
 

 

第71回 西日本学生体操選手権大会 

競技部報 
〈体操競技の部〉 

 

 

期 日   令和3年5月21日（金）～23日（日）  

会 場   北九州市立総合体育館   
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共 催   北九州市 
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東海北信越学生体操連盟  

後 援   福岡県教育委員会 北九州市教育委員会 日本体操協会 

九州体操協会 福岡県体操協会 全日本学生体操連盟 

朝日新聞社   

協 賛   公益財団法人 北九州観光コンベンション協会  
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連絡事項 

本大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を施しての運営となるため、例年とは異なる競

技進行や運営方法がとられる。各大学は、別に通達している「大会要項」「感染拡大防止ガイドラ

イン」を確認し、本大会の競技運営を十分理解して参加すること。  

 

（１）会議について  

・監督会議 ５月２１日（金） １５：４０  

監督会議への参加は各大学男女別に１名の出席とし、出席しない大学は参加を停止する。 

・補助役員会議 ５月２１日（金）１５：４０  

各大学補助役員の方は時間までに体育館内進行の所に集合。 

・審判会議 ５月２２日（土） ８：３０   

審判員の方は体育館内審判会議室に時間までに集合。  

 

（２）競技について 

 ①適用規則 適用規則はＦＩＧ競技規則に準ずる。 

 ＜男子＞２０１７年版採点規則、最新版内規及び体操競技情報最新号を適用する。  

＜女子＞２０１７年版採点規則、及び体操競技情報最新号を適用する。 

②設置器具  

＊器具は、日本体操協会認定器具(セノー株式会社製)を使用する。  

・男女共、跳馬に使用するメジャーは本部の設置したものを使用すること。  

・男女共、跳馬の跳躍板は、ハードは跳馬側より３・３・２、ソフトは跳馬側より３・１・２を 

用意する。  

・男子平行棒、女子の平均台・段違い平行棒の跳躍板は、ソフト３・１・２を用意する。  

・跳躍板のバネの取り外しは禁止とする。 

③競技の進行  

・競技の進行は、全てアナウンスに従うこと。  

・1日目の競技開始前に開始式を行う。 

・競技前の選手入場は行わない。  

・選手は班別本会場練習終了後、直ちに選手席エリアへ移動し待機する。  

・各種目の開始は、アナウンスに従って各種目に移動し、主任審判に距離を置いて整列し挨拶の

後競技直前の練習を行う。 

・各種目終了後の挨拶は行わない。  

 

（３）選手変更・棄権、新技申請について  

・選手変更・棄権および新技申請については、初日の入館時に受付に提出する。  

・監督会議後に特別な理由で出場不能となった場合の届出は、別途連絡する。  
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（４）オーダー用紙について  

・チーム参加の大学は、オーダー用紙（種目、選手名、ゼッケン、試技順を記入）を持参する。 

・男・女とも： ゆか９枚  跳馬８枚  その他の種目７枚 （個人参加は本部が用意する） 

 

（５）ゼッケンおよびユニフォームについて  

・ゼッケンは、縦15センチ・横20センチで用意すること。（男子は黒字・女子は赤字） 

・ユニフォームには各所属のマークを必ずつけること。 

 

