
□マットの部（低学年） □マットの部（低学年）

□マットの部（高学年） □マットの部（高学年）

□Aクラス個人総合 □Aクラス個人総合

ゆか 跳馬

円馬 段違い平行棒

跳馬 平均台

鉄棒 ゆか

□Bクラス個人総合 □Bクラス個人総合

ゆか 跳馬

あん馬 段違い平行棒

跳馬 平均台

2 上川　華和 小3
1 中谷　颯十

9.05

盛岡南ジュニア 38.75小3 パレットスポーツクラブ 36.10 1 小笠原　妙衣 小3
盛岡南ジュニア 36.40

27.95

13.00

平成29年度　第69回盛岡市民体育大会　体操競技結果

選手名 学年 所属 得点 選手名 学年

2 小堀　謙人 小1 パレットスポーツクラブ 9.35
1

所属 得点順位順位
男子 女子

3 熊谷　直大 小2 盛岡南ジュニア体操クラブ 9.00 3 小野寺　恵凛 小2 みたけジムナスト 9.00

佐々木　昴 小2 パレットスポーツクラブ 9.50 小野寺　莉凛 小2 みたけジムナスト 9.25
2 千葉　芽愛 小2 パレットスポーツクラブ

1

3 滝本　茉心 小3 みたけジムナスト

11.85
1 中谷　颯十 小3 パレットスポーツクラブ 9.10 1 小笠原　妙衣 小3 盛岡南ジュニア

2 上川　華和 小3 盛岡南ジュニア

滝本　茉心 小3 みたけジムナスト

3.00

1 中谷　颯十 小3 パレットスポーツクラブ 9.60 1 10.10

3 滝本　茉心 小3 みたけジムナスト

9.45
3 上川　華和 小3 盛岡南ジュニア 9.10
2 小笠原　妙衣 小3 盛岡南ジュニア

滝本　茉心 小3 みたけジムナスト 7.60
2 7.50

1 中谷　颯十 小3 パレットスポーツクラブ 9.00 1
小笠原　妙衣 小3 盛岡南ジュニア

7.00

1 中谷　颯十 小3 パレットスポーツクラブ 8.40 1 小笠原　妙衣 小3 盛岡南ジュニア 8.80

3 上川　華和 小3 盛岡南ジュニア

8.45
3 滝本　茉心 小3 みたけジムナスト 7.25
2 上川　華和 小3 盛岡南ジュニア

44.00
2 伊藤　成良 小5 パレットスポーツクラブ 34.90 2 伊藤　咲乃 小4 パレットスポーツクラブ 43.85
1 上澤　幹太 小5 パレットスポーツクラブ 35.60 1 伊藤　美優 小4 パレットスポーツクラブ

36.70
4 宮本　祥生 小5 盛岡南ジュニア 33.30 4 小林　蒼空 小4 パレットスポーツクラブ 35.65
3 吉田　建 小6 パレットスポーツクラブ 33.60 3 清水　花 小4 パレットスポーツクラブ

33.05
6 伊藤　皐佑 小6 パレットスポーツクラブ 30.50 5 板井　彩奈 小5 みたけジムナスト 33.05
5 原田　瑛翔 小4 盛岡南ジュニア 31.80 5 太細　朋花 小6 パレットスポーツクラブ

10.85
2 宮本　祥生 小5 盛岡南ジュニア 9.60 2

伊藤　美優 小4 パレットスポーツクラブ

10.75
1 上澤　幹太 小5 パレットスポーツクラブ 9.70 1

伊藤　咲乃 小4 パレットスポーツクラブ

伊藤　咲乃
小4 パレットスポーツクラブ

10.30

1 上澤　幹太 小5 パレットスポーツクラブ 9.10 1
伊藤　美優

小4 パレットスポーツクラブ 10.15

3 原田　瑛翔 小4 盛岡南ジュニア 9.50 2 板井　彩奈 小5 みたけジムナスト

9.60
3 吉田　建 小6 パレットスポーツクラブ 8.20 3 小林　蒼空 小4 パレットスポーツクラブ 7.00
2 伊藤　成良 小5 パレットスポーツクラブ 8.70 2

11.70
2 上澤　幹太 小5 パレットスポーツクラブ 8.90 2 伊藤　咲乃 小4 パレットスポーツクラブ 11.60
1 宮本　祥生 小5 盛岡南ジュニア 9.00 1 伊藤　美優 小4 パレットスポーツクラブ

10.703 伊藤　成良 小5 パレットスポーツクラブ 8.80 3 太細　朋花 小6 パレットスポーツクラブ

9.20
2 菊地　心柚 小5 パレットスポーツクラブ 9.05
1 千葉　ひかり 小5 パレットスポーツクラブ

8.753 畠山　芽衣 小5 みたけジムナスト



鉄棒 ゆか

□Cクラス団体総合 □Cクラス団体総合

□Cクラス個人総合 □Cクラス個人総合

ゆか 跳馬

あん馬 段違い平行棒

跳馬 平均台

鉄棒 ゆか

□高校生個人総合 □高校生個人総合

ゆか 跳馬

あん馬 段違い平行棒

吊り輪 平均台

跳馬 ゆか

88.30

村田、加藤、熊谷 鈴木、伊藤、佐々木、大坪

小野、門脇、佐藤
浦上、伊五澤、渡辺、橋本

113.25
1 下小路中学校 59.25 1 パレットスポーツクラブ 114.00

伊藤　咲乃 小4 パレットスポーツクラブ

1 伊藤　成良 小5 パレットスポーツクラブ 8.10 1 伊藤　美優 小4 パレットスポーツクラブ 11.85

2 厨川中学校
3 北陵中学校

11.35
3 吉田　建 小6 パレットスポーツクラブ 7.50 3 清水　花 小4 パレットスポーツクラブ 9.65
2 上澤　幹太 小5 パレットスポーツクラブ 7.90 2

