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1 55 佐藤 誠朗 小6 栗東体操クラブ 9.875

2 109 笹川 雅 小5 京都スイトピア体操クラブ 9.850

3 107 友広 和央 小6 髙山体操クラブ 9.825

4 88 中村 唯都 小6 キッズワールド中国体操クラブ 9.750

5 84 前田 航輝 小6 レジックスポーツ 9.700

6 86 杉山 智哉 小5 レジックスポーツ 9.650

7 113 杉野 正尭 小6 久居体操クラブ 9.625

8 12 二村 優樹 小6 グンゼスポーツクラブ 9.600

9 9 香藤 信梧 小5 ジャンピング体操クラブ 9.500

9 110 山口 雄輝 小6 京都スイトピア体操クラブ 9.500

11 106 髙山 慶大 小6 髙山体操クラブ 9.450

12 120 近藤 聡太 小4 刈谷豊明体操クラブ 9.400

12 57 白方 孝 小6 鯖江体操スクール 9.400

14 119 野々垣喜昭 小5 刈谷豊明体操クラブ 9.350

14 2 迫 龍登 小5 東海テレビ東名体操クラブ 9.350

16 78 村田 一真 小4 鳴門体操クラブ 9.300

16 121 神谷 亮助 小4 刈谷豊明体操クラブ 9.300

16 87 山本 竜大 小5 レジックスポーツ 9.300

19 11 佐久川侑弥 小6 グンゼスポーツクラブ 9.250

19 8 安井 雅朋 小6 ジャンピング体操クラブ 9.250

19 83 八木沼太雅 小6 レジックスポーツ 9.250

19 34 黒田 涼太 小5 岐阜スタンツ教室 9.250

23 59 野村 洸太 小6 鯖江体操スクール 9.150

24 111 山口 智輝 小4 京都スイトピア体操クラブ 9.100

24 25 笹部 康晴 小5 コナミスポーツクラブ本店西宮 9.100

26 23 赤木慎太郎 小6 延岡さくら体操教室 9.000

27 61 藤井 太陽 小6 徳島体操クラブ 8.950

27 4 近藤 衛 小3 東海テレビ東名体操クラブ 8.950

29 28 後藤 大輝 小6 ゼウス体操クラブ 8.900

29 58 今村 虹輝 小6 鯖江体操スクール 8.900

31 230 乾 哲平 小4 アイム体操クラブ 8.800

31 112 幾田 空 小4 京都スイトピア体操クラブ 8.800

33 10 山里 友崇 小4 ジャンピング体操クラブ 8.700

34 82 木村 玲央 小6 レジックスポーツ 8.650

34 60 牧野 孝治 小6 鯖江体操スクール 8.650

36 3 上山廉太郎 小4 東海テレビ東名体操クラブ 8.600

37 21 福原 涼太 小5 Ｆｌｙ体操クラブ 8.550

38 122 原田 倫吏 小4 刈谷豊明体操クラブ 8.400

39 26 山岡航太郎 小6 コナミスポーツクラブ本店西宮 8.350

40 85 福本 岳琉 小5 レジックスポーツ 8.150

41 69 長谷川恭佑 小6 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 7.600

42 24 清野 毅志 小3 延岡さくら体操教室 7.250

43 70 近俊 昂行 小5 ygcFUKUYAMAスポーツセンター 6.000

－ 1 井関 純也 小5 東海テレビ東名体操クラブ キケン

－ 71 岩井 大弥 小5 ygcFUKUYAMAスポーツセンター キケン

－ 22 曳田 瑞樹 小6 延岡さくら体操教室 キケン

－ 72 岩井 瞭弥 小3 ygcFUKUYAMAスポーツセンター キケン
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