
第37回北信越中学校総合競技大会　新体操競技

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

2 射水市立 高原　光希 (2) 宮袋　礼央 (2)

2 １０：０４ 富山 新湊南部中学校 佐伯　魁星 (2)

木原　和美 田中　拓斗 (2)

1 鯖江市 窪田　宗一郎 (3) 齋藤　大地 (3) 吉田　澪平 (1)

4 １０：１２ 福井 鯖江中学校 前田　丈 (3) 山田　宅真 (3) 五十嵐　稜人 (1)

漆崎　剛雄 山本　大志 (3) 水野　幹大 (1)

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

12 射水市立 野田　萌可 (3) 荒木　遙月 (2) 宮袋　友伽 (3)

1 １０：００ 富山 新湊南部中学校 石崎　かや (3) 門　紗也華 (2) 小杉　里桜 (3)

小林　潤子 荒木　琴都 (2) 小杉　愛華 (1)

7 加茂市立 五十嵐　唯衣 (3) 小柳　百桃 (2) 樋口　愛菜 (3)

3 １０：０８ 新潟 若宮中学校 岡田　陽香 (3) 舩久保　有子 (2)

小林　一美 海津　雛乃 (3)

11 氷見市立 松井　遥依 (3) 舛田　海紗 (3) 柳田　花江 (3)

5 １０：１６ 富山 南部中学校 岸田　美玲 (3) 鎌仲　楓華 (3) 鎌仲　心音 (1)

伏喜　美和子 山本　柚馨 (3) 今井　美里 (1)

4 駒ヶ根市立 小平　はるか (3) 北林　愛乃 (1) 小池　萌愛 (1)

6 １０：２１ 長野 赤穂中学校 白鳥　愛佳 (3) 山下　夏未 (1) 北原　柚奈 (2)

竹内　詩帆 光澤　早弥花 (2) 倉田　紗良 (2)

男子団体競技

女子団体競技
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第37回北信越中学校総合競技大会　新体操競技

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

9 あわら市 左髙　奈知 (3) 加藤　南歩 (3) 三田　紗矢佳 (3)

7 １０：２６ 福井 金津中学校 本田　沙理 (3) 堀川　和紗 (3) 豊福　優美 (2)

出村　桂子 松本　莉子 (3) 新田　美月 (1)

5 金沢市立 森　朱里 (3) 小林　亜沙姫 (1) 松井　なごみ (3)

8 １０：３１ 石川 大徳中学校 四月朔日桐子(2) 杉田　蓮 (1) 田中　鈴花 (1)

山口　倫代 佐々木　舞依 (2) 大嶋　杏奈 (3)

6 新潟市立 金澤　真生 (3) 吉田　好花 (1) 土田　梨香 (3)

9 １０：３６ 新潟 山の下中学校 登坂　美玲 (3) 武藤　帆南 (1) 中野　千陽 (3)

皆川　せつ 中島　心音 (1) 渡辺　亜美 (2)

10 砺波市立 佐々木　愛 (3) 石川　りりか (3) 稲葉　亜依 (2)

10 １０：４１ 富山 庄西中学校 砂道　優花 (3) 山井　柚奈 (2) 水野　紗彩 (1)

久保　紀子 鶴澤　優紀 (3) 藤井　乃愛 (2)

3 松川村立 新開　唯葉 (3) 覚田　愛深 (2) 小林　麗 (1)

11 １０：４６ 長野 松川中学校 松澤　菜々香 (3) 塚田　紗代 (1)

正谷　麻穂 小林　悠 (3)

8 坂井市立 小林　朱里 (3) 長谷川　友香 (2) 山内　希莉 (1)

12 １０：５１ 福井 丸岡中学校 谷口　莉々夏 (3) 山内　紗希 (2) 多田　こころ (2)

岸本　和嘉子 湯川　理月 (3) 久保　貴欄 (2)
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第37回北信越中学校総合競技大会　新体操競技

試技順 D E 減点 得点 順位 試技順 D E 減点 得点 順位

12:40 8 金沢市立

1 森　朱里 (3) 石川 大徳中学校 1 12

山口　倫代

16 あわら市

2 左髙　奈知 (3) 福井 金津中学校 3 14

出村　桂子

20 砺波市立

１ 3 砂道　優花 (3) 富山 庄西中学校 5 16

久保　紀子

12 新潟市立

4 古俣　舞愛 (1) 新潟 下山中学校 7 18

永井　智恵

4 信州大学教育学部

5 高野　里香 (3) 長野 附属松本中学校 9 20

髙山　里穂

3 伊那市立

6 井澤　実咲 (3) 長野 伊那中学校 11 2

福田　葵

15 坂井市立

7 谷口　莉々夏 (3) 福井 丸岡中学校 13 4

岸本　和嘉子

7 金沢市立

２ 8 小林　亜沙姫 (1) 石川 大徳中学校 15 6

山口　倫代

19 砺波市立

9 鶴澤　優紀 (3) 富山 庄西中学校 17 8

久保　紀子

11 上越市立

10 村松　榛 (2) 新潟 城北中学校 19 10

13:55 礪波　敦子

女子個人競技

班 競技時間 № 選手名（学年） 県名 学校名/監督名
ロープ フープ

総合得点
総合
順位

～
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第37回北信越中学校総合競技大会　新体操競技

試技順 D E 減点 得点 順位 試技順 D E 減点 得点 順位

13:55 6 金沢市立

11 四月朔日桐子 (2) 石川 大徳中学校 21 32

山口　倫代

2 塩尻市立

12 丸山　朔夜 (3) 長野 広陵中学校 23 34

竹下　俊明

18 富山市立

３ 13 岩本　絵里佳 (2) 富山 堀川中学校 25 36

兼平　朋子

14 坂井市立

14 小林　朱里 (3) 福井 丸岡中学校 27 38

岸本　和嘉子

10 新潟市立

15 北見　雪妃乃 (3) 新潟 下山中学校 29 40

永井　智恵

5 金沢市立

16 松田　胡桃 (3) 石川 清泉中学校 31 22

倉本　いづみ

17 砺波市立

17 山井　柚奈 (2) 富山 庄西中学校 33 24

久保　紀子

13 坂井市立

４ 18 長谷川　友香 (2) 福井 丸岡中学校 35 26

岸本　和嘉子

9 新潟市立

19 藤宮　美咲 (3) 新潟 臼井中学校 37 28

佐藤　正隆

1 松本市立

20 上條　歩奈 (2) 長野 菅野中学校 39 30

15:10 今井　昌子

班 競技時間 № 選手名（学年） 県名
総合
順位

～

学校名/監督名
ロープ フープ

総合得点
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