
　　　　　2018.3.31現在

◎体操競技　女子一部個人総合

　１位 山下　星那 (とわの森三愛高等学校) 47.600

　２位 佐々木菜那美 (とわの森三愛高等学校) 46.850

第４４回北海道学生体操競技・新体操 　３位 杉山　圭奈 (札幌大谷高等学校) 46.100

・トランポリン競技選手権大会 　４位 木村　優希 (札幌龍谷高等学校) 45.500

期日　平成29年6月4日(土)～5日(日) 　５位 松元　夏海 (札幌白石高等学校) 43.450

会場　野幌総合運動公園体育館 　６位 齊藤　夕夏 (立命館慶祥高等学校) 43.400

◎体操競技　男子二部個人総合

◎体操競技　男子団体総合 　１位 桐越　亮汰 (札幌英藍高等学校) 67.550

　１位 北翔大学Ｂ 214.550 　２位 谷　駿之介 (札幌英藍高等学校) 67.350

　２位 北翔大学Ｃ 213.300 　３位 須野　大貴 (札幌英藍高等学校) 64.150

　３位 北翔大学Ａ 213.050 　４位 田宮　佳樹 (札幌東高等学校) 61.350

　４位 北海学園大学Ａ 188.000 　５位 杉森　俊介 (札幌英藍高等学校) 60.500

　５位 北海道大学Ｃ 148.050 　６位 岩部　　裕 (札幌英藍高等学校) 59.400

　６位 北海道大学Ｂ 146.850 　６位 湯谷　芳輝 (とわの森三愛高等学校) 59.400

◎体操競技　女子団体総合 ◎体操競技　女子二部個人総合

　１位 北海道大学 94.800 　１位 東海林怜奈 (札幌白石高等学校) 56.500

◎体操競技　男子個人総合 　２位 花田　恭実 (札幌啓成高等学校) 55.200

　１位 手小　太智 (北翔大学) 74.650 　３位 小須田あゆみ (札幌平岸高等学校) 54.500

　１位 福井　　涼 (北翔大学) 74.650 　４位 太田　歩花 (札幌東陵高等学校) 54.100

　３位 新山　祥平 (北翔大学) 73.550 　５位 伊吹　真依 (札幌啓成高等学校) 53.650

　４位 佐々木修平 (北翔大学) 72.750 　６位 浜本　菜月 (札幌東高等学校) 52.550

　５位 高山　宇宙 (北翔大学) 72.450 ◎新体操　男子団体

　６位 河辺　  翼 (北翔大学) 72.350 　１位 恵庭南高等学校 16.750

◎体操競技　女子個人総合 　２位 札幌東陵高等学校 12.250

　１位 坂﨑　　凜 (北翔大学) 48.350 ◎新体操　女子団体

　２位 佐々木　海 (北翔大学) 45.000 　１位 北海高等学校 15.000

　３位 渡辺　安彩 (北海道大学) 36.850 　２位 北星学園女子高等学校 12.150

　４位 太田　萌香 (北海道大学) 34.000 　３位 遺愛女子高等学校 10.750

　５位 岡田実那美 (北海道大学) 23.950 　４位 札幌静修高等学校 8.600

　６位 富樫　美帆 (北海学園大学) 22.450 　５位 藤女子高等学校 7.050

◎新体操　男子個人

◎新体操　女子　個人 　１位 田口　　将 (恵庭南高等学校) 34.350

　１位 竹村　実佑 (北翔大学) 41.550 　２位 原田健太郎 (恵庭南高等学校) 33.000

　２位 吉村　航也 (恵庭南高等学校) 31.650

第７０回北海道高等学校体操競技・新体操選手権大会 　４位 大西　峻介 (恵庭南高等学校) 31.600

期日　平成29年6月14日(水)～16日(金) 　５位 伊賀　健介 (恵庭南高等学校) 27.900

会場　野幌総合運動公園体育館 　６位 佐々木孝憲 (恵庭南高等学校) 27.200

◎新体操　一部女子個人

◎体操競技　一部男子団体総合 　１位 白瀬　由佳 (北海高等学校) 25.250

　１位 とわの森三愛高等学校 203.550 　２位 上杉　永遠 (北海高等学校) 22.350

　２位 札幌白石高等学校 198.350 　３位 野上　菜月 (北海高等学校) 22.150

　３位 札幌啓成高等学校 193.800 　４位 芳賀麻悠子 (北海高等学校) 21.100

　４位 旭川西高等学校 149.500 　５位 北脇　　爽 (北海高等学校) 20.300

　５位 釧路北陽高等学校 139.650 　６位 大畑　絵里 (北海高等学校) 20.150

◎体操競技　一部女子団体総合 ◎新体操　二部女子個人

　１位 とわの森三愛高等学校 137.200 　１位 砂子　友里 (藤女子高等学校) 8.100

　２位 札幌白石高等学校 123.600 　２位 岡本　里彩 (旭川西高等学校) 7.900

　３位 札幌啓成高等学校 89.100 　３位 丹羽　来実 (北海高等学校) 7.700