（６）本会場および競技前の練習について（本大会はサブ会場がありません） 

２１日（金） 

＜男子＞ 各班１５分間のローテーション練習。開始種目は試合と同様の開始種目。 

Ａ班  １２：３０～１４：００ 

Ｂ班  １４：００～１５：３０ 

Ｃ班  １６：１０～１７：４０ 

Ｄ班  １７：４０～１９：１０ 

＜女子＞ 各班２０分間のローテーション練習。開始種目は試合と同様の開始種目。 

Ａ班  １２：３０～１３：５０ 

Ｂ班  １３：５０～１５：３０ 

Ｃ班  １６：１０～１７：３０ 

Ｄ班  １７：３０～１８：５０ 

２２日（土） 

＜男子＞ 各班１０分間のローテーション練習。開始種目は試合開始２種目から。 

Ａ班   ８：２５～ ９：２５ 

Ｂ班  １２：１０～１３：１０ 

各班１０分間のローテーション練習。開始種目は試合と同様の開始種目から。 

Ｃ班  １６：００～１７：００ 

Ｄ班  １７：１０～１８：１０ 

＜女子＞ 各班１５分間のローテーション練習。開始種目は試合開始２種目から。 

Ａ班   ８：２５～ ９：２５ 

Ｂ班  １２：１０～１３：２５ 

各班１５分間のローテーション練習。開始種目は試合と同様の開始種目から。 

Ｃ班  １６：００～１７：００ 

Ｄ班  １７：１０～１８：１０ 

２３日（日） 

＜男子＞ 各班１０分間のローテーション練習。開始種目は試合開始２種目から。 

Ｃ班   ８：２５～ ９：２５ 

Ｄ班  １２：１０～１３：１０ 
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＜女子＞ 各班１５分間のローテーション練習。開始種目は試合開始２種目から。 

Ｃ班   ８：２５～ ９：２５ 

Ｄ班  １２：１０～１３：１０ 

 

・競技直前の練習 ・男子 平行棒、女子 段違い平行棒は１人５０秒アップとする。  

・男女 跳馬練習は１人２本とする。 ・男女 ゆかは１組３分アップとする。  

・その他の種目は１人３０秒アップとする。  

 

（７）開会式・閉会式・開始式、速報成績について  

・本大会は開会式および閉会式は行わない。２２日（土）のＡ班競技開始前に開始式を行う。  

・速報および成績についてはオンライン上に掲示する予定である。  

 

（８）その他  

①体育館への入館及び受付について  

・各大学は体育館への入館および退館時には、必ず受付を通ること（ＩＤ保持者）。  

・全体の入館及び、退館時間（予定）  

５月２１日（金） 開館 ８：３０ 閉館２１：００  

５月２２日（土） 開館 ８：００ 閉館２１：００  

５月２３日（日） 開館 ８：００ 閉館１９：００  

※入館時は、定められたルートを通り、検温・体調チェック・手指消毒等を行うこと。 

 ※退館時にも手指消毒を行うこと。  

②本会場の使用について  

・本会場は土足禁止のため、インシューズを持参すること。  

・ごみは各大学で責任を持って持ち帰ること（テーピング等を含む）。  

・霧吹き、雑巾等は各大学で持参し、１日ごとに片付けること。残っていた場合は各日ごと回 

収・処分する。また、炭酸マグネシウム、ハチミツなどで壁や床を汚さないように注意する 

こと。 汚した場合、各大学できちんと掃除すること。  

・館内の電源の使用は一切禁止とする。ビデオ撮影、充電等を使用していた場合、バッテリー 

等を没収するので注意すること（没収した場合の返却は大会終了後、受付にて行う）。  

③セッティングおよびカッティングについて  

・セッティングは各大学に必要人数を割り当てる予定である。 

（チーム出場大学は派遣補助役員を含み5名前後）（個人出場者は極力参加）  

（9：50分からセット開始になっています。遠方から来る方は交通の関係もあると思われます。

到着次第セットに加わってください） 

・カッティングは、最終日に競技を行ったチームの中から人数を絞って行う予定である。  

 （監督会議時に説明） 

・参加できない場合、所定の手続きを行うこと。  
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④女子ゆかの音楽について  

・女子、ゆかの音楽は、各大学で再生できるデッキを用意すること。iPod などのポータブルオ 

ーディオプレーヤーの使用を許可するが、必ず各大学専用のスピーカーを用意すること。演 

技中の音とび・音響機器の不具合に関して本連盟は一切責任を負わない。なお、音量が大き 

く競技の進行を妨げると判断した場合は、本連盟の者が指示するのでそれに従うこと。  

・ゆかの３分アップ中に、女子選手のコーチ・音楽係は音出しの確認を必ず行うこと。  

⑤領収書の引き換え  

・受付にて、「大会参加費」の領収書を発行する。  

⑥その他  

・撮影申請書は体育館入館時（受付）に手続きを行うこと。 

・団体出場校は、プラカードを持参すること。  

・炭酸マグネシウムは各大学（各個人）で持参すること。また、ハチミツ等を使用する場合は、 

必ずシートを敷くこと。 

    ・アイシング用の氷は各自で持参。 

・部旗（横断幕）を張る場所は、割り振られた観客席（予定）に合わせて指定する。  

・部旗を張る際には必ず、ロープまたは養生テープを使用すること。ガムテープで貼ることは 

禁止する。 

・館内（駐車場を含む）での事故、盗難について、体育館管理者および本連盟は一切責任を負 

わない。  

・事故及び怪我についての責任は、傷害保険の範囲とする。  

・貴重品は各大学で管理をすること。 

・保険証を必ず持参すること。 

 

