
１８日（日）２部・３部日程
式典・表彰・会場関係 競技関係

Aコート（３部男女・２部男子） （時間） Bコート（女子２部） （時間）
開場・受付 8:00 ～
全体セッティング 8:00 ～ 10:30 セッティングが早く終わった場合、会場内にて器具を使わないアップをすることができる。
開会式 10:30 ～ 10:35
（選手は観客席にて参加） １班A会場アップ 10:40 ～ 11:00 （20分） １班B会場アップ 10:40 ～ 11:00 （20分）

1班A公式練習（フリー） 11:00 ～ 11:25 （25分） 1班B公式練習（割り当て） 11:00 ～ 11:45 （45分）
表彰式 1班A競技 11:25 ～ 11:55 （30分） 1班B競技 11:45 ～ 13:00 （75分）

入れ替え・消毒・２班A会場アップ 11:55 ～ 12:25 （30分） 入れ替え・消毒・２班B会場アップ 13:00 ～ 13:30 （30分）
2班A公式練習（フリー） 12:25 ～ 12:55 （30分） 2班Ｂ公式練習（割り当て） 13:30 ～ 14:15 （45分）
2班A競技 12:55 ～ 14:00 （65分） 2班Ｂ競技 14:15 ～ 15:45 （90分）
入れ替え・消毒・３班A会場アップ 14:00 ～ 14:30 （30分）

閉会式 16:30 ～ 16:45 ３班A公式練習（フリー） 14:30 ～ 15:00 （30分）
解散（2部・3部） 16:45 ３班A競技 15:00 ～ 16:10 （70分）
１部練習 ～ 18:30

開会式次第 閉会式次第 諸会議
１．開会宣言 １．成績発表・表彰 監督会議 10:05 ～ 10:25
２．会長あいさつ ２．会長あいさつ 審判会議 10:45 ～ 11:15
３．審判長注意 ３．諸連絡 ※会議の場所は放送等で連絡する
４．諸注意 ４．閉会宣言

確認事項
・各クラブの代表者は、受付を行うこと。
・男女共、会場アップは床や着地マットなどで柔軟・補強等を行うこととし、器具を使った練習は不可とする。
・基本的に、男女３部と男子２部はＡコート、女子２部はＢコート会場を使用する。
・男女３部と男子２部はフリー練習とする。２部女子は割り当て練習とし、1５分ローテーションで２種目目から行う。
・跳び箱と跳馬は、同じ場所で異なる高さや器具を使うことがある。高さや器具の変更がある場合は、会場係や審判員に確認し、各クラブのコーチで相談して行うこと。
　※３　　　部　…小学１・２年生（70cm）、３・４年生（85cm）、５・６年生（110cm）、中学生（120cm）　　跳び箱は、３部男子は縦向き、女子は横向き。
　　 ２部男子　…小学１・２年生（70cm）、３・４年生（85cm）、５・６年生（跳馬・120cm）、中学生（跳馬・125cm）　、跳び箱は縦向き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 ２部女子　…小学１・２年生（75cm）、３・４年生（90cm）、５・６年生・中学生（跳馬125cm）、跳び箱は横向き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・２部女子の１・２年生の平均台は、練習中及び競技中にウレタンマットを使用可のため、会場係や審判員の指示で協力して準備を行うこと。
・演技順は、１種目目はプログラムの班編成・演技順表の順で行う。２種目目からは、一人ずつ繰り上げる。
・指定の班以外の選手はフロアに入らないこと。また、競技中、演技をする選手以外は、安全な場所で座って待つこと。
・準備・片付け、掃除は協力して行うこと。
・進行状況によって、練習、競技の開始時間を変更する場合がある。その場合は放送の指示に従ってすばやく動くこと。
・ごみは各自で持ち帰ること。



