
【会場】　幕張メッセイベントホール

【期間】　平成25年11月2日～3日 Print Time: 2013/11/02  19:08

１班
組

Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名

１組

コナミ

① 43 植松 鉱治 39 小林 研也 39 小林 研也 42 内村 航平 39 小林 研也 44 田中 佑典

② 42 内村 航平 41 山室 光史 44 田中 佑典 41 山室 光史 44 田中 佑典 43 植松 鉱治

③ 40 沖口 誠 42 内村 航平 41 山室 光史 40 沖口 誠 42 内村 航平 42 内村 航平

44 田中 佑典 40 沖口 誠 42 内村 航平 43 植松 鉱治 41 山室 光史 41 山室 光史

39 小林 研也 43 植松 鉱治 43 植松 鉱治 39 小林 研也 40 沖口 誠 39 小林 研也

41 山室 光史 44 田中 佑典 40 沖口 誠 44 田中 佑典 43 植松 鉱治 40 沖口 誠

順天堂大学

① 54 今林 開人 54 今林 開人 50 加藤 凌平 54 今林 開人 47 吉岡 知紘 47 吉岡 知紘

② 49 金子 健三 52 垣谷 拓斗 47 吉岡 知紘 50 加藤 凌平 51 野々村 笙吾 51 野々村 笙吾

③ 50 加藤 凌平 50 加藤 凌平 51 野々村 笙吾 51 野々村 笙吾 50 加藤 凌平 50 加藤 凌平

51 野々村 笙吾 51 野々村 笙吾 52 垣谷 拓斗 49 金子 健三 49 金子 健三 49 金子 健三

47 吉岡 知紘 47 吉岡 知紘 49 金子 健三 47 吉岡 知紘 52 垣谷 拓斗 52 垣谷 拓斗

ﾁｰﾑ 16:17～16:42

* *

14:00～14:25 14:25～14:50 14:56～15:21 15:21～15:46 15:52～16:17

* * *

*

第67回全日本体操団体選手権

男子  決勝 オーダーリスト

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 6

演技順

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 1 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 2 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 3 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 4 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 5

