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団体総合

順位 所属名 フリガナ 得点

1 草加市立栄中学校 そうかしりつさかえちゅうがっこう 112.450

2 甲府市立城南中学校 こうふしりつじょうなんちゅうがっこう 111.600

3 半田市立青山中学校 はんだしりつあおやまちゅうがっこう 109.950

4 私立弘前学院聖愛中学校 しりつひろさきがくいんせいあいちゅうがっこう 109.750

5 上越市立大潟町中学校 じょうえつしりつおおがたまちちゅうがっこう 105.750

6 越谷市立光陽中学校 さいたまけんこしがやしりつこうようちゅうがっこう 104.150

個人総合

順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 桒原 立貴 くわばら りつき 前橋市立みずき中学校 まえばししりつみずきちゅうがっこう 51.850

2 中川 耀太 なかがわ ようた 甲府市立城南中学校 こうふしりつじょうなんちゅうがっこう 51.100

3 堀川 倫太郎 ほりかわ りんたろう 太田市立城東中学校 おおたしりつじょうとうちゅうがっこう 50.850

4 山寺 健太 やまでら けんた 甲府市立城南中学校 こうふしりつじょうなんちゅうがっこう 50.500

5 西 湊丞 にし そうすけ 札幌市立八軒中学校 さっぽろしりつはちけんちゅうがっこう 50.450

6 菅家 立三 かんけ りゅうぞう 高崎市立豊岡中学校 ぐんまけんたかさきしりつとよおかちゅうがっこう 50.200

7 葛西 太夢 かさい ひろむ 私立弘前学院聖愛中学校 しりつひろさきがくいんせいあいちゅうがっこう 50.150

8 馬場 崇士 ばば しゅうと 日進市立日進北中学校 にっしんしりつにっしんきたちゅうがっこう 49.750

8 小島 埜和 おじま なお 私立弘前学院聖愛中学校 しりつひろさきがくいんせいあいちゅうがっこう 49.750

10 小林 立 こばやし りゅう 岡山市立旭東中学校 おかやましりつきょくとうちゅうがっこう 49.700

ゆか

順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 工島 佑心 くしま ゆうしん 私立城南静岡中学校 しりつじょうなんしずおかちゅうがっこう 13.250

2 小島 埜和 おじま なお 私立弘前学院聖愛中学校 しりつひろさきがくいんせいあいちゅうがっこう 13.200

3 中川 耀太 なかがわ ようた 甲府市立城南中学校 こうふしりつじょうなんちゅうがっこう 13.100

4 寺島 優雅 てらじま ゆうが 札幌市立星置中学校 さっぽろしりつほしおきちゅうがっこう 13.000

5 角皆 友晴 つのがい ともはる 半田市立青山中学校 はんだしりつあおやまちゅうがっこう 12.950

5 葛西 太夢 かさい ひろむ 私立弘前学院聖愛中学校 しりつひろさきがくいんせいあいちゅうがっこう 12.950

あん馬

順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 桒原 立貴 くわばら りつき 前橋市立みずき中学校 まえばししりつみずきちゅうがっこう 13.000

2 菅家 立三 かんけ りゅうぞう 高崎市立豊岡中学校 ぐんまけんたかさきしりつとよおかちゅうがっこう 12.900

3 堀川 倫太郎 ほりかわ りんたろう 太田市立城東中学校 おおたしりつじょうとうちゅうがっこう 12.800

4 馬場 崇士 ばば しゅうと 日進市立日進北中学校 にっしんしりつにっしんきたちゅうがっこう 12.650

5 谷田 智治 たにだ ともはる 私立作新学院中等部 さくしんがくいんちゅうとうぶ 12.600

6 中川 耀太 なかがわ ようた 甲府市立城南中学校 こうふしりつじょうなんちゅうがっこう 12.550

跳馬

順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 角皆 友晴 つのがい ともはる 半田市立青山中学校 はんだしりつあおやまちゅうがっこう 13.450

2 馬場 崇士 ばば しゅうと 日進市立日進北中学校 にっしんしりつにっしんきたちゅうがっこう 13.400

3 寺島 優雅 てらじま ゆうが 札幌市立星置中学校 さっぽろしりつほしおきちゅうがっこう 13.350

4 平川 和輝 ひらかわ かずき 草加市立栄中学校 そうかしりつさかえちゅうがっこう 13.300

5 西 湊丞 にし そうすけ 札幌市立八軒中学校 さっぽろしりつはちけんちゅうがっこう 13.250

6 赤堀 早朱慶 あかほり さすけ 静岡市立末広中学校 しずおかしりつすえひろちゅうがっこう 13.200

6 山﨑 海音 やまさき かいと うるま市立具志川東中学校 うるましりつ　ぐしかわひがしちゅうがっこう 13.200

6 葛西 太夢 かさい ひろむ 私立弘前学院聖愛中学校 しりつひろさきがくいんせいあいちゅうがっこう 13.200

6 桒原 立貴 くわばら りつき 前橋市立みずき中学校 まえばししりつみずきちゅうがっこう 13.200

鉄棒

順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 桒原 立貴 くわばら りつき 前橋市立みずき中学校 まえばししりつみずきちゅうがっこう 13.100

2 山寺 健太 やまでら けんた 甲府市立城南中学校 こうふしりつじょうなんちゅうがっこう 12.900

3 角皆 友晴 つのがい ともはる 半田市立青山中学校 はんだしりつあおやまちゅうがっこう 12.700

3 堀川 倫太郎 ほりかわ りんたろう 太田市立城東中学校 おおたしりつじょうとうちゅうがっこう 12.700

5 角谷 太樹 かくたに たいき 船橋市立行田中学校 ふなばししりつぎょうだちゅうがっこう 12.600

5 小林 立 こばやし りゅう 岡山市立旭東中学校 おかやましりつきょくとうちゅうがっこう 12.600
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