新型コロナ対応
・各クラブにて１８日（日）の入館者名簿を作成し、代表者は受付開始の８：００に受付に提出すること。
・参加選手１名につき、保護者２名と付き添いの未就学児まで、観客席に入ることができる。
・各クラブの指導者は、最小限の人数にすること。
・大会の運営スタッフも最小限の人数で運営する。そのため、受付時間を8：00～9：00、10：00～10：30、11：25～11：55、12：30～13：00、13：30～14：00とする。いずれかの
時間内に、受付をすませること。
・会場への出入りは、必ず１階の受付の前を通ること。２階の出入り口は使用しないこと。
・開会式は、役員のみフロアに集合して行う。選手やコーチは、２階席にて間隔を開けて座り、可能な範囲で参加すること。
・閉会式は、選手・役員はフロアに集合して行う。選手は可能な範囲で参加し、フロアに間隔を開けて座ること。
・今年度は、閉会式にて表彰式を行う。２部・３部は、個人総合及び種目別の入賞者にその場で賞状を渡して、表彰する。
・会場に入る際は、選手・指導者・役員・審判・保護者、付き添いの未就学児等全ての人に、健康チェックカードの記入と提出、検温の実施、手指の消毒を義務付ける。実
施した者には許可シールを渡し、シールのある者のみ会場に入ることを認める。
・会場に入る時や会場内にいる間は、受付の際にもらう許可シールを必ず見やすい位置に貼ること。（原則は、胸のあたり。選手はカバン等でも可）
・指導者・保護者・役員・審判には、マスクの着用を義務付ける。選手については、競技場内での練習時や演技時はマスクを外してよいが、施設内の移動時や競技場内で
の待機時についてはマスクの着用を義務付ける。
・更衣室の利用の制限及び停止をする場合がある。
・監督会議や審判会議は、密をさけるため、体育館のフロアを使って行う場合がある。
・観客席に座る場合は、クラブごとに指定された席に座り、他のクラブの席へは行かないこと。また、となりの人と１席分開けて座ること。
・観客席や廊下では、アップを行わないこと。
・２班と３班の選手は、前の班の選手が退場して会場の消毒が終わったのち、放送が入ってから競技場に入り、器具を使わないアップをすることができる。
・大きな声での応援や、周囲の人との会話はひかえ、応援は拍手中心で行うこと。
・ビデオ撮影は、原則各クラブの席で行うこと。
　席から撮影できない種目のみ、他の人と距離をとれる場合は移動して撮影してもよいが、撮影後は速やかに席に戻ること。
・観客席での飲食は、黙食で可とするが、食後すぐにマスクをすること。

・今大会は、１８日（日）8：00より会場のセッティングを行う。そのため、２部・３部の参加選手やコーチはなるべく8：00に集合して、セッティングを協力してもらいたい。また、
保護者にも可能な範囲でセッティングを協力してもらいたい。

・１部の選手も、8：00からの会場セッティングになるべく参加してもらいたい。セッティングに参加した選手のみ、夕方の練習に参加することができる。セッティング終了後は
、観客席にいるか、体育館から退出するかしたのち、16：00に体育室前廊下に集合して、本部の指示を受けること。練習は会場にて、18：30まで行うことができる。

・準備に参加する１部の選手は、翌日１９日（月）に提出する健康チェックカードを受付にて提示し、その後返却してもらうこと。



１９日（月）１部日程
式典・表彰・会場関係 競技関係（男子） （時間） 競技関係（女子） （時間）
開場・受付（役員・クラブ代表者） 8:00 ～ 器具の確認・点検・調整 8:00 ～ 器具の確認・点検・調整 8:00 ～
　　　受付（選手・保護者・コーチ） 8:05 ～ 1班会場アップ 8:30 ～ 9:00 （30分） 1班会場アップ 8:30 ～ 9:00 （30分）

1班公式フリー練習 9:00 ～ 10:10 （70分） 1班公式割り当て練習 9:00 ～ 10:12 （72分）
開会式 10:15 ～ 10:20 ※1班の選手は、最初の種目の位置で開会式に参加すること。

1班競技 10:00 ～ 11:20 （80分） 1班競技 10:20 ～ 12:20 （1２０分）
入れ替え・消毒・ 11:20 ～ 11:50 （30分） 入れ替え・消毒・ 12:20 ～ 12:50 （30分）
2班会場アップ 2班会場アップ
2班公式フリー練習 11:50 ～ 12:50 （60分） 2班公式割り当て練習 12:50 ～ 13:30 （４０分）

全体カッティング・掃除 14:50 ～ 16:00 2班競技 12:50 ～ 14:50 （120分） 2班競技 13:30 ～ 14:50 （８０分）
閉会式 16:00 ～ 16:05
解散 16:05

開会式次第 閉会式次第 諸会議
１．開会宣言 １．成績発表・表彰 監督会議 8:20 ～ 8:40 ※会議の場所は放送等で連絡する
２．会長あいさつ ２．会長あいさつ 審判会議 8:45 ～ 9:15
３．審判長注意 ３．諸連絡
４．諸注意 ４．閉会宣言

確認事項
・各クラブの代表者は、受付を行うこと。
・男女共、会場アップは床や着地マットなどで柔軟・補強等を行うこととし、器具を使った練習は不可とする。
・女子の割り当て練習は、１班は１２分、２班は１０分のローテーションで、それぞれ２種目目の種目から練習を行う。
・跳び箱の段数や跳馬の高さ変更、跳び箱と跳馬の入れ替えは、会場係や審判員に確認し、各クラブのコーチで相談して行うこと。
・演技順は、１種目目はプログラムの班編成・演技順表の順で行う。２種目目からは、一人ずつ繰り上げる。
・指定の班以外の選手はフロアに入らないこと。また、競技中、演技をする選手以外は、安全な場所で座って待つこと。
・準備・片付け、掃除は協力して行うこと。
・進行状況によって、練習、競技の開始時間を変更する場合がある。その場合は放送の指示に従ってすばやく動くこと。
・ごみは各自でもち帰ること。



