
男子Aクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
福井鈴生 ﾌｸｲ ﾚｵ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中２ 11.80 9.65 21.45 1
板橋悠迅 ｲﾀﾊｼ ﾕｳﾄ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 11.45 9.10 20.55 2
澤田一成 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中３ 10.70 9.48 20.18 4
横田博暉 ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中２ 10.60 9.40 20.00 6
原寛人 ﾊﾗ ﾋﾛﾄ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中３ 10.20 9.70 19.90 7
矢野雄大 ﾔﾉ ﾕｳﾀ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 10.65 9.25 19.90 7
近藤郁登 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾄ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 10.40 9.50 19.90 7
上川大海 ｶﾐｶﾜ ﾋﾛﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 10.00 9.75 19.75 10
加守田修也 ｶﾓﾀﾞ ｼｭｳﾔ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 中１ 10.10 8.95 19.05 12
小六直翔 ｺﾛｸ ﾅｵﾄ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 9.80 9.15 18.95 13
本田威己 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中２ 9.40 9.20 18.60 17
西川竜人 ﾆｼｶﾜ ﾘｭｳﾄ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中２ 9.25 9.20 18.45 18
南龍成 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｾｲ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 8.65 9.40 18.05 21
谷口英嵩 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾀｶ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 中１ 9.35 8.70 18.05 22
浦岡大輔 ｳﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 8.50 9.18 17.68 26

女子Aクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
神田 菜々 ｶﾝﾀﾞ ﾅﾅ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 10.65 12.50 23.15 3
瀬尾 瑞希 ｾｵ ﾐｽﾞｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 10.35 12.30 22.65 7
猪口 絵莉菜 ｲﾉｸﾞﾁ ｴﾘﾅ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中２ 11.50 11.00 22.50 9
村川 瑠奈 ﾑﾗｶﾜ ﾙﾅ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 10.30 11.40 21.70 16
浜田 かすみ ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 9.40 12.00 21.40 18
奥村 穂乃香 ｵｸﾑﾗ ﾎﾉｶ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 8.50 10.80 19.30 39

