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順位 所属名 フリガナ 得点
1 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 247.529
2 作新学院高等学校 サクシンガクインコウトウガッコウ 244.695
3 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガクフゾクメイセイコウトウガッコウ 239.327
4 洛南高等学校 ラクナンコウトウガッコウ 238.595
5 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 238.225
6 福井県立鯖江高等学校 フクイケンリツサバエコウトウガッコウ 230.828

個人総合
順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 谷田   雅治 タニダ　マサハル 作新学院高等学校 サクシンガクインコウトウガッコウ 84.964
2 須永   光輝 スナガ　コウキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 84.332
3 戎 　燿汰 エビス　 ヨウタ 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 81.964
4 山﨑   真颯 ヤマザキ　マサキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 81.865
5 角皆   友晴 ツノガイ　トモハル 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 80.899
6 岸田   匡玄 キシダ　マサハル 洛南高等学校 ラクナンコウトウガッコウ 80.698

ゆか
順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 谷田   雅治 タニダ　マサハル 作新学院高等学校 サクシンガクインコウトウガッコウ 14.766
2 山﨑   真颯 ヤマザキ　マサキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 14.400
3 鈴木   一太 スズキ　イチタ 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガクフゾクメイセイコウトウガッコウ 14.333
4 岸田   匡玄 キシダ　マサハル 洛南高等学校 ラクナンコウトウガッコウ 14.266
5 神山   遥人 カミヤマ　ハルト 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガクフゾクメイセイコウトウガッコウ 14.200
6 須永   光輝 スナガ　コウキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 14.100

あん馬
順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 阿部   檜生 アベ　イブキ 茨城県立勝田工業高等学校 イバラキケンリツカツタコウギョウコウトウガッコウ 13.933
2 戎 　燿汰 エビス　 ヨウタ 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 13.766
3 須永   光輝 スナガ　コウキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 13.733
4 山本   道明 ヤマモト　ミチアキ 洛南高等学校 ラクナンコウトウガッコウ 13.700
5 角皆   友晴 ツノガイ　トモハル 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 13.566
6 川村 　一琉 カワムラ 　ハル 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 13.366
6 高橋   龍馬 タカハシ　リュウマ 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガクフゾクメイセイコウトウガッコウ 13.366

つり輪
順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 板橋   永久 イタバシ　トワ 駒澤大学高等学校 コマザワダイガクコウトウガッコウ 14.333
2 戎 　燿汰 エビス　 ヨウタ 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 14.233
3 須永   光輝 スナガ　コウキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 14.200
4 谷田   雅治 タニダ　マサハル 作新学院高等学校 サクシンガクインコウトウガッコウ 14.033
5 岸田   匡玄 キシダ　マサハル 洛南高等学校 ラクナンコウトウガッコウ 14.000
6 神山   遥人 カミヤマ　ハルト 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガクフゾクメイセイコウトウガッコウ 13.866

跳馬
順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 新関   愛翔 ニイゼキ　マナト 山形県立庄内総合高等学校 ヤマガタケンリツショウナイソウゴウコウトウガッコウ 15.066
2 川崎   大智 カワサキ　ダイチ 出水市立出水商業高校 イズミシリツイズミショウギョウコウコウ 14.766
3 小野   凉城 オノ　リョウキ 作新学院高等学校 サクシンガクインコウトウガッコウ 14.700
4 須永   光輝 スナガ　コウキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 14.533
5 角皆   友晴 ツノガイ　トモハル 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 14.400
6 百合草   建紀 ユリグサ　タテキ 仙台大学附属明成高等学校 センダイダイガクフゾクメイセイコウトウガッコウ 14.366

平行棒
順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 荻野   英之助 オギノ　エイノスケ 習志野市立習志野高等学校 ナラシノシリツナラシノコウトウガッコウ 14.400
2 谷田   雅治 タニダ　マサハル 作新学院高等学校 サクシンガクインコウトウガッコウ 14.366
3 山﨑   真颯 ヤマザキ　マサキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 14.233
3 戎 　燿汰 エビス　 ヨウタ 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 14.233
5 岸田   匡玄 キシダ　マサハル 洛南高等学校 ラクナンコウトウガッコウ 14.166
6 須永   光輝 スナガ　コウキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 13.900

鉄棒
順位 選手名 フリガナ 所属名 フリガナ 得点

1 谷田   雅治 タニダ　マサハル 作新学院高等学校 サクシンガクインコウトウガッコウ 14.166
2 川村 　一琉 カワムラ 　ハル 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 13.900
3 須永   光輝 スナガ　コウキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 13.866
4 福林 　玄輝 フクバヤシ　 ハルキ 清風高等学校 セイフウコウトウガッコウ 13.766
5 山﨑   真颯 ヤマザキ　マサキ 船橋市立船橋高等学校 フナバシシリツフナバシコウトウガッコウ 13.533
6 表   幸澄 オモテ　ユキト 洛南高等学校 ラクナンコウトウガッコウ 13.500
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