊 バディーＪｒ 小３ 8.700
12 本多　脩真 ジョイ相模原 小３ 9.200 12 辻野　昊 バディーＪｒ 小３ 8.100 12 登川　翔陽 バディーＪｒ 小３ 9.300 13 菅原　海維 林体操教室 小３ 8.600
12 大森　奏亮 コナミ海老名 小３ 9.200 14 森田創志 湘南とびうお 小３ 8.000 12 本多　脩真 ジョイ相模原 小３ 9.300 14 山内　兼水 とらい 小３ 8.300
15 菅原　海維 林体操教室 小３ 9.000 14 岸本　淳志 ＳＲＣ 小３ 8.000 12 瀧川　慶悟 コナミ海老名 小３ 9.300 15 蛯原　克紀 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 8.200
15 森田創志 湘南とびうお 小３ 9.000 16 本多　脩真 ジョイ相模原 小３ 7.900 16 菅原　海維 林体操教室 小３ 9.250 16 酒井　敏益 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 7.200
17 遠藤　風音 コナミ海老名 小３ 8.900 16 瀧川　慶悟 コナミ海老名 小３ 7.900 16 山内　兼水 とらい 小３ 9.250 片平　琉惺 バディーＪｒ 小３

17 深井　開登 ＳＲＣ 小３ 8.900 18 大森　奏亮 コナミ海老名 小３ 7.800 18 遠藤　風音 コナミ海老名 小３ 9.200 瀧川　慶悟 コナミ海老名 小３

19 山内　兼水 とらい 小３ 8.850 19 酒井　敏益 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 7.700 18 深井　開登 ＳＲＣ 小３ 9.200 大森　奏亮 コナミ海老名 小３

20 河端　誠琉 ＳＲＣ 小３ 8.800 片平　琉惺 バディーＪｒ 小３ 20 河端　誠琉 ＳＲＣ 小３ 9.000 遠藤　風音 コナミ海老名 小３

21 酒井　敏益 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 8.700 河端　誠琉 ＳＲＣ 小３ 21 酒井　敏益 二宮Ｇ・Ｃ 小３ 8.800 深井　開登 ＳＲＣ 小３

片平　琉惺 バディーＪｒ 小３ 深井　開登 ＳＲＣ 小３ 片平　琉惺 バディーＪｒ 小３ 河端　誠琉 ＳＲＣ 小３
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1 草間　星南 ジョイ相模原 小４ 9.700 1 草間　星南 ジョイ相模原 小４ 9.950 1 金子　紺 鶴見ジュニア 小４ 9.900 1 三春　大和 米田功 小４ 10.000
2 三春　大和 米田功 小４ 9.600 2 三春　大和 米田功 小４ 9.900 2 松浦　遙紀 コナミ青葉台 小４ 9.850 2 草間　星南 ジョイ相模原 小４ 9.800
3 板橋　悠太 林体操教室 小４ 9.500 3 猿渡　海斗 米田功 小４ 9.700 3 佐藤　洸 ＳＲＣ 小４ 9.800 3 松浦　遙紀 コナミ青葉台 小４ 9.400
4 猿渡　海斗 米田功 小４ 9.450 4 安西　蒼汰 あすなろ 小４ 9.600 4 土橋　昇馬 とらい 小４ 9.750 4 猿渡　海斗 米田功 小４ 9.200
5 藤井　陽良 鶴見ジュニア 小４ 9.400 5 松浦　遙紀 コナミ青葉台 小４ 9.500 4 三春　大和 米田功 小４ 9.750 5 金子　紺 鶴見ジュニア 小４ 9.000
5 松浦　遙紀 コナミ青葉台 小４ 9.400 6 藤井　陽良 鶴見ジュニア 小４ 9.400 4 安西　蒼汰 あすなろ 小４ 9.750 5 古性　結翔 ＳＲＣ 小４ 9.000
7 金子　紺 鶴見ジュニア 小４ 9.300 7 板橋　悠太 林体操教室 小４ 9.300 7 藤井　陽良 鶴見ジュニア 小４ 9.700 5 藤井　陽良 鶴見ジュニア 小４ 9.000
7 安西　蒼汰 あすなろ 小４ 9.300 8 土橋　昇馬 とらい 小４ 9.000 7 猿渡　海斗 米田功 小４ 9.700 8 板橋　悠太 林体操教室 小４ 8.800
7 横山　空羽大 ジョイ相模原 小４ 9.300 9 金子　紺 鶴見ジュニア 小４ 8.900 9 板橋　悠太 林体操教室 小４ 9.650 8 土橋　昇馬 とらい 小４ 8.800
10 佐々木　優磨 ジョイ相模原 小４ 9.250 10 藤田　碧空 コナミ海老名 小４ 8.100 10 古性　結翔 ＳＲＣ 小４ 9.500 8 佐藤　洸 ＳＲＣ 小４ 8.800
11 谷澤　純 ジョイ相模原 小４ 9.200 11 古性　結翔 ＳＲＣ 小４ 7.900 11 谷澤　純 ジョイ相模原 小４ 9.450 11 安西　蒼汰 あすなろ 小４ 8.700
12 古性　結翔 ＳＲＣ 小４ 9.150 12 大塚　皓介 ジョイ相模原 小４ 7.800 12 草間　星南 ジョイ相模原 小４ 9.400 12 大塚　皓介 ジョイ相模原 小４ 8.600
13 大塚　皓介 ジョイ相模原 小４ 9.100 13 佐藤　洸 ＳＲＣ 小４ 7.700 13 大塚　皓介 ジョイ相模原 小４ 9.350 13 谷澤　純 ジョイ相模原 小４ 8.500
13 土橋　昇馬 とらい 小４ 9.100 14 谷澤　純 ジョイ相模原 小４ 7.500 13 横山　空羽大 ジョイ相模原 小４ 9.350 14 横山　空羽大 ジョイ相模原 小４ 8.200
15 藤田　碧空 コナミ海老名 小４ 9.000 14 大橋　憲太郎 コナミ海老名 小４ 7.500 15 佐々木　優磨 ジョイ相模原 小４ 9.300 15 佐々木　優磨 ジョイ相模原 小４ 8.100
15 佐藤　洸 ＳＲＣ 小４ 9.000 14 佐々木　優磨 ジョイ相模原 小４ 7.500 16 藤田　碧空 コナミ海老名 小４ 9.250 大橋　憲太郎 コナミ海老名 小４

