
1 大阪 大阪体操クラブ 中1 藤本 粋 37.400 1 大阪 スペック体育クラブ 小5 中山 紅葉 46.800
2 兵庫 須磨ジュニア体操クラブ 中2 西岡　公太 37.350 2 大阪 玉川体操クラブ 中2 増田 彩葉 46.650
3 奈良 カイト体操クラブ 中3 澤田　大知 36.950 3 大阪 玉川体操クラブ 小6 中本 にな 46.100
4 京都 ファイブＭ 小5 中井　統慎 36.750 4 大阪 トミオカ体操クラブ 小5 山本 愛恵 45.700
5 奈良 ガンバ体操クラブ 小5 吉備　敦基 36.700 5 兵庫 ジャンプ体操クラブ 中2 高橋　華 44.700
6 大阪 アクバススポーツクラブ 中1 村尾 映竪 36.550 6 兵庫 ジャンプ体操クラブ 小6 高橋　優 44.600
7 兵庫 レックス体操クラブ 中1 平田　真毅 36.150 7 兵庫 ジャンプ体操クラブ 中1 松岡　希美 44.050
8 兵庫 コナミスポーツクラブ本店西宮 中1 窪田　優大 36.100 8 大阪 アクバススポーツクラブ鶴見 小5 中田 万弥未 43.950
9 大阪 なんば体操クラブ-ngc 小5 梅田 航 36.050 9 兵庫 市立伊丹高等学校ジュニア体操クラブ 小6 山本　沙絵 43.700

10 奈良 カイト体操クラブ 中1 安部　碩能 35.900 10 京都 ムーヴ体操クラブ 小5 石川　蓮 43.150
10 兵庫 須磨ジュニア体操クラブ 小5 松浦　剛志 35.900

1 兵庫 コナミスポーツクラブ本店西宮 中1 窪田　優大 9.200 1 兵庫 ジャンプ体操クラブ 中1 松岡　希美 11.850
2 大阪 大阪体操クラブ 中1 藤本 粋 9.150 2 兵庫 ジャンプ体操クラブ 小6 高橋　優 11.650
3 奈良 カイト体操クラブ 中3 澤田　大知 9.100 2 大阪 スペック体育クラブ 小5 中山 紅葉 11.650
4 奈良 ガンバ体操クラブ 小5 吉備　敦基 9.050 4 大阪 玉川体操クラブ 小6 中本 にな 11.600
4 大阪 玉川体操クラブ 小5 渡邉 揮真 9.050 5 兵庫 市立伊丹高等学校ジュニア体操クラブ 小6 山本　沙絵 11.550
6 京都 ファイブＭ 小5 中井　統慎 9.000 6 滋賀 ガイム体操クラブ 小5 工藤　未咲 11.500

1 大阪 アクバススポーツクラブ 中1 村尾 映竪 9.600 1 大阪 トミオカ体操クラブ 小5 山本 愛恵 12.300
2 京都 ファイブＭ 小5 中井　統慎 9.550 2 大阪 玉川体操クラブ 中2 増田 彩葉 12.050
3 兵庫 コナミスポーツクラブ本店西宮 中1 窪田　優大 9.500 3 大阪 スペック体育クラブ 小5 中山 紅葉 11.750
3 奈良 カイト体操クラブ 中3 澤田　大知 9.500 4 大阪 玉川体操クラブ 小6 中本 にな 11.600
5 大阪 なんば体操クラブ-ngc 小5 梅田 航 9.450 5 奈良 ラッキー体操スクール 中3 高原　万葉 11.350
6 大阪 ニシヤマ体操クラブ 小5 宮野 大和 9.400 6 兵庫 ジャンプ体操クラブ 中2 高橋　華 11.300
6 兵庫 須磨ジュニア体操クラブ 中2 西岡　公太 9.400
6 兵庫 須磨ジュニア体操クラブ 小5 松浦　剛志 9.400

1 大阪 玉川体操クラブ 中2 増田 彩葉 12.050
1 兵庫 須磨ジュニア体操クラブ 中2 西岡　公太 9.500 2 大阪 トミオカ体操クラブ 小5 山本 愛恵 11.800
2 兵庫 レックス体操クラブ 中1 平田　真毅 9.400 3 大阪 スペック体育クラブ 小5 中山 紅葉 11.750
3 大阪 大阪体操クラブ 中1 藤本 粋 9.350 4 大阪 玉川体操クラブ 小6 中本 にな 11.650
4 奈良 カイト体操クラブ 中1 安部　碩能 9.300 5 兵庫 ジャンプ体操クラブ 小6 高橋　優 11.300
4 奈良 カイト体操クラブ 中3 澤田　大知 9.300 6 兵庫 ジャンプ体操クラブ 中2 高橋　華 11.150
4 滋賀 栗東体操クラブ 中1 三井　善道 9.300
4 京都 ファイブＭ 小5 中井　統慎 9.300

1 大阪 玉川体操クラブ 中2 増田 彩葉 12.050
1 兵庫 須磨ジュニア体操クラブ 中2 西岡　公太 9.600 2 大阪 アクバススポーツクラブ鶴見 小5 中田 万弥未 11.700
2 大阪 大阪体操クラブ 中1 藤本 粋 9.550 3 大阪 スペック体育クラブ 小5 中山 紅葉 11.650
3 奈良 ガンバ体操クラブ 中1 谷口　慧弥 9.450 4 和歌山 和歌山ジュニア体操クラブ 中3 稲垣　美佳 11.400
4 大阪 なんば体操クラブ-ngc 小5 梅田 航 9.300 5 大阪 玉川体操クラブ 小6 中本 にな 11.250
5 奈良 ガンバ体操クラブ 小5 吉備　敦基 9.250 6 兵庫 ジャンプ体操クラブ 中1 松岡　希美 11.050
5 滋賀 Fantasia  Square 中1 北川　誠二良 9.250
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