
順位 都県名 得点 順位 都県名 得点

1 埼玉A 124.150 1 埼玉A 15.050

2 山梨A 120.250 2 東京 14.500

3 東京A 112.600 3 千葉 14.100

4 茨城A 111.150 4 千葉 13.850

5 千葉A 110.300 5 千葉 13.800

6 東京B 109.350 5 群馬 13.800

7 神奈川B 109.300 7 山梨A 13.700

8 埼玉B 108.300

9 山梨B 104.500 順位 都県名 得点

1 千葉 14.250

順位 都県名 学校名 氏名 得点 2 東京 13.950

1 東京 南成瀬 畠田千愛 57.700 3 山梨A 13.850

2 埼玉A 新曽 新山愛望 56.650 4 埼玉A 13.600

3 千葉 小中台 芹田未果子 55.200 5 埼玉A 13.400

4 山梨A 城南 時田瑛帆 54.650 6 神奈川 13.350

5 埼玉A 新曽 小谷みつは 54.100 7 東京 13.150

6 埼玉 幡羅 水村理乃 53.850

7 山梨A 城南 永田瑠菜 53.450 順位 都県名 得点

8 千葉 松戸第二 青木　萌 52.700 1 東京 14.350

9 千葉 蓮沼 川口　海 52.600 2 埼玉A 14.050

10 埼玉A 新曽 本宮佳奈 52.050 3 埼玉A 13.850

11 東京 上石神井 長岡桜子 51.95 4 埼玉A 13.700

5 埼玉 13.550

順位 都県名 得点 6 東京 13.500

1 埼玉A 124.150 7 山梨A 13.4500

2 山梨A 120.250

3 東京A 112.600 順位 都県名 得点

4 茨城A 111.150 1 東京 14.900

2 埼玉A 14.150

順位 都県名 学校名 氏名 得点 3 山梨A 13.950

1 東京 南成瀬 畠田千愛 57.700 4 神奈川 13.750

2 千葉 小中台 芹田未果子 55.200 5 埼玉 13.600

3 埼玉 幡羅 水村理乃 53.850 6 埼玉A 13.550

4 千葉 松戸第二 青木　萌 52.700 7 千葉 13.500

5 千葉 蓮沼 川口　海 52.600

6 東京 上石神井 長岡桜子 51.950

7 千葉 八千代台西 兒玉優光子 51.850

8 神奈川 千代 蛭海　和 51.350

9 群馬 吉岡 井草ひまわり 51.200

10 埼玉A 新曽 本宮佳奈 52.050

小中台 芹田未果子

幡羅 水村理乃

新曽 小谷みつは

城南 時田瑛帆

旭 鈴木美来

全国大会代表　個人 新曽 新山愛望

水戸市立第二中学校 南成瀬 畠田千愛

甲府市立城南中学校 種目別　ゆか

私立藤村女子中学校 学校名 氏名

戸田市立新曽中学校 城南 永田瑠菜

学校名 京華女子 大桃若芽

全国大会代表　団体 幡羅 水村理乃

新曽 新山愛望

新曽 本宮佳奈

南成瀬 畠田千愛

新曽 小谷みつは

種目別　平均台

学校名 氏名

千代 蛭海　和

上石神井 長岡桜子

新曽 新山愛望

新曽 小谷みつは

南成瀬 畠田千愛

城南 時田瑛帆

個人総合 小中台 芹田未果子

私立聖望学園中学校 種目別　段違い

甲州市立勝沼中学校 学校名 氏名

横浜市立舞岡中学校 城南 時田瑛帆

板橋区立高島第二中学校 吉岡 井草ひまわり

私立昭和学院中学校 松戸第二 青木　萌

水戸市立第二中学校 蓮沼 川口　海

私立藤村女子中学校 小中台 芹田未果子

甲府市立城南中学校 南成瀬 畠田千愛

戸田市立新曽中学校 新曽 新山愛望

団体総合 種目別　跳馬

学校名 学校名 氏名

平成30年度　関東中学校体操競技大会
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