（９）問い合わせ 

〒814-0180  福岡県福岡市城南区七隈 8-19-1   

福岡大学 スポーツ科学部  田口晴康研究室内  西日本学生体操連盟 

連絡先：委員長（川崎理子）・・・080-3376-4917 

  E-mail  kyusyugakuren@yahoo.co.jp 

 

※ 新型コロナウイルス関連 相談窓口および病院                               

北九州市保健所：北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル（0570-093-567） 

北九州市保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療政策部 

北九州市小倉北区城内 1番 1号  093-582-2430    

 

医療法人 悠久会 久保内科クリニック 

北九州市小倉北区上到津 4丁目 7番 27号  Tel:093-653-4141 

北九州総合病院 

北九州市小倉北区東城野町 1-1  Tel:093-921-0560       

mailto:kyusyugakuren@yahoo.co.jp
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競技日程（体操競技の部） 
 

21日（金）  

時刻 8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  20 

セッティング  50   20        

男子本会場練習     30   30 10   10 

女子本会場練習     30   30 10  50  

監督会議        40      

補助役員会議        40     

22日（土） 

時刻 8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  20 

審判会議 30 00           

男

子 

班別本会場練習 25 25   10 10   00  00 10 10  

競技  30 A 班   00  15 B 班 45      

女

子 

班別本会場練習 25 25   10 25   00 00 10 10  

競技  30 A 班 25  30 B 班 40     

23日（日） 

時刻 8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  20   

男

子 

班別本会場練習 25  25   10 10       

競技  30 C 班  00  15 D 班 45     

女

子 

班別本会場練習 25 25    10 10       

競技  30 C 班 25  40 15 D 班 10     

カッティング        50     40   
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男子 選手名簿及び演技順 

Ａ班 ５月２２日（土）９：３０～ 

組番号 組名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

１ 個人１組 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

２ 個人２組 ６ １ ２ ３ ４ ５ 

３ 個人３組 ５ ６ １ ２ ３ ４ 

４ 個人４組 ４ ５ ６ １ ２ ３ 

５ 個人５組 ３ ４ ５ ６ １ ２ 

６ 個人６組 ２ ３ ４ ５ ６ １ 

 

 

1.個人１組 

No    選手名     学年    大学名        監督名 

1 長澤 響    (2) 新潟経営大学     森 赳人 

2 角  隆帆   (2)     

3 小林 聖矢   (2) 大阪体育大学    藤原 敏行 

4 上山 壱晟   (1)   

5 中  開紀  (2)  静岡産業大学     宮崎 彰吾 

6 多田 悠利  （4）  

２.個人２組 

No    選手名    学年   大学名           監督名 

7 峯村 隼斗   (4)  中京大学       近藤 重晃 

8 田口 航    (2)        

9 相賀 翔斗   (4)  東海大学九州   田山 哲至 

10 片山 和弥    (3)   

11 千葉 天祐人 (4)   富山大学      佐伯 聡史 

12 仲田 峻   （1）  

３.個人３組 

No    選手名     学年  大学名          監督名 

13 山本 歩夢   (2)  関西大学       國弘 一 

14 加島 駿佑   (1)        

15 中 心太朗   (1)  天理大学     松山 尚道 

16 川端 伶   （2）   

17 白川 大貴   (4)  至学館大学    村山 大輔 

18 辻村 篤都  (4)     

４.個人４組 

No    選手名     学年   大学名          監督名 

19 野田 竜矢   (2)  大阪大学     杉田 洋 

20 中山 和駿  (2)      

21 松原 涼真   (4)   九州大学      進藤 龍之介 

22 上西園 健太  (3)    

23 菅原 朱良   (2)  大阪産業大学     正見 こずえ 

24 石田 一慶   (1)        

５.個人５組 

No    選手名     学年   大学名         監督名 

25 下口 凌汰   (3)  甲南大学       吉本 忠弘 

26 多紀 龍志   (2)         

27 加藤 将太   (3)  立命館大学    

28 西川 寛人   (3)  