17 大橋　憲太郎 コナミ海老名 小４ 8.900 14 横山　空羽大 ジョイ相模原 小４ 7.500 17 大橋　憲太郎 コナミ海老名 小４ 9.000 藤田　碧空 コナミ海老名 小４
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1 青野　龍樹 林体操教室 小５ 9.800 1 脇坂　真多 鶴見ジュニア 小５ 9.800 1 髙木　皓介 ジョイ相模原 小５ 9.950 1 青野　龍樹 林体操教室 小５ 9.700
2 稲田　将紀 ＳＲＣ 小５ 9.650 2 片山　和樹 あすなろ 小５ 9.600 2 木原　優太 ジョイ相模原 小５ 9.900 2 稲田　将紀 ＳＲＣ 小５ 9.650
3 湯田　陽仁 鶴見ジュニア 小５ 9.550 3 青野　龍樹 林体操教室 小５ 9.550 3 湯田　陽仁 鶴見ジュニア 小５ 9.850 3 脇坂　真多 鶴見ジュニア 小５ 9.600
4 脇坂　真多 鶴見ジュニア 小５ 9.500 4 古家　蒼良 鶴見ジュニア 小５ 9.500 4 片山　和樹 あすなろ 小５ 9.800 4 中村　遼成 コナミ青葉台 小５ 9.550
4 髙木　皓介 ジョイ相模原 小５ 9.500 5 髙木　皓介 ジョイ相模原 小５ 9.450 5 中村　遼成 コナミ青葉台 小５ 9.650 5 髙木　皓介 ジョイ相模原 小５ 9.500
4 中村　遼成 コナミ青葉台 小５ 9.500 6 湯田　陽仁 鶴見ジュニア 小５ 9.400 6 柏倉　颯 ジョイ相模原 小５ 9.600 6 古家　蒼良 鶴見ジュニア 小５ 9.400
4 石川　優希 ＣＳ東戸塚 小５ 9.500 6 中村　遼成 コナミ青葉台 小５ 9.400 7 古家　蒼良 鶴見ジュニア 小５ 9.550 6 柏倉　颯 ジョイ相模原 小５ 9.400
8 諸星　颯人 湘南とびうお 小５ 9.450 8 浮世　拓夢 バディーＪｒ 小５ 9.300 7 浮世　拓夢 バディーＪｒ 小５ 9.550 8 松崎　大雅 鶴見ジュニア 小５ 9.300
8 井上　諒一 ジョイ相模原 小５ 9.450 8 柏倉　颯 ジョイ相模原 小５ 9.300 7 松井　朝清 ジョイ相模原 小５ 9.550 8 浮世　拓夢 バディーＪｒ 小５ 9.300
8 片山　和樹 あすなろ 小５ 9.450 8 稲田　将紀 ＳＲＣ 小５ 9.300 10 久保　大耀 鶴見ジュニア 小５ 9.500 10 久保　大耀 鶴見ジュニア 小５ 9.200
11 星野　一希 ほっぷ 小５ 9.400 11 久保　大耀 鶴見ジュニア 小５ 9.200 10 井上　諒一 ジョイ相模原 小５ 9.500 11 湯田　陽仁 鶴見ジュニア 小５ 9.100
11 浮世　拓夢 バディーＪｒ 小５ 9.400 11 星崎　羚 とらい 小５ 9.200 12 脇坂　真多 鶴見ジュニア 小５ 9.450 11 松井　朝清 ジョイ相模原 小５ 9.100
