
男子 男子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

87 山本　大智 やまもと　だいち 中２ エアボーンスポーツクラブ

88 大西　潤一 おおにし　じゅんいち 中２ エアボーンスポーツクラブ

89 吉田　優生 よしだ　ゆうせい 中３ 姫路アドバン体操クラブ

90 芦田　涼真 あしだりょうま 中２ ディナモ氷上体操クラブ

91 鈴木　心 すずき　しん 中３

92 竹内　晴琉 たけうち　はる 中２

93 田中　佑煌 たなか　ゆうこう 中２

94 石川　透羽 いしかわ　とわ 中１ ＫＧＣ体操クラブ

95 原　一翔 はら　いっと 中１ スペース姫路体操クラブ

96 小川　星 おがわ　せい 中３

97 民谷　一磨 たみたに　かずま 中３

98 松尾　蓮 まつお　れん 中３

99 松浦　真作 まつうら　しんさく 中３ 神戸ジュニア体操クラブ

100 仲井間　優人 なかいま　ゆうと 中３

101 谷口　輝龍 たにぐち　きりゅう 中３

102 西井　龍眞 にしい　りゅうま 中１

103 尾崎　柊磨 おざき　しゅうま 中３ 神戸ジュニア体操クラブ長田校

104 木村　亘希 きむら　こうき 中１ 明石体操教室

105 酒井　惺史 さかい　さとし 中３

106 前尾　悠友 まえお　ゆうすけ 中３

107 榊原　紀一郎 さかきばら　きいちろう 中２

108 宇都宮　叶多 うつのみや　かなた 中１

109 田中　大貴 たなか　だいき 中３ 龍野体操クラブ

110 岩本　楓大 いわもと　ふうお 中３

111 山本　　朗 やまもと　わたる 中２

112 久保　拓斗 くぼ　たくと 中１

113 岩本　絆央 いわもと　はお 中１

114 小川　悠仁 おがわ　ゆうと 中１ 尼崎体操クラブ

2

1

3

4

5

6

【Aクラス】
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男子 男子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

27 井上　慎太郎 いのうえ　しんたろう 小６ エアボーンスポーツクラブ

28 樽󠄀谷　一 たるたに　はじめ 小６ エアボーンスポーツクラブ

29 髙田　涼央 たかた　れお 小５ スペース姫路体操クラブ

30 山田　陽 やまだ　はる 小６ 姫路アドバン体操クラブ

31 林　颯佑 はやし　そうすけ 小５ 姫路アドバン体操クラブ

32 竹内　脩 たけうち　しゅう 小６ ＫＧＣ体操クラブ

33 池内　大就 いけうち　もとなり 小６ エル・ポート体操クラブ

34 天野　晴喜 あまの　はるき 小５ 加古川体操クラブ

35 小林　歩真 こばやし　あゆま 小５ 加古川体操クラブ

36 松岡　哲大 まつおか　てった 小６ 尼崎体操クラブ

37 四宮　陽向 しのみや　ひなた 小５ Ｔ４

38 田中　陽太 たなか　ひなた 小５ レックス体操クラブ

39 松尾　颯 まつお　そう 小５ レックス体操クラブ

40 中村　日向 なかむら　ひなた 小６ 明石体操教室

41 西尾　真優 にしお　まひろ 小６ グンゼスポーツクラブ
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男子 男子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