　４位 札幌東高等学校 83.800 　４位 石川　幸香 (遺愛女子高等学校) 7.650

　５位 札幌東陵高等学校 60.500 　５位 土屋　柚香 (藤女子高等学校) 6.300

◎体操競技　男子一部個人総合 　５位 長尾　実久 (旭川西高等学校) 6.300

　１位 多田　悠利 (札幌白石高等学校) 72.300

　２位 大谷　直希 (とわの森三愛高等学校) 70.850 第24回北海道新体操大会

　３位 酒井　貴一 (札幌啓成高等学校) 66.750 期日　平成29年7月22日(土)～23日(日)

　４位 石塚　礼士 (札幌白石高等学校) 65.950 会場　野幌総合運動公園体育館

　５位 蒦本　光星 (とわの森三愛高等学校) 65.500

　６位 中島　　佑 (とわの森三愛高等学校) 65.450 ◎女子団体手具　小学中学の部

　１位 輝 8.90

　２位 NPO札幌クラシーバヤヂェーブチカ 8.45
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　３位 ＳｉｅｇＲ．ＧクラブＡ 7.20 ◎男子個人　小学　一種目の部

　４位 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブＡチーム 5.90 　１位 田中　晨敬 (北海道新体操クラブ江別) 8.300

　５位 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブＰ 5.70 　２位 畠山蒼太朗 (北海道新体操クラブ江別) 8.300

　６位 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブＢチーム 5.65 　３位 浪田　　衛 (NORTH新体操クラブ) 8.000

◎女子団体徒手　小学中学の部 　４位 小林　莞太 (北海道新体操クラブ恵庭) 6.400

　１位 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブＲ 9.80 　５位 横手　柊斗 (北海道新体操クラブ恵庭) 6.050

　２位 ＳｉｅｇＲ．ＧクラブＣ 9.40 　６位 中尾　勇風 (北海道新体操クラブ恵庭) 5.700

　３位 ＳｉｅｇＲ．ＧクラブＢ 9.35 ◎男子個人　小学　二種目の部

　４位 札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブＴ 8.25 　１位 石田　虎徹 (モエレ札幌新体操クラブ) 19.050

　５位 帯広しんたいそうクラブＡチーム 7.85 　２位 川原　爽空 (モエレ札幌新体操クラブ) 18.900

　６位 帯広しんたいそうクラブＢチーム 7.05 　３位 豊田　将誠 (北海道新体操クラブ恵庭) 18.650

◎女子個人総合　小学　１種目の部 　４位 池田　　樹 (モエレ札幌新体操クラブ) 17.950

　１位 北内　　綴 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 7.80 　５位 中村　日向 (北海道新体操クラブ恵庭) 16.900

　２位 千葉眞由佳 (函館ジュニア新体操ｸﾗﾌﾞ) 7.15 　６位 堀　　絢斗 (モエレ札幌新体操クラブ) 16.400

　３位 武田　柚乃 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 6.35 ◎男子個人　中学　二種目の部

　４位 市瀬　七奏 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 6.35 　１位 鶴田　快成 29.550

　５位 鈴木　結愛 (雅楽ＲＧ) 6.25 　２位 田口　　海 (北海道新体操クラブ恵庭) 28.750

　６位 南場ののか (Ｓieg Ｒ.Ｇクラブ) 6.15 　３位 海谷　燎摩 (北海道新体操クラブ江別) 28.150

◎女子個人総合　中学　１種目の部 　３位 明井　悠斗 (北海道新体操クラブ恵庭) 26.650

　１位 坪内　咲良 (Ｓieg Ｒ.Ｇクラブ) 8.10 　５位 北川　竜羽 (北海道新体操クラブ江別) 26.200

　２位 阿部　颯葵 (輝) 6.90 　６位 工藤　蒼太 (北海道新体操クラブ江別) 26.150

　３位 小笠原百花 (輝) 6.65 ◎男子個人　高校・一般一種目の部

　４位 関山　桃花 (Ｓieg Ｒ.Ｇクラブ) 6.55 　１位 庄田アトム (北海道新体操クラブ) 8.650

　５位 江坂　小春 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 6.00 ◎男子個人　高校・一般二種目の部