大会名：２０１４ アクティングカップ
日程：２０１４年１２月１４日

会場名：大阪市中央体育館

１２月１４日（日）に大阪市中央体育館にて『２０１４アクティングカップ』が開

催されました。この大会は一つの会場で、体操・バトントワリング・トランポリ

ンの３競技が同時に行われる、他には無い素晴らしい大会です。その中の

体操競技部門に、当スクールからは東住吉校・生野校合わせて８１名の選

手が参加しました。結果は東住吉校トップジムナスト所属の福井鈴生君が

男子Aクラスで見事優勝！！その他のクラスでも数多くの入賞を果たし大活

躍でした。（詳しい結果は下記の得点表をご覧下さい）この大会を通じ、子

ども達も多くの事を感じ今後の更なる飛躍に繋げてくれる事と思います。今

後のトミオカの子ども達の更なる活躍にご期待下さい！！ 

板橋悠迅（エリート） 神田菜々（エリート） 熊崎このみ（エリート） 平居莉那（トップジムナスト） 



男子Bクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
福田司 ﾌｸﾀﾞ ﾂｶｻ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小３ 10.50 9.65 20.15 5
鬼塚翔 ｵﾆﾂｶ ｼｮｳ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小３ 10.65 9.45 20.10 6
長渡士門 ﾅｶﾞﾄ ｼﾓﾝ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小３ 10.40 9.55 19.95 10
加守田睦希 ｶﾓﾀﾞ ﾑﾂｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 9.95 9.30 19.25 27
西尾青 ﾆｼｵ ﾊﾙ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小３ 9.65 9.55 19.20 30
中村歩 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 9.80 9.40 19.20 30
山中康明 ﾔﾏﾅｶ ﾔｽｱｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小６ 9.70 9.45 19.15 33
高野陸 ﾀｶﾉ ﾘｸ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 9.15 9.35 18.50 53
森亜悟 ﾓﾘ ｱｻﾄ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 9.05 9.40 18.45 54
小林樹生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 8.95 9.43 18.38 56
澤田祐二 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小３ 9.05 9.30 18.35 57
女子Bクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
平居莉那 ﾋﾗｲ ﾘﾅ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 10.85 9.50 20.35 2
山下真由子 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕｺ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 10.85 9.30 20.15 6
大塚茉紘 ｵｵﾂｶ ﾏﾋﾛ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 10.80 9.30 20.10 7
吉岡陽依 ﾖｼｵｶ ﾋﾖﾘ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小４ 10.70 9.35 20.05 9
江﨑美海 ｴｻﾞｷ ﾐｳ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 10.60 9.15 19.75 14
奥村紅葉 ｵｸﾑﾗ ｸﾚﾊ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小４ 10.55 9.10 19.65 20
久吉ひかり ﾋｻﾖｼ ﾋｶﾘ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小４ 10.73 8.90 19.63 21
木下七海 ｷﾉｼﾀ ﾅﾅﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中２ 10.45 8.90 19.35 29
竹村もも ﾀｹﾑﾗ ﾓﾓ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 10.65 8.70 19.35 29
竹村寧々 ﾀｹﾑﾗ ﾈﾈ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 10.40 8.85 19.25 32
横山妃菜子 ﾕｺﾔﾏ ﾋﾅｺ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 10.55 8.45 19.00 33
島田あみ ｼﾏﾀﾞ ｱﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 10.45 8.50 18.95 34
長真由美 ｵｻ ﾏﾕﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 10.25 8.70 18.95 34
山口瑚々南 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｺﾅ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 10.40 8.50 18.90 36
北條知紗希 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾁｻｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 10.15 8.50 18.65 45
松本紗季 ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中１ 9.65 8.80 18.45 53
安上真由 ﾔｽｶﾞﾐ ﾏﾕ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 10.10 8.30 18.40 55
矢野花実 ﾔﾉ ｶﾅﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 中１ 9.95 8.40 18.35 56
小浜乃愛 ｺﾊﾏ ﾉｱ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小５ 9.95 8.30 18.25 60
横山菜々子 ﾕｺﾔﾏ ﾅﾅｺ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 中３ 9.25 8.90 18.15 61
荒牧希歩 ｱﾗﾏｷ ﾉｿﾞﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小６ 9.85 8.15 18.00 65
小林果蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小５ 8.85 8.10 16.95 78
堀ルビィ ﾎﾘ ﾙﾋﾞｨ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 中１ 8.70 8.05 16.75 82

男子Cクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
廣道光太 ﾋﾛﾐﾁ ｺｳﾀ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小３ 9.40 9.55 18.95 6
田中漣 ﾀﾅｶ ﾚﾝ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小１ 9.05 9.48 18.53 15
米田伊吹 ﾖﾈﾀﾞ ｲﾌﾞｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小２ 9.15 9.35 18.50 17
廣野民城 ﾋﾛﾉ ﾀﾐｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小１ 9.10 9.25 18.35 21
中道駿 ﾅｶﾐﾁ ｼｭﾝ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 8.70 9.50 18.20 23
尾花友輔 ｵﾊﾞﾅ ﾕｳｽｹ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小３ 8.25 9.30 17.55 35
金岩政樹 ｶﾅｲﾜ ﾏｻｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 7.55 9.25 16.80 41

女子Cクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
熊崎このみ ｸﾏｻｷ ｺﾉﾐ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小２ 9.60 9.60 19.20 3
吉林美結 ﾖｼﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小１ 9.55 9.30 18.85 7
平田千紘 ﾋﾗﾀ ﾁﾋﾛ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小２ 9.25 9.50 18.75 10
前田緑春 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾊﾙ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小３ 9.35 9.35 18.70 11
岡井こはる ｵｶｲ ｺﾊﾙ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小２ 9.30 9.20 18.50 14
松田姫和 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾖﾘ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小２ 9.33 9.00 18.33 21
高山二胡 ﾀｶﾔﾏ ﾆｺ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 9.10 9.05 18.15 27
脇田七羽 ﾜｷﾀ ﾅﾅﾊ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小４ 8.95 9.10 18.05 31
米田彩夏 ﾖﾈﾀﾞ ｱﾔｶ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小６ 8.55 9.00 17.55 50
小村詩恵瑠 ｺﾑﾗ ｼｴﾙ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小３ 8.40 8.40 16.80 72

男子Dクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
高山胡太 ﾀｶﾔﾏ ｺﾀ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小２ 8.10 8.60 16.70 31

女子Dクラス
名前 ナマエ 所属 学年 タンブリング 跳馬 合計 順位
奥村依舞 ｵｸﾑﾗ ｲﾌﾞ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 小２ 9.30 9.05 18.35 4
岡田百恵 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｴ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小２ 9.40 8.70 18.10 8
冨岡紗空 ﾄﾐｵｶ ｻﾗ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 年長 9.40 8.70 18.10 8
吉林瑠花 ﾖｼﾊﾞﾔｼ ﾙｶ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ東住吉校 年長 9.25 8.50 17.75 20
姜美貴 ｶﾝ ﾐｷ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小３ 9.00 8.70 17.70 22
廣橋心愛 ﾋﾛﾊｼ ｺｺｱ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小２ 9.30 8.05 17.35 32
川上愛音 ｶﾜｶﾐ ｱｲﾈ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小２ 8.80 8.25 17.05 39
中村莉來 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾗｲ ﾄﾐｵｶ体操ｸﾗﾌﾞ生野校 小１ 8.90 8.05 16.95 43