1 本山　拓磨 もとやま　たくま 小４

2 古谷　結人 ふるたに　ゆうと 小４

3 藤本　結仁 ふじもと　ゆいと 小４

4 脇　理人 わき　りひと 小４

5 松田　恵伍 まつだ　けいご 小３ 明石体操教室

6 比留田　海 ひるた　かい 小３ 宝塚スミレ体操クラブ

7 吉良　柊汰 きら　しゅうた 小３ グンゼスポーツクラブ

8 城野　力 じょうの　りき 小４ グンゼスポーツクラブ

9 山川　紬 やまかわ　つむぎ 小４ 尼崎体操クラブ

10 四宮　麻陽 しのみや　あさひ 小３ Ｔ４

11 山田　慶 やまだ　けい 小４ 姫路アドバン体操クラブ

12 宇都　蒼良 うと　そうら 小４ ハート体操クラブ

13 牟田　友翔 むた　ゆうと 小４ ハート体操クラブ

14 岩佐　蒼空 いわさ　あおと 小４ コナミスポーツクラブ本店西宮

15 長尾　幸樹 ながお　こうき 小４ コナミスポーツクラブ本店西宮

16 池内　大晴 いけうち　まさはる 小４ エル・ポート体操クラブ

17 内間　悠稀 うちま　はるき 小４

18 山脇　隆聖 やまわき　りゅうせい 小３

19 岡田　琉生 おかだ　るい 小３

20 上谷　瞬大 うえたに　しゅんた 小４ 須磨ジュニア体操クラブ

21 岩井　逞 いわい　たくま 小３ 須磨ジュニア体操クラブ

22 池内　琉斗 いけうち　りゅうと 小４

23 工藤　大和 くどう　やまと 小４

24 橋本　奏侑 はしもと　かなう 小３

25 中谷　翔空 なかたに　そら 小４ ＫＧＣ体操クラブ

26 布廣　龍仁 ぬのひろ　りゅうしん 小３ ＫＧＣ体操クラブ
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男子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