11 木原　優太 ジョイ相模原 小５ 9.400 13 星　龍之介 とらい 小５ 9.000 12 稲田　将紀 ＳＲＣ 小５ 9.450 11 片山　和樹 あすなろ 小５ 9.100
11 垂　奏斗 ＳＲＣ 小５ 9.400 14 松崎　大雅 鶴見ジュニア 小５ 8.900 14 青野　龍樹 林体操教室 小５ 9.400 14 星崎　羚 とらい 小５ 9.000
11 西村　征記 ＣＳ東戸塚 小５ 9.400 15 田村　航希 ジョイ相模原 小５ 8.800 15 藤原　悠宇 鶴見ジュニア 小５ 9.350 15 石川　優希 ＣＳ東戸塚 小５ 8.900
16 藤原　悠宇 鶴見ジュニア 小５ 9.350 16 藤原　悠宇 鶴見ジュニア 小５ 8.700 15 石川　優希 ＣＳ東戸塚 小５ 9.350 16 星　龍之介 とらい 小５ 8.800
16 松井　朝清 ジョイ相模原 小５ 9.350 16 西村　征記 ＣＳ東戸塚 小５ 8.700 17 垂　奏斗 ＳＲＣ 小５ 9.300 16 木原　優太 ジョイ相模原 小５ 8.800
18 久保　大耀 鶴見ジュニア 小５ 9.300 18 木原　優太 ジョイ相模原 小５ 8.500 18 松崎　大雅 鶴見ジュニア 小５ 9.250 16 西村　征記 ＣＳ東戸塚 小５ 8.800
18 松崎　大雅 鶴見ジュニア 小５ 9.300 18 石川　優希 ＣＳ東戸塚 小５ 8.500 18 田村　航希 ジョイ相模原 小５ 9.250 19 石山　風空 ＳＲＣ 小５ 8.700
18 星崎　羚 とらい 小５ 9.300 20 山本　琉斗 コナミ海老名 小５ 8.400 20 星野　一希 ほっぷ 小５ 9.200 20 藤原　悠宇 鶴見ジュニア 小５ 8.600
18 柏倉　颯 ジョイ相模原 小５ 9.300 21 松井　朝清 ジョイ相模原 小５ 8.300 20 星　龍之介 とらい 小５ 9.200 20 田村　航希 ジョイ相模原 小５ 8.600
22 田村　航希 ジョイ相模原 小５ 9.200 22 重田　幸潤 コナミ海老名 小５ 8.000 20 重田　幸潤 コナミ海老名 小５ 9.200 20 青木　啓亮 ＣＳ東戸塚 小５ 8.600
22 芦田　颯希 ＳＲＣ 小５ 9.200 23 星野　一希 ほっぷ 小５ 7.700 20 石山　風空 ＳＲＣ 小５ 9.200 23 垂　奏斗 ＳＲＣ 小５ 8.500
24 古家　蒼良 鶴見ジュニア 小５ 9.100 24 井上　諒一 ジョイ相模原 小５ 7.600 20 青木　啓亮 ＣＳ東戸塚 小５ 9.200 24 井上　諒一 ジョイ相模原 小５ 8.100
24 重田　幸潤 コナミ海老名 小５ 9.100 24 石山　風空 ＳＲＣ 小５ 7.600 25 星崎　羚 とらい 小５ 9.150 25 星野　一希 ほっぷ 小５ 7.900
24 山本　琉斗 コナミ海老名 小５ 9.100 24 垂　奏斗 ＳＲＣ 小５ 7.600 25 芦田　颯希 ＳＲＣ 小５ 9.150 諸星　颯人 湘南とびうお 小５