29 前田 英樹  （3）   

30 藤原 颯人  （2）   

６.個人６組 

No    選手名     学年   大学名          監督名 

31 古野 裕也   (3)  関西学院大学     宮本 春樹 

32 古田 魁聖   (2)         

33 神崎 陽行   (4)  同志社大学      中家 裕幸 

34 伊藤 圭樹   (1)   

35 永谷 麟太郎 （1）   

36 吉川 琢    (3)  京都大学      杉本 直三 
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Ｂ班 ５月２２日（土）１３：１５～ 

組番号 組名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

７ 大阪産業大学 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

８ 京都大学 ６ １ ２ ３ ４ ５ 

９ 大阪大学 ５ ６ １ ２ ３ ４ 

１０ 九州大学 ４ ５ ６ １ ２ ３ 

１１ 個人７組 ３ ４ ５ ６ １ ２ 

１２ 個人８組 ２ ３ ４ ５ ６ １ 

 

 

７．大阪産業大学 

No    選手名     学年    大学名         監督名 

37 長屋 龍之介 (4)    大阪産業大学   正見 こずえ 

38 野口 茂樹   (4)     

39 藤村 勇一郎  (3)     

40 山内 直紀   (3)    

41 大保 龍平  (2)    

42 廣濱 白斗   (2)     

８．京都大学  

No    選手名     学年    大学名         監督名 

43 岡安 裕輝  (4)    京都大学     杉本 直三 

44 奥内 蒼馬   (4)   

45 福井 光    (4) 

46 冨山 柊人    (3)   

47 水越 一斗  (3)  

48 林本 真生   (2) 

９．大阪大学 

No    選手名     学年    大学名         監督名 

49 井田 亮佑  (4)    大阪大学      杉田 洋 

50 今村 武文   (4) 

51 高桑 奏弦   (4) 

52 出口 博之    (4) 

53 岡谷 嶺央  (3) 

54 香賀 寛弥   （3） 

１０.九州大学 

No     選手名    学年    大学名         監督名 

55 本田 悠樹   (4)    九州大学       進藤 龍之介 

56 財部 雄太   (3)     

57 田淵 芳樹   (3)  

58 川村 右京   (2)  

59 上村 洋大  (2)        

60 千原 悠季   (2)   

１１．個人７組 

No    選手名    学年     大学名         監督名 

61 山田 拓哉   (4)    鹿屋体育大学   村田 憲亮 

62 山口 智輝   （3）       

63 富岡 浩輝   (3)       

64 田邊 友唯    (1)      

65 吉田 優士   （3）    九州共立大学   前原 拓也 

66 香藤 信梧   （4）   

１２．個人８組 

No    選手名     学年     大学名          監督名 

67 酒井 純哉   (4)     福岡大学     貞方 浩二 

68 下坂 裕也   (3)      

69 小松 飛鳥   (2)     

70 福田 雄翔    (2)       

71 藤井 毅    (3)     九州共立大学  前原 拓也 

72 石橋 泰輔   (2)    
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Ｃ班 ５月２３日（日）９：３０～ 

組番号 組名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

１３ 中京大学 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

１４ 東海大学九州 ６ １ ２ ３ ４ ５ 

１５ 富山大学 ５ ６ １ ２ ３ ４ 

１６ 関西大学 ４ ５ ６ １ ２ ３ 

１７ 天理大学 ３ ４ ５ ６ １ ２ 

１８ 至学館大学 ２ ３ ４ ５ ６ １ 

 

 

１３．中京大学 

No    選手名     学年   大学名         監督名 

73 坂地 一輝  (4)   中京大学     近藤 重晃 

74 近藤 又椰   (2)   

75 新納 雅貴   (4) 

76 原田 倫吏    (3)             

77 相馬 仁人  (2)            

78 齊藤 碩    (2)            

１４．東海大学九州 

No    選手名      学年   大学名         監督名 

79 浜崎 優    (3)  東海大学九州   田山 哲至 

80 渡邉 竜星    (3)   

81 阿部 晟太郎  (1) 

82 緒方 響      (1)             

83 中田 雅貴   (4)           

84 浦本 大輔   (3)           

１５．富山大学 

No    選手名     学年    大学名         監督名 

85 尾松 拓哉  (4)    富山大学     佐伯 聡史 

86 小林 風馬   (3)  

