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スティック

□個人Cクラス

小原　和博 8.000

2 高橋　翔也 中1 ホークジュニア 8.100

1

岩崎　晏奈

3 合川　美輝

7.600

1 ホークジュニアA 高橋、澤口、細谷、本田、山口、小原 10.200
1 TiffanyRG

小4 ホークジュニア

1 細谷　悠樹 中2

出場なし

1 澤口　夏哉 中1 ホークジュニア 8.550

1 細谷　啓杜 小6 ホークジュニア 9.200
2 本田　歩夢 小6 ホークジュニア 9.100

6.350

2 盛岡ジュニア新体操クラブ 米澤、清水、沢田、齊藤、増澤 5.050

1 和久石　麻央 小6 JUNESスポーツクラブ 8.600

3 合川　美輝 小6 TiffanyRG 6.350

三浦　咲里 小3

2 辻本　爽羽 12.950

2 辻本　爽羽

小6 TiffanyRG 12.200

6.600

盛岡ジュニア新体操

1 細谷　こころ 小4 盛岡ジュニア新体操 5.850

1 和久石　麻央 小6 JUNESスポーツクラブ 17.350

3 盛岡ジュニア新体操 4.350

8.450

1 鎌田　花憐 小4 盛岡ジュニア新体操 5.850

1 鎌田　花憐 6.100
2 5.500小4 盛岡ジュニア新体操

4.350小3 盛岡ジュニア新体操3
細谷　こころ

金子、福島、小松、東城、田井 11.300
作山、佐藤、新田、安藤、岩根

1 和久石　麻央 小6 JUNESスポーツクラブ 8.750

田井、伊藤、澤口、小倉、佐藤

小6 盛岡ジュニア新体操

小6 TiffanyRG 5.850
2 辻本　爽羽

北陵中学校A

2 北陵中学校B

小6 盛岡ジュニア新体操

4.400

TiffanyRG
小2 TiffanyRG

3 和久石　李南 小1 JUNESスポーツクラブ

小21 澤口　凜桜

佐々木、合川、阿部、関根、菅原 8.900

3 地蔵堂　和博 中3 滝沢南中学校 12.150

1 安達　大翔 小4 ホークジュニア 8.800
2 山口　勇翔 小4 ホークジュニア 7.650

2 細谷　啓杜 小6 ホークジュニア 18.850

3 小田桐　英人

滝沢南中学校 15.050
2 関　諒介 中3 滝沢南中学校 13.550

15.500
2 関　諒介 中3 滝沢南中学校 13.600
3 地蔵堂　和博 中3 滝沢南中学校 12.650

関　諒介 中3 滝沢南中学校 27.150
3 地蔵堂　和博 中3 滝沢南中学校 24.800

1 細谷　悠樹 中3 滝沢南中学校 30.550

3 滝沢南中学校Ｃ 吉田、阿部、工藤、豊田、菊地 8.150

2

2 滝沢南中学校Ｂ 鈴木、落安、松平、曲戸、土肥、森外 10.850

4.600

3 ホークジュニアC 山口、真藤子、大坪、志知(倖)、志知(真)、熊谷 7.450

2 高橋　歩花 4.450

1

小4 盛岡ジュニア新体操

小3 盛岡ジュニア新体操

小4 盛岡ジュニア新体操 11.350
小4

1 本田　歩夢 小6

滝沢南中学校Ａ 細谷、志知、関、上端、地蔵堂、中村 12.600

ホークジュニア 19.000

3 小原　和博 小6 ホークジュニア 15.500

3 小原　和博 小6 ホークジュニア 7.550

9.900
2 細谷　啓杜 小6 ホークジュニア 9.650

小6 ホークジュニア3

1 鎌田　花憐

3 三浦　咲里1 本田　歩夢 小6 ホークジュニア

小6 盛岡ジュニア新体操

9.850

3 合川　美輝

15.850

1 石田　智哉 高3 盛岡市立高校 13.550
3 下小路中学校A

1

1 細谷　悠樹 中3 滝沢南中学校

11.950
2 細谷　こころ

学年 所属 得点
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男子 女子
順位 選手名 学年 所属 得点 順位 選手名

出場なし

2 ホークジュニアB 馬場、安達、小田桐、澤口(恭)、澤口(凌)、外井 8.350



個人総合
リング

ロープ
ロープ

フープ
クラブ

□団体高校生
□個人大学生
スティック

ロープ
□個人高校生
個人総合

クラブ

リボン
1 柳田　ほたる 高1 盛岡第三高校 10.600
2 小田嶋　萌生 高3 盛岡第三高校 9.700

藤田　日和

高3 盛岡第三高校 19.400
3 藤田　日和

1 小田嶋　萌生 高3 盛岡第三高校 9.700

3 藤田　日和

1 盛岡第三高校 小田島、齊藤、藤田、小川、柳田

2 盛岡北高校 高橋、山口、鍋倉、佐々木、高城、畠山

2 小田嶋　萌生

高2 盛岡第三高校

3 白百合学園高校 川村、小笠原、立花、村上、横山、武蔵

1 柳田　ほたる 高1 盛岡第三高校

2 柳田　ほたる 高1 盛岡第三高校

3

1 和藤　晨吾 社会人 コロコロ体操クラブ 13.950

12.700

1 藤井　貴也 高3

2 仲　多久也 高3

14.850

盛岡市立高校 13.050

1 和藤　晨吾 社会人 コロコロ体操クラブ 14.150

3 伊藤　大翔 高1 盛岡市立高校 12.900

1 太田　圭祐 高2 盛岡市立高校 14.000

3 宮本　堅太 高3 盛岡市立高校

8.900

高2 盛岡第三高校 9.450

高2 盛岡第三高校 18.350

11.950

中2 上田中学校

6.450中2 松園中学校

7.100

4.400
3.650

20.200

9.600

1 村松　遥

中2 松園中学校 13.650

3
村松　遥

中3 白百合学園中学校 8.500
2

照井　若菜

中2 松園中学校 7.650

1 和久石　亜美

中2 上田中学校 7.650
1 高橋　凛

中3 白百合学園中学校1 和久石　亜美

中2 上田中学校 14.750

3 吉田　朋起 高2 盛岡市立高校 14.750
3 高橋　凛

中3 白百合学園中学校 16.150

7.650

2 照井　達也 高3 盛岡市立高校 13.050

2 赤石　晃司 高2 盛岡市立高校 15.600
2 村松　遥1 高橋　雄人 高3 盛岡市立高校 16.400
1 和久石　亜美

盛岡市立高校