42 金澤　優汰 かなざわ　ゆうた 中１

43 平田　真毅 ひらた　まさき 中１

44 髙橋　蒼翔 たかはし　あおと 小５

45 内藤　祐星 ないとう　ゆうせい 小５ ドラゴン体操教室

46 南里　樹 なんり　いつき 小６ ドラゴン体操教室

47 谷口　雅弥 たにぐち　まさや 小５

48 橋本　悠斗 はともと　ゆうと 小５

49 堀　智晴 ほり　ともはる 小５

50 佐藤　新 さとう　あらた 中１ ＫＧＣ体操クラブ

51 髙木　陽磨 たかぎ　はるま 小５ ＫＧＣ体操クラブ

52 興梠　隼弥 こうろき　とあ 中３

53 細田　悠星 ほそだ　ゆうせい 中２

54 丸岩　慶大 まるいわ　けいと 中２

55 岸本　　結 きしもと　ゆい 中２

56 尾藤　太陽 おふじ　たいよう 小６ 姫商ジュニア体操クラブ

57 河野　歩 かわの　あゆむ 小６ 姫商ジュニア体操クラブ

58 満田　吉春 みつだ　よしはる 中１

59 池岡　優斗 いけおか　ゆうと 小５

60 内川　陽仁 うちかわ　はるひと 小５

61 疋田　弥雲 ひきた　やくも 中１ 神戸ジュニア体操クラブ長田校

62 尾崎　聖成 おざき　せな 小５ 神戸ジュニア体操クラブ長田校

63 田邊　蒼士 たなべ　そうし 小５ スペース姫路体操クラブ

64 西岡　公太 にしおか　こうた 中２

65 衣笠　琉一 きぬがさ　るいち 中１

66 松浦　剛志 まつうら　つよし 小５

67 田代　隼大 たしろ　しゅんだい 小５

68 四木　新大 しぎ　あらた 小５ 須磨ジュニア体操クラブ

69 奥田　琥太朗 おくだ　こたろう 小５ エアボーンスポーツクラブ

70 中村　琉人 なかむら　りゅうと 中３

71 前原　泰斗 まえはら　たいと 中２

72 米盛　楓鳥 よねもり　ふうと 中１

73 藏本　輝良 くらもと　きら 中１

74 大内　幹太 おおうち　かんた 中１ 三田体操クラブ

75 山﨑　創一郎 やまさき　そういちろう 小６ 三田体操クラブ

76 廣岡　将武 ひろおか　しょうぶ 中２

77 森貞　悠月 もりさだ　ゆづき 中２

78 田原　碧空 たはら　そら 中１

79 臼杵　裕眞 うすき　ゆうま 小６

80 平松　大知 ひらまつ　だいち 小６ 神戸ジュニア体操クラブ

81 前田　貴成 まえだ　たかなる 中２ 龍野体操クラブ

82 藤本　叶大 ふじもと　かなた 小６

83 古谷　忠大 ふるたに　ちゅうだい 小６

84 木村　充希 きむら　あつき 小５

85 繁田　駿司 しげた　しゅんじ 小５

86 窪田　優大 くぼた　ゆうだい 中１ コナミスポーツクラブ本店西宮
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女子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

112 川原　葵 かわはら　あおい 中３

113 髙原　菜心 たかはら　なこ 中２

114 久保田　麗音 くぼた　れのん 中１

115 原田　百花 はらだ　もか 中３ 宝塚スミレ体操クラブ

116 三好　亜希乃 みよし　あきの 中３ 宝塚スミレ体操クラブ

117 辻　舞桜 つじ　まお 中３

118 倉田　楓 くらた　かえで 中３

119 桑原　沙貴 くわはら　さき 中１

120 羽原　優衣 はばら　ゆい 中１

121 西岡　亜季 にしおか　あき 中３ 明石体操教室

122 藤井　柚菜 ふじい　ゆずな 中１ 明石体操教室

123 宮口　りの みやぐち　りの 中３

124 平岡　ひなみ ひらおか　ひなみ 中２

125 平山　心陽 ひらやま　こはる 中２

126 三谷　葵和 みたに　きより 中２ ソルクス体操クラブ

127 増田　好美 ますだ　このみ 中３ ジャンプ体操クラブ

128 髙井　百々果 たかい　ももか 中２

129 上杉　美月姫 えうすぎ　みつき 中２

130 橋本　莉央 はしもと　りお 中２

131 岡　咲希 おか　さき 中１ ハート体操クラブ

132 菅野　悠衣 すがの　ゆい 中１ ハート体操クラブ

133 池内　玲菜 いけうち　れな 中３

134 黒田　千晴 くろだ　ちはる 中３

135 山本　彩葉 やまもと　いろは 中３

136 鈴木　美弥乃 すずき　みやの 中２ STAYCOOL SPORTS CLUB

137 上野　花音 うえの　かのん 中２ 加古川体操クラブ

138 桝井　美咲 ますい　みさき 中３

139 新治　ひかる しんじ　ひかる 中３

140 岸　采璃 きし　ことり 中２

141 森下　麻衣 もりした　まい 中１ 須磨ジュニア体操クラブ

142 清水　栞帆 しみず　しほ 中１ 須磨ジュニア体操クラブ

143 大野　椛 おおの　かえで 中３

144 南　花菜江 みなみ　かなえ 中３

145 野中　こもも のなか　こもも 中２

146 渡邉　心 わたなべ　こころ 中２

147 西村　莉陽 にしむら　りよ 中２ コナミスポーツクラブ本店西宮

148 山口　想代香 やまぐち　そよか 中１ コナミスポーツクラブ本店西宮

149 木下　凛子 きのした　りんこ 中３

150 間　菜月希 はざま　なつき 中２

151 下谷　優里菜 しもたに　ゆりな 中２

152 室田　結菜 むろた　ゆな 中２

153 間　友希那 はざま　ゆきな 中１ 武庫川体操クラブ
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女子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