87 安間 丈   (3)  

88 茂垣 流星  (3)            

89 伴  隆徳    (2)             

90 三浦 康平  (1)           

１６．関西大学 

No    選手名      学年    大学名         監督名 

91 九重 宏海    (4)  関西大学     國弘 一 

92 山本 大空     (4)    

93 木本 大晴    (4)  

94 北村 俊輔    (3)              

95 藤田 空知    (3)             

96 古川 智英    (2)             

１７．天理大学  

No    選手名     学年     大学名         監督名 

97 水田 岳志   (4)    天理大学     松山 尚道 

98 板倉 聖     (4) 

99 藤井 優貴   (4) 

100 西森 大夢    (4) 

101 福井 鈴生   (3)               

102 鳴海 龍二    (3)          

１８．至学館大学 

No    選手名      学年    大学名         監督名 

103 瀧澤 栄太    (4)   至学館大学   村山 大輔 

104 高野 響輝    (2)      

105 出井 大智     (2)     

106 坪井 一真     (2)              

107 中島 礼基    (1)            

108 水上 魁士    (1)           
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Ｄ班 ５月２３日（日）１３：１５～ 

組番号 組名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

１９ 鹿屋体育大学 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

２０ 福岡大学 ６ １ ２ ３ ４ ５ 

２１ 九州共立大学 ５ ６ １ ２ ３ ４ 

２２ 新潟経営大学 ４ ５ ６ １ ２ ３ 

２３ 大阪体育大学 ３ ４ ５ ６ １ ２ 

２４ 静岡産業大学 ２ ３ ４ ５ ６ １ 

 

 

１９．鹿屋体育大学 

No     選手名     学年    大学名         監督名 

109  藤巻 竣平  (4)    鹿屋体育大学    村田 憲亮 

110  高田 佑貴   (4)   

111  上山 廉太郎 (3) 

112  長谷川 毅   (3)              

113  金田 希一  (2)            

114  津村 涼太   (1)            

２０．福岡大学  

No     選手名     学年    大学名         監督名 

115  藤井 涼平  (4)     福岡大学     貞方 浩二 

116  平田 藍吏  (3)   

117  山内 椋太   (3) 

118  山里 友崇   (3)             

119  大西 虎汰郎 (2)            

120  三村 雄大  (2)            

２１．九州共立大学 

No     選手名    学年     大学名          監督名 

121  柳  拓真  (4)    九州共立大学    前原 拓也 

122  桑野 央暉  (4) 

123  大内 暢也  (3) 

124  八幡 侑真   (2)              

125  中村 玲志  (2)             

126  河村 有輝  (2)             

２２.新潟経営大学 

No     選手名     学年     大学名        監督名 

127  津浦 功記  (4)    新潟経営大学  森 赳人 

128  早坂 晶宗  (4)     

129  片上 伊吹  (3)  

130  月岡 知希  (3)            

131  並松 玄太  (2)            

132  佐藤 元   (1)            

２３．大阪体育大学 

No     選手名    学年     大学名          監督名 

133  藤島 央基  (3)   大阪体育大学     藤原 敏行 

134  近江 奎太   (2)       

135  藤井 滉翼  (2)       

136  田部 壮一郎 (1)      

137  上田 遥介  (1)               

138  伊藤 颯良   (1)          

２４．静岡産業大学 

No     選手名    学年     大学名         監督名 

139  山口 京太郎 (4)     静岡産業大学  宮崎 彰吾 

140  作本 淳哉  (4)      

141  小堺 立也   (3)     

142  伊藤 匠海   (3)             

143  柴田 大輔  (3)             

144  濱田 夏希  (2)            
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女子 選手名簿及び演技順 
 

Ａ班 ５月２２日（土）９：３０～ 

 

組番号 組名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

１ 個人１組 １ ２ ３ ４ 

２ 個人２組 ４ １ ２ ３ 

３ 個人３組 ３ ４ １ ２ 

４ 個人４組 ２ ３ ４ １ 

 

 

1.個人１組 

No    選手名    学年     大学名          監督名 

1 田中 穂乃花 (2)     福岡大学       山浦 大智 

2 大隈 愛望  (1)              

3 藤井 夏未   (2)     至学館大学   村山 大輔 

4 槻木 優香   (4)     大阪産業大学  正見 こずえ 

5 浦松 宥美  (3)        

