
順位 選手名 学年 所属 得点 順位 選手名 学年 所属 得点

1 海老名　隆玖 小2 みたけジムナスト 9.20 1 下小路中学校 76.35
2 日向　耕一朗 小3 パレットスポーツクラブ 9.10 2
3 3

1 上澤　幹太 小3 パレットスポーツクラブ 33.95 1 二階堂　颯哉 中3 盛岡南ジュニア 37.00
2 宮本　祥生 小3 盛岡南ジュニア 29.75 2 髙橋　響 中1 パレットスポーツクラブ 35.10
3 伊藤　成良 小3 パレットスポーツクラブ 25.95 3 湯澤　舜 中1 盛岡南ジュニア 32.00
4 4 佐々木　陸 中3 下小路中学校 26.15

5 蔵谷　功 中3 下小路中学校 25.45
1 上澤　幹太 小3 パレットスポーツクラブ 9.00 6 井原　拓也 中3 下小路中学校 24.75
2 宮本　祥生 小3 盛岡南ジュニア 7.70
3 伊藤　成良 小3 パレットスポーツクラブ 7.10 1 二階堂　颯哉 中3 盛岡南ジュニア 9.50

2 髙橋　響 中1 パレットスポーツクラブ 9.15
1 上澤　幹太 小3 パレットスポーツクラブ 9.00 3 湯澤　舜 中1 盛岡南ジュニア 8.40
2 宮本　祥生 小3 盛岡南ジュニア 7.00
3 伊藤　成良 小3 パレットスポーツクラブ 6.50 1 二階堂　颯哉 中3 盛岡南ジュニア 9.10

2 髙橋　響 中1 パレットスポーツクラブ 8.40
1 上澤　幹太 小3 パレットスポーツクラブ 9.00 3 湯澤　舜 中1 盛岡南ジュニア 7.50
2 宮本　祥生 小3 盛岡南ジュニア 8.65
3 伊藤　成良 小3 パレットスポーツクラブ 7.10 1 二階堂　颯哉 中3 盛岡南ジュニア 9.40

2 髙橋　響 中1 パレットスポーツクラブ 9.15
1 上澤　幹太 小3 パレットスポーツクラブ 6.95 3 湯澤　舜 中1 盛岡南ジュニア 8.70
2 宮本　祥生 小3 盛岡南ジュニア 6.40
3 伊藤　成良 小3 パレットスポーツクラブ 5.25 1 二階堂　颯哉 中3 盛岡南ジュニア 9.00

2 髙橋　響 中1 パレットスポーツクラブ 8.40
3 湯澤　舜 中1 盛岡南ジュニア 7.40

1 吉田　求 小6 パレットスポーツクラブ 35.60
2 髙橋　頼生 小6 シリウス体操クラブ 29.45
3 吉田　建 小4 パレットスポーツクラブ 27.05 1 菊池　駿馬 高2 盛岡南高校 80.00
4 伊藤　皐佑 小4 パレットスポーツクラブ 22.75 2 佐々木　祐直 高2 盛岡南高校 76.80
5 3 上平　和人 高2 盛岡南高校 73.60

4 松島　凌 高2 盛岡南高校 64.65
1 吉田　求 小6 パレットスポーツクラブ 9.20 5 赤澤　大貴 高3 盛岡南高校 37.30
2 吉田　建 小4 パレットスポーツクラブ 7.90 6
3 髙橋　頼生 小6 シリウス体操クラブ 7.50

1 菊池　駿馬 高2 盛岡南高校 13.95
1 吉田　求 小6 パレットスポーツクラブ 9.00 2 上平　和人 高2 盛岡南高校 13.15
2 髙橋　頼生 小6 シリウス体操クラブ 7.00 3 佐々木　祐直 高2 盛岡南高校 13.10
3 吉田　建 小4 パレットスポーツクラブ 6.00

1 菊池　駿馬 高2 盛岡南高校 13.25
1 吉田　求 小6 パレットスポーツクラブ 9.10 2 上平　和人 高2 盛岡南高校 11.55
2 髙橋　頼生 小6 シリウス体操クラブ 9.00 3 佐々木　祐直 高2 盛岡南高校 11.40
3 吉田　建 小4 パレットスポーツクラブ 8.30

1 佐々木　祐直 高2 盛岡南高校 12.95
1 吉田　求 小6 パレットスポーツクラブ 8.30 2 菊池　駿馬 高2 盛岡南高校 12.80
2 髙橋　頼生 小6 シリウス体操クラブ 5.95 3 上平　和人 高2 盛岡南高校 11.75
3 吉田　建 小4 パレットスポーツクラブ 4.85