新型コロナ対応
・各クラブにて１９日（月）の入館者名簿を作成し、代表者は受付開始の８：００に受付に提出すること。
・参加選手１名につき、保護者２名と付き添いの未就学児まで、観客席に入ることができる。
・各クラブの指導者は、最小限の人数にすること。
・大会の運営スタッフも最小限の人数で運営する。そのため、受付時間を8：00～9：30、10：00～10：30、10：50～11：20、11：50～12：20とする。いずれかの時間内に
、受付をすませること。
・会場への出入りは、必ず１階の受付の前を通ること。２階の出入り口は使用しないこと。
・開会式は、役員はフロアに集合し、１班の選手やコーチは最初の種目の位置にて行う。２班の選手やコーチは、２階席にて間隔を開けて座り、可能な範囲で参加す
ること。
・閉会式は、選手・役員はフロアに集合して行う。選手は可能な範囲で参加し、フロアに間隔を開けて座ること。
・今年度は、閉会式にて表彰式を行う。１部は、個人総合の１～６位及び種目別１位の入賞者にその場で賞状を渡して、表彰する。種目別２～６位の選手の賞状は、
閉会式後に各クラブの代表者に渡す。
・会場に入る際は、選手・指導者・役員・審判・保護者、付き添いの未就学児等全ての人に、健康チェックカードの記入と提出、検温の実施、手指の消毒を義務付け
る。実施した者には許可シールを渡し、シールのある者のみ会場に入ることを認める。
・会場に入る時や会場内にいる間は、受付の際にもらう許可シールを必ず見やすい位置に貼ること。（原則は、胸のあたり。選手はカバン等でも可）
・指導者・保護者・役員・審判には、マスクの着用を義務付ける。選手については、競技場内での練習時や演技時はマスクを外してよいが、施設内の移動時や競技
場内での待機時についてはマスクの着用を義務付ける。
・更衣室の利用の制限及び停止をする場合がある。
・監督会議や審判会議は、密をさけるため、体育館のフロアを使って行う場合がある。
・観客席に座る場合は、クラブごとに指定された席に座り、他のクラブの席へは行かないこと。また、となりの人と１席分開けて座ること。
・観客席や廊下では、アップを行わないこと。
・２班と３班の選手は、前の班の選手が退場して会場の消毒が終わったのち、放送が入ってから競技場に入り、器具を使わないアップをすることができる。
・大きな声での応援や、周囲の人との会話はひかえ、応援は拍手中心で行うこと。
・ビデオ撮影は、原則各クラブの席で行うこと。
　席から撮影できない種目のみ、他の人と距離をとれる場合は移動して撮影してもよいが、撮影後は速やかに席に戻ること。
・観客席での飲食は、黙食で可とするが、食後すぐにマスクをすること。

・カッティングは２班の選手とコーチを中心に行うが、１班の選手とコーチ、保護者も可能な範囲で協力してもらいたい。



会場図１８日　２部・３部
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※１班は、各クラブのコーチで相談して、高さや向きを変えること。

Aコート跳び箱・跳馬※２班、３班は、フリー練習の跳び箱・跳馬の高さを時間で指定する。
２班 12:25～12:45　中学年(跳び箱縦85±5) 

12:45～12:55　低学年(跳び箱縦70±5) 
３班 14:30～14:50　中学生(跳馬125)

14:50～15:00　高学年(跳馬120)



会場図１９日　１部
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男子跳馬
※１班、２班共に、フリー練習の跳び箱・跳馬の高さを時間で指定する。

１班   9:00～ 9:40　高学年（跳馬120）
  9:40～10:10　低学年・中学年(跳馬110)

２班 11:50～12:20　高校生(跳馬135) 
12:20～12:50　中学生(跳馬125) 



【３部男女】
所属 氏名 フリガナ 学年 性別 マット 跳び箱 得点合計 １種目平均点 賞

岐阜市スポーツ少年団 フィリップ 実來 フィリップ ミラ 2 女

岐阜スタンツ教室 和仁 雪華 ワニ セツカ 2 女

岐阜市スポーツ少年団 渡辺 真帆 ワタナベ マホ 3 女

郡上八幡体操クラブ 三島 れい ミシマ レイ 4 女

岐阜市スポーツ少年団 川出 陸仁 カワデ リクト 6 男

岐阜東ジュニア体操クラブ 久保 侑紀 クボ  ユキ 中2 女

岐阜東ジュニア体操クラブ 野一色 美咲 ノイシキ ミサキ 中2 女

岐阜スタンツ教室 野尻 明里 ノジリ アカリ 中3 女



【２部男子】
所属 氏名 フリガナ 学年 マット 順 跳び箱 順 鉄棒 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 阿部 基臣 アベ モトオミ 1

ゼウス体操クラブ 吉田 佑玖 ヨシダ タスク 1

中津川体操クラブ 藤木 一翔 フジキ カケル 1

所属 氏名 フリガナ 学年 マット 順 跳び箱 順 鉄棒 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 榊 泰輔 サカキ タイスケ 2

所属 氏名 フリガナ 学年 マット 順 跳び箱 順 鉄棒 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 市原 巡 イチハラ メグル 3

ゼウス体操クラブ 森 奏羽 モリ ソウハ 3

所属 氏名 フリガナ 学年 マット 順 跳び箱 順 鉄棒 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 清水 大聖 シミズ タイセイ 4

