
令和２年度熊本県高等学校体操競技学年別大会個人表彰
学年 順位 ゼッケン 得点 学校名 氏名 ふりがな

3年生男子優勝 121 68.4 熊本学園大学付属高等学校 山田　晟太郎 やまだ　せいたろう

第２位 151 57.5 開新高等学校 水本　翔真 みずもとしょうま

第３位 121 48.05 熊本県立南稜高等学校 戸澤　隼斗 とざわ　はやと

第４位 122 32.4 熊本県立南稜高等学校 横山　駿太 よこやま　しゅんた

２年生男子優勝 42 64.5 熊本学園大学付属高等学校 火野坂　空城 ひのさか　そらき

第２位 21 63.95 東海大学付属熊本星翔高等学校 福島　健太 ふくしま　けんた

第３位 43 63.85 熊本学園大学付属高等学校 徳永　　航大 とくなが　こうた

第４位 123 35.2 熊本県立南稜高等学校 田口　智隆 たぐち　ともたか

第５位 124 34.8 熊本県立南稜高等学校 横川　凱貞 よこがわ　ときさだ

１年生男子優勝 45 60.25 熊本学園大学付属高等学校 諫山　幸栄 いさやま　こうえい

第２位 22 56.6 東海大学付属熊本星翔高等学校 永山　蓮 ながやま　れん

３年生女子優勝 2 43.95 有明高等学校 前原　希咲 まえはら　きさき

第２位 1 43.7 有明高等学校 石塚　杏奈 いしずか　あんな

第３位 41 41.05 熊本学園大学付属高等学校 家吉　　舞理 いえよし　まいり

第４位 42 40.65 熊本学園大学付属高等学校 田中　陽南子 たなか　ひなこ

第５位 21 39 東海大学付属熊本星翔高等学校 山下　凛々子 やました　りりこ

第６位 22 28.8 東海大学付属熊本星翔高等学校 辻　玲佳 つじ　れいか

２年生女子優勝 3 44.55 有明高等学校 池田　響 いけだ　ひびき

第２位 43 42.35 熊本学園大学付属高等学校 家吉　　理音 いえよし　りおん

第３位 4 35.6 有明高等学校 新川　実結羽 しんかわ　みゆは

第４位 44 25.85 熊本学園大学付属高等学校 橋本　真奈 はしもと　まな

１年生女子優勝 6 48.35 有明高等学校 城　唯花 じょう　ゆいか

第２位 7 47.8 有明高等学校 最上　紅羽 もがみ　くれは

第３位 5 46.55 有明高等学校 荒川　知優 あらかわ　ちひろ

第４位 24 41.4 東海大学付属熊本星翔高等学校 折戸　万葉 おりと　かずは

第５位 8 37.5 有明高等学校 前原　彩花 まえはら　いろは　

第６位 23 30.25 東海大学付属熊本星翔高等学校 朝比　華楓 あさひ　かえで

学校対抗団体（学年混合）
順位 得点 学校名

男子団体 優勝 198.5
第二位 121.45

女子団体 優勝 132.2
第二位 124.05
第三位 113.9

熊本学園大学付属高等学校
熊本県立南稜高等学校
有明高等学校
熊本学園大学付属高等学校
東海大学付属熊本星翔高等学校



令和２年度熊本県高等学校新体操学年別大会表彰
新体操女子個人
３年生個人 優勝 32.45 有村　文里 ありむら　あやり 熊本信愛女学院高等学校

第２位 28.95 岩永　茉莉亜 いわなが　まりあ 尚絅高等学校
第３位 28.1 福永　恵子 ふくなが　けいこ 文徳高等学校
第４位 23.05 緒方　　麗 おがた　うらら 熊本信愛女学院高等学校
第５位 22.7 三原　爽 みはら　そう 熊本市立千原台高等学校
第６位 21.9 西生　汐 にしお　きよ 尚絅高等学校
第７位 20.65 中嶋　優貴 なかしま　ゆき 東海大学付属熊本星翔高等学校
第８位 19.9 武田　南帆 たけだ　なほ 東海大学付属熊本星翔高等学校
第９位 16.7 浪内　万菜 なみうち　まな 尚絅高等学校

２年生個人 優勝 20.2 渡邉　　菜々 わたなべ　なな 熊本県立東稜高等学校
第２位 18.55 渡邉　萌々 わたなべ　もも 熊本県立東稜高等学校
第３位 16.3 椿　莉奈 つばき　りな 東海大学付属熊本星翔高等学校
第４位 14.35 姫野　月美 ひめの　つきみ 東海大学付属熊本星翔高等学校
第５位 14.15 清藤　千尋 きよふじ　ちひろ 東海大学付属熊本星翔高等学校
第６位 13.9 田上　翔子 たのうえ　しょうこ 熊本県立玉名高等学校

１年生個人 優勝 22 緒方　　煌 おがた　きらり 熊本信愛女学院高等学校
第２位 19.75 工藤　智佳子 くどう　ちかこ 尚絅高等学校
第３位 19.65 有村　咲耶 ありむら　さや 熊本信愛女学院高等学校

新体操男子
１年生個人 優勝 21.750 廣田　耕生 ひろた　こうせい 熊本県立水俣高等学校

新体操女子団体（学年混合）
優勝 16.000
オープン 得点無し

東海大学付属熊本星翔高等学校
合同チーム（尚絅、千原台、文徳）