1 菊池　駿馬 高2 盛岡南高校 13.80
2 佐々木　祐直 高2 盛岡南高校 12.90
3 上平　和人 高2 盛岡南高校 11.75

1 佐々木　祐直 高2 盛岡南高校 13.25
2 菊池　駿馬 高2 盛岡南高校 12.60
3 上平　和人 高2 盛岡南高校 11.90

1 菊池　駿馬 高2 盛岡南高校 13.60
2 上平　和人 高2 盛岡南高校 13.50
3 佐々木　祐直 高2 盛岡南高校 13.20

ゆか

鉄棒

平行棒

跳馬

吊り輪

あん馬

平成27年度　第67回盛岡市民体育大会　体操競技結果

蔵谷、佐々木、井原、菊池

鉄棒

跳馬

あん馬

ゆか

□Bクラス個人総合

男子

鉄棒

跳馬

円馬

ゆか

□Aクラス個人総合

□マットの部

□高校生個人総合

鉄棒

跳馬

あん馬

ゆか

□Cクラス個人総合

□団体総合



順位 選手名 学年 所属 得点 順位 選手名 学年 所属 得点

1 千葉　まど果 小5 みたけジムナスト 9.60 1 パレットスポーツクラブ 121.35
2 藤原　未来 小5 パレットスポーツクラブ 9.15 2 下小路中学校 82.75
3 小野寺　花愛 小3 パレットスポーツクラブ 9.10 3 滝沢南中学校 54.90
4 清水　花 小2 パレットスポーツクラブ 9.05
5 千葉　萌々夏 小3 みたけジムナスト 8.95
6 藤原　詩乃 小3 盛岡南ジュニア 8.90 1 堀間　彩椰 中3 パレットスポーツクラブ 48.05

2 越前　春菜 中3 下小路中学校 46.90
3 鈴木　りさ 中3 黒石野中学校 37.90
4 鈴木　りな 中1 パレットスポーツクラブ 37.65

1 伊藤　美優 小2 パレットスポーツクラブ 48.65 5 城内　瞳 中1 パレットスポーツクラブ 35.65
2 伊藤　咲乃 小2 パレットスポーツクラブ 45.95 6 飯塚　純菜 中3 パレットスポーツクラブ 33.10
3 板井　彩奈 小3 みたけジムナスト 43.35
4 小林　蒼空 小2 パレットスポーツクラブ 42.35 1 堀間　彩椰 中3 パレットスポーツクラブ 13.00
5 十和田　春菜 小3 みたけジムナスト 21.45 2 越前　春菜 中3 下小路中学校 11.65
6 3 鈴木　りな 中1 パレットスポーツクラブ 11.25

1 伊藤　美優 小2 パレットスポーツクラブ 13.70 1 越前　春菜 中3 下小路中学校 11.35
2 伊藤　咲乃 小2 パレットスポーツクラブ 13.25 2 堀間　彩椰 中3 パレットスポーツクラブ 11.30
3 板井　彩奈 小3 みたけジムナスト 12.55 3 鈴木　りな 中1 パレットスポーツクラブ 8.10

1 伊藤　美優 小2 パレットスポーツクラブ 12.15 1 越前　春菜 中3 下小路中学校 11.50
2 板井　彩奈 小3 みたけジムナスト 11.50 2 堀間　彩椰 中3 パレットスポーツクラブ 11.25
3 伊藤　咲乃 小2 パレットスポーツクラブ 10.95 3 鈴木　りな 中1 パレットスポーツクラブ 9.60

1 伊藤　美優 小2 パレットスポーツクラブ 11.45 1 堀間　彩椰 中3 パレットスポーツクラブ 12.50
2 伊藤　咲乃 小2 パレットスポーツクラブ 10.95 2 越前　春菜 中3 下小路中学校 12.40
3 小林　蒼空 小2 パレットスポーツクラブ 10.75 3 鈴木　りさ 中3 黒石野中学校 10.80

1 伊藤　美優 小2 パレットスポーツクラブ 11.35
2 伊藤　咲乃 小2 パレットスポーツクラブ 10.80
3 小林　蒼空 小2 パレットスポーツクラブ 10.60 1 髙橋　蓮 高3 盛岡第四高校 50.70

2 吉田　美侑 高2 盛岡第二高校 42.90
3 佐藤　未来 高2 盛岡白百合学園高校 41.85

1 佐藤　美月 小6 パレットスポーツクラブ 42.25 4 北田　瑞季 高2 盛岡第二高校 38.80
2 吉田　美琴 小6 パレットスポーツクラブ 40.00 5 髙橋　彩夏 高1 盛岡第二高校 35.40
3 伊藤　優奈 小5 パレットスポーツクラブ 37.80 6 工藤　加奈子 高3 盛岡北高校 27.75
4 河名　美佑 小6 パレットスポーツクラブ 37.55
4 佐々木　桃子 小5 パレットスポーツクラブ 37.55 1 髙橋　蓮 高3 盛岡第四高校 13.20
6 橋本　陽 小6 みたけジムナスト 33.20 2 佐藤　未来 高2 盛岡白百合学園高校 12.20