　６位 阿部爽矢子 (輝) 5.90 　１位 吉村　航也 (恵庭南高等学校) 32.450

◎女子個人総合　高校　１種目の部 　２位 田口　　将 (恵庭南高等学校) 31.750

　１位 丹羽　来実 (北海高等学校) 6.40 　３位 原田健太郎 (恵庭南高等学校) 30.100

　２位 小林　もえ (恵庭南高等学校) 5.55 　４位 大西　竣介 (恵庭南高等学校) 29.250

　３位 佐々木栞音 (札幌北斗高等学校) 3.90 　５位 山﨑　裕人 (恵庭南高等学校) 26.500

◎女子個人総合　小学　２種目の部 　６位 伊賀　健介 (恵庭南高等学校) 26.400

　１位 寺嶋クレア (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 14.75

　２位 吉川　里莉 (Ｓieg Ｒ.Ｇクラブ) 14.15 第72回国民体育大会 新体操 北海道代表選手選考会

　３位 川田　愛心 (輝) 13.30 期日　平成29年7月22日(土)～23日(日)

　４位 飯塚　芽衣 (輝) 13.15 会場　野幌総合運動公園体育館

　５位 前田　華佳 (NPO札幌ｸﾗｼｰﾊﾞﾔﾁﾞｪｰﾌﾞﾁｶ) 12.80

　６位 籏谷　胡桃 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 11.90 ◎新体操　少年女子

◎女子個人総合　中学　２種目の部 　１位 北海高等学校 23.9750

　１位 今川　亜美 (輝) 21.05 　２位 北海高等学校選抜 17.9875

　２位 村国野乃花 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 19.65 　３位 北星学園女子中学高等学校 15.7625

　３位 続　あい梨 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 19.60 　４位 札幌静修高等学校 10.7625

　４位 山田　彩加 (Ｓieg Ｒ.Ｇクラブ) 17.40

　５位 長谷川くるみ (Ｓieg Ｒ.Ｇクラブ) 17.25 第72回国民体育大会 体操競技 北海道代表選手選考会

　６位 大窪月宝生 (NPO札幌ｸﾗｼｰﾊﾞﾔﾁﾞｪｰﾌﾞﾁｶ) 17.05 期日　平成29年8月26日(土)～27日(日)

