
＜平成 29年度 受賞対象者一覧＞ 

 
【栄光賞】 

～体操競技の部 女子～ 

 ■刀根 綾菜（武庫川女子大学 1年生） 

  第 29回ユニバーシアード競技大会（体操競技）  団体総合   3位 

 

～新体操の部 男子～ 

 ■小川 晃平（花園大学 ４年生）    

第 69回全日本学生新体操選手権大会   個人総合   優勝 

  

【特別賞】 

～体操競技の部 女子～ 

 ■大阪体育大学 

  第 71回全日本学生体操競技選手権大会            1部昇格 

 

【優秀賞】 

～体操競技の部 女子～ 

■武庫川女子大学  

  第 67回西日本学生体操選手権大会           団体総合   優勝 

第 71回全日本学生体操競技選手権大会 1部  団体総合   2位 

 

～新体操の部 男子～ 

■花園大学 

第 69回全日本新体操選手権大会   団体総合   2位 

第 67回西日本学生体操選手権大会   団体総合   優勝 

第 69回全日本学生新体操選手権大会   団体総合   5位 

 

～新体操の部 女子～ 

■武庫川女子大学 

第 69回全日本新体操選手権大会   団体総合   4位 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   団体総合   優勝 

 

 

  



【優秀選手賞】 

～体操競技の部 男子～ 

■高島 康平（大阪体育大学 2年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   種目別 平行棒   優勝 

  第 71回全日本学生体操競技選手権大会 2部  種目別 平行棒   優勝 

 

■高田 治吉（天理大学 3年生） 

 第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   優勝 

          種目別 ゆか       優勝 

              つり輪       優勝 

 

■高田 満吉（天理大学 3年生） 

第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   2位 

          種目別 跳馬       優勝 

              鉄棒       優勝 

 

■大塚 雄也（大阪体育大学 4年生） 

 第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   3位 

 

■鎌田 恭平（天理大学 4年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   種目別 あん馬      優勝 

 

 

～体操競技の部 女子～ 

■平岩 優奈（武庫川女子大学 1年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   優勝 

       種目別 跳馬   優勝 

 第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合   4位 

       種目別 跳馬   3位 

  第 71回全日本学生体操競技選手権大会 1部  個人総合            5位 

        種目別 跳馬   2位 

平均台   2位 

ゆか   2位 

 

■金田 明里（武庫川女子大学 3年生） 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   種目別 段違い平行棒      2位 

  第 71回全日本学生体操競技選手権大会 1部  種目別 段違い平行棒     優勝 

 



■小笠原 希（武庫川女子大学 3年生） 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合            5位 

  第 71回全日本学生体操競技選手権大会 1部  種目別 跳馬   6位 

段違い平行棒  6位 

 

■杉本 阿美（武庫川女子大学 3年生） 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   種目別 平均台   3位 

  第 71回全日本学生体操競技選手権大会 1部  種目別 ゆか         8位 

 

■刀根 綾菜（武庫川女子大学 1年生） 

 第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   3位 

       種目別 段違い平行棒  優勝 

           ゆか   優勝 

第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合   3位 

        種目別 ゆか   3位 

  第 71回全日本学生体操競技選手権大会 1部  種目別 平均台   8位 

 

■本田 美波（武庫川女子大学 2年生） 

 第 59回関西学生体操選手権大会    種目別 平均台   優勝 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合   2位 

       種目別 跳馬   2位 

           段違い平行棒    3位 

            平均台   2位 

           ゆか   2位 

 

■小林 千鶴（大阪体育大学 2年生） 

 第 71回全日本学生体操競技選手権大会 2部  個人総合   3位 

 

■竹谷 清花（大阪体育大学 2年生） 

第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   2位 

 

  



～新体操の部 男子～ 

 ■宮前 凌（花園大学） 

  第 69回全日本新体操選手権大会   個人総合   6位 

       種目別 スティック  7位 

           リング   3位 

           ロープ   8位 

           クラブ   4位 

■小川 晃平（花園大学 4年生） 

 第 69回全日本新体操選手権大会   種目別 スティック  3位 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合          優勝 

       種目別 スティック      優勝            

           リング        2位 

           ロープ        3位 

           クラブ        優勝 

  第 69回全日本学生新体操選手権大会    種目別 スティック      優勝            

           リング        2位 

           ロープ        2位 

           クラブ        優勝 

■古見 時夢（花園大学 4年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合           2位 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合           4位 

  第 69回全日本学生新体操選手権大会   種目別 クラブ   8位 

 

 ■堀 孝輔（同志社大学 1年生） 

 第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   優勝 

       種目別 スティック      優勝 

           リング        優勝 

           ロープ        優勝 

           クラブ        優勝 

第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合   2位 

       種目別 スティック  2位 

           ロープ   優勝 

           クラブ   2位 

 

 ■森多 悠愛（花園大学 1年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   3位 

第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合   5位 

       種目別 スティック  3位 



～新体操の部 女子～ 

■森 夜梨子（大阪樟蔭女子大学 3年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   優勝 

       種目別 フープ   優勝 

           ボール   優勝 

           クラブ   優勝 

第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合           2位 

       種目別 フープ        2位 

           ボール   2位 

           クラブ   2位 

           リボン   優勝 

  第 69回全日本学生新体操選手権大会   個人総合   8位 

       種目別 フープ   6位 

           ボール   7位 

           クラブ   5位 

 

■桜井 華子（環太平洋大学 2年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   2位 

       種目別 リボン        優勝 

第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合           優勝 

       種目別 フープ   優勝 

ボール   優勝 

           クラブ        優勝 

           リボン        2位 

  第 69回全日本学生新体操選手権大会   種目別 ボール        4位 

 

 ■西本 優（武庫川女子大学 3年生） 

第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合   4位 

第 69回全日本学生新体操選手権大会   種目別 リボン   8位 

 

 ■白井 実希（大阪樟蔭女子大学 4年生） 

  第 67回西日本学生体操選手権大会   個人総合   5位 

 

 ■平内 早紀（武庫川女子大学 4年生） 

  第 59回関西学生体操選手権大会   個人総合   3位 


