
体操競技　個人総合 体操競技　個人総合
1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 國定　亮汰 68.400 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 平井　美海 46.600
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 田宮　琥太朗 64.850 2 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 中條　夕夏 42.450
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 平山　海斗 63.200 3 田辺ジュニア体操クラブ 中1 橘　玲依 42.300
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中2 中嶋　凜太朗 62.350 4 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 後藤　優日 41.200
5 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 藪　桜輔 61.750 5 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 山崎　まほ 39.750
6 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 東　晴尚 58.900 6 田辺ジュニア体操クラブ 中３ 山本　紗来 39.500
7 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 上仲　悠斗 50.700 7 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 平　菜摘 37.450
8 田辺ジュニア体操クラブ 中１ 溝川　斗彪 50.650 8 田辺ジュニア体操クラブ 中1 中田　杏珠 36.200

9 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 泊　実結 33.800
体操競技　種目別 10 海南ジュニア体操クラブ 中２ 岩淵　唯 32.250
ゆか

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 國定　亮汰 12.550 体操競技　種目別
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 田宮　琥太朗 12.150 跳馬
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 平山　海斗 12.100 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 平井　美海 12.600
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 藪　桜輔 11.900 2 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 後藤　優日 11.900
5 和歌山オレンジ体操クラブ 中2 中嶋　凜太朗 11.850 3 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 山崎　まほ 11.850
6 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 東　晴尚 11.450 4 田辺ジュニア体操クラブ 中３ 山本　紗来 11.150

5 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 中條　夕夏 11.000
あん馬 6 田辺ジュニア体操クラブ 中1 橘　玲依 10.950

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 國定　亮汰 10.900
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 田宮　琥太朗 10.500 段違い平行棒
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 藪　桜輔 9.650 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 平井　美海 10.550
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 東　晴尚 9.500 2 田辺ジュニア体操クラブ 中３ 山本　紗来 8.700
5 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 平山　海斗 9.250 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 中條　夕夏 8.300
6 田辺ジュニア体操クラブ 中１ 溝川　斗彪 8.800 4 田辺ジュニア体操クラブ 中1 中田　杏珠 8.200

5 田辺ジュニア体操クラブ 中1 橘　玲依 7.950
つり輪 6 海南ジュニア体操クラブ 中２ 岩淵　唯 7.700

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 國定　亮汰 11.500
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 田宮　琥太朗 10.700 平均台
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中2 中嶋　凜太朗 10.650 1 田辺ジュニア体操クラブ 中1 橘　玲依 11.700
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 平山　海斗 10.400 2 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 後藤　優日 11.250
5 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 藪　桜輔 9.300 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 中條　夕夏 11.100
6 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 東　晴尚 9.100 4 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 平井　美海 10.950

5 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 山崎　まほ 10.850
跳馬 6 田辺ジュニア体操クラブ 中1 中田　杏珠 9.900

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 平山　海斗 11.550 6 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 平　菜摘 9.900
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 國定　亮汰 11.450
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中2 中嶋　凜太朗 11.300 ゆか
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 東　晴尚 11.250 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 平井　美海 12.500
5 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 藪　桜輔 11.150 2 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 中條　夕夏 12.050
6 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 田宮　琥太朗 11.050 3 田辺ジュニア体操クラブ 中1 橘　玲依 11.700

4 田辺ジュニア体操クラブ 中３ 山本　紗来 10.900
平行棒 5 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 後藤　優日 10.600

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 國定　亮汰 11.350 6 田辺ジュニア体操クラブ 中２ 山崎　まほ 10.100
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中2 中嶋　凜太朗 10.400
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 藪　桜輔 10.150
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 田宮　琥太朗 10.100
5 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 平山　海斗 9.400
6 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 東　晴尚 8.850

鉄棒
1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 國定　亮汰 10.650
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 平山　海斗 10.500
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 田宮　琥太朗 10.350
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中1 藪　桜輔 9.600 令和３年度７月３０日（金）
5 和歌山オレンジ体操クラブ 中2 中嶋　凜太朗 9.500 和歌山県立体育館
6 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 東　晴尚 8.750

クラス　A

令和３年度和歌山県ジュニア体操競技選手権大会成績一覧

ジュニア　男子 ジュニア　女子



体操競技　個人総合 体操競技　個人総合
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小6 上野山　 靖健 60.100 1 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 上仲　美海 41.600
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小６ 桑田　大翔 59.950 2 0 0 0 0.000
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 藪　統司　 59.100
4 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 中谷　潤一郎 56.600 体操競技　種目別

