
男子団体競技
試技順 競技時間 県名 学校名/監督名 選手名（学年） 補欠 構成 実施 減点 得点 順位

鯖江市 多田 眞惺 (3) 窪田 修矢 (2) 増田 蒼太 (2)
2 １０：０４ 福井 鯖江中学校 徳田 光希 (3) 山元 逸勢 (2) 加藤 陽 (3)

矢部 喜一 深治 新 (3) 齋藤 豊 (2)

女子団体競技
試技順 競技時間 県名 学校名/監督名 選手名（学年） 補欠 D E 減点 得点 順位

射水市立 本田 彩笑 (3) 浅村 ユウ (2) 窪田 葵 (1)
1 １０：００ 富山 新湊南部中学校 寺澤 果乃 (3) 丸池 凪沙 (2) カーロンプリティー (1)

海老 英里 平野 真悠 (3) 西谷 奈夏 (1)

富山市立 濱 くるみ (3) 山本 夢音 (1) 赤木 千都穂 (1)
3 １０：０８ 富山 山室中学校 湊 あかり (2) 田中 美波 (1)

竹林 栄 前田 柚季 (2)

佐久市立 野水 麻子 (3) 白井 花和 (2) 佐藤 心陽 (1)
4 １０：１３ 長野 浅間中学校 小林 花音 (3) 樋沢 美空 (1)

飯野 良美 市川 愛夏 (2)

新潟市立 齋藤 千夏 (3) 加藤 七依 (2) 刈田 雛希 (2)
5 １０：１８ 新潟 山の下中学校 星 春菜 (3) 青木 仁那 (2) 加藤 ひより (1)

皆川 せつ 今川  蓮 (2)

金沢市立 橘 蒼子 (3) 北橋 美海 (2) 山森 愛莉 (2)
6 １０：２３ 石川 大徳中学校 喜多 ひかり (3) 高田 結衣 (2) 吉本 羽葵 (1)

金野 春菜 山﨑 華穂 (3) 石野 杏奈 (1)

砺波市立 宮下 那月 (2) 加藤 悠衣奈 (2) 舟木 美遊 (1)
7 １０：２８ 富山 庄西中学校 水野 舞花 (2) 山元 莉心 (2) 田上 聖菜 (1)

久保 紀子 古瀬  優 (2)

駒ヶ根市立 渋谷 美緒 (3) 横山 環 (2) 武井 紗希 (2)
8 １０：３３ 長野 赤穂中学校 丸山 莉杏 (3) 大原 麻身耶 (2) 塩澤 由奈 (1)

丸山 紀子 上野 結萌 (2)

新潟市立 色摩 美海 (3) 佐藤 夢来々 (2) 塚本 陽咲 (2)
9 １０：３８ 新潟 亀田中学校 嶽本 あおい (3) 中野 めい (1) 笹川 心乃 (1)

高橋 真有美 斎藤 麗愛 (2) 安藤 紗彩 (1)

鯖江市 佐藤 あみ (3) 川崎 心愛 (2) 宮下 愉衣 (2)
10 １０：４３ 福井 鯖江中学校 木下 春奈 (3) 野中 叶夢 (2) 山本 茉美 (2)

安野 奈美子 小久保あかり (3)



女子個人競技

試技順 D E 減点 得点 順位 試技順 D E 減点 得点 順位

12:40 富山市立

1 升方 心望 (1) 富山 藤ノ木中学校 1 12

吉井 紀子

松本市立

2 峰廣 さくら (3) 長野 女鳥羽中学校 3 14

澤谷 昌英

燕市立

１ 3 門倉 彩桜 (1) 新潟 吉田中学校 5 16

高橋 直美

坂井市立

4 應﨑 歩香 (3) 福井 丸岡中学校 7 18

堀川 祐里江

金沢市立
5 瀬谷 雅姫 (1) 石川 額中学校 9 20

柳瀬 道雄

金沢市立

6 笹島 みなみ (3) 石川 金石中学校 11 2

山口 倫代

燕市立

7 齊藤 柚羽 (2) 新潟 燕中学校 13 4

駒澤 かおる

坂井市立

２ 8 武澤 茉凜 (1) 福井 丸岡中学校 15 6

堀川 祐里江

富山市立

9 中川 蒼生 (3) 富山 堀川中学校 17 8

上坂 恭子

松本市立

10 堀内 このみ (2) 長野 明善中学校 19 10

13:55 池上 篤

班 競技時間 № 選手名（学年） 県名
総合
順位

～

学校名/監督名
クラブ リボン

総合得点



試技順 D E 減点 得点 順位 試技順 D E 減点 得点 順位
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13:55 坂井市立

11 佐々木 悠乃 (2) 福井 丸岡中学校 21 32

堀川 祐里江

新潟市立

12 阿部 ゆきの (3) 新潟 石山中学校 23 34

小林みさ子

駒ヶ根市立

３ 13 渋谷 美緒 (3) 長野 赤穂中学校 25 36

丸山 紀子

金沢市立

14 北橋 美海 (2) 石川 大徳中学校 27 38

金野 春菜

砺波市立

15 宮下 那月 (2) 富山 庄西中学校 29 40

久保 紀子

学校法人北陸学園

16 荻原 ちひろ (3) 福井 北陸中学校 31 22

三上 いずみ

松本市立

17 小林 千奈乃 (2) 長野 梓川中学校 33 24

浦沢 芳恵

新潟市立

４ 18 板橋 咲良 (3) 新潟 内野中学校 35 26

鈴木 千香

富山市立

19 中川 ことみ (3) 富山 南部中学校 37 28

剱田 正美

白山市立

20 二口 美弥里 (2) 石川 笠間中学校 39 30

15:10 清水　晴海

～