厨川中学校 40.20
2

髙橋　響
中2 大宮中学校 36.00 2 門脇　美佑 中2 厨川中学校 39.65

1
吉田　求

中3 パレットスポーツクラブ 36.70 1 佐藤　美月 中2

38.70
4 髙橋　頼生 中2 北陵中学校 29.70 4 吉田　美琴 中2 大宮中学校 38.50
3 湯澤　舜 中3 飯岡中学校 33.20 3 鈴木　陽菜 中2 パレットスポーツクラブ

37.95
6 村田　雄輝 中3 下小路中学校 20.40 6 佐々木　桃子 中1 パレットスポーツクラブ 37.35
5 藤島　密 中3 北陵中学校 24.10 5 伊藤　優奈 中1 パレットスポーツクラブ

中3 パレットスポーツクラブ 9.20 2 鈴木　りな 中3 黒石野中学校 10.90
1 吉田　求 中2 大宮中学校 9.60 1 鈴木　陽菜 中2 パレットスポーツクラブ 11.45
2 髙橋　響

8.10

3 湯澤　舜 中3 飯岡中学校 8.40 3 伊藤　優奈 中1

1 髙橋　響 中3 パレットスポーツクラブ 9.30 1 佐藤　美月 中2 厨川中学校

パレットスポーツクラブ 10.35

8.10
3 湯澤　舜 中3 飯岡中学校 8.10 3 佐々木　桃子 中1 パレットスポーツクラブ 7.80
2 吉田　求 中2 大宮中学校 9.20 1 門脇　美佑 中2 厨川中学校

鈴木　陽菜 中2 パレットスポーツクラブ

10.40
2 髙橋　頼生 中2 北陵中学校 8.80 2 10.10
1 髙橋　響 中3 パレットスポーツクラブ 9.60 1 佐藤　美月 中2 厨川中学校

10.00

1 吉田　求 中2 大宮中学校 8.90 1 吉田　美琴 中2 大宮中学校 11.90

3 湯澤　舜 中3 飯岡中学校 8.70 3 門脇　美佑 中2 厨川中学校

11.80
3 湯澤　舜 中3 飯岡中学校 8.00 3 門脇　美佑 中2 厨川中学校 11.45
2 髙橋　響 中3 パレットスポーツクラブ 8.60 2 佐藤　美月 中2 厨川中学校

47.30
2 竹田　幸生 高3 盛岡南高校 66.90 2 鈴木　りさ 高2 盛岡北高校 39.40
1 二階堂　颯哉 高2 盛岡南高校 71.75 1 堀間　彩椰 高2 盛岡北高校

39.10
4 佐々木　裕耶 高2 盛岡南高校 23.60 4 髙橋　彩夏 高3 盛岡第二高校 36.50
3 伊藤　龍二 高2 盛岡南高校 43.60 3 小笠原　日南 高3 盛岡第二高校

35.60
29.006 6 田中　菜子 高2 盛岡第二高校

5 5 濱田　澪 高1 盛岡第二高校

1 二階堂　颯哉 高2 盛岡南高校 12.90 1 堀間　彩椰 高2 盛岡北高校

堀間　彩椰 高2 盛岡北高校

12.30
2

佐藤　龍聖 高3 盛岡南高校

11.20 2 小笠原　日南 高3 盛岡第二高校 11.70
3

竹田　幸生 高3 盛岡南高校

10.45 3 髙橋　彩夏 高3 盛岡第二高校 11.40

高2 盛岡南高校 9.95 3 濱田　澪 高1 盛岡第二高校

11.80
2

竹田　幸生 高3
盛岡南高校 10.55 2 鈴木　りさ 高2 盛岡北高校 7.55

1
佐藤　龍聖 高3

盛岡南高校 11.35 1

7.40

1
竹田　幸生 高3 盛岡南高校

11.70 1 堀間　彩椰 高2 盛岡北高校 10.70
2

二階堂　颯哉 高2 盛岡南高校

11.40 2 小笠原　日南 高3 盛岡第二高校 10.00

3 二階堂　颯哉

9.60

1 二階堂　颯哉 高2 盛岡南高校 13.10 1 堀間　彩椰 高2 盛岡北高校 12.50

3 伊藤　龍二 高2 盛岡南高校 8.55 3 鈴木　りさ 高2 盛岡北高校



平行棒

鉄棒

11.25

1 二階堂　颯哉 高2 盛岡南高校 11.90

盛岡北高校

11.30
3

佐藤　龍聖 高3 盛岡南高校

11.40 3
小笠原　日南 高32

竹田　幸生 高3 盛岡南高校

11.70 2
鈴木　りさ 高2

盛岡第二高校

2 竹田　幸生 高3 盛岡南高校 11.70
3 伊藤　龍二 高2 盛岡南高校 4.45

3 伊藤　龍二 高2 盛岡南高校 3.60

1 二階堂　颯哉 高2 盛岡南高校 12.20
2 竹田　幸生 高3 盛岡南高校 9.85


