
速報No.

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点
1 217 梅本 時和 うめもと ときわ 小６ ならわ体操クラブ 68.25
2 220 池本 晴 いけもと はる 小６ 中京ジムナスティッククラブ 67.50
3 215 村越 秋哉 むらこし しゅうや 小６ サンスポーツクラブ 67.40
4 213 岡﨑 煌香 おかざき こうが 小６ レジックスポーツ 67.20
5 222 肥田木 快琉 ひだき かいる 小６ キッズワールド中国体操クラブ 65.15
6 214 安原 成琉 やすはら なる 小６ レジックスポーツ 65.15
7 219 鈴木 悠真 すずき はるま 小６ 笠松体操クラブ 65.00
R１ 212 辻田 俊樹 つじた としき 小５ レジックスポーツ 64.85
R２ 218 山口 晴路 やまぐち はるじ 小５ 笠松体操クラブ 63.90
R３ 221 石川 大貴 いしかわ だいき 小６ 中京ジムナスティッククラブ 63.25
R４ 216 山下 航生 やました こうせい 小６ ならわ体操クラブ 61.10
R５ 223 肥田木 廉太 ひだき れんた 小５ キッズワールド中国体操クラブ 60.05

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点
1 1 高橋 諒圭 たかはし りょうけい 中３ ならわ体操クラブ 77.00
2 14 馬場 大河 ばば たいが 中２ 中京ジムナスティッククラブ 74.30
3 10 花田 明人 はなだ あきと 中２ 中京ジムナスティッククラブ 72.70
4 3 金原 直輝 きんばら なおき 中２ ならわ体操クラブ 68.80
5 23 百本 湊 ひゃくもと みなと 中３ 笠松体操クラブ 68.65
6 17 三浦 隆太郎 みうら りゅうたろう 中１ 中京ジムナスティッククラブ 66.95
7 13 齊藤 凌久 さいとう りく 中３ 中京ジムナスティッククラブ 66.50
8 21 大山 遥聖 おおやま ゆうせい 中１ 笠松体操クラブ 66.30
9 6 塚本 啓心 つかもと けいしん 中３ レジックスポーツ 66.15
R１ 22 本田 稜汰 ほんだ りょうた 中２ 笠松体操クラブ 66.00
R２ 16 小林 暖 こばやし はる 中１ 中京ジムナスティッククラブ 65.50
R３ 4 水谷 優太 みずたに ゆうた 中２ ならわ体操クラブ 64.70
R４ 7 岸田 葉月 きしだ はづき 中３ レジックスポーツ 64.30
R５ 20 高橋 誠大 たかはし せいた 中２ チャレンジ体操クラブ 64.15
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速報No.

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点
1 104 水野 素晴 みずの すばる 小６ レジックスポーツ 51.00
2 109 三浦 菜央子 みうら なおこ 小５ 中京ジムナスティッククラブ 47.95
3 108 大野 莉子 おおの りこ 小５ 中京ジムナスティッククラブ 47.95
4 101 高橋 凛 たかはし りん 小５ ならわ体操クラブ 47.75
5 106 中島 叶夢 なかしま かのん 小６ レジックスポーツ 47.55
6 111 平沼 澪花 ひらぬま みおか 小６ 中京ジムナスティッククラブ 46.85
7 114 岡野 紗羽 おかの さわ 小５ 刈谷豊明体操クラブ 46.15
R１ 112 向井 理莉 むかい りり 小６ レジックスポーツ 45.65
R２ 103 兵藤 瑠香 ひょうどう るうか 小６ NPO法人アニマル体操クラブ 45.40
R３ 110 中森 咲綾 なかもり さや 小６ 中京ジムナスティッククラブ 44.65
R４ 107 岩瀬 光莉 いわせ ひかり 小４ レジックスポーツ 44.55
R５ 105 寺田 奈月 てらだ なつ 小６ レジックスポーツ 42.70

順位 No. 氏　　名 ふりがな 学年 所　　属 得点
1 22 安藤 美紅 あんどう みく 中３ レジックスポーツ 53.00
2 32 梅本 咲和 うめもと さわ 中２ ならわ体操クラブ 52.70
3 24 内藤 千華 ないとう ちか 中３ レジックスポーツ 51.45
4 11 渡邉 怜美 わたなべ れみ 中１ 中京ジムナスティッククラブ 51.45
5 17 炭竈 みと すみかま　みと 中１ レジックスポーツ 51.15
6 9 宮本 空奈 みやもと そな 中３ 中京ジムナスティッククラブ 50.15
7 28 大山 蒼來 おおやま そら 中３ 笠松体操クラブ 50.00
8 27 比良 美月 ひら みづき 中１ 笠松体操クラブ 49.60
9 13 新美 結月 にいみ ゆづき 中２ ならわ体操クラブ 49.20
10 14 腰嶋 にこ こしじま にこ 中１ ならわ体操クラブ 49.00
R１ 29 小泉 綸菜 こいずみ りんな 中３ 笠松体操クラブ 48.85
R２ 10 池畑 結実葉 いけはた ゆみは 中３ 中京ジムナスティッククラブ 48.35
R３ 26 岡﨑 心美 おかざき　ここみ 中２ レジックスポーツ 48.20
R４ 30 野田 蒼葉 のだ あおば 中３ 笠松体操クラブ 47.75
R５ 25 平井 絢菜 ひらい　あやな 中２ レジックスポーツ 46.35
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