47 吉岡 知紘 47 吉岡 知紘 49 金子 健三 47 吉岡 知紘 52 垣谷 拓斗 52 垣谷 拓斗

52 垣谷 拓斗 49 金子 健三 54 今林 開人 52 垣谷 拓斗 54 今林 開人 54 今林 開人

２組

徳洲会体操クラブ

① 75 山本 雅賢 73 渡邊 恭一 75 山本 雅賢 73 渡邊 恭一 73 渡邊 恭一 75 山本 雅賢

② 76 出口 諒財 75 山本 雅賢 74 佐藤 巧 71 齊藤 優佑 75 山本 雅賢 76 出口 諒財

③ 72 亀山 耕平 74 佐藤 巧 71 齊藤 優佑 76 出口 諒財 71 齊藤 優佑 74 佐藤 巧

71 齊藤 優佑 71 齊藤 優佑 76 出口 諒財 72 亀山 耕平 76 出口 諒財 73 渡邊 恭一

73 渡邊 恭一 76 出口 諒財 73 渡邊 恭一 75 山本 雅賢 72 亀山 耕平 71 齊藤 優佑

74 佐藤 巧 72 亀山 耕平 72 亀山 耕平 74 佐藤 巧 74 佐藤 巧 72 亀山 耕平

日本体育大学

① 31 横山 聖 35 瀬島 龍三 35 瀬島 龍三 31 横山 聖 32 神本 雄也 36 池尻 俊弥

② 37 武田 一志 32 神本 雄也 36 池尻 俊弥 35 瀬島 龍三 34 岡 準平 34 岡 準平

③ 34 岡 準平 37 武田 一志 34 岡 準平 32 神本 雄也 31 横山 聖 35 瀬島 龍三

32 神本 雄也 31 横山 聖 31 横山 聖 34 岡 準平 35 瀬島 龍三 31 横山 聖

35 瀬島 龍三 34 岡 準平 32 神本 雄也 36 池尻 俊弥 36 池尻 俊弥 32 神本 雄也

36 池尻 俊弥 36 池尻 俊弥 37 武田 一志 37 武田 一志 37 武田 一志 37 武田 一志

*

* *

*

*

*
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【会場】　幕張メッセイベントホール

【期間】　平成25年11月2日～3日 Print Time: 2013/11/02  19:08

１班
組

Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名

３組

相好体操クラブ

① 60 古賀 裕将 61 北条 陽大 61 北条 陽大 59 田中 康久 60 古賀 裕将 59 田中 康久

② 57 佐藤 亘 59 田中 康久 59 田中 康久 60 古賀 裕将 61 北条 陽大 58 宗像 陸

③ 59 田中 康久 58 宗像 陸 62 尾崎 亮介 62 尾崎 亮介 58 宗像 陸 57 佐藤 亘

58 宗像 陸 57 佐藤 亘 57 佐藤 亘 57 佐藤 亘 57 佐藤 亘 60 古賀 裕将

61 北条 陽大 60 古賀 裕将 58 宗像 陸 58 宗像 陸 59 田中 康久 61 北条 陽大

62 尾崎 亮介 62 尾崎 亮介 60 古賀 裕将 61 北条 陽大 62 尾崎 亮介 62 尾崎 亮介

朝日生命

① 3 山崎 塁 1 塚原 直也 1 塚原 直也 3 山崎 塁 5 寺尾 尚之 1 塚原 直也

② 1 塚原 直也 3 山崎 塁 2 岡村 康宏 5 寺尾 尚之 2 岡村 康宏 5 寺尾 尚之

③ 2 岡村 康宏 2 岡村 康宏 6 山本 翔一 6 山本 翔一 6 山本 翔一 6 山本 翔一

4 佐藤 寛朗 4 佐藤 寛朗 3 山崎 塁 1 塚原 直也 1 塚原 直也 2 岡村 康宏

5 寺尾 尚之 5 寺尾 尚之 4 佐藤 寛朗 2 岡村 康宏 3 山崎 塁 3 山崎 塁

* *

*

*

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 3 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 4 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 5 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 6

*

ﾁｰﾑ 

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 1 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 2

*

16:17～16:42

男子  決勝  オーダーリスト

第67回全日本体操団体選手権

演技順
14:00～14:25 14:25～14:50 14:56～15:21 15:21～15:46 15:52～16:17

5 寺尾 尚之 5 寺尾 尚之 4 佐藤 寛朗 2 岡村 康宏 3 山崎 塁 3 山崎 塁

6 山本 翔一 6 山本 翔一 5 寺尾 尚之 4 佐藤 寛朗 4 佐藤 寛朗 4 佐藤 寛朗

４組

仙台大学

① 68 古谷 嘉章 66 村上 雄人 64 吉本 日月 66 村上 雄人 63 小原 孝之 68 古谷 嘉章

② 64 吉本 日月 68 古谷 嘉章 68 古谷 嘉章 63 小原 孝之 65 大川 翔平 70 早瀬 幸樹

③ 63 小原 孝之 70 早瀬 幸樹 70 早瀬 幸樹 70 早瀬 幸樹 68 古谷 嘉章 66 村上 雄人

65 大川 翔平 63 小原 孝之 63 小原 孝之 65 大川 翔平 64 吉本 日月 63 小原 孝之

66 村上 雄人 64 吉本 日月 65 大川 翔平 68 古谷 嘉章 66 村上 雄人 65 大川 翔平

70 早瀬 幸樹 65 大川 翔平 66 村上 雄人 64 吉本 日月 70 早瀬 幸樹 64 吉本 日月

市立船橋高等学校

① 93 柏木 寅冶 89 倉島 大地 88 谷川 航 89 倉島 大地 89 倉島 大地 89 倉島 大地

② 88 谷川 航 88 谷川 航 89 倉島 大地 88 谷川 航 88 谷川 航 88 谷川 航

③ 92 早坂 尚人 92 早坂 尚人 92 早坂 尚人 92 早坂 尚人 90 前野 風哉 92 早坂 尚人

87 金田 浩斗 87 金田 浩斗 87 金田 浩斗 87 金田 浩斗 87 金田 浩斗 87 金田 浩斗

89 倉島 大地 90 前野 風哉 90 前野 風哉 90 前野 風哉 92 早坂 尚人 90 前野 風哉

90 前野 風哉 93 柏木 寅冶 93 柏木 寅冶 93 柏木 寅冶 93 柏木 寅冶 93 柏木 寅冶

*

*

*

*

*

*

※種目マークに＊のあるチームが先に演技を行う
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【会場】　幕張メッセイベントホール

【期間】　平成25年11月2日～3日 Print Time: 2013/11/02  19:26

１班
組

ﾁｰﾑ 

Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名

１組

日本体育大学

① 11 木村 菜智子 13 佐藤 亜希穂 9 永井 美津穂 10 寺尾 唯

② 13 佐藤 亜希穂 9 永井 美津穂 12 鶴見 虹子 9 永井 美津穂

③ 9 永井 美津穂 12 鶴見 虹子 14 池尻 麻希 14 池尻 麻希

10 寺尾 唯 10 寺尾 唯 10 寺尾 唯 13 佐藤 亜希穂

14 池尻 麻希 11 木村 菜智子 13 佐藤 亜希穂 11 木村 菜智子

12 鶴見 虹子 14 池尻 麻希 11 木村 菜智子 12 鶴見 虹子

レジックスポーツ

① 64 市瀬 柚子 67 田中 亜悠 68 古山 葵 64 市瀬 柚子

② 63 寺本 明日香 65 土橋 ココ 65 土橋 ココ 65 土橋 ココ

③ 65 土橋 ココ 63 寺本 明日香 63 寺本 明日香 63 寺本 明日香

66 磯部 萌香 64 市瀬 柚子 64 市瀬 柚子 66 磯部 萌香

67 田中 亜悠 66 磯部 萌香 66 磯部 萌香 67 田中 亜悠

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 4

10:30～10:55 10:55～11:20 11:26～11:51 11:51～12:16

第67回全日本体操団体選手権

女子  決勝  オーダーリスト

演技順

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 1 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 2 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 3