24 青木　啓亮 ＣＳ東戸塚 小５ 9.100 27 青木　啓亮 ＣＳ東戸塚 小５ 7.500 25 西村　征記 ＣＳ東戸塚 小５ 9.150 芹田　壮志 ジョイ相模原 小５

28 星　龍之介 とらい 小５ 9.000 諸星　颯人 湘南とびうお 小５ 28 諸星　颯人 湘南とびうお 小５ 9.100 山本　琉斗 コナミ海老名 小５

28 石山　風空 ＳＲＣ 小５ 9.000 芹田　壮志 ジョイ相模原 小５ 29 山本　琉斗 コナミ海老名 小５ 9.000 重田　幸潤 コナミ海老名 小５

芹田　壮志 ジョイ相模原 小５ 芦田　颯希 ＳＲＣ 小５ 芹田　壮志 ジョイ相模原 小５ 芦田　颯希 ＳＲＣ 小５

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



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 佐藤　宏樹 鶴見ジュニア 小6 9.900 1 佐藤　宏樹 鶴見ジュニア 小6 9.800 1 佐藤　宏樹 鶴見ジュニア 小6 9.650 1 佐藤　宏樹 鶴見ジュニア 小6 9.700
2 村山　瑛祐 ＣＳ東戸塚 小6 9.700 2 上野　碧斗 鶴見ジュニア 小6 9.700 2 村山　瑛祐 ＣＳ東戸塚 小6 9.600 2 斉藤　直紀 ジョイ相模原 小6 9.650
3 大瀧　陽斗 ＣＳ東戸塚 小6 9.650 3 斉藤　直紀 ジョイ相模原 小6 9.600 3 上野　碧斗 鶴見ジュニア 小6 9.550 3 上野　碧斗 鶴見ジュニア 小6 9.300
4 中野　聖 とらい 小6 9.600 4 池田　健心 みどりＳＣ 小6 9.550 4 中野　聖 とらい 小6 9.500 3 渡辺　成 湘南とびうお 小6 9.300
4 斉藤　直紀 ジョイ相模原 小6 9.600 5 河野　佑聖 コナミ海老名 小6 9.500 4 斉藤　直紀 ジョイ相模原 小6 9.500 5 池田　健心 みどりＳＣ 小6 9.200
6 上野　碧斗 鶴見ジュニア 小6 9.550 6 渡辺　成 湘南とびうお 小6 9.400 6 河野　佑聖 コナミ海老名 小6 9.450 6 大瀧　陽斗 ＣＳ東戸塚 小6 8.900
7 菅沼　礼斗 ほっぷ 小6 9.500 7 中野　聖 とらい 小6 9.300 6 大瀧　陽斗 ＣＳ東戸塚 小6 9.450 7 中野　聖 とらい 小6 8.700
7 野田　悠貴 ジョイ相模原 小6 9.500 8 山下　翔太 コナミ海老名 小6 9.100 8 池田　健心 みどりＳＣ 小6 9.400 8 荒川　和輝 とらい 小6 8.600
7 河野　佑聖 コナミ海老名 小6 9.500 9 牧野　柚汰 コナミ海老名 小6 9.000 8 野田　悠貴 ジョイ相模原 小6 9.400 9 村山　瑛祐 ＣＳ東戸塚 小6 8.500
7 曽根　颯太 ＳＲＣ 小6 9.500 10 望月　仁紀 ほっぷ 小6 8.600 8 鈴木　悠翔 ＳＲＣ 小6 9.400 10 望月　仁紀 ほっぷ 小6 8.200
11 渡辺　成 湘南とびうお 小6 9.400 10 野田　悠貴 ジョイ相模原 小6 8.600 11 曽根　颯太 ＳＲＣ 小6 9.350 11 曽根　颯太 ＳＲＣ 小6 8.100
11 池田　健心 みどりＳＣ 小6 9.400 12 大瀧　陽斗 ＣＳ東戸塚 小6 8.200 12 渡辺　成 湘南とびうお 小6 9.300 12 荒川　空輝 とらい 小6 8.000
11 望月　仁紀 ほっぷ 小6 9.400 13 鈴木　悠翔 ＳＲＣ 小6 8.100 12 菅沼　礼斗 ほっぷ 小6 9.300 12 野田　悠貴 ジョイ相模原 小6 8.000
14 山下　翔太 コナミ海老名 小6 9.300 13 曽根　颯太 ＳＲＣ 小6 8.100 12 山下　翔太 コナミ海老名 小6 9.300 14 菅沼　礼斗 ほっぷ 小6 7.900
15 牧野　柚汰 コナミ海老名 小6 9.200 13 村山　瑛祐 ＣＳ東戸塚 小6 8.100 15 望月　仁紀 ほっぷ 小6 9.250 河野　佑聖 コナミ海老名 小6