◎女子個人総合　高校一般　２種目の部 会場　野幌総合運動公園体育館

　１位 正木萌々夏 (札幌静修高等学校) 10.15

　２位 蔵中　美月 (北星学園女子中学高等学校) 8.70 ◎体操競技　少年男子

◎男子団体　小学・中学の部 　１位 多田　悠利 (札幌白石高等学校) 148.600

　１位 北海道新体操クラブ恵庭Ａ 15.150 　２位 大谷　直希 (とわの森三愛高等学校) 143.000

　２位 北海道新体操クラブ江別Ａ 13.200 　３位 壁谷　日陽 (札幌市立琴似中学校) 139.700

　３位 札幌モエレ新体操クラブ 10.150 　４位 酒井　貴一 (札幌啓成高等学校) 133.800

　４位 北海道新体操クラブ恵庭Ｂ 8.200 　５位 石塚　礼士 (札幌白石高等学校) 133.000

　５位 北海道新体操クラブ恵庭Ｃ 7.500 　６位 中島　　佑 (とわの森三愛高等学校) 132.550

　６位 北海道新体操クラブ江別Ｂ 7.050 ◎体操競技　少年女子

◎男子団体　高校生の部 　１位 山下　星那 (とわの森三愛高等学校) 95.500

　１位 恵庭南高等学校Ａ 15.900 　２位 絹川　涼香 (札幌市立向陵中学校) 90.350

　２位 恵庭南高等学校Ｂ 13.800 　３位 山田　晴菜 (とわの森三愛高等学校) 89.950

　３位 恵庭南高等学校Ｃ 8.600 　４位 猪口　夏鈴 (小樽市立西陵中学校) 89.450

　４位 札幌東陵高等学校 4.450 　５位 杉山　圭奈 (札幌大谷中学校・高等学校) 88.850

◎男子団体　一般の部 　６位 木村　優希 (札幌龍谷学園高等学校) 87.050

　１位 北海道新体操クラブＢ 12.750 ◎体操競技　成年男子

　２位 北海道新体操クラブＡ 11.500 　１位 高間　寛智 (はんざわ体操クラブ) 81.350

　２位 三浦　亮汰 (新潟経営大学) 79.050

　３位 吉田　和輝 (茗渓クラブ) 77.750



　４位 河部　俊之 (日本大学) 76.550 ◎新体操　個人総合

　５位 須川　侑生 (駒澤大学) 75.000 　１位 続　あい梨 (札幌市立伏見中学校) 20.900

　６位 松沢　俊太 (福岡大学) 74.950 　２位 村国野乃花 (札幌市立北都中学校) 19.500

◎体操競技　成年女子 　３位 今川　亜美 (札幌市立稲積中学校) 19.150

　１位 加藤　千晴 (国士舘大学) 50.300 　４位 工藤瑠々花 (札幌市立日章中学校) 16.150

　２位 清水　理央 (瞬美) 33.000 　５位 秋野　晴香 (札幌市立清田中学校) 15.700

　３位 渡邉　安彩 (北海道大学) 32.200 　６位 長谷川くるみ (江別市立江陽中学校) 15.450

　４位 太田　萌香 (北海道大学) 31.850

　５位 岡田実那美 (北海道大学) 30.000 第56回北海道体操競技体操選手権大会

　６位 千葉　佳苗 (北海道教育大学釧路校) 28.350 2017 第１１回全国ブロック選抜U-12北海道予選会

期日　平成29年8月26日(土)～27日(日)

第48回北海道中学校体操競技・新体操選手権大会 会場　野幌総合運動公園体育館

期日　平成29年8月1日(火)～3日(木)