40 前尾　友貴 まえお　ゆき 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮

41 富永　桜 とみなが　さくら 小５ コナミスポーツクラブ本店西宮

42 井上　果凛 いのうえ　かりん 小５ STAYCOOL SPORTS CLUB

43 杉垣　乃叶 すぎがき　のの 小６ 市立伊丹高等学校ジュニア体操クラブ

44 竹内　理子 たけうち　りこ 小４

45 尾上　音亜 おのうえ　とあ 小５

46 中島　和奏 なかしま　わかな 小５

47 古根　実咲 ふるね　みさき 小５ ドラゴン体操教室

48 秋岡　莉央 あきおか　りお 小６ ドラゴン体操教室

49 北村　一華 きたむら　いちか 小６

50 佐々木　楓 ささき　かえで 小６

51 小川　雫 おがわ　しずく 小４

52 﨑戸　英水 さきと　はなな 小６ 須磨ジュニア体操クラブ

53 水野　さくら みずの　さくら 小６ 須磨ジュニア体操クラブ

54 森山　結衣 もりやま　ゆい 小６ スペース姫路体操クラブ

55 松田　こむぎ まつだ　こむぎ 小５ スペース姫路体操クラブ

56 大西　怜奈 おおにし　れな 小６ 明石体操教室

57 坂井　楓雪 さかい　こゆき 小５ 明石体操教室

58 伊丹　彩紗 いたみ　あやさ 小５ 神戸ジュニア体操クラブ
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女子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

1 尾崎　史奈 おざき　ふみな 小４

2 辻　つばき つじ　つばき 小２

3 新谷　さくら しんたに　さくら 小２

4 秦　心春 はた　こはる 小４ 伊丹体操クラブ

5 畑野　心希 はたの　みき 小４ 伊丹体操クラブ

6 渋谷　和里 しぶたに　あいり 小３ コナミスポーツクラブ本店西宮

7 立石　結惟 たていし　ゆい 小３ コナミスポーツクラブ本店西宮

8 石田　詩織 いしだ　しおり 小２ コナミスポーツクラブ本店西宮

9 上杉　苺香 うえすぎ　まいか 小４ 尼崎体操クラブ

10 高橋　柚菜 たかはし　ゆずな 小４ 三田体操クラブ

11 徳田　楽海 とくだ　らみ 小４

12 濱野　杏理 はまの　あんり 小３

13 獺越　月愛 おそごし　るな 小３

14 織田　純礼 おりた　すみれ 小３

15 佐藤　真梨 さとう　まり 小４ ソルクス体操クラブ

16 藤野　翼 ふじの　つばさ 小３

17 髙原　藍羽 たかはら　あおば 小３

18 菱川　璃子 ひしかわ　りこ 小３

19 山森　美月 やまもり　みつき 小３

20 岩舘　栞那 いわだて　かんな 小２ 須磨ジュニア体操クラブ

21 芋生　彩乃 いもお　あやの 小４

22 山戸　美緒 やまと　みお 小４

23 山崎　夏蓮 やまざき　かれん 小４

24 大久保　綾音 おおくぼ　あやね 小３

25 中芝　穂乃 なかしば　ほの 小４ 加古川体操クラブ

26 石川　咲里 いしかわ　えみり 小３

27 小林　芽生 こばやし　めい 小３

28 前田　杏奈 まえた　あんな 小３

29 松本　愛海 まつもと　まなみ 小３

30 伊勢　実織 いせ　みおり 小４ マックスポーツ加古川

31 藤本　なつみ ふじもと　なつみ 小２ ドラゴン体操教室

32 原田　晏寿 はらだ　あんじゅ 小３ ドラゴン体操教室

33 岡　莉子 おか　りこ 小４ ハート体操クラブ

34 杉垣　依奈 すぎがき　えな 小４ 市立伊丹高等学校ジュニア体操クラブ

35 松村　知穂 まつむら　ちほ 小４ STAYCOOL SPORTS CLUB

36 廣岡　歩実 ひろおか　あゆみ 小４ STAYCOOL SPORTS CLUB

37 村山　瑞 むらやま　みずき 小３ ＫＧＣ体操クラブ

38 岸田　ひまり きしだ　ひまり 小３ ＫＧＣ体操クラブ

39 井田　彩月 いだ　さつき 小３ 神戸ジュニア体操クラブ
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女子

