
班 組 所属名 № 氏名（学年） クラス 跳馬 段違い 平行棒 平均台 ゆか 合計

京都スイトピア体操クラブ 1 谷口　莉緒　　 （小３） 普及

京都スイトピア体操クラブ 2 山内　彩愛 　　（小２） 普及

京都スイトピア体操クラブ 3 山本　朱星　　 （小３） 普及

京都スイトピア体操クラブ 4 吉田　楓花 　　（小３） 普及

ムーヴ体操クラブ 5 原田　真碧　　 （小１） 普及

ムーヴ体操クラブ 6 村上　ふわり　 （小１） 普及

りあん体操クラブ 7 和田　聖奈　　 （小２） 普及

りあん体操クラブ 8 小倉　蛍稟 　　（小３） 普及

京都ジャンピング体操クラブ 9 近藤　結莉　　 （小２） 普及

京都ジャンピング体操クラブ 10 川村　茉凛　　 （小３） 普及

京都ジャンピング体操クラブ 11 瀧本　向日葵　（小３） 普及

ジャンピングキッズスポーツ 12 玉田　咲羽　　 （小１） 普及

コロコロ体操クラブ 13 杉江　栞奈　　 （小３） 普及

長岡体操クラブ 14 堀　はるか　　 （小２） 普及

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 15 小林　未来（小２） 普及

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 16 横濵　瑞生（小３） 普及

ムーヴ体操クラブ 17 吉田　彩莉（小４） 普及

ムーヴ体操クラブ 18 石川　蓮（小５） 普及

ムーヴ体操クラブ 19 吉田　心優（小５） 普及

ムーヴ体操クラブ 20 須原　澪菜（小６） 普及

ムーヴ体操クラブ 21 山口　智咲（小６） 普及

ディナモ体操クラブ 22 中川　美緒理（小４） 普及

ディナモ体操クラブ 23 太田　咲（小６） 普及

ディナモ体操クラブ 24 古川　陽奈子（小６） 普及

ディナモ体操クラブ 25 前田　花音（小６） 普及

AGS 26 石田千桜（小６） 普及

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 27 横濵　伶奈（小５） 普及

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 28 佐々木　あんな（小５） 普及

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 29 入江　萌香（小６） 普及

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 30 松田　佳乃（小６） 普及

コロコロ体操クラブ 31 松井志帆（小４） 普及

京都たかはし体操クラブ 32 秋元　花恵（小５） 普及

ジャンピングキッズスポーツ 33 岩室　琴（小５） 普及

ジャンピングキッズスポーツ 34 三谷　愛（小５） 普及

ジャンピングキッズスポーツ 35 間嶋　嬉多（小６） 普及

ジャンピング登り体操クラブ 36 吉本彩莉（小４） 普及

京都スイトピア体操クラブ 37 森　柚花（小６） 普及

長岡体操クラブ 38 笠原　菜摘（小４） 普及
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班 組 所属名 № 氏名（学年） クラス 跳馬 段違い 平行棒 平均台 ゆか 合計

京都ジャンピング体操クラブ 39 中嶋　星莉奈（小４） 強化

京都ジャンピング体操クラブ 40 金田　琉伽（小４） 強化

京都ジャンピング体操クラブ 41 清水　優真莉（小４） 強化

京都ジャンピング体操クラブ 42 溝口　怜（小４） 強化

京都ジャンピング体操クラブ 43 番家　小春（小６） 強化

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 44 上田　愛菜（小５） 強化

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 45 濵﨑　倖羽（小５） 強化

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 46 城戸　柚葉（小６） 強化

りあん体操クラブ 47 和田　光華（小４） 強化

りあん体操クラブ 48 松本　優菜（小６） 強化

ディナモ体操クラブ 49 芝　安里（小５） 強化

ディナモ体操クラブ 50 今西　和奏（小５） 強化

ディナモ体操クラブ 51 文字　琴音（小６） 強化

ムーヴ体操クラブ 52 佐藤　いろは（小５） 強化

長岡体操クラブ 53 上原　梨花（小５） 強化

京都スイトピア体操クラブ 54 野田　桃花（小４） 強化

京都スイトピア体操クラブ 55 今井　貴子（小６） 強化

京都スイトピア体操クラブ 56 奥田　愛未（小６） 強化

長岡体操クラブ 57 島田　未緒（小６） 強化

長岡体操クラブ 58 小西　美瑠（小６） 強化
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班 組 所属名 № 氏名（学年） 跳馬 ※段違い平行棒 平均台 ゆか 合計

