
令和 年度 和歌山県中学校秋季体操競技選手権大会成績一覧
中学体操競技

中学校 部 男子 中学校 部 女子 

体操競技 団体総合 体操競技 団体総合
 明洋         城東        
  明洋        

 

体操競技 個人総合 体操競技 個人総合
 高積  國定 亮汰         城東  平井 美海        
 城東  須藤 悠斗         城東  黒川 伊織        
 明洋  溝川 凱理         上富田  山本 紗来        
 明洋  安田 充穂         城東  稲垣 美佳        
 明洋  中 風孔         明洋  後藤 優日        
 和大附属  東 晴尚         衣笠  尾﨑           

体操競技 種目別 体操競技 種目別
  跳馬
 高積  國定 亮汰         城東  平井 美海        
 明洋  中 風孔         城東  黒川 伊織        
 明洋  溝川 凱理         明洋  山﨑          

  馬 段違 平行棒
 高積  國定 亮汰         城東  平井 美海        
 城東  須藤 悠斗         城東  黒川 伊織       
 明洋  中 風孔         上富田  山本 紗来       

跳馬 平均台
 明洋  安田 充穂         城東  平井 美海        
 明洋  溝川 凱理         城東  黒川 伊織        
 城東  須藤 悠斗         上富田  山本 紗来        

鉄棒   
 高積  國定 亮汰         城東  黒川 伊織        
 明洋  安田 充穂         城東  平井 美海        
 明洋  溝川 凱理         城東  稲垣 美佳        

令和 年  月 日 土 
田辺       



令和 年度 和歌山県中学校秋季体操競技選手権大会
令和 年  月 日 土 

男子団体総合 個人総合 田辺       

班 学校名 学年 選手名
        馬 跳   馬 鉄   棒 個人総合

団体総合
団体

得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 合計得点 順位 順位

 

明洋  中 風孔                                         
明洋  酒井 建輝                                          
明洋  田中 望翔                                          
明洋  濵路 駿                                          
明洋                                     

 近大附属  北川 瑛都                                          
 近大附属  山下 晃平                                          
 近大附属  宮本 秀詩                                         
 明洋  大西 壮汰                                          
 明洋  上仲 悠斗                                        
 桐蔭  金井 勇璃                                       
 高積  國定 亮汰                                         
 東  丸石 大生                                       
 和大附属  東 晴尚                                         
 有功  中嶋 凜太朗                                           
 城東  須藤 悠斗                                         
 明洋  池上 侑賢                                          
 明洋  溝川 凱理                                        
 明洋  安田 充穂                                         



令和 年度 和歌山県中学校秋季体操競技選手権大会
令和 年  月 日 土 

女子団体総合 個人総合 田辺       

班 学校名 学年 選手名
跳   馬 段違平行棒 平 均 台      個人総合

団体総合
団体

得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 合計得点 順位 順位

 

城東  黒川 伊織                                        
城東  楢                                           
城東  平井 美海                                         
城東  稲垣 美佳                                       
城東                                     

 

明洋  泊 実結                                          
明洋  山﨑                                          
明洋  後藤 優日                                       
明洋  平 菜摘                                       
明洋                                     

 衣笠  尾﨑                                            
 上富田  山本 紗来                                         
 明洋  尾﨑 愛菜                                          
 明洋  玉置 葵日                                          
 近大附属  大谷 晴風                                          
 近大附属  目良 遥                                          
 城東  樋口 萌                                           
 東  川﨑 朱莉                                         
 明和  岩淵 唯                                           

        