* *

**

67 田中 亜悠 66 磯部 萌香 66 磯部 萌香 67 田中 亜悠

68 古山 葵 68 古山 葵 67 田中 亜悠 68 古山 葵

２組

国士舘大学

① 28 大瀧 千波 28 大瀧 千波 28 大瀧 千波 30 冨永 ありさ

② 27 杉村 美奈 26 柴田 莉歩 30 冨永 ありさ 32 秋田 成美

③ 30 冨永 ありさ 27 杉村 美奈 27 杉村 美奈 27 杉村 美奈

29 中村 春香 30 冨永 ありさ 29 中村 春香 29 中村 春香

26 柴田 莉歩 29 中村 春香 26 柴田 莉歩 26 柴田 莉歩

32 秋田 成美 32 秋田 成美 32 秋田 成美 28 大瀧 千波

朝日生命

① 36 野田 咲くら 36 野田 咲くら 38 Chusovitina Oksana 33 美濃部 ゆう

② 33 美濃部 ゆう 33 美濃部 ゆう 33 美濃部 ゆう 36 野田 咲くら

③ 38 Chusovitina Oksana 38 Chusovitina Oksana 36 野田 咲くら 38 Chusovitina Oksana

34 美濃部 さゆり 34 美濃部 さゆり 34 美濃部 さゆり 34 美濃部 さゆり

35 伊藤 瑠璃 35 伊藤 瑠璃 35 伊藤 瑠璃 35 伊藤 瑠璃

37 鈴木 聖羅 37 鈴木 聖羅 37 鈴木 聖羅 37 鈴木 聖羅

* *

* *
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【会場】　幕張メッセイベントホール

【期間】　平成25年11月2日～3日 Print Time: 2013/11/02  19:26

１班
組

ﾁｰﾑ 

Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名 Bib 氏名

３組

戸田市スポーツセンター

① 57 宮内 玲奈 62 近藤 真優 57 宮内 玲奈 56 小池 亜優

② 62 近藤 真優 56 小池 亜優 62 近藤 真優 62 近藤 真優

③ 61 谷口 佳乃 57 宮内 玲奈 56 小池 亜優 57 宮内 玲奈

60 岡田 麻衣 59 近藤 聖莉 59 近藤 聖莉 59 近藤 聖莉

56 小池 亜優 60 岡田 麻衣 60 岡田 麻衣 60 岡田 麻衣

59 近藤 聖莉 61 谷口 佳乃 61 谷口 佳乃 61 谷口 佳乃

中京ジムナスティッククラブ

① 87 松村 泰葉 89 刀根 綾菜 91 稲川 右佳 89 刀根 綾菜

② 90 山家 華音 86 山口 比奈子 88 城内 香乃 90 山家 華音

③ 86 山口 比奈子 87 松村 泰葉 87 松村 泰葉 87 松村 泰葉

88 城内 香乃 88 城内 香乃 86 山口 比奈子 86 山口 比奈子

89 刀根 綾菜 90 山家 華音 89 刀根 綾菜 88 城内 香乃

第67回全日本体操団体選手権

女子  決勝  オーダーリスト

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 1 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 2 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 3 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 4

演技順

10:30～10:55 10:55～11:20 11:26～11:51 11:51～12:16

*

* *

*

89 刀根 綾菜 90 山家 華音 89 刀根 綾菜 88 城内 香乃

91 稲川 右佳 91 稲川 右佳 90 山家 華音 91 稲川 右佳

４組

羽衣体操クラブ

① 79 大石 理瑚 81 杉原 好栄 82 杉原 愛子 82 杉原 愛子

② 81 杉原 好栄 82 杉原 愛子 80 湖山 乃雅 84 二宮 さやか

③ 82 杉原 愛子 80 湖山 乃雅 81 杉原 好栄 80 湖山 乃雅

84 二宮 さやか 79 大石 理瑚 79 大石 理瑚 79 大石 理瑚

80 湖山 乃雅 84 二宮 さやか 83 井岡 二千華 81 杉原 好栄

83 井岡 二千華 83 井岡 二千華 84 二宮 さやか 83 井岡 二千華

東京女子体育大学

① 39 鈴木 新菜 39 鈴木 新菜 41 鈴木 敦喜 44 伊徳 愛香

② 40 藤野 夏海 42 福田 麻智子 43 龍 咲貴子 42 福田 麻智子

③ 42 福田 麻智子 44 伊徳 愛香 44 伊徳 愛香 43 龍 咲貴子

41 鈴木 敦喜 40 藤野 夏海 39 鈴木 新菜 39 鈴木 新菜

43 龍 咲貴子 41 鈴木 敦喜 40 藤野 夏海 40 藤野 夏海

44 伊徳 愛香 43 龍 咲貴子 42 福田 麻智子 41 鈴木 敦喜

* *

**

※種目マークに＊のあるチームが先に演技を行う
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