会場　野幌総合運動公園体育館 ◎体操競技　小学男子　個人総合

　１位 浅原　康生 (ジュンスポーツクラブ) 54.850

◎男子一部　団体総合 　２位 中林　凌牙 (十勝ジュニア体操クラブ) 54.500

　１位 網走市立第三中学校 161.300 　３位 田口　航輝 (レイズ体操クラブ) 53.650

　２位 小樽市立桜町中学校 114.700 　４位 小山内優騎 (レイズ体操クラブ) 53.000

◎男子一部　個人総合 　５位 寺島　優雅 (はんざわ体操クラブ) 52.300

　１位 壁谷　日陽 (札幌市立琴似中学校) 76.525 　６位 西　　湊丞 (レイズ体操クラブ) 51.150

　２位 萩原　竜司 (当別町立西当別中学校) 75.050 ◎体操競技　小学女子　個人総合

　３位 野坂 　 宙 (旭川市立東光中学校) 74.500 　１位 寺井　詩月 (レイズ体操クラブ) 48.350

　４位 後藤　羽空 (網走市立第三中学校) 73.800 　２位 小沼　有李 (北翔大学スポルクラブ) 46.750

　５位 福嶋　冬真 (函館市立尾札部中学校) 73.750 　３位 加藤　妃桜 (はんざわ体操クラブ) 46.700

　６位 榊原　逸生 (網走市立第三中学校) 73.300 　４位 高崎　陽詩 (レイズ体操クラブ) 46.150

◎女子一部　団体総合 　５位 野々山　凛 (レイズ体操クラブ) 42.800

　１位 旭川市立神楽中学校 103.950 　６位 木村　柚月 (旭川エクセル体操クラブ) 42.200

　２位 網走市立第三中学校 83.350 ◎体操競技　中学１・２男子　個人総合

　３位 小樽市立長橋中学校 71.900 　１位 野坂 　 宙 (旭川エクセル体操クラブ) 55.100

◎女子一部　個人総合 　２位 日野　祥希 (蘭体操クラブ) 49.350

　１位 猪口　夏鈴 (小樽市立西陵中学校) 45.500 　３位 池添　俊也 (十勝ジュニア体操クラブ) 48.600

　２位 絹川　涼香 (札幌市立向陵中学校) 45.450 　４位 野村　龍瓶 (蘭体操クラブ) 48.500

　３位 清水　鈴花 (北見市立北中学校) 44.000 　５位 大澤　柊志 (北見ジュニア体操クラブ) 44.150

　４位 西尾　瑠莉 (釧路市立鳥取中学校) 43.800 ◎体操競技　中学１・２女子　個人総合

　５位 細川　琴未 (旭川市立神楽中学校) 43.650 　１位 細川　琴未 (旭川エクセル体操クラブ) 45.150

　６位 後藤　　蘭 (旭川市立神楽中学校) 42.950 　２位 西尾　瑠莉 (シュピール体操クラブ釧路) 41.550

◎男子二部　団体総合 　３位 吉田　梨乃 (レイズ体操クラブ) 40.750

　１位 北広島市立東部中学校 81.500 　４位 齊藤　愛華 (ジュンスポーツクラブ) 38.850

　２位 札幌市立栄町中学校 79.975 　５位 簑島　茅来 (レイズ体操クラブ) 37.700

　３位 札幌市立澄川中学校 78.150 　６位 畠山　夢悠 (ジュンスポーツクラブ) 37.650

◎男子二部　個人総合 ◎体操競技　少年男子　個人総合

　１位 鎌田　健汰 (札幌市立手稲中学校) 28.725 　１位 多田　悠利 (札幌白石高等学校) 74.650

　２位 友田　　昊 (札幌市立栄町中学校) 28.525 　２位 大谷　直希 (とわの森三愛高等学校) 71.250

　３位 田中　辰空 (札幌市立平岡中央中学校) 28.000 　３位 壁谷　日陽 (札幌市立琴似中学校) 70.700

　４位 山口　翔太 (札幌市立あいの里東中学校) 27.800 　４位 酒井　貴一 (札幌啓成高等学校) 67.450

　５位 小池　晴輝 (札幌市立陵陽中学校) 27.775 　５位 中島　　佑 (とわの森三愛高等学校) 67.350

　６位 中川　千聖 (北広島市立東部中学校) 27.750 　６位 福嶋　冬真 (函館市立尾札部中学校) 66.450

◎女子二部　団体総合 ◎体操競技　少年女子　個人総合

　１位 札幌市立栄南中学校 75.150 　１位 山下　星那 (とわの森三愛高等学校) 46.800

　２位 苫小牧市立啓北中学校 75.100 　２位 絹川　涼香 (札幌市立向陵中学校) 44.850

　３位 釧路市立鳥取中学校 73.550 　３位 後藤　　蘭 (旭川エクセル体操クラブ) 44.400

◎女子二部　個人総合 　４位 山田　晴菜 (とわの森三愛高等学校) 44.250

　１位 河原　奈々 (苫小牧市立苫小牧東中学校) 27.900 　５位 杉山　圭奈 (札幌大谷中学校・高等学校) 43.700

　２位 石動　瑞奈 (苫小牧市立啓北中学校) 27.200 　５位 木村　優希 (札幌龍谷学園高等学校) 43.700

　３位 小川　　媛 (札幌市立中央中学校) 27.050 ◎体操競技　成年男子

　４位 鹿野　　愛 (札幌市立もみじ台中学校) 27.000 　１位 高間　寛智 (はんざわ体操クラブ) 81.350

　４位 田村菜々恵 (北広島市立東部中学校) 27.000 　２位 三浦　亮汰 (新潟経営大学) 79.050

　６位 麓　　未咲 (札幌市立北辰中学校) 26.950 　３位 吉田　和輝 (茗渓クラブ) 77.750

◎新体操　団体 　４位 河部　俊之 (日本大学) 76.550

　１位 遺愛女子中学校 8.050 　５位 須川　侑生 (駒澤大学) 75.000

　２位 藤女子中学校 2.000 　６位 松沢　俊太 (福岡大学) 74.950



◎体操競技　成年女子 　４位 北川　竜羽 (北海道新体操クラブ江別) 49.900

　１位 加藤　千晴 (国士舘大学) 50.300 　５位 田口　　海 (北海道新体操クラブ恵庭) 49.800

　２位 清水　理央 (瞬美) 33.000 　６位 浪田　  倭 (北海道新体操クラブ江別) 46.150

　３位 渡邉　安彩 (北海道大学) 32.200 ◎全日本ジュニア新体操予選　女子団体の部

　４位 太田　萌香 (北海道大学) 31.850 　１位 ＳｉｅｇＲ．Ｇクラブ 11.90

　５位 岡田実那美 (北海道大学) 30.000 　２位 札幌ＭＥＧ・ＲＧクラブ 11.50

　６位 千葉　佳苗 (北海道教育大学釧路校) 28.350 ◎全日本新体操ジュニア予選　個人の部

　１位 北脇　　爽 (北海高等学校) 39.60

第56回北海道新体操選手権大会･第34回全日本ｼﾞｭﾆｱ予選会 　２位 村国野乃花 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 37.25

期日　平成29年9月2日(土)～3日(日) 　３位 続　あい梨 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 36.10