ゼウス体操クラブ 森 暖時 モリ ダント 4

ゼウス体操クラブ 富田 琥稀 トミダ コウキ 4

ゼウス体操クラブ 仲井 悠貴 ナカイ ユウキ 4

岐阜スタンツ教室 長谷川 幸澄 ハセガワ ユキト 4

中津川体操クラブ 林 拓叶 ハヤシ タクト 4

所属 氏名 フリガナ 学年 マット 順 跳馬 順 鉄棒 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 富田 涼楓 トミダ リョウガ 6

岐阜スタンツ教室 内藤 滉大 ナイトウ コウダイ 6

中津川体操クラブ 三浦 晃 ミウラ アキラ 6

所属 氏名 フリガナ 学年 マット 順 跳馬 順 鉄棒 順 得点合計 順

岐阜スタンツ教室 倉田 豊瑛 クラタ トアキ 中1

中津川体操クラブ 林 海翔 ハヤシ カイト 中1

中津川体操クラブ 田口 蒼眞 タグチ ソウマ 中1

所属 氏名 フリガナ 学年 マット 順 跳馬 順 鉄棒 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 園部 晃生 ソノベ コウキ 中2

ゼウス体操クラブ 奥村 日翔 オクムラ ハルト 中2



【２部女子】
所属 氏名 学年 跳び箱 順 平均台 順 マット 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 小川 由依菜 オガワ ユイナ 1

ゼウス体操クラブ 伊佐地 七望 イサジ ナナミ 1

所属 氏名 学年 跳び箱 順 平均台 順 マット 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 中島 あお ナカシマ アオ 2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 竹本 菫 タケモト スミレ 2

所属 氏名 学年 跳び箱 順 平均台 順 マット 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 近澤 桃香 チカザワ モモカ 3

岐阜スタンツ教室 木村 萌果 キムラ モカ 3

岐阜東ジュニア体操クラブ 廣瀬 実玖 ヒロセ ミク 3

所属 氏名 学年 跳び箱 順 平均台 順 マット 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 村井 美天 ムライ ミソラ 4

ゼウス体操クラブ 小川 日菜乃 オガワ ヒナノ 4

大垣共立銀行OKB体操クラブ 一戸 歩乃花 イチノヘ ホノカ 4

岐阜東ジュニア体操クラブ 大部 優莉奈 オオブ ユリナ 4

岐阜東ジュニア体操クラブ 野田 幸愛 ノダ ユキア 4

所属 氏名 フリガナ 学年 跳馬 順 平均台 順 マット 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 浜口 禾廉 ハマグチ カレン 5

岐阜市スポーツ少年団 江崎 真未 エサキ マナミ 5

岐阜スタンツ教室 花房 美月 ハナフサ ミズキ 5

岐阜スタンツ教室 渡邉 琉花 ワタナベ ルカ 5

所属 氏名 フリガナ 学年 跳馬 順 平均台 順 マット 順 得点合計 順

ゼウス体操クラブ 西垣 希音 ニシガキ ノノン 6

ゼウス体操クラブ 古山 丹花 フルヤマ ニカ 6

ゼウス体操クラブ 近澤 苺香 チカザワ マイカ 6

ゼウス体操クラブ 森 柚月 モリ ユヅキ 6

ゼウス体操クラブ 吉田 彩葉 ヨシダ イロハ 6

ゼウス体操クラブ 大橋 めい恋 オオハシ メイコ 6

岐阜市スポーツ少年団 小坂 優里奈 コサカ ユリナ 6

岐阜市スポーツ少年団 澤田 莉華 サワダ リカ 6

岐阜市スポーツ少年団 中島 心美 ナカシマ ココミ 6

岐阜スタンツ教室 村井 葵羽 ムライ アオバ 6

岐阜東ジュニア体操クラブ 廣瀬 羽菜 ヒロセ ハナ 6



【１部男子】
男子低学年の部 氏名 フリガナ 年 ゆか 順位 円馬 順位 跳馬 順位 鉄棒 順位 個人総合 順位

ゼウス体操クラブ 富田 大翔 トミダ ヒロト 1

ゼウス体操クラブ 髙橋 利公 タカハシ リク 1

男子中学年の部 氏名 フリガナ 年 ゆか 順位 円馬 順位 跳馬 順位 鉄棒 順位 個人総合 順位

郡上八幡体操クラブ 島倉 蓮 シマクラ レン 2

ゼウス体操クラブ 井尾 奏太 イオ カナタ 3

ゼウス体操クラブ 横山 千隼 ヨコヤマ チハヤ 3

郡上八幡体操クラブ 清水 皓太 シミズ コウタ 3

男子高学年の部 氏名 フリガナ 年 ゆか 順位 あん馬 順位 つり輪 順位 跳馬 順位 平行棒 順位 鉄棒 順位 個人総合 順位

ゼウス体操クラブ 広瀬 善仁 ヒロセ ヨシヒト 4

ゼウス体操クラブ 小倉 凪人 オグラ ナギト 5

大垣共立銀行OKB体操クラブ 戸谷 太郎 トヤ タロウ 5

郡上八幡体操クラブ 石動 泰幹 イシドウ タイキ 5

ゼウス体操クラブ 山口琥太郎 ヤマグチ コタロウ 6

ゼウス体操クラブ 吉原 大地 ヨシハラ ダイチ 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 林 郁摩 ハヤシ イクマ 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 市川 瑛斗 イチカワ エイト 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 川島 颯真 カワシマ ソウマ 6



