
構成 実施 減点 合計

千葉　陸（3） 大坪　宙斗（3） 吉田　朋起（3）

佐々木春来（3） 齊藤　翔吾（3） 金井　秀豊（2）

髙橋　成弥（3）

橋場　亮平（1） 志知　拓郎（1） 地藏堂和博（1）

鈴木　真大（1） 落安　遼太（1）

杉田　好（1）

太田　圭祐（3） 熊谷　圭悟（3） 渡辺　凛（3）

山口　雅央（3） 赤石　晃司（3） 松本　勇樹（3）

宮本　竜治（3） 西村　周斗（3）

高沢　勇輝（3） 本田　翔理（2） 伊藤　大翔（2）

阿部　優斗（2） 土屋　一斗（2） 細谷　悠樹（1）

細野　大樹（2）

相馬　武和（1） 浅沼　大雅（1） 上端　留偉（1）

関　諒介（1） 和野　吾郎（1） 三ツ谷朋哉（1）滝沢南中学校D

滝沢南中学校Ｃ

滝沢南中学校Ａ

滝沢南中学校E

滝沢南中学校Ｂ
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新体操（男子団体）

演技順 学校名
得点

順位
選手名

補欠



減点 合計

及川　風歌（3） 小笠原　愛（3） 石川　友香（3）

昆野咲哉香（2） 菊池　桃笑（2）

及川　花歌（1） ※ライン

田向　史奈（3） 立花　空千（3） 八重樫晏奈（3）

大欠　瑠称（3） 照井　真由（2）

吉田　千夏（2） ※ライン

斉藤ななみ（3） 岩崎　彩花（3） 小笠原琳茄(3）

田井　萌香（1） 澤口　真由（1）

田中　志穂（3）

須原沙緒里(3） 米澤日夏留（3） 白澤　瑠奈（3）

梶谷　妃奈（3） 松村　奈奈（3）

岡本　早奈（3） 赤津　晴子（3） 布川英里香（2） ※ライン

岩根　優菜（3） 小笠原　杏（3） 阿部　優希（3）

姉帯華瑠奈（3） 菅原　優華（3）

川戸智香子（3） 山口　和美（3） 鷹場　里穂（2）

大志田侑里（3） 小野寺玲実（3） 横山千亜希（3）

村上　結音（3） 武蔵　菜花（2）

遠山　桜（2） 藤原くるみ（2）

盛岡白百合学園
中学校

下小路中学校

上田中学校

北陵中学校

滝沢第二中学校

上野中学校

演技順 学校名
選手名 得点

順位
補欠
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新体操（女子団体）



昆野 咲哉香 こんのさやか 上野 1 8

※ライン

小笠原　愛 おがさわらあみ 上野 3 10

和久石 亜美 わくいしあみ 白百合 4 11

佐々木 紀葉 ささきのりは 北上 5 12

泉澤　文子 いずみさわあやこ 岩大附 6 13

菊池　桃笑 きくちもえ 上野 7 1

石川　友香 いしかわゆうか 上野 8 2

及川　花歌 おいかわはなか 上野 9 3

柳田 ほたる やなぎだほたる 城西 10 4

小川　葉奈 おがわはな 岩大附 11 5

藤田　日和 ふじたひより 岩大附 12 6

及川　風歌 おいかわふうか 上野 13 7

9滝沢二 2

第６１回岩手県中学校総合体育大会　新体操　得点記録

減点
試
技
順

減点 合計 順

吉田　千夏 よしだちなつ
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岩手県営体育館

新体操（女子個人）

班

選
手
番
号

選手名
学
年

所
属

ロープ

合計 順 合計 総合順

リボン 個人総合

試
技
順



ロープ
試技順 ロープ 順

クラブ
試技順 クラブ 順 合計 総合順

渡辺　凛 わたなべ　りん 滝沢南

山口　雅央 やまぐち　まさひろ 滝沢南

大坪　宙斗 おおつぼ　ひろと 滝沢南

吉田　朋起 よしだ　ともき 滝沢南

阿部　優斗 あべ　ゆうと 滝沢南

赤石　晃司 あかいし　こうじ 滝沢南

西村　周斗 にしむら　しゅうと 滝沢南

高沢　勇輝 たかざわ　ゆうき 滝沢南

伊藤　大翔 いとう　ひろと 滝沢南

土屋　一斗 つちや　かずと 滝沢南

齊藤　翔吾 さいとう　しょうご 滝沢南

金井　秀豊 かない　ひでと 滝沢南

宮本　竜治 みやもと　りゅうじ 滝沢南

千葉　陸 ちば　りく 滝沢南

佐々木　春来 ささき　はるき 滝沢南

熊谷　圭吾 くまがい　けいご 滝沢南

髙橋　成弥 たかはし　なるみ 滝沢南

太田　圭祐 おおた　けいすけ 滝沢南

本田　翔理 ほんだ　しょうり 滝沢南

松本　勇樹 まつもと　ゆうき 滝沢南

細野　大樹 ほその　たいじゅ 滝沢南 棄権 棄権

個人総合

平成26年7月19日

岩手県営体育館
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新体操（男子個人）

班
選手
番号

選手名 学年 所属

得点