会場　野幌総合運動公園体育館 　４位 今川　亜美 (輝) 35.80

　５位 秋野　晴香 (NPO札幌ｸﾗｼｰﾊﾞﾔﾁﾞｪｰﾌﾞﾁｶ) 32.45

◎新体操　男子団体の部 　６位 長谷川くるみ (Ｓieg Ｒ.Ｇクラブ) 29.75

　１位 恵庭南高等学校 15.100

　２位 北海道新体操クラブ恵庭 13.400 第40回北海道ｼﾞｭﾆｱ体操競技選手権大会

　３位 北海道新体操クラブ江別 12.350 日時　平成29年11月3日(金)～5日(日)　

　４位 札幌モエレ新体操クラブ 9.600 会場　小樽市総合体育館

　５位 札幌東陵高等学校 4.950

◎新体操　男子個人ジュニアの部 ◎体操競技　男子Ａクラス団体総合

　１位 鶴田　快成 (北海道新体操クラブ恵庭) 26.600 　１位 はんざわ体操クラブ 163.600

　２位 海谷　燎摩 (北海道新体操クラブ江別) 25.950 　２位 ジュンスポーツクラブ 156.650

　３位 明井　悠斗 (北海道新体操クラブ恵庭) 25.150 　３位 札幌アルファ体操クラブ 153.900

　４位 北川　竜羽 (北海道新体操クラブ江別) 24.600 　４位 オホーツクスポーツクラブ 150.950

　５位 田口　　海 (北海道新体操クラブ恵庭) 24.350 　５位 ALLES体操クラブ 147.950

　６位 浪田　  倭 (北海道新体操クラブ江別) 24.200 　６位 蘭体操クラブ 146.850

◎新体操　男子個人高校・一般の部 ◎体操競技　女子Ａクラス団体総合

　１位 田口　　将 (恵庭南高等学校) 33.200 　１位 旭川エクセル体操クラブ 134.850

　２位 吉村　航也 (恵庭南高等学校) 33.075 　２位 レイズ体操クラブ 128.100

　３位 大西　峻介 (恵庭南高等学校) 32.750 　３位 シュピール体操クラブ釧路 107.850

　４位 佐々木孝憲 (恵庭南高等学校) 31.350 ◎体操競技　男子Ｂクラス団体総合

　５位 伊賀　健介 (恵庭南高等学校) 29.900 　１位 レイズ体操クラブ 168.000

　６位 中田龍之介 (恵庭南高等学校) 29.700 　２位 はんざわ体操クラブ 164.375

◎新体操　女子団体ジュニアの部 　３位 ALLES体操クラブ 152.050

　１位 ＳｉｅｇＲ．Ｇクラブ 11.90 　４位 ジュンスポーツクラブ 142.150

　２位 札幌ＭＥＧ・ＲＧクラブ 11.50 ◎体操競技　女子Ｂクラス団体総合

　３位 輝 9.55 　１位 北翔大学スポルクラブ 183.050

　４位 NPO札幌クラシーバヤヂェーブチカ 7.70 　２位 レイズ体操クラブ 180.400

　５位  ＮＰＯ法人さっぽろ体操クラブＲＧ 5.00 　３位 ジュンスポーツクラブＡ 176.700

◎新体操　女子団体高校・一般の部 　４位 ジュンスポーツクラブＢ 175.950

　１位 北海高等学校 14.90 　５位 北広島ジュニア体操クラブＡ 171.750

　２位 北星学園女子中学高等学校 9.30 　６位 蘭体操クラブ 170.800

◎新体操　女子個人ジュニアの部 ◎体操競技　男子Ｃ１クラス団体総合

　１位 村国野乃花 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 19.90 　１位 北広島ジュニア体操クラブ 155.700

