
煌めく青春 南関東総体 2014 

第 26年度 全国高等学校総合体育大会 体操・新体操競技結果 

＜宮崎県＞ 

 

●男子 体操競技 

団体総合 

【予選】8/3（日）    会場：国立代々木競技場第一体育館 

 

順位 高校名 メンバー名 合計得点 

37 延岡商業 藤井、小磯、曳田、鷲谷 210.550 

 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 37.600 32.300 35.150 35.050 35.600 34.850 

 

個人総合 

【予選】8/3（日）    会場：国立代々木競技場第一体育館 

 

順位 選手名 高校名 合計得点 

148 井上 椋太 宮崎日大 72.200 

 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 10.850 11.600 11.700 13.200 12.850 12.000 

170 藤井 航平 延岡商業 70.550 

 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 12.350 11.200 11.750 12.050 12.400 10.800 

171 曳田 瑞樹 延岡商業 70.500 

 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 12.100 10.850 11.950 11.150 12.200 12.250 

176 落合 博也 宮崎日大 70.000 

 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 12.950 10.850 11.200 11.800 11.900 11.300 

189 小磯 悠二 延岡商業 68.750 

 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 12.800 10.250 11.450 11.850 11.000 11.400 

236 鷲谷 大地 延岡商業 56.900 

 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 

 12.450 2.900 9.650 10.500 10.200 11.200 

 

 

 



●男子 新体操競技 

団体 

    会場：国立代々木競技場第一体育館 

8/9（土） 

順位 高校名 メンバー名 合計得点 

2 小林秀峰 岩下、田尻、新屋敷、黒木、高畑、小牟礼 19.075 

 

個人 

    会場：国立代々木競技場第一体育館 

8/8（金） 

順位 選手名 高校名 合計得点 

30 上原 伶 小林秀峰 16.175 

 
クラブ 8.275 

スティック 7.900 

 

    会場：国立代々木競技場第一体育館 

【クラブ】8/8（金） 

順位 選手名 高校名 合計得点 

27 上原 伶 小林秀峰 8.275 

 

【スティック】8/8（金） 

順位 選手名 高校名 合計得点 

28 上原 伶 小林秀峰 7.900 

 

  



 

●女子 体操競技 

団体総合 

【予選】8/3（日）    会場：国立代々木競技場第一体育館 

 

順位 高校名 メンバー名 合計得点 

43 宮崎日大 中玉利、宇都宮、渡辺 95.400 

 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

 33.800 9.250 23.750 28.600 

 

個人総合 

【予選】8/3（日）    会場：国立代々木競技場第一体育館 

 

順位 選手名 高校名 合計得点 

115 河野 あすか 鵬翔 43.400 

 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

 12.500 7.500 12.000 11.400 

135 宇都宮 咲樹 宮崎日大 41.800 

 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

 12.650 8.100 9.900 11.150 

168 立山 ひかる 都城泉ヶ丘 37.350 

 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

 11.600 6.150 10.000 9.600 

203 中玉利 美伽 宮崎日大 31.100 

 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

 11.400 0.600 8.000 11.100 

230 渡辺 有紀 宮崎日大 22.500 

 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 

 9.750 0.550 5.850 6.350 

 

  



●女子 新体操競技 

団体 

    会場：国立代々木競技場第一体育館 

8/9（土） 

順位 高校名 メンバー名 合計得点 

46 宮崎西 落合、鬼塚、二見、長友、藤本、横山 5.233 

 

個人 

    会場：国立代々木競技場第一体育館 

8/8（金） 

順位 選手名 高校名 合計得点 

42 新村 まなみ 都城泉ヶ丘 18.800 

 
フープ 9.500 

ボール 9.300 

 

    会場：国立代々木競技場第一体育館 

【フープ】8/8（金） 

順位 選手名 高校名 合計得点 

44 新村 まなみ 都城泉ヶ丘 9.500 

 

【ボール】8/8（金） 

順位 選手名 高校名 合計得点 

42 新村 まなみ 都城泉ヶ丘 9.300 

 

 


