
新体操競技 

 

令和元年 6月 1日（土）                            6月 2日（日）   

 

9時 00分            集合                        9時 00分～ 

9時 10分～10時 20分（10分×7チーム）          9時 15分～10時 50分 1本通し（ボール） 

10時 30分       開始式                    11時 00分～12時 30分  競技開始 個人 

11時 00分        審判会議                  12時 30分～13時 15分 1本通し（クラブ） 

11時 00分～12時 10分（10分×７チーム）     13時 30分～15時 00分 競技開始 個人 

12時 10分～12時 45分（5分×７チーム）          15時 30分～      閉会式 

12時 45分～      1本通し 

13時 30分～           競技開始 団体 

 

 

 

競技役員 

競技委員長  岩村 彰  （清明） 

総務委員長  横川 由美 （佐女） 

会 場 主 任  中山 智浩 （清明） 

会 場 係  山本 大輔 （金特）   福田 和樹 （致遠館）  角 果奈子 （協会） 

受付・接待  水田 朝枝 （協会）   東島 説子 （協会）   石橋 理香 （協会） 

本 部 記 録  石橋 綾恵 （清和）   江口 秀孝 （清明）   江口 晃代 （協会） 

本部連絡係  青山 遥  （協会）   馬渡 理子 （牛津）    

進 行 係  平川香奈子 （佐北）   牟田 樹  （協会）   西 風音  （協会） 

補 助 員 係  横川 由美 （佐女）   松尾ゆかり （佐北）   古賀恵里華 （佐女） 

救 護 係  向 千穂  （白石普）6/1 上妻 理恵 （厳木）6/2  

手具点検係  仁位さゆり （協会）   吉田さつき （協会）   眞﨑 芽依 （協会） 

公式練習係  尾形 広美 （協会）   西山 有紀 （協会）   松尾 尚子 （協会） 

審 判 長  福井 洋行 （中特）   白浜美智子 （清和） 

 

審判員―男子の部― 

種目 主審 1審 2審 3審 4審 計時 線審 

構成 

スティック 
野口 一夫 大隈 崇博 一丸 慎二 島 太一 戸塚 進也 田原 雅樹 石井 智 

実施 

リング 
松岡 寛敏 西川 隆剛 木原 正憲 岡 晃平 石橋 侑也 中村 大樹 増田 裕哉 

補審  東裕太朗 筒井 雄飛  

記録  溝上恭平 蓑原 厚樹 

補助員 ①得点掲示係 酒井 彩華 竹次 瑞穂 

    ②採点集票係 小川 茜  三丸 友紀菜 

    ③原 ミユ  佐藤 萌果 成富 梨咲 

審判部―女子の部― 

【団体・個人】 

構成 D１・２ 構成 D３・４ 実施 E１・２ 実施 E３・４ 

白浜 美智子 松尾 尚子 光岡 三佐子 水田 朝枝 

中畠 志保 横川 由美 古賀 恵里華 松尾 ゆかり 

牟田 樹 角 果奈子 仁位 さゆり 東島 説子 

青山 遥 中村 絵里香 眞﨑 芽依 石橋 理香 

CJ 森永 佳菜 CJ 尾形 広美 CJ 中矢 真美 CJ 原 さやか 

線審：西 風音 線審：西山 有紀 計時：鈴山 由樹 計時：古館 麻衣子 

集票：高田 万能 集票：平林 佐彩 記録：江口 晃代 記録：馬渡 理子 

 



令和元年 高校総体 新体操演技順 
 

【演技順】 

 

―男子― 

【団体】               【個人】 

 

 

 

 

＊男子個人の競技は女子個人の１種目（ボール）と並行して行います。 

 

 

 

 

―女子― 

【団体】               【個人】 

 

 

 

 

４（オープン） 神埼清明高校 B 

８ 神埼清明高校 A 

氏名 リング スティック 

吉留 靖二 ３ １９ 

石橋 知也 ７ ２３ 

１（オープン） 佐賀北高校 

２（オープン） 佐賀清和高校 

３（オープン） 佐賀女子高校 

５ 佐賀清和高校  

６ 佐賀北高校 

７  牛津高校 

９ 佐賀女子高校 

氏名 ボール クラブ 氏名 ボール クラブ 

松本 紗愛 １４ １８ 緒方 華子 １ ７ 

中牟田 乃亜 １５ １９ 大森 雛月 ２ ８ 

房前 璃奈 １６ ２０ 砂場 咲良 ４ ９ 

近藤 希咲 １７ ２１ 高﨑 玲碧 ５ １０ 

大渡 蘭夢 １８ ２２ 髙島 那々美 ６ １１ 

松本 華 ２０ ２３ 吉村 紅杏 ８ １ 

堤 彩華 ２１ １２ 龍 千紘 ９ ２ 

林 寛美 ２２ １３ 松尾 萌花 １０ ３ 

木下 怜奈 ２４ １４ 中山 華 １１ ４ 

成富 莉子 ２５ １５ 雪竹 紀花 １２ ５ 

吉積 ニナ ２６ １６ 羽田 茉央 １３ ６ 

松本 美海 ２７ １７ 