組 No 氏名 ふりがな 学年 所属

59 西尾　愛瑠羽 にしお　あるは 小６

60 宍戸　愛唯 ししど　めい 小６

61 池田　来実 いけだ　くるみ 小５

62 白原　花奏 しろはら　かなで 小５

63 生田　梨乃 いくた　りの 小５ 須磨ジュニア体操クラブ

64 小原　葵 おはら　きい 小５ 須磨ジュニア体操クラブ

65 松本　和香 まつもと　のどか 小５

66 松本　友香 まつもと　ともか 小５

67 中住　陽菜 なかずみ　はるな 小５

68 山脇　凜子 やまわき　りんこ 小５

69 西脇　瑚子 にしわき　ここ 小６ 尼崎体操クラブ

70 岩間　美月 いわま　みつき 小５ 尼崎体操クラブ

71 松田　莉子 まつだ　りこ 小６

72 駒橋　夢來 こまはし　ゆら 小５

73 玉井　沙奈 たまい　さな 小５

74 三上　香穂 みかみ　かほ 中３

75 山本　結已 やまもと　ゆい 小６

76 山本　沙絵 やまもと　さえ 小６

77 有馬　桃花 ありま　ももか 中１ 宝塚スミレ体操クラブ

78 中川　利香子 なかがわ　りかこ 中１ 宝塚スミレ体操クラブ

79 比留田　咲良 ひるた　さら 小６ 宝塚スミレ体操クラブ

80 武下　愛奈 たけした　まな 小５ 宝塚スミレ体操クラブ

81 岸　和奏 きし　わかな 小６ 姫商ジュニア体操クラブ

82 魚谷　珠海 うおたに　ことみ 中１

83 新家　舞衣 あらいえ　まい 小６

84 山里　蘭香 やまざと　らんか 中３

85 高橋　華 たかはし　はな 中２

86 松岡　希美 まつおか　のぞみ 中１

87 高橋　優 たかはし　ゆう 小６

88 大塚　千鶴 おおつか　ちづ 小５

89 山田　梨乃 やまだ　りの 小５

90 田中　杏俐 たなか　あんり 小６

91 大塚　千代 おおつか　ちよ 中１

92 大木　愛莉 おおき　あいり 中１ 神戸ジュニア体操クラブ

93 伊丹　夏彩 いたみ　なつさ 中１ 神戸ジュニア体操クラブ

94 大東　萌々子 おおひがし　ももこ 中１

95 川邉　歩里 かわべ　あゆり 小６

96 橋梅　心優 はしうめ　みゆう 小６

97 瀬尾　芽生 せお　めい 小５

98 植木　千夏 うえき　ちなつ 小６ 三田体操クラブ

99 尾崎　史帆乃 おざき　しほの 小６ グンゼスポーツクラブ

100 竹内　陽南 たけうち　ひな 中１

101 杉浦　ひなた すぎうら　ひなた 小６

102 進藤　すず しんどう　すず 小６

103 押部　莉央 おしべ　りお 小５

104 西岡　夢芽 にしおか　ゆめ 小６ ハート体操クラブ

105 田中　美妃 たなか　みき 小６ ハート体操クラブ

106 神吉　結月 かんき　ゆづき 中１

107 有田　早耶香 ありた　さやか 小６

108 増本　舞優 ますもと　まひろ 小６

109 西村　実都 にしむら　みと 小５

110 伊藤　柚音 いとう　ゆずね 中１ 伊丹体操クラブ

111 金谷　梨耶 かなたに　りや 中１ 伊丹体操クラブ
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宝塚スミレ体操クラブ
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【CⅡクラス】

第42回兵庫県ジュニア体操競技選手権大会出場選手ゼッケン一覧

加古川体操クラブ
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ハート体操クラブ
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コナミスポーツクラブ本店西宮

市立伊丹高等学校ジュニア体操クラブ

エアボーンスポーツクラブ

ジャンプ体操クラブ

三田体操クラブ

ソルクス体操クラブ

マックスポーツ加古川