　２位 北脇　　爽 (北海高等学校) 19.40 　２位 ALLES体操クラブ 146.450

　３位 今川　亜美 (輝) 18.10 ◎体操競技　男子Ｃ２クラス団体総合

　４位 秋野　晴香 (NPO札幌ｸﾗｼｰﾊﾞﾔﾁﾞｪｰﾌﾞﾁｶ) 17.25 　１位 ジュンスポーツクラブＡ 112.600

　５位 続　あい梨 (札幌ＭＥＧ．ＲＧクラブ) 17.15 　２位 ジュンスポーツクラブＢ 109.750

　６位 大窪月宝生 (NPO札幌ｸﾗｼｰﾊﾞﾔﾁﾞｪｰﾌﾞﾁｶ) 16.40 　３位 レイズ体操クラブ 107.350

◎新体操　女子個人高校・一般の部 　４位 北広島ジュニア体操クラブ 106.950

　１位 白瀬　由佳 (北海高等学校) 23.65 　５位 はんざわ体操クラブ 104.100

　２位 芳賀麻悠子 (北海高等学校) 18.70 　６位 札幌アルファ体操クラブ 102.650

　３位 野上　菜月 (北海高等学校) 18.25 ◎体操競技　女子Ｃクラス団体総合

　４位 新井　のあ (北星学園女子中学高等学校) 17.80 　１位 レイズ体操クラブＡ 112.050

　４位 齊藤　はな (北海高等学校) 17.80 　２位 札幌アルファ体操クラブ 105.800

　６位 上杉　永遠 (北海高等学校) 17.60 　３位 北広島ジュニア体操クラブＡ 105.450

◎全日本ジュニア新体操予選　男子団体の部 　３位 苫小牧ジュニア体操クラブ 105.450

　１位 北海道新体操クラブ恵庭 13.400 　５位 ジュンスポーツクラブ 103.750

　２位 北海道新体操クラブ江別 12.350 　６位 はんざわ体操クラブ 101.650

　３位 札幌モエレ新体操クラブ 9.600 ◎体操競技　男子Ａクラス個人総合

◎全日本ジュニア予選　男子個人の部 　１位 壁谷　日陽 (はんざわ体操クラブ) 56.850

　１位 鶴田　快成 (北海道新体操クラブ恵庭) 54.250 　２位 野坂 　 宙 (旭川エクセル体操クラブ) 55.950

　２位 海谷　燎摩 (北海道新体操クラブ江別) 53.400 　３位 猪口  謙蔵 (おたる体操ジュニアクラブ) 54.850

　３位 明井　悠斗 (北海道新体操クラブ恵庭) 50.000 　４位 福嶋　冬真 (ALLES体操クラブ) 54.300



　５位 見附　大綺 (札幌アルファ体操クラブ) 54.100 ◎体操競技　男子二部団体総合

　６位 渡邉　翔也 (レイズ体操クラブ) 54.050 　１位  札幌英藍高等学校 185.950

◎体操競技　女子Ａクラス個人総合 　２位  札幌啓成高等学校 171.850

　１位 絹川　涼香 (はんざわ体操クラブ) 47.400 　３位  札幌東高等学校 166.600

　２位 猪口　夏鈴 (おたる体操ジュニアクラブ) 46.350 　４位  旭川西高等学校 150.750

　３位 細川　琴未 (旭川エクセル体操クラブ) 46.200 ◎体操競技　女子二部団体総合

　４位 木村　柚月 (旭川エクセル体操クラブ) 44.800 　１位  札幌啓成高等学校 162.050

　５位 齊藤　愛華 (ジュンスポーツクラブ) 43.900 　１位  札幌平岸高等学校 162.050

　６位 後藤　　蘭 (旭川エクセル体操クラブ) 43.850 　３位  札幌東高等学校 159.650

◎体操競技　男子Ｂクラス個人総合 　４位  札幌東陵高等学校 158.050

　１位 橋本　大輔 (旭川エクセル体操クラブ) 57.000 ◎体操競技　男子二部個人総合

　２位 田口　航輝 (レイズ体操クラブ) 56.950 　１位 杉森　俊介 (札幌英藍高等学校) 64.200

　３位 寺島　優雅 (はんざわ体操クラブ) 56.775 　２位 岩部　　裕 (札幌英藍高等学校) 62.050

　４位 小山内優騎 (レイズ体操クラブ) 56.150 　３位 伊藤　謙作 (札幌東高等学校) 60.100

　５位 藤原　　拓 (旭川エクセル体操クラブ) 55.550 　４位 鈴木　雄也 (札幌啓成高等学校) 59.600

　６位 駒形　悠陽 (レイズ体操クラブ) 54.450 　５位 佐藤　桂冴 (札幌啓成高等学校) 59.300

◎体操競技　女子Ｂクラス個人総合 　６位 谷本　恭兵 (札幌英藍高等学校) 59.200

　１位 小沼　有李 (北翔大学スポルクラブ) 61.900 ◎体操競技　女子二部個人総合

　２位 植田　小晴 (旭川エクセル体操クラブ) 60.900 　１位 花田  恭実 (札幌啓成高等学校) 55.900