跳馬
体操競技　種目別 1 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 上仲　美海 9.800
ゆか 2 0 0 0 0.000
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 藪　統司　 10.000
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小6 上野山　 靖健 9.300 段違い平行棒
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小６ 桑田　大翔 9.200 1 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 上仲　美海 10.800
4 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 中谷　潤一郎 9.050 2 0 0 0 0.000

あん馬 平均台
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小6 上野山　 靖健 11.550 1 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 上仲　美海 10.600
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小６ 桑田　大翔 11.200 2 0 0 0 0.000
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 中谷　潤一郎 11.000
4 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 藪　統司　 10.700 ゆか

1 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 上仲　美海 10.400
つり輪 2 0 0 0 0.000
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小6 上野山　 靖健 10.050
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小６ 桑田　大翔 10.000
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 藪　統司　 9.350
4 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 中谷　潤一郎 8.800

跳馬
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 藪　統司　 10.550
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小6 上野山　 靖健 10.450
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小６ 桑田　大翔 10.400
4 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 中谷　潤一郎 10.200

令和３年度７月３０日（金）
平行棒 和歌山県立体育館
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 藪　統司　 10.100
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小６ 桑田　大翔 9.800
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小6 上野山　 靖健 9.050
4 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 中谷　潤一郎 8.950

鉄棒
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小6 上野山　 靖健 9.700
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小６ 桑田　大翔 9.350
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 中谷　潤一郎 8.600
4 和歌山オレンジ体操クラブ 小５ 藪　統司　 8.400

クラス　B

令和３年度和歌山県ジュニア体操競技選手権大会成績一覧

ジュニア　女子ジュニア　男子



体操競技　個人総合 体操競技　個人総合
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 平田　脩翔 34.000 1 海南ジュニア体操クラブ 小4 西田　姫菜 42.650
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 上野　友雅 33.000 2 田辺ジュニア体操クラブ 小4 中路　結椛 40.550
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 田宮　琉之介 32.250 3 海南ジュニア体操クラブ 小4 松本　真奈 35.500
4 田辺ジュニア体操クラブ 小３ 中戸　龍夢 30.850
5 田辺ジュニア体操クラブ 小２ 中路　大翔 28.100 体操競技　種目別
6 和歌山オレンジ体操クラブ 小3 白井　謙伍 27.850 跳馬
7 田辺ジュニア体操クラブ 小４ 川間　日葵 27.200 1 海南ジュニア体操クラブ 小4 西田　姫菜 9.750
8 和歌山オレンジ体操クラブ 小3 岸本　拓己 25.950 2 田辺ジュニア体操クラブ 小4 中路　結椛 9.700
9 田辺ジュニア体操クラブ 小４ 小傳良　來依 25.400 3 海南ジュニア体操クラブ 小4 松本　真奈 9.450

体操競技　種目別 段違い平行棒
ゆか 1 海南ジュニア体操クラブ 小4 西田　姫菜 11.000

1 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 上野　友雅 8.350 2 田辺ジュニア体操クラブ 小4 中路　結椛 10.400
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 平田　脩翔 8.250 3 海南ジュニア体操クラブ 小4 松本　真奈 10.100
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 田宮　琉之介 8.200
4 田辺ジュニア体操クラブ 小３ 中戸　龍夢 7.500 平均台
5 和歌山オレンジ体操クラブ 小3 白井　謙伍 7.350 1 海南ジュニア体操クラブ 小4 西田　姫菜 11.250
6 田辺ジュニア体操クラブ 小２ 中路　大翔 7.300 2 田辺ジュニア体操クラブ 小4 中路　結椛 10.200

3 海南ジュニア体操クラブ 小4 松本　真奈 7.000

1 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 平田　脩翔 9.100
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 田宮　琉之介 8.500
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 上野　友雅 8.400 ゆか
4 田辺ジュニア体操クラブ 小３ 中戸　龍夢 8.050 1 海南ジュニア体操クラブ 小4 西田　姫菜 10.650
5 和歌山オレンジ体操クラブ 小3 白井　謙伍 7.100 2 田辺ジュニア体操クラブ 小4 中路　結椛 10.250
6 田辺ジュニア体操クラブ 小２ 中路　大翔 6.300 3 海南ジュニア体操クラブ 小4 松本　真奈 8.950