15 鈴木　悠翔 ＳＲＣ 小6 9.200 16 荒川　和輝 とらい 小6 8.000 15 牧野　柚汰 コナミ海老名 小6 9.250 牧野　柚汰 コナミ海老名 小6

17 荒川　和輝 とらい 小6 9.000 17 荒川　空輝 とらい 小6 7.700 17 荒川　和輝 とらい 小6 9.000 山下　翔太 コナミ海老名 小6

18 荒川　空輝 とらい 小6 8.900 18 菅沼　礼斗 ほっぷ 小6 7.500 18 荒川　空輝 とらい 小6 8.800 鈴木　悠翔 ＳＲＣ 小6

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 松下　龍之介 湘南とびうお 中１ 9.800 1 松下　龍之介 湘南とびうお 中１ 9.800 1 水口　恵太 鶴見ジュニア 中１ 9.500 1 松下　龍之介 湘南とびうお 中１ 9.900
2 笠井　優希 湘南とびうお 中１ 9.750 2 大川　弘翔 鶴見ジュニア 中１ 9.750 2 古川　陽一 鶴見ジュニア 中２ 9.450 2 笠井　優希 湘南とびうお 中１ 9.800
3 倉原　蓮 ジョイ相模原 中２ 9.700 3 水口　恵太 鶴見ジュニア 中１ 9.700 3 冨宿　晃生 コナミ海老名 中２ 9.400 3 倉原　蓮 ジョイ相模原 中２ 9.750
4 鈴木　洸太 バディーＪｒ 中１ 9.650 4 井上　大芽 鶴見ジュニア 中１ 9.650 4 大川　弘翔 鶴見ジュニア 中１ 9.350 4 大川　弘翔 鶴見ジュニア 中１ 9.700
5 水口　恵太 鶴見ジュニア 中１ 9.600 5 笠井　優希 湘南とびうお 中１ 9.600 4 斉藤　大翔 鶴見ジュニア 中１ 9.350 5 小島　祐一郎 湘南とびうお 中３ 9.650
5 岡部　日向 ＣＳ東戸塚 中１ 9.600 5 鈴木　洸太 バディーＪｒ 中１ 9.600 4 冨宿　弘翔 コナミ海老名 中２ 9.350 6 鈴木　洸太 バディーＪｒ 中１ 9.600
7 石山　潤 鶴見ジュニア 中１ 9.500 7 斉藤　大翔 鶴見ジュニア 中１ 9.550 7 石山　潤 鶴見ジュニア 中１ 9.300 7 飛鳥井　麗王 ジョイ相模原 中１ 9.550
7 小島　祐一郎 湘南とびうお 中３ 9.500 8 石山　潤 鶴見ジュニア 中１ 9.500 7 飛鳥井　麗王 ジョイ相模原 中１ 9.300 8 横山　陽斗 みどりＳＣ 中１ 9.400
7 髙久　達 バディーＪｒ 中２ 9.500 8 髙久　達 バディーＪｒ 中２ 9.500 7 倉原　蓮 ジョイ相模原 中２ 9.300 9 井上　大芽 鶴見ジュニア 中１ 9.100
10 井上　大芽 鶴見ジュニア 中１ 9.400 10 小島　祐一郎 湘南とびうお 中３ 9.400 10 松下　龍之介 湘南とびうお 中１ 9.250 10 髙久　達 バディーＪｒ 中２ 8.950
10 大川　弘翔 鶴見ジュニア 中１ 9.400 10 横山　陽斗 みどりＳＣ 中１ 9.400 10 岩本　琉耶 ほっぷ 中２ 9.250 11 斉藤　大翔 鶴見ジュニア 中１ 8.900
10 斉藤　大翔 鶴見ジュニア 中１ 9.400 12 古川　陽一 鶴見ジュニア 中２ 9.300 10 髙久　達 バディーＪｒ 中２ 9.250 12 水口　恵太 鶴見ジュニア 中１ 8.650
13 飛鳥井　麗王 ジョイ相模原 中１ 9.300 12 小泉　周正 とらい 中３ 9.300 10 浅倉　晴希 とらい 中２ 9.250 13 石山　潤 鶴見ジュニア 中１ 8.600