3 吉田　美侑 高2 盛岡第二高校 11.85
1 吉田　美琴 小6 パレットスポーツクラブ 11.70
2 佐藤　美月 小6 パレットスポーツクラブ 11.50 1 髙橋　蓮 高3 盛岡第四高校 13.50
2 伊藤　優奈 小5 パレットスポーツクラブ 11.50 2 吉田　美侑 高2 盛岡第二高校 9.60

3 北田　瑞季 高2 盛岡第二高校 8.90
1 佐藤　美月 小6 パレットスポーツクラブ 9.00
2 佐々木　桃子 小5 パレットスポーツクラブ 5.40 1 髙橋　蓮 高3 盛岡第四高校 11.15
3 吉田　美琴 小6 パレットスポーツクラブ 5.30 2 吉田　美侑 高2 盛岡第二高校 10.90

3 髙橋　彩夏 高1 盛岡第二高校 9.55
1 吉田　美琴 小6 パレットスポーツクラブ 11.50
2 伊藤　優奈 小5 パレットスポーツクラブ 10.90 1 髙橋　蓮 高3 盛岡第四高校 12.85
3 佐々木　桃子 小5 パレットスポーツクラブ 10.80 2 佐藤　未来 高2 盛岡白百合学園高校 11.70

3 吉田　美侑 高2 盛岡第二高校 10.55
1 佐藤　美月 小6 パレットスポーツクラブ 11.75
2 吉田　美琴 小6 パレットスポーツクラブ 11.50
3 河名　美佑 小6 パレットスポーツクラブ 10.40

ゆか

平均台

段違い平行棒

跳馬

□高校生個人総合

ゆか

平均台

段違い平行棒

跳馬

□Cクラス個人総合

□団体総合

鎌尾、金井、葛巻、工藤
越前、藤村、熊谷、佐々木
堀間、鈴木、城内、飯塚

女子

ゆか

平均台

段違い平行棒

跳馬

□Bクラス個人総合

□マットの部

ゆか

平均台

段違い平行棒

跳馬

□Aクラス個人総合



順位 選手名 学年 所属 得点 順位 選手名 学年 所属 得点

1 安達　大翔 小3 ホークジュニア 5.50 1 福田　純 高3 盛岡市立高校 9.00
2 小田桐　英人 小3 ホークジュニア 5.00 2 髙橋　雄人 高2 盛岡市立高校 8.95
3 馬場　凜星 小3 ホークジュニア 4.85 3 石田　智哉 高2 盛岡市立高校 8.45

1 真藤子　大和王 小3 ホークジュニア 5.05 1 仲　多久也 高2 盛岡市立高校 8.15
2 山口　勇翔 小3 ホークジュニア 5.00 2 照井　達也 高2 盛岡市立高校 8.10

3 村木　虹太 小3 盛岡市立高校 8.05

1 ホークジュニアA 13.55 1 髙橋　雄人 高2 盛岡市立高校 8.75
2 ホークジュニアB 10.05 2 熊木　圭悟 高1 盛岡市立高校 8.35
3 ホークジュニアC 8.75 3 千葉　陸 高1 盛岡市立高校 7.95

1 阿部　泰之 高3 盛岡市立高校 8.95
2 福田　純 高3 盛岡市立高校 8.90

1 本田　歩夢 小5 ホークジュニア 7.25 3 赤石　晃司 高1 盛岡市立高校 8.75
2 細谷　啓杜 小5 ホークジュニア 7.05
3 澤口　夏哉 小6 ホークジュニア 6.90

1 和藤　晨吾 大学院2 岩手大学 8.625
1 滝沢南中学校B 13.90
2 滝沢南中学校C 12.75 1 和藤　晨吾 大学院2 岩手大学 8.65
3

1 和藤　晨吾 大学院2 岩手大学 8.40

1 和藤　晨吾 大学院2 岩手大学 8.50
1 細谷　悠樹 中2 滝沢南中学校 15.20
2 本田　翔理 中3 滝沢南中学校 14.70
3 金井　秀豊 中3 滝沢南中学校 13.95