跳馬 令和３年度７月３０日（金）
1 田辺ジュニア体操クラブ 小２ 中路　大翔 8.600 和歌山県立体育館
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 平田　脩翔 8.550
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 上野　友雅 8.450
4 田辺ジュニア体操クラブ 小３ 中戸　龍夢 8.300
5 田辺ジュニア体操クラブ 小４ 川間　日葵 8.200
6 和歌山オレンジ体操クラブ 小3 岸本　拓己 8.100
6 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 田宮　琉之介 8.100
6 田辺ジュニア体操クラブ 小４ 小傳良　來依 8.100

鉄棒
1 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 平田　脩翔 8.100
2 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 上野　友雅 7.800
3 和歌山オレンジ体操クラブ 小4 田宮　琉之介 7.450
4 田辺ジュニア体操クラブ 小３ 中戸　龍夢 7.000
5 田辺ジュニア体操クラブ 小４ 川間　日葵 6.600
6 和歌山オレンジ体操クラブ 小3 岸本　拓己 6.450

クラス　C‐Ⅰ

令和３年度和歌山県ジュニア体操競技選手権大会成績一覧

ジュニア　男子 ジュニア　女子



体操競技　個人総合 体操競技　個人総合
1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 金井　勇璃 33.850 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 稲垣　美佳 44.150
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 丸石　大生 33.650 2 田辺ジュニア体操クラブ 小5 長尾　柚花 40.950
3 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 紺岡　博吾 33.100 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 谷本　藍子 39.850
4 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 植野　煌星 30.650 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中２ 阪中　碧衣 39.850
5 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 坂本　晶駿 30.050 5 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 樋口　萌 39.350
6 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 川間　宥槻 27.450 6 田辺ジュニア体操クラブ 小6 土屋　來利　 38.050

7 田辺ジュニア体操クラブ 中1 中西　哩子 37.800
体操競技　種目別 8 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 鳥山　瑠海 34.500
ゆか

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 丸石　大生 8.450 体操競技　種目別
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 金井　勇璃 8.200 跳馬
3 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 紺岡　博吾 7.900 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 稲垣　美佳 10.900
4 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 植野　煌星 7.450 2 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 樋口　萌 10.150
5 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 坂本　晶駿 6.950 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 谷本　藍子 9.950
6 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 川間　宥槻 6.500 4 和歌山ジュニア体操クラブ 中２ 阪中　碧衣 9.800

5 田辺ジュニア体操クラブ 中1 中西　哩子 9.600
あん馬 6 田辺ジュニア体操クラブ 小5 長尾　柚花 9.550

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 丸石　大生 9.450
2 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 紺岡　博吾 9.150 段違い平行棒
3 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 金井　勇璃 9.050 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 稲垣　美佳 10.200
4 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 坂本　晶駿 8.150 2 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 谷本　藍子 9.600
5 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 植野　煌星 8.050 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 樋口　萌 9.350
6 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 川間　宥槻 6.800 4 田辺ジュニア体操クラブ 小5 長尾　柚花 9.250

5 和歌山ジュニア体操クラブ 中２ 阪中　碧衣 9.050
跳馬 5 田辺ジュニア体操クラブ 中1 中西　哩子 9.050

1 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 紺岡　博吾 9.200
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 金井　勇璃 8.950 平均台
3 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 植野　煌星 8.600 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 稲垣　美佳 11.500
4 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 丸石　大生 8.500 2 田辺ジュニア体操クラブ 小5 長尾　柚花 10.950
5 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 坂本　晶駿 8.250 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中２ 阪中　碧衣 10.150
6 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 川間　宥槻 7.650 4 田辺ジュニア体操クラブ 小6 土屋　來利　 9.650

5 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 谷本　藍子 9.500
鉄棒 6 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 樋口　萌 8.750

1 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 金井　勇璃 7.650
2 和歌山オレンジ体操クラブ 中3 丸石　大生 7.250 ゆか
3 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 紺岡　博吾 6.850 1 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 稲垣　美佳 11.550
4 田辺ジュニア体操クラブ 小６ 坂本　晶駿 6.700 2 田辺ジュニア体操クラブ 小5 長尾　柚花 11.200
5 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 植野　煌星 6.550 3 和歌山ジュニア体操クラブ 中３ 樋口　萌 11.100
6 田辺ジュニア体操クラブ 小５ 川間　宥槻 6.500 4 和歌山ジュニア体操クラブ 中２ 阪中　碧衣 10.850

5 和歌山ジュニア体操クラブ 中1 谷本　藍子 10.800
6 田辺ジュニア体操クラブ 小6 土屋　來利　 10.700

令和３年度７月３０日（金）
和歌山県立体育館

クラス　C‐Ⅱ

令和３年度和歌山県ジュニア体操競技選手権大会成績一覧

ジュニア　男子 ジュニア　女子