13 池田　典隆 コナミ海老名 中１ 9.300 12 渡辺　胡汰郎 とらい 中３ 9.300 10 池田　典隆 コナミ海老名 中１ 9.250 14 岡部　日向 ＣＳ東戸塚 中１ 8.550
15 古川　陽一 鶴見ジュニア 中２ 9.200 12 倉原　蓮 ジョイ相模原 中２ 9.300 15 笠井　優希 湘南とびうお 中１ 9.200 15 浅倉　晴希 とらい 中２ 8.450
15 横山　陽斗 みどりＳＣ 中１ 9.200 16 土橋　拓馬 とらい 中２ 9.200 15 角野　央空 ほっぷ 中１ 9.200 16 古川　陽一 鶴見ジュニア 中２ 8.400
17 川瀬　樹也 とらい 中１ 9.100 16 飛鳥井　麗王 ジョイ相模原 中１ 9.200 15 土橋　拓馬 とらい 中２ 9.200 17 小泉　周正 とらい 中３ 8.300
17 渡辺　胡汰郎 とらい 中３ 9.100 18 平石　煌衣斗 二宮Ｇ・Ｃ 中２ 9.100 15 岡部　日向 ＣＳ東戸塚 中１ 9.200 18 角野　央空 ほっぷ 中１ 8.200
19 岩本　琉耶 ほっぷ 中２ 9.000 18 冨宿　弘翔 コナミ海老名 中２ 9.100 19 横山　陽斗 みどりＳＣ 中１ 9.150 18 川瀬　樹也 とらい 中１ 8.200
19 角野　央空 ほっぷ 中１ 9.000 20 浅倉　晴希 とらい 中２ 9.000 19 鈴木　洸太 バディーＪｒ 中１ 9.150 20 渡辺　胡汰郎 とらい 中３ 8.000
19 土橋　拓馬 とらい 中２ 9.000 20 池田　典隆 コナミ海老名 中１ 9.000 19 川瀬　樹也 とらい 中１ 9.150 21 土橋　拓馬 とらい 中２ 7.900
19 小泉　周正 とらい 中３ 9.000 22 冨宿　晃生 コナミ海老名 中２ 8.500 19 渡辺　胡汰郎 とらい 中３ 9.150 22 平石　煌衣斗 二宮Ｇ・Ｃ 中２ 7.800
23 浅倉　晴希 とらい 中２ 8.900 23 川瀬　樹也 とらい 中１ 8.400 23 平石　煌衣斗 二宮Ｇ・Ｃ 中２ 9.100 23 外山　直樹 ほっぷ 中３ 7.600
23 冨宿　晃生 コナミ海老名 中２ 8.900 24 岡部　日向 ＣＳ東戸塚 中１ 7.900 23 小泉　周正 とらい 中３ 9.100 24 岩本　琉耶 ほっぷ 中２ 7.400
25 外山　直樹 ほっぷ 中３ 8.700 25 岩本　琉耶 ほっぷ 中２ 7.700 25 外山　直樹 ほっぷ 中３ 9.050 25 古川　結友 ほっぷ 中１ 7.000
26 冨宿　弘翔 コナミ海老名 中２ 8.600 25 角野　央空 ほっぷ 中１ 7.700 25 大木　樹 コナミ海老名 中２ 9.050 冨宿　弘翔 コナミ海老名 中２

27 平石　煌衣斗 二宮Ｇ・Ｃ 中２ 8.500 27 外山　直樹 ほっぷ 中３ 7.500 27 井上　大芽 鶴見ジュニア 中１ 9.000 池田　典隆 コナミ海老名 中１

28 大木　樹 コナミ海老名 中２ 8.300 27 大木　樹 コナミ海老名 中２ 7.500 27 小島　祐一郎 湘南とびうお 中３ 9.000 大木　樹 コナミ海老名 中２

29 吉岡　陸 コナミ海老名 中１ 8.100 29 古川　結友 ほっぷ 中１ 7.400 27 吉岡　陸 コナミ海老名 中１ 9.000 冨宿　晃生 コナミ海老名 中２

30 古川　結友 ほっぷ 中１ 8.000 30 吉岡　陸 コナミ海老名 中１ 7.300 30 古川　結友 ほっぷ 中１ 8.900 吉岡　陸 コナミ海老名 中１

ビギナー選手権　男子　小学校６年生の部