【１部男子】

男子中学生の部 氏名 フリガナ 年 ゆか 順位 あん馬 順位 つり輪 順位 跳馬 順位 平行棒 順位 鉄棒 順位 個人総合 順位

ゼウス体操クラブ 浜口 泰地 ハマグチ タイチ 中1

ゼウス体操クラブ 小酒井 友有 コザカイ ユウ 中1

大垣共立銀行OKB体操クラブ 柳原 誠乃助 ヤナギハラ セイノスケ 中1

大垣共立銀行OKB体操クラブ 小西 怜太朗 コニシ レンタロウ 中1

岐阜東ジュニア体操クラブ 髙砂 颯汰 タカサゴ ソウタ 中1

郡上八幡体操クラブ 松田 歩武 マツダ アユム 中1

ゼウス体操クラブ 村田 光希 ムラタ ミツキ 中2

岐阜スタンツ教室 後藤 輝成 ゴトウ コウセイ 中2

郡上八幡体操クラブ 中島 領玖 ナカシマ リョウキ 中2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 伊藤 柾人 イトウ マサト 中3

岐阜東ジュニア体操クラブ 横山 伊吹 ヨコヤマ イブキ 中3

男子高校生の部 氏名 フリガナ 年 ゆか 順位 あん馬 順位 つり輪 順位 跳馬 順位 平行棒 順位 鉄棒 順位 個人総合 順位

大垣共立銀行OKB体操クラブ 横山 大輝 ヨコヤマ ダイキ 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 髙田 翔我 タカダ トワ 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 高島 銀太郎 タカシマ ギンタロウ 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 髙阪 柊 コウサカ シュウ 高1

大垣共立銀行OKB体操クラブ 浅野 力 アサノ リキ 高2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 矢野 晄生 ヤノ コウセイ 高2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 下田 典蔵 シモダ テンゾウ 高3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 森部 哲海 モリベ セカイ 高3



【１部女子】

女子低学年の部 氏名 フリガナ 年 跳馬 順位 段違い 順位 平均台 順位 ゆか 順位 個人総合 順位

ゼウス体操クラブ 横山 瑚依 ヨコヤマ コヨリ 1

女子中学年の部 氏名 フリガナ 年 跳馬 順位 段違い 順位 平均台 順位 ゆか 順位 個人総合 順位

郡上八幡体操クラブ 坪井 実緒 ツボイ ミオ 2

郡上八幡体操クラブ 中田 凜 ナカダ リン 2

ゼウス体操クラブ 伊佐地 希望 イサジ ノゾミ 3

ゼウス体操クラブ 清水 美羽 シミズ ミワ 3

ゼウス体操クラブ 浜口 才楽 ハマグチ サラ 3

郡上八幡体操クラブ 松本 真宙 マツモト マヒロ 3

郡上八幡体操クラブ 三島 色葉 ミシマ イロハ 3

郡上八幡体操クラブ 森田 るな モリタ ルナ 3

女子高学年の部 氏名 フリガナ 年 跳馬 順位 段違い 順位 平均台 順位 ゆか 順位 個人総合 順位

ゼウス体操クラブ 吉原 悠莉 ヨシハラ ユウリ 4

大垣共立銀行OKB体操クラブ 林 愛菜 ハヤシ マナ 4

大垣共立銀行OKB体操クラブ 河本 玲良 カワモト レイラ 4

岐阜スタンツ教室 勝沼 莉央 カツヌマ リオ 4

岐阜スタンツ教室 山口 千遥 ヤマグチ チハル 4

岐阜スタンツ教室 澤田 杏 サワダ アン 4

ゼウス体操クラブ 村松 朱莉 ムラマツ アカリ 5

ゼウス体操クラブ 高橋 千怜 タカハシ チサト 5

ゼウス体操クラブ 北川 結依子 キタガワ ユイコ 5

中津川体操クラブ 深谷 明衣 フカヤ メイ 5

郡上八幡体操クラブ 森田 ここみ モリタ ココミ 5

郡上八幡体操クラブ 松田 瑠夏 マツダ ルカ 5

郡上八幡体操クラブ 三島 卯月 ミシマ ウヅキ 5

郡上八幡体操クラブ 坪井 友香 ツボイ トモカ 5

ゼウス体操クラブ 大堀 絢未 オオホリ アヤミ 6

ゼウス体操クラブ 田原 杏夏 タハラ アンナ 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 浅野 愛心 アサノ マナミ 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 柳 杏姫 ヤナギ モモカ 6