1 細谷　悠樹 中2 滝沢南中学校 7.65
2 本田　翔理 中3 滝沢南中学校 7.35
3 金井　秀豊 中3 滝沢南中学校 6.80

1 細谷　悠樹 中2 滝沢南中学校 7.55
2 本田　翔理 中3 滝沢南中学校 7.35
3 細野　大樹 中3 滝沢南中学校 7.25

ロープ

スティック

男子

平成27年度　第67回盛岡市民体育大会　新体操競技結果

□個人Cクラス

□団体Cクラス

スティック
□個人Bクラス

□団体ジュニア

□個人大学生

クラブ

ロープ

リング

スティック
□個人高校生

ロープ

リング

スティック

クラブ

スティック

個人総合

土屋、志知、相馬、地蔵堂、上端、落安

クラブ

関、浅沼、橋場、和野、鈴木、三ツ谷

□個人Aクラス

澤口、山口、大坪、真藤子、小田桐

小原、山口、馬場、澤口、外井、安達

佐々木、髙橋、澤口、細谷、本田



順位 選手名 学年 所属 得点 順位 選手名 学年 所属 得点

1 TiffanyRG 2.70
1 柳田　ほたる 中3 城西中学校 18.90
2 小川　葉奈 中3 岩手大学附属中学校 15.35

1 TiffanyRG 3.35 3 和久石　亜美 中2 白百合学園中学校 14.15

1 柳田　ほたる 中3 城西中学校 8.85
1 TiffanyRG 6.40 2 小川　葉奈 中3 岩手大学附属中学校 8.05
2 みたけジムナスト 3.70 3 和久石　亜美 中2 白百合学園中学校 6.65

1 柳田　ほたる 中3 城西中学校 10.05
2 和久石　亜美 中2 白百合学園中学校 7.50

1 工藤　ハンナ 小2 TiffanyRG 3.75 3 小川　葉奈 中3 岩手大学附属中学校 7.30
2 沢田　茉央 小2 盛岡ジュニア新体操 3.40
3 澤口　凜桜 小1 TiffanyRG 3.15

1 盛岡北高校 5.75

1 若林　はる帆 小4 TiffanyRG 7.80
2 畠山　葵伊 小4 TiffanyRG 7.15 1 佐々木　千沙希 高3 盛岡第三高校 19.25
3 鎌田　花憐 小3 盛岡ジュニア新体操 7.10 2 齊藤　陽菜 高2 盛岡第三高校 17.75

3 小田嶋　萌生 高2 盛岡第三高校 17.55
1 若林　はる帆 小4 TiffanyRG 3.75
2 鎌田　花憐 小3 盛岡ジュニア新体操 3.65 1 佐々木　千沙希 高3 盛岡第三高校 9.45
3 畠山　葵伊 小4 TiffanyRG 3.40 2 齊藤　陽菜 高2 盛岡第三高校 8.75

3 小田嶋　萌生 高2 盛岡第三高校 8.20
1 若林　はる帆 小4 TiffanyRG 4.05
2 畠山　葵伊 小4 TiffanyRG 3.75 1 佐々木　千沙希 高3 盛岡第三高校 9.80
3 髙橋　音寧 小4 TiffanyRG 3.55 2 小田嶋　萌生 高2 盛岡第三高校 9.35

3 藤田　日和 高1 盛岡第三高校 9.30

1 和久石　麻央 小5 JUNESスポーツクラブ 12.95
2 高橋　明希 小6 TiffanyRG 12.75
3 田井　菜々恵 小6 みたけジムナスト 9.80

1 和久石　麻央 小5 JUNESスポーツクラブ 6.80
2 高橋　明希 小6 TiffanyRG 6.65
3 田井　菜々恵 小5 みたけジムナスト 5.15
3 合川　美輝 小5 TiffanyRG 5.15

1 和久石　麻央 小5 JUNESスポーツクラブ 6.15
2 高橋　明希 小6 TiffanyRG 6.10
3 田井　菜々恵 小6 みたけジムナスト 5.05

1 北陵中学校 12.20
2 白百合学園中学校 11.75
3 下小路中学校 8.80

女子

□個人Sクラス

□団体ジュニア

□団体徒手小学校高学年

□団体徒手小学校低学年

熊谷、繁泉、髙城、髙橋、山口

鷹場、川又、小林、作山、佐藤

武蔵、遠山、川村、高橋、舘川

田井、澤口、伊藤、小倉、佐藤

□団体高校生

フープ

ロープ

個人総合
□個人Cクラス

□団体Cクラス

クラブ

ボール

個人総合
□個人高校生

個人総合

クラブ

ボール

田井、須藤、海老名、庄野、樋下

佐々木、合川、菅原、阿部、関根

浅沼、松川、井上、吉田、金山

齋藤、斎藤、吉田、井上、庄崎

□個人Bクラス

ボール

ロープ

個人総合
□個人Aクラス

徒手