　３位 芦﨑　愛未 (北翔大学スポルクラブ) 60.650 　２位 伊吹　真依 (札幌啓成高等学校) 55.850

　４位 野々山　凛 (レイズ体操クラブ) 60.300 　３位 柳田　　優 (とわの森三愛高等学校) 55.650

　５位 高崎　陽詩 (レイズ体操クラブ) 59.900 　４位 樫山　　杏 (札幌平岸高等学校) 54.900

　６位 中村　  心 (ジュンスポーツクラブＡ) 59.550 　５位 久郷　京子 (札幌東高等学校) 54.500

◎体操競技　男子Ｃ１クラス個人総合 　６位 小須田あゆみ (札幌平岸高等学校) 54.050

　１位 水越　敢太 (ジュンスポーツクラブ) 56.700

　２位 岡崎　泰士 (はんざわ体操クラブ) 55.850 ◎新体操　男子団体

　３位 池田　理一 (ジュンスポーツクラブ) 55.700 　１位 恵庭南高等学校 15.150

　４位 杉渕　大空 (北広島ジュニア体操クラブ) 52.150 　２位 札幌東陵高等学校 5.950

　５位 浅原　颯太 (北広島ジュニア体操クラブ) 51.850 ◎新体操　女子団体

　６位 御囲　順正 (北広島ジュニア体操クラブ) 51.700 　１位 北海高等学校 17.100

◎体操競技　男子Ｃ２クラス個人総合 　２位 北星学園女子高等学校 12.850

　１位 泉　　　翔 (旭川エクセル体操クラブ) 38.200 ◎新体操　男子一部個人総合

　２位 植松　　優 (ジュンスポーツクラブＡ) 37.950 　１位 田口　　将 (恵庭南高等学校) 32.500

　３位 福田　海斗 (ジュンスポーツクラブＢ) 37.300 　２位 吉村　航也 (恵庭南高等学校) 31.125

　４位 宮崎　峻輔 (札幌アルファ体操クラブ) 37.250 　３位 大西　竣介 (恵庭南高等学校) 30.150

　５位 廣川　悠玄 (旭川ＴＡＧスポーツクラブ) 37.100 　４位 伊賀　健介 (恵庭南高等学校) 27.250

　６位 阿部　翔太 (ジュンスポーツクラブＡ) 37.000 　５位 春井　仁志 (恵庭南高等学校) 25.200

◎体操競技　女子Ｃクラス個人総合 　６位 中田龍之介 (恵庭南高等学校) 24.750

　１位 沢口万南美 (レイズ体操クラブＡ) 38.150 ◎新体操　女子一部個人総合

　２位 斉藤　立夏 (レイズ体操クラブＡ) 37.100 　１位 白瀬　由佳 (北海高等学校) 29.250

　３位 伏見　沙也 (レイズ体操クラブＡ) 36.800 　２位 北脇　　爽 (北海高等学校) 24.550

　４位 和田心々花 (札幌アルファ体操クラブＡ) 36.600 　３位 上杉　永遠 (北海高等学校) 23.700

　５位 河原　奈々 (苫小牧ジュニア体操クラブ) 36.450 　４位 野上　菜月 (北海高等学校) 23.350

　６位 古家　瀬菜 (札幌アルファ体操クラブＡ) 36.150 　５位 干上　柚月 (北海高等学校) 20.500

　６位 早坂　愛雪 (北海高等学校) 20.050

第32回北海道高等学校体操競技・新体操新人戦大会 ◎新体操　女子二部個人総合

日時　平成29年11月11日(土)～12日(日)　 　１位 小林　もえ (恵庭南高等学校) 7.050

会場　野幌総合運動公園体育館 　２位 加藤　のい (遺愛女子高等学校) 6.550

　３位 工藤　朱莉 (旭川西高等学校) 4.250

◎体操競技　男子一部個人総合 　４位 佐々木栞音 (札幌北斗高等学校) 3.650

　１位 大谷　直希 (とわの森三愛高等学校) 70.700 　５位 佐藤　杏香 (旭川商業高等学校) 3.600

　２位 中島　　佑 (とわの森三愛高等学校) 66.650 　６位 飛鳥　聖奈 (遺愛女子高等学校) 2.550

　３位 酒井　貴一 (札幌啓成高等学校) 66.350

　４位 蒦本　光星 (とわの森三愛高等学校) 63.650

　５位 宇野　裕弥 (函館中部高等学校) 61.800

　６位 青田　泰知 (札幌東高等学校) 61.450

◎体操競技　女子一部個人総合

　１位 山下　星那 (とわの森三愛高等学校) 49.150

　２位 山田　晴菜 (とわの森三愛高等学校) 45.200

　３位 木村　優希 (札幌龍谷高等学校) 45.150

　４位 齊藤　柚那 (札幌白石高等学校) 37.800

　５位 高野　美留 (札幌白石高等学校) 37.700

　６位 岩本　三冬 (札幌東高等学校) 35.200


