
班 組 所属名 № 氏名（学年） ゆか 円馬 跳馬 鉄棒

京都たかはし体操クラブ 1 坂尻　慈積  （小5）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 2 原田　証     （小6）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 3 嶋倉　孝英  （小5）

コロコロ体操クラブ 4 魚谷　勇仁  (小6）

コロコロ体操クラブ 5 平井　太清  （小5）

ムーヴ体操クラブ 6 吉田　陽翔  （小5）

KSCタナベ 7 伊豆　健生  （小6）

京都ジャンピング体操クラブ 8 土屋　秀翔  （小6）

京都ジャンピング体操クラブ 9 横井　裕翔  （小6）

京都ジャンピング体操クラブ 10 堀　空芽     （小5）

京都ジャンピング体操クラブ 11 山﨑　温人  （小5）

ファイブM 12 小林　輝竜  （小4）

ファイブM 13 土生　楓太  （小4）

ファイブM 14 中井　統慎  （小4）

長岡体操クラブ 15 野上　幌太  （小3）

りあん体操クラブ 16 上田　遼司  （小6）

ディナモ体操クラブ 17 鬼木　大凱  （小6）

ムーヴ体操クラブ 18 桐村哉真都 （中3）

京都スイトピア体操クラブ 19 吉永　蒼麻  （中1）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 20 熊谷　大成  （小5）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 21 城戸　優斗  （中3）

京都ジャンピング体操クラブ 22 土屋　洋翔  （小3）

京都ジャンピング体操クラブ 23 河辺　人志  （中3）

京都ジャンピング体操クラブ 24 堀田　大貴  （中2）

京都ジャンピング体操クラブ 25 伊達　匡吾  （中2）

京都ジャンピング体操クラブ 26 長島　健吾  （中1）

京都ジャンピング体操クラブ 27 堀田　幸希  （中1）

【府民小学生B2・C2の部】【近畿予選CⅠ・CⅡクラス】

合計

1

1

近予CⅡ

府民C2

府民C2

府民B2

近予CⅡ

近予CⅡ

近予CⅡ

4

5

近予CⅡ

近予CⅡ

近予CⅠ

近予CⅡ

近予CⅡ

6

■男子の部■

クラス

近予CⅡ

近予CⅡ

近予CⅡ

府民B2

府民B2

府民B2

2

3

近予CⅠ

近予CⅠ

近予CⅠ

近予CⅠ

府民C2

府民C2

府民B2

府民B2

府民C2



班 組 所属名 № 氏名（学年） クラス ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計

ディナモ体操クラブ 28 表　幸澄     （中3） A

ディナモ体操クラブ 29 小池　寛泰  （中2） A

ディナモ体操クラブ 30 瀧川　簾     （中2） 府民 ※ ※ ※

ディナモ体操クラブ 31 吉田　幸龍  （小6） B

長岡体操クラブ 32 河村　勇権  （中2） A

ファイブM 33 塚本　忠信  （中2） A

AGS 34 岸本　蒼生  （小5） B

洛南ジュニア 35 平　伊吹     （小6） B

京都ジャンピング体操クラブ 36 成澤　一翔  （中3） A

京都ジャンピング体操クラブ 37 古家　楽陽  （中3） A

京都ジャンピング体操クラブ 38 真下　太洋  （中3） A

京都ジャンピング体操クラブ 39 廣田　万葉  （中1） A

コロコロ体操クラブ 40 長谷川仔一 （中３） 府民 ※ ※ ※

コロコロ体操クラブ 41 和田　聖正  （中２） 府民 ※ ※ ※

京都ジャンピング体操クラブ 42 中村　和翔  （中3） 府民 ※ ※ ※

京都ジャンピング体操クラブ 43 芦田　朱雀  （中3） 府民 ※ ※ ※

※「あん馬」「つり輪」「平行棒」は奨励種目
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【府民中学生の部】【近畿予選A・Bクラス】



班 組 所属名 № 氏名（学年） ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計

洛南高等学校 44 岩田　翼（高３）

洛南高等学校 45 田中　翔太（高３）

洛南高等学校 46 福嶋　冬真（高３）

洛南高等学校 47 廣田　瞳馬（高３）

洛南高等学校 48 水上　魁士（高３）

洛南高等学校 49 佐々木　勇太郎（高２）

洛南高等学校 50 上川　大海（高２）

洛南高等学校 51 堀部　日南太（高２）

洛南高等学校 52 中西　冴那也（高２）

洛南高等学校 53 吉田　拓登（高２）

洛南高等学校 54 中村　恒太（高２）

洛南高等学校 55 小山内　春翔（高１）

洛南高等学校 56 井上　聖也（高１）

洛南高等学校 57 高﨑　翔太（高１）

洛南高等学校 58 岸田　匡玄（高１）

洛南高等学校 59 杉本　蒼良（高１）

洛南高等学校 60 前田　創汰（高１）

洛南高等学校 61 渡邊　進太郎（高１）

洛南高等学校 62 神澤　一輝（高１）

京都府立向陽高等学校63 石田　一慶（高３）

京都府立向陽高等学校64 西川　光（高１）

京都府立向陽高等学校65 西井　泰志（高１）

京都府立向陽高等学校66 辰巳　慎吾（高１）

京都府立向陽高等学校67 安井　優翔（高１）

京都府立向陽高等学校68 柿木　逸人（高１）

京都府立向陽高等学校69 安田　蒼司（高２）

京都府立向陽高等学校70 玉村　倭（高２）

京都府立洛西高等学校71 則末　拓也（高２）

京都府立洛西高等学校72 青木　洸士郎（高２）

京都府立洛西高等学校73 畠岡　慎一郎（高２）

京都府立洛西高等学校74 中川　真（高２）
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