
【男子団体競技】
学校名 D E 減点 順位

熊本県立芦北高校 6.600 4.700 1.50 1
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  令和4年度 第50回熊本県高等学校総合体育大会 体操競技・新体操選手権大会

期日：令和4年6月4日

会場：熊本県立総合体育館

得点

涌田　虹奏 第二高校 45.150 木下直生 芦北高校 27.650

成績上位入賞者

個人総合(フープ・ボール） 個人総合(フープ・ボール）

選手名 所属 得点 選手名 所属

有村　咲耶 熊本信愛女学院高等学校 43.950 米良陽希 芦北高校 24.550

工藤　智佳子 尚絅高校 44.950 廣田耕生 水俣高校 27.400

緒方　煌 熊本信愛女学院高等学校 35.950 0.000

奥 瑞稀 熊本商業高校 37.000 佐竹彰竜 水俣高校 22.650

瀬川 愛理 千原台高校 35.400 0.000

工藤　智佳子 尚絅高校 22.600 廣田耕生 水俣高校 13.450

フープ クラブ

選手名 所属 得点 選手名 所属 得点

涌田　虹奏 第二高校 22.250 米良陽希 芦北高校 12.650

有村　咲耶 熊本信愛女学院高等学校 22.400 木下直生 芦北高校 13.300

スティック

選手名 所属 得点 選手名 所属 得点

得点

9.800

熊本県高体連体操専門部委員長

田中孝典

有村　咲耶 熊本信愛女学院高等学校 21.550 米良陽希 芦北高校 11.900

工藤　智佳子 尚絅高校 22.350 廣田耕生 水俣高校 13.950

涌田　虹奏 第二高校 22.900 木下直生 芦北高校 14.350

ボール



【女子団体競技】 【男子団体競技】
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  令和4年度 第50回熊本県高等学校総合体育大会 体操競技・新体操選手権大会

期日：令和4年6月5日

会場：熊本県立総合体育館

体操競技成績上位入賞者

学校名 得点 学校名 得点

有明高等学校 137.15 熊本学園大学付属高等学校 210.200

個人総合 個人総合

選手名 所属 得点 選手名 所属 得点

東海大学付属熊本星翔高等学校 107.2 東海大学付属熊本星翔高等学校 179.05

熊本県立南稜高等学校 55.10

最上　紅羽 有明高等学校 47.600 松本　尚大 70.800

城　唯花 有明高等学校 46.250 青山　颯琉 70.650

荒川　知優 有明高等学校 43.200 相馬　裕太 70.350

折戸　万葉 東海大学付属熊本星翔高等学校 40.650 諫山　幸栄 66.750

前原　彩花 有明高等学校 39.450 堤　将慶 66.300

小細工　華 熊本国府高等学校 39.200 那須琉大 65.200

跳馬 ゆか

選手名 所属 得点 選手名 所属 得点

最上　紅羽 有明高等学校 11.600 松本　尚大 熊本学園大学付属高等学校 13.200

荒川　知優 有明高等学校 11.650 相馬　裕太 熊本学園大学付属高等学校 13.300

朝比　華楓 東海大学付属熊本星翔高等学校 11.600 諫山　幸栄 熊本学園大学付属高等学校 12.500

最上　紅羽 有明高等学校 11.600 青山　颯琉 熊本学園大学付属高等学校 11.350

段違い平行棒 あん馬

選手名 所属 得点 選手名 所属 得点

荒川　知優 有明高等学校 9.500 諫山　幸栄 熊本学園大学付属高等学校 11.050

城　唯花 有明高等学校 10.850 松本　尚大 熊本学園大学付属高等学校 11.300

城　唯花 有明高等学校 12.700 諫山　幸栄 熊本学園大学付属高等学校 12.200

平均台 つり輪

選手名 所属 得点 選手名 所属 得点

荒川　知優 有明高等学校 11.250 松本　尚大 熊本学園大学付属高等学校 11.350

最上　紅羽 有明高等学校 12.600 堤　将慶 熊本学園大学付属高等学校 11.350
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選手名 所属 得点 選手名 所属 得点

城　唯花 有明高等学校 11.350 松本　尚大 熊本学園大学付属高等学校 12.850

最上　紅羽 有明高等学校 11.800 相馬　裕太 熊本学園大学付属高等学校 13.350

平行棒

選手名 所属 得点

青山　颯琉 熊本学園大学付属高等学校 12.150

小細工　華 国府高等学校 10.850 青山　颯琉 熊本学園大学付属高等学校 12.300

鉄棒

選手名 所属 得点

堤　将慶 熊本学園大学付属高等学校 11.800

相馬　裕太 熊本学園大学付属高等学校 11.600

堤　将慶 熊本学園大学付属高等学校 11.500

熊本県高体連体操専門部委員長

田中孝典

青山　颯琉 熊本学園大学付属高等学校 11.650

平山　大貴 熊本県立熊本高等学校 11.300