平安女学院中学校 59 玉山　伶衣　（中１）

平安女学院中学校 60 森口　倖菜　（中１）

平安女学院中学校 61 仁平　結莉　（中１）

平安女学院中学校 62 牧野谷　菜々 （中１）

平安女学院中学校 63 矢竹 ひかり　（中１）

平安女学院中学校 64 森口　遥菜　（中１）

平安女学院中学校 65 玉山　亜沙　（中２）

平安女学院中学校 66 大澤　美海　（中２）

平安女学院中学校 67 中村　真葉　（中３）

平安女学院中学校 68 伊藤　睦乃　（中３）

平安女学院中学校 69 山田　侑奈　（中３）

平安女学院中学校 70 竹井　彩乃　（中３）

京都ジャンピング体操クラブ 71 青木　愛衣　（中１）

京都ジャンピング体操クラブ 72 森田　詩織　（中１）

京都ジャンピング体操クラブ 73 牧村　咲良　（中１）

京都ジャンピング体操クラブ 74 岩松　想華　（中２）

京都ジャンピング体操クラブ 75 小川　亜美　（中２）

長岡体操クラブ 76 大筆　光莉　（中２）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 77 永金　優奈　（中２）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 78 松田　季紗　（中２）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 79 岩松　瑚姫　（中３）

ザ・スポーツ学舎踏水会教室 80 杉山　未紗　（中３）

ＫＳＣタナベ 81 恵　実鈴　　 （中２）

ＫＳＣタナベ 82 上地　美里　（中３）

ディナモ体操クラブ 83 森田 乃々香 （中１）

ディナモ体操クラブ 84 向田 萌々果 （中１）

ディナモ体操クラブ 85 草木　美桜　（中１）

ディナモ体操クラブ 86 山田　理琴　（中１）

コロコロ体操クラブ 87 山本　来海　（中２）

同志社女子中学校 88 香西　桜　　 （中２）

京都スイトピア体操クラブ 89 橋本　杏珠　（中１）

京都スイトピア体操クラブ 90 村上 恋ろ葉　（中２）

京都スイトピア体操クラブ 91 山田　斗愛　（中３）

同志社女子中学校 92 福田　万凛　（中３）

同志社女子中学校 93 小野山　颯来 （中３）

同志社女子中学校 94 中野　葉月　（中３）

※段違い平行棒は奨励種目
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班 組 所属名 № 氏名（学年） 跳馬
段違い

平行棒
平均台 ゆか 合計

京都ジャンピング体操クラブ 95 松岡　美怜（高１） 1

京都府立向陽高等学校 96 和田　芽佳（高１） 2

京都府立向陽高等学校 97 出来　美都（高１） 3

京都府立向陽高等学校 98
杉本　ひより（高

２）
10

京都府立洛西高等学校 99 岸本　悠那（高１） 5

京都府立洛西高等学校 100 髙橋　桜（高３） 22

京都府立城南菱創高等学

校
101 成瀬　風香（高１） 4

京都府立城南菱創高等学

校
102 土居　明歩（高２） 11

京都府立城南菱創高等学

校
103
福田　菜津子（高

２）
12

京都府立城南菱創高等学

校
104 塩川　怜奈（高２） 13

京都府立城南菱創高等学

校
105 冨岡　葵（高２） 14

京都府立城南菱創高等学

校
106 陣野　桜雪（高２） 15

同志社女子高等学校 107 松田　歩華（高１） 6

同志社女子高等学校 108 酒井　実莉（高１） 7

同志社女子高等学校 109
鈴木　亜紗実（高

１）
8

同志社女子高等学校 110
江竜　ゆき奈（高

２）
16

同志社中学校・高等学校 111 井川　怜（高２） 17

同志社中学校・高等学校 112 溝口　舞桜（高２） 18

平安女学院高等学校 113
西岡　七々歩（高

１）
9

平安女学院高等学校 114
山本　陽菜乃（高

２）
19

平安女学院高等学校 115 吉田　純菜（高２） 20

平安女学院高等学校 116 酒井　泉妃（高２） 21

平安女学院高等学校 117 仲道　梨（高３） 23

平安女学院高等学校 118 徳田　紗帆（高３） 24
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