6 堤 梨華子  （3）     九州共立大学  前原 拓也 

 

２.個人２組 

No    選手名    学年     大学名         監督名 

7 碩山 莉穂   (4)   鹿屋体育大学    村田 憲亮 

8 石川 美里  (4)      

9 植村 結衣   (2)         

10 北野 咲希   (1)   

11 大石 紗菜  (4)      九州大学      進藤 龍之介 

12 澤田 結衣   (2)      

３.個人３組 

No   選手名      学年     大学名         監督名 

13 中村 瑠花    (4)    大阪大学      杉田 洋 

14 小橋 礼奈    (2)           

15 喜多 優那   (3)   立命館大学    

16 梶原 かれん   (4)    関西学院大学  宮本 春樹 

17 平居 莉那   (2)   天理大学    松山 尚道 

18 伊東 音葉   (3)    富山大学     佐伯 聡史 

４.個人４組 

No    選手名     学年    大学名          監督名 

19 越前 春菜   (3)    信州大学      

20 山口 華佳  (3)    京都大学      杉本 直三 

21 爲則 咲百合  (2)          

22 山﨑 結奈  （2）           

23 福田 楓子   (2) びわこ成蹊スポーツ大学 髙松 靖 

24 正田 瑶    (4)    京都産業大学   

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Ｂ班 ５月２２日 （土）１３：３０～ 

 

組番号 組名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 休み 

５ 同志社大学 １ ２ ３ ４ ５ 

６ 関西大学 ５ １ ２ ３ ４ 

７ 大阪教育大学 ４ ５ １ ２ ３ 

８ 個人５組 ３ ４ ５ １ ２ 

９ 個人６組 ２ ３ ４ ５ １ 

 

 

５．同志社大学  

No    選手名    学年    大学名          監督名 

25 伊東 美奈   (4)   同志社大学     中家 裕幸 

26 山田 千加   (4)    

27 川﨑 美穂  （3)   

28 石本 彩夏   (3)              

29 法兼 亜季   (1)             

30 西川 真萌  （1）            

６．関西大学 

No    選手名       学年   大学名        監督名 

31 猪上 夏菜子   (3)   関西大学      國弘 一 

32 東野 真奈   (3)     

33 普光江 彩和   (2)   

34 細田 真愛   (2)            

35 吉池 香南子  (2)              

36 槌谷 彩里裟  （1）           

７．大阪教育大学  

No    選手名    学年     大学名          監督名 

37 尾石 瑠依    (4)    大阪教育大学      古和 悟 

38 成松 実咲   (4)    

39 佐原 秀菜    (3)   

40 辻日 向子   (3)  

41 菅野  涼     (2)    

42 住藤 ひなた  (1)   

 

８．個人５組 

No    選手名      学年   大学名          監督名 

43 武内 莉帆     (2)   武庫川女子大学  大野 和邦     

44 岩佐  茜      (3)      

45 河原 早紀     (2)    

46 齋藤 柚花     (3)   

47 松本 奈巳     (4)   大阪体育大学    田原 宏晃 

48 吉田 菜々花   (2) 

 

９.個人６組 

No     選手名    学年    大学名         監督名 

49  郡山 莉音  (2)    中京大学      長坂 直美 

50  百合草 充都  (1)      

51  加田 美咲    (1)          

52  寺本 梨久   (3)      

53  藤並  渚   (4)    静岡産業大学  山本 新吾郎 

54  伊原 夢歩  (3)        
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Ｃ班 ５月２３日（日）９：３０～ 

 

組番号 組名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

１０ 福岡大学 １ ２ ３ ４ 

１１ 至学館大学 ４ １ ２ ３ 

１２ 大阪産業大学 ３ ４ １ ２ 

１３ 九州共立大学 ２ ３ ４ １ 

 

 

１０．福岡大学 

No    選手名     学年     大学名        監督名 

55 成田 明日香  (4)     福岡大学    山浦 大智 

56 吉松 華澄   (3) 

57 嘉納 まりん  (3) 

58 小林 菜生    (3)             

59 井上 萌衣   (1)           

60 河野 真菜   (1)           

１１．至学館大学 

No     選手名    学年    大学名         監督名 

61 菅原 奈奈歩  (4)     至学館大学   村山 大輔 

62 海谷 美奈   (4)   