岐阜東ジュニア体操クラブ 髙砂 陽葵 タカサゴ ヒナタ 6

SEINO.GYM 河本 ゆず カワモト ユズ 6

ドリーム体操クラブ岐阜 星谷 愛衣 ホシヤ メイ 6

中津川体操クラブ 熊谷 結月 クマガイ ユヅキ 6

郡上八幡体操クラブ 中島 明咲 ナカシマ アサキ 6



【１部女子】

女子中学生の部 氏名 フリガナ 年 跳馬 順位 段違い 順位 平均台 順位 ゆか 順位 個人総合 順位

SEINO.GYM 松岡 愛莉 マツオカ アイリ 中1

SEINO.GYM 和田 希來 ワダ キラ 中1

中津川体操クラブ 林 結夢 ハヤシ ユウ 中1

郡上八幡体操クラブ 丹羽 美唯音 ニワ ミイネ 中1

ゼウス体操クラブ 寺町 優里 テラマチ ユリ 中2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 中野 陽葵 ナカノ ヒマリ 中2

岐阜スタンツ教室 西村 榎留奈 ニシムラ エルナ 中2

岐阜スタンツ教室 西村 嘉留奈 ニシムラ カルナ 中2

岐阜スタンツ教室 梅村 野花 ウメムラ ノノハ 中2

SEINO.GYM 林 英里佳 ハヤシ エリカ 中2

SEINO.GYM 大木 綾月 オオキ アヅキ 中2

SEINO.GYM 丸山 迦温 マルヤマ カノン 中2

ドリーム体操クラブ岐阜 村瀬 琴海 ムラセ コトミ 中2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 味岡 れな アジオカ レナ 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 味岡 ゆな アジオカ ユナ 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 上田 妃南 ウエダ ヒメナ 中3

