
順位 都県名 得点 順位 都県名 得点

1 埼玉A 115.550 1 神奈川 13.900

2 茨城A 111.050 2 栃木 13.800

3 千葉A 110.750 3 神奈川 13.500

4 東京A 109.200 4 東京 13.400

5 埼玉B 109.100 5 栃木 13.300

6 山梨A 108.050 6 群馬 13.250

7 東京B 108.000 7 千葉 13.150

8 茨城B 106.450

9 神奈川B 104.500 順位 都県名 得点

1 神奈川 13.650

順位 都県名 学校名 氏名 得点 2 神奈川 13.300

1 神奈川 金沢 田嶋将太 53.400 3 東京 13.250

2 神奈川 鶴巻 鈴木良音 52.850 4 千葉 13.100

3 神奈川 矢向 築山翔馬 52.550 5 埼玉B 12.750

4 栃木 鬼怒 岡部　蓮 51.950 5 東京 12.750

4 東京 別所 後藤隼星 51.950 5 埼玉 12.750

6 群馬 片岡 山田雄大 51.900 5 東京 12.750

7 栃木 陽北 鈴木一太 51.450

8 埼玉B 光陽 坂井遥翔 51.150

9 埼玉A 栄 土屋遼佑 51.100 順位 都県名 得点

9 埼玉 百間 野村航平 51.100 1 群馬 13.650

11 2 群馬 13.600

3 神奈川 13.550

順位 都県名 得点 4 栃木 13.450

1 埼玉A 115.550 5 東京 13.350

2 茨城A 111.050 6 神奈川 13.300

3 千葉A 110.750 7 神奈川 13.250

4 東京A 109.200

順位 都県名 得点

順位 都県名 学校名 氏名 得点 1 神奈川 13.600

1 神奈川 金沢 田嶋将太 53.400 2 神奈川 13.550

2 神奈川 鶴巻 鈴木良音 52.850 3 栃木 13.200

3 神奈川 矢向 築山翔馬 52.550 4 千葉 13.100

4 栃木 鬼怒 岡部　蓮 51.950 5 神奈川 13.000

5 東京 別所 後藤隼星 51.950 6 群馬 12.950

6 群馬 片岡 山田雄大 51.900 7 埼玉A 12.900

7 栃木 陽北 鈴木一太 51.450

8 埼玉B 光陽 坂井遥翔 51.150

9 埼玉 百間 野村航平 51.100

栄 土屋遼佑

松本 上田悠太

片岡 山田雄大

鬼怒 岡部　蓮

千代田 下山陽生

金沢 田嶋将太

矢向 築山翔馬

練馬区立大泉中学校 種目別　鉄棒

全国大会代表　個人 学校名 氏名

香取市立佐原中学校 金沢 田嶋将太

私立茗溪学園中学校 鶴巻 鈴木良音

草加市立栄中学校 別所 後藤隼星

学校名 陽北 鈴木一太

片岡 山田雄大

全国大会代表　団体 松本 上田悠太

学校名 氏名

中央中等 唐澤一志

第二南砂 荻野英之助

種目別　跳馬

八王子第四 須永光輝

百間 野村航平

葛飾 野瀬篤人

光陽 坂井遥翔

鶴巻 鈴木良音

別所 後藤隼星

個人総合 金沢 田嶋将太

北茨城市立華川中学校 種目別　あん馬

横浜市立寺尾中学校 学校名 氏名

板橋区立高島第二中学校 旭 村山恒輝

甲府市立城南中学校 中央中等 唐澤一志

越谷市立光陽中学校 鬼怒 岡部　蓮

練馬区立大泉中学校 八王子第四 須永光輝

香取市立佐原中学校 鶴巻 鈴木良音

私立茗溪学園中学校 陽北 鈴木一太

草加市立栄中学校 矢向 築山翔馬

団体総合 種目別　ゆか

学校名 学校名 氏名
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