63 浦川 菜月   (2)  

64 本田 あゆみ  (2)             

65 齊藤 わかば  (1)            

66 奥田 悠来    (1)          

１２．大阪産業大学  

No    選手名      学年    大学名         監督名 

67 木下 真博    (4)    大阪産業大学  正見 こずえ 

68 髙木 陽菜    (4) 

69 藤岡 みのり   (4) 

70 西村 菜緒    (3) 

71 安部 瑠華    (2) 

72 須藤 陽菜    (2) 

１３．九州共立大学 

No    選手名     学年     大学名        監督名 

73 児玉 優由    (4)    九州共立大学  前原 拓也 

74 三好 ひな   (4) 

75 山田 茉依花  (4) 

76 西村 ひかり  (3) 

77 馬場 妃奈乃  (1) 

78 山下 凜々子 （1） 
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Ｄ班 ５月２３日（日）１３：１５～ 

 

組番号 組名 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

１４ 武庫川女子大学 １ ２ ３ ４ 

１５ 中京大学 ４ １ ２ ３ 

１６ 大阪体育大学 ３ ４ １ ２ 

１７ 静岡産業大学 ２ ３ ４ １ 

 

 

１４．武庫川女子大学 

No    選手名     学年     大学名         監督名 

79 河崎 真理菜  (4)   武庫川女子大学    大野 和邦 

80 土橋 ココ    (4)   

81 安井 若菜    (4)  

82 渡邉 楓      (4)              

83 中野 優希   (3)               

84 辻前 綾里    (1)           

１５．中京大学 

No    選手名     学年    大学名        監督名 

85 岡田 祐衣     (4)   中京大学       長坂 直美 

86 古山 葵     (3)     

87 湯元 ゆりか  (3)  

88 梶田 凪      (3)  

89 石田 七実   (1)              

90 大杉 真奈    (1)          

 １６．大阪体育大学  

No    選手名     学年     大学名          監督名 

91 魚井 光    (3)    大阪体育大学    田原 宏晃 

92 柳川 友紀    (3)     

93 春内 琴美     (2)  

94 北川 莉奈    (1)               

95 北田 絢女   (1)             

96 大野 帆加   (1)           

１７．静岡産業大学 

No   選手名      学年    大学名          監督名 

97 吉田 李奈    (4)   静岡産業大学  山本 新吾郎 

98 平塚 彩都音  (3)      

99 奥間 千尋    (2)  

100 村上 瞳     (2)              

101 筒井 美帆    (1)             

102 原田 野乃花   (1)           
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北九州市立総合体育館  〒805-0011  福岡県北九州市八幡東区八王寺町 4-1 TEL：（093）652-4001  

公共交通機関でお越しの方 

最寄の交通機関 経路・所要時間 

JR 小倉駅から 

●小倉駅入口(三井中央信託銀行前 5 番乗り場)から 1 番、6 番、76 番系統(約 25 分)  

「到津の森公園前」下車徒歩 10 分 

●小倉駅バスセンターから 22 番、23 番、43 番、46 番、143 番系統黒崎方面行き (約 25 分) 

 「到津の森公園前」下車徒歩 10 分 

JR 西小倉駅から 
●西小倉駅前バス停から 1 番系統黒崎、折尾方面行(約 20 分)  

「到津の森公園前」下車徒歩 10 分 

JR 八幡駅から 
●西本町四丁目・八幡駅入口第一バス停から 1番、22番、43番系統小倉方面行き(約 20分) 

 「到津の森公園前」下車徒歩 10 分 

北九州空港から 

●51 番系統北九州臨空産業団地経由で「朽網駅」下車(約 17 分)→「朽網駅」から「南小倉

駅」下車 

●小倉駅バスセンターまで直通[高速](約 40 分)→小倉駅バスセンター→乗り換え→小倉駅

バスセンターから 22 番、43 番系統黒崎方面行き 「到津の森公園前」下車徒歩 10 分 

お車でお越しの方 

●福岡方面から 九州自動車道八幡インターから北九州都市高速道路山路（さんじ）出口から 10 分  

●下関方面から関門自動車道門司インターから北九州都市高速道路下到津（しもいとうづ）出口から 10 分  

タクシー会社 第一交通 093-521-3216 

 