岐阜スタンツ教室 清水 海羽 シミズ ミウ 中3

SEINO.GYM 日比野 咲季 ヒビノ サキ 中3

女子中学生の部 氏名 フリガナ 年 跳馬 順位 段違い 順位 平均台 順位 ゆか 順位 個人総合 順位

SEINO.GYM 長谷部 美桜 ハセベ ミオ 高1

多治見西高校 椿 さくら子 ツバキ サクラコ 高1



【３部男女　班編成・演技順】
班 会場 組 所属 氏名 学年 性別 演技順

1 Ａ

1

岐阜市スポーツ少年団 川出 陸仁 6 男

　①マット
　②跳び箱

岐阜市スポーツ少年団 フィリップ 実來 2 女

岐阜スタンツ教室 和仁 雪華 2 女

岐阜市スポーツ少年団 渡辺 真帆 3 女

郡上八幡体操クラブ 三島 れい 4 女

2

岐阜東ジュニア体操クラブ 久保 侑紀 中2 女
　①跳び箱
　②マット

岐阜東ジュニア体操クラブ 野一色 美咲 中2 女

岐阜スタンツ教室 野尻 明里 中3 女

【２部男子１～４年生　班編成・演技順】
班 会場 組 所属 氏名 学年 演技順

2 Ａ

1

ゼウス体操クラブ 市原 巡 3
　①マット
　②跳び箱
　③鉄棒

ゼウス体操クラブ 森 奏羽 3

ゼウス体操クラブ 清水 大聖 4

ゼウス体操クラブ 森 暖時 4

2

ゼウス体操クラブ 榊 泰輔 2
　①跳び箱
　②鉄棒
　③マット

ゼウス体操クラブ 阿部 基臣 2

ゼウス体操クラブ 吉田 佑玖 2

中津川体操クラブ 藤木 一翔 1

3

ゼウス体操クラブ 富田 琥稀 4
　①鉄棒
　②マット
　③跳び箱

ゼウス体操クラブ 仲井 悠貴 4

岐阜スタンツ教室 長谷川 幸澄 4

中津川体操クラブ 林 拓叶 4

【２部男子５～６年生、中学生　班編成・演技順】
班 会場 組 所属 氏名 学年 演技順

3 A

1
ゼウス体操クラブ 園部 晃生 中2 　①マット

　②跳馬（125㎝）
　③鉄棒ゼウス体操クラブ 奥村 日翔 中2

2

ゼウス体操クラブ 富田 涼楓 6
　①跳馬（120㎝）
　②鉄棒
　③マット

岐阜スタンツ教室 内藤 滉大 6

中津川体操クラブ 三浦 晃 6

3

岐阜スタンツ教室 倉田 豊瑛 中1
　①鉄棒
　②マット
　③跳馬（125㎝）

中津川体操クラブ 林 海翔 中1

中津川体操クラブ 田口 蒼眞 中1



【２部女子１～４年生　班編成・演技順】
班 会場 組 所属 氏名 学年 演技順

1 B

1

岐阜東ジュニア体操クラブ 大部 優莉奈 4

　①跳び箱
　②平均台
　③マット

岐阜東ジュニア体操クラブ 野田 幸愛 4

ゼウス体操クラブ 村井 美天 4

ゼウス体操クラブ 小川 日菜乃 4

大垣共立銀行OKB体操クラブ 一戸 歩乃花 4

2

ゼウス体操クラブ 小川 由依菜 1
　①平均台
　②マット
　③跳び箱

ゼウス体操クラブ 伊佐地 七望 1

ゼウス体操クラブ 中島 あお 2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 竹本 菫 2

3

岐阜スタンツ教室 木村 萌果 3
　①マット
　②跳び箱
　③平均台

ゼウス体操クラブ 近澤 桃香 3

岐阜東ジュニア体操クラブ 廣瀬 実玖 3

【２部女子５～６年生　班編成・演技順】
班 会場 組 所属 氏名 学年 演技順

2 B

1

ゼウス体操クラブ 西垣 希音 6

　①跳馬
　②平均台
　③マット

ゼウス体操クラブ 古山 丹花 6

ゼウス体操クラブ 近澤 苺香 6

ゼウス体操クラブ 森 柚月 6

ゼウス体操クラブ 吉田 彩葉 6

ゼウス体操クラブ 大橋 めい恋 6

2

岐阜市スポーツ少年団 小坂 優里奈 6

　①平均台
　②マット
　③跳馬

岐阜市スポーツ少年団 澤田 莉華 6

岐阜市スポーツ少年団 中島 心美 6

岐阜スタンツ教室 村井 葵羽 6

岐阜東ジュニア体操クラブ 廣瀬 羽菜 6

3

岐阜スタンツ教室 花房 美月 5
　①マット
　②跳馬
　③平均台

岐阜スタンツ教室 渡邉 琉花 5

ゼウス体操クラブ 浜口 禾廉 5

岐阜市スポーツ少年団 江崎 真未 5



【１部男子１～６年生　班編成・演技順】
班 組 所属 名前 学年 演技順 備考

1

1

ゼウス体操クラブ 広瀬 善仁 4
　①ゆか
　②あん馬
　③つり輪
　④跳馬(120㎝)
　⑤平行棒
　⑥鉄棒

低学年の部（１年）
円馬７０ｃｍ
跳馬１１０ｃｍ

※つり輪、平行棒はオー
プン参加とする

中学年の部（２～３年）
円馬７０ｃｍ
跳馬１１０ｃｍ

※つり輪、平行棒はオー
プン参加とする

高学年の部（４～６年）
跳馬１２０ｃｍ
あん馬１１５ｃｍ

ゼウス体操クラブ 小倉 凪人 5

ゼウス体操クラブ 山口琥太郎 6

ゼウス体操クラブ 吉原 大地 6

2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 林 郁摩 6

　①あん馬
　②つり輪
　③跳馬(120㎝)
　④平行棒
　⑤鉄棒
　⑥ゆか

大垣共立銀行OKB体操クラブ 市川 瑛斗 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 川島 颯真 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 戸谷 太郎 5

郡上八幡体操クラブ 石動 泰幹 5

3

郡上八幡体操クラブ 清水 皓太 3
　①つり輪（オ）
　②跳馬(110㎝)
　③平行棒（オ）
　④鉄棒
　⑤ゆか
　⑥あん馬

郡上八幡体操クラブ 島倉 蓮 2

ゼウス体操クラブ 井尾 奏太 3

ゼウス体操クラブ 横山 千隼 3

4

ゼウス体操クラブ 富田 大翔 1
　①跳馬(110㎝)
　②平行棒（オ）
　③鉄棒
　④ゆか
　⑤あん馬
　⑥つり輪（オ）

ゼウス体操クラブ 髙橋 利公 1

5

6



【１部男子中学生、高校生　班編成・演技順】
班 組 所属 名前 学年 演技順 備考

2

1

大垣共立銀行OKB体操クラブ 下田 典蔵 高3
　①ゆか
　②あん馬
　③つり輪
　④跳馬(135㎝)
　⑤平行棒
　⑥鉄棒

中学生の部
跳馬１２５ｃｍ

高校生の部
跳馬１３５ｃｍ

※２班１組の中学３年生
の３名は、高校生の部に

参加する。

大垣共立銀行OKB体操クラブ 横山 大輝 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 髙田 翔我 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 高島 銀太郎 中3

2

岐阜東ジュニア体操クラブ 髙砂 颯汰 中1
　①あん馬
　②つり輪
　③跳馬(125㎝)
　④平行棒
　⑤鉄棒
　⑥ゆか

岐阜東ジュニア体操クラブ 横山 伊吹 中3

郡上八幡体操クラブ 中島 領玖 中2

郡上八幡体操クラブ 松田 歩武 中1

3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 伊藤 柾人 中3
　①つり輪
　②跳馬(125㎝)
　③平行棒
　④鉄棒
　⑤ゆか
　⑥あん馬

