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速報№2-1　訂正版

令和元年全九州高等学校体育大会

第71回  全九州高等学校新体操大会

2019/06/15

団体　フープ3　クラブ4 　成績順位 会場：長崎県立総合体育館

順位 所属名 選手氏名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差

1位

福岡県 北島 ほの香 近藤 ななみ 久保 莉子 11.85 5.90

17.750 ---中村学園女子 小森 琴音 榎本 倖子 江藤 菜津美 4.55 1.15

【監督】赤司　真麻 森 夕華 宮﨑 彩可 7.30 2.95

2位

佐賀県 河野 杏 中牟田 乃亜 中山 夏帆 11.95 5.75

17.700 0.05佐賀女子 松本 華 吉積 ニナ 伊東 来夢 4.70 1.20

【監督】横川　由美 枝折 良空 原口 桃 7.25 3.05

3位

大分県 平野 慧 倉原 萌華 今山 結梨 11.85 4.85

16.700 1.00別府鶴見丘 伊藤 陽菜子 秋山 涼 4.25 1.55

【監督】松永　恵子 明石 歩菜 岐部 瑞希 7.60 3.60

4位

鹿児島県 光成 和佳奈 碩 れな 川畑 愛里沙 11.95 4.65

16.600 0.10鹿児島純心女子 若松 芽育 道下 愛梨 田畑 志磨 4.90 1.35

【監督】栗山　菜々緒 日髙 陽月 野井 和奏 7.05 4.00

5位

長崎県 青木 梨華 濵口 朝香 川本 有紗 10.85 4.80

15.650 0.95長崎女子 井上 瞳 竹山 美月 髙橋 萌々春 4.10 1.40

【監督】古賀　公子 牟田 美里 宮﨑 美有 6.75 3.80

6位

鹿児島県 内田 あゆみ 入佐 綺ララ 飯野 日菜 10.00 3.70

13.700 1.95鹿児島実業 馬原 友里奈 大久保 凛音 田畑 優空 3.95 1.85

【監督】水元　菜央 大津 朝 満留 綾香 6.05 4.45

7位

熊本県 島田 きらら 中嶋 優貴 椿 莉奈 10.15 3.70

0.30 13.550 0.15熊本星翔 田本 音夢 清藤 千尋 4.35 1.75

【監督】福田　彩乃 武田 南帆 姫野 月美 5.80 4.55

8位

佐賀県 原口 明日華 木下 怜奈 房前 璃奈 9.90 3.20

0.30 12.800 0.75佐賀北 古賀 くるみ 朝日 ほのか 安住 真南 3.85 1.65

【監督】松尾　ゆかり 稲垣 歩華 橘 佑実 6.05 5.15

9位

沖縄県 外間 莉里佳 久高 ひなた 與那嶺 綾菜 8.20 3.80

12.000 0.80コザ 粟国 愛璃奈 喜納 小百妃 3.35 1.95

【監督】當原　直子 上原 未夢 大城 心愛 4.85 4.25

10位

長崎県 田中 寿梨 朝長 樹香 渡邉 美夢 9.30 2.90

0.30 11.900 0.10活水 荒牧 美有 野原 結心 3.40 2.50

【監督】向井　杏奈 黒田 星華 久松 愛優 5.90 4.60

11位

福岡県 畠山 優花 沖 七海 岡田 沙紀 9.40 1.55

10.950 0.95折尾愛真 白野 芳佳 小隈 優衣 3.70 2.20

【監督】佐藤　仁美 守永 蒔乃美 沖本 千愛 5.70 6.25

12位

宮崎県 辛島 七海 河原 明日香 勝田 敦子 6.75 1.90

8.650 2.30宮崎南 中尾 綾花 黒木 愛華 時任 里奈 3.05 2.60

【監督】池田　美華子 五味 優華 3.70 5.50

13位

沖縄県 神里 日菜 狩俣 亜依 神里 和 6.95 1.35

8.300 0.35首里 久貝 小雪 前川 ひなの 3.35 2.70

【監督】嶺井　愛 伊佐 香乃 3.60 5.95

審判長 坂本　佳与子



令和元年度 全九州高等学校体育大会 速報№8

第71回  全九州高等学校新体操大会
2019/06/16

入賞者一覧 会場：長崎県立総合体育館

団体選手権 個人総合選手権(ボール クラブ)

順位 所属名 得点 順位 選手名 所属名 得点

1位 中村学園女子 17.750 1位 有村　文里 熊本信愛 30.750

2位 佐賀女子 17.700 2位 伊藤　陽菜子 別府鶴見丘 29.800

3位 別府鶴見丘 16.700 3位 築地　遥 福岡魁誠 29.400

4位 鹿児島純心女子 16.600 4位 松本　華 佐賀女子 29.150

5位 長崎女子 15.650 5位 岩永　茉莉亜 尚絅 28.750

6位 鹿児島実業 13.700 6位 秋山　涼 別府鶴見丘 27.800

7位 熊本星翔 13.550 7位 神里　和 首里 25.950

8位 佐賀北 12.800 8位 中牟田　乃亜 佐賀女子 25.900

ボール クラブ

順位 選手名 所属名 得点 順位 選手名 所属名 得点

1位 有村　文里 熊本信愛 16.350 1位 伊藤　陽菜子 別府鶴見丘 14.550

2位 伊藤　陽菜子 別府鶴見丘 15.250 2位 築地　遥 福岡魁誠 14.500

3位 松本　華 佐賀女子 14.950 3位 有村　文里 熊本信愛 14.400

4位 築地　遥 福岡魁誠 14.900 4位 松本　華 佐賀女子 14.200

5位 岩永　茉莉亜 尚絅 14.850 5位 岩永　茉莉亜 尚絅 13.900

6位 秋山　涼 別府鶴見丘 14.500 6位 秋山　涼 別府鶴見丘 13.300

7位 道下　愛梨 鹿児島純心女子 13.750 7位 中牟田　乃亜 佐賀女子 13.050

8位 神里　和 首里 13.650 8位 荒牧　美有 活水 12.650

審判長 坂本　佳与子
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