大垣共立銀行OKB体操クラブ 柳原 誠乃助 中1

大垣共立銀行OKB体操クラブ 小西 怜太朗 中1

岐阜スタンツ教室 後藤 輝成 中2

4

ゼウス体操クラブ 浜口 泰地 中1
　①跳馬(125㎝)
　②平行棒
　③鉄棒
　④ゆか
　⑤あん馬
　⑥つり輪

ゼウス体操クラブ 小酒井 友有 中1

ゼウス体操クラブ 村田 光希 中2

5

6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 森部 哲海 高3
　①鉄棒
　②ゆか
　③あん馬
　④つり輪
　⑤跳馬(135㎝)
　⑥平行棒

大垣共立銀行OKB体操クラブ 浅野 力 高2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 矢野 晄生 高2

大垣共立銀行OKB体操クラブ 髙阪 柊 高1



【１部女子１～６年生　班編成・演技順】
班 組 所属 名前 学年 演技順 備考

1

1

ゼウス体操クラブ 横山 瑚依 1 　①跳馬(110㎝)
　②段違い
　③休み
　④平均台
　⑤ゆか
　⑥休み

低学年の部（１年）
中学年の部（２～３年）
跳馬１１０ｃｍ

高学年の部（４～６年）
跳馬１２５ｃｍ

※小学１・２年のみ
段違い平行棒にて、
ウレタン使用可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゼウス体操クラブ 伊佐地 希望 3

ゼウス体操クラブ 清水 美羽 3

ゼウス体操クラブ 浜口 才楽 3

2

ゼウス体操クラブ 吉原 悠莉 4

　①段違い
　②休み
　③平均台
　④ゆか
　⑤休み
　⑥跳馬(125㎝)

ゼウス体操クラブ 村松 朱莉 5

ゼウス体操クラブ 高橋 千怜 5

ゼウス体操クラブ 北川 結依子 5

ゼウス体操クラブ 大堀 絢未 6

ゼウス体操クラブ 田原 杏夏 6

3

岐阜スタンツ教室 勝沼 莉央 4

　①休み
　②平均台
　③ゆか
　④休み
　⑤跳馬(125㎝)
　⑥段違い

岐阜スタンツ教室 山口 千遥 4

岐阜スタンツ教室 澤田 杏 4

岐阜東ジュニア体操クラブ 髙砂 陽葵 6

ドリーム体操クラブ岐阜 星谷 愛衣 6

SEINO.GYM 河本 ゆず 6

4

大垣共立銀行OKB体操クラブ 浅野 愛心 6

　①平均台
　②ゆか
　③休み
　④跳馬(125㎝)
　⑤段違い
　⑥休み

大垣共立銀行OKB体操クラブ 柳 杏姫 6

大垣共立銀行OKB体操クラブ 林 愛菜 4

大垣共立銀行OKB体操クラブ 河本 玲良 4

中津川体操クラブ 熊谷 結月 6

中津川体操クラブ 深谷 明衣 5

5

郡上八幡体操クラブ 森田 ここみ 5

　①ゆか
　②休み
　③跳馬(125㎝)
　④段違い
　⑤休み
　⑥平均台

郡上八幡体操クラブ 松田 瑠夏 5

郡上八幡体操クラブ 三島 卯月 5

郡上八幡体操クラブ 坪井 友香 5

郡上八幡体操クラブ 中島 明咲 6

6

郡上八幡体操クラブ 坪井 実緒 2

　①休み
　②跳馬(110㎝)
　③段違い
　④休み
　⑤平均台
　⑥ゆか

郡上八幡体操クラブ 中田 凜 2

郡上八幡体操クラブ 松本 真宙 3

郡上八幡体操クラブ 三島 色葉 3

郡上八幡体操クラブ 森田 るな 3



【１部女子中学生、高校生　班編成・演技順】
班 組 所属 名前 学年 演技順 備考

2

1

中津川体操クラブ 林 結夢 中1

　①跳馬(125㎝)
　②段違い
　③平均台
　④ゆか

中学生・高校生の部
跳馬１２５ｃｍ

郡上八幡体操クラブ 丹羽 美唯音 中1

SEINO.GYM 日比野 咲季 中3

SEINO.GYM 長谷部 美桜 高1

多治見西高校 椿 さくら子 高1

2

SEINO.GYM 林 英里佳 中2

　①段違い
　②平均台
　③ゆか
　④跳馬(125㎝)

SEINO.GYM 大木 綾月 中2

SEINO.GYM 丸山 迦温 中2

SEINO.GYM 松岡 愛莉 中1

SEINO.GYM 和田 希來 中1

3

岐阜スタンツ教室 西村 榎留奈 中2

　①平均台
　②ゆか
　③跳馬(125㎝)
　④段違い

岐阜スタンツ教室 西村 嘉留奈 中2

岐阜スタンツ教室 梅村 野花 中2

岐阜スタンツ教室 清水 海羽 中3

ゼウス体操クラブ 寺町 優里 中2

4

大垣共立銀行OKB体操クラブ 味岡 れな 中3

　①ゆか
　②跳馬(125㎝)
　③段違い
　④平均台

大垣共立銀行OKB体操クラブ 味岡 ゆな 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 上田 妃南 中3

大垣共立銀行OKB体操クラブ 中野 陽葵 中2

ドリーム体操クラブ岐阜 村瀬 琴海 中2


