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所属 所属 所属氏名 氏名

組

氏名演技順 所属 演技順 所属 演技順 所属氏名 氏名氏名

1 73 常世田 泰宏 新潟経営大学 1 112 堀野 真志 日本体育大学 1 145 森井 亮和 茗溪クラブ泰宏 新潟経営 堀野 真 本体育 森井 亮和 茗溪 ラ

2 74 安川 航 日本体育大学 2 113 小林 亮介 日本大学 2 146 市瀬 達貴 順天堂大学2 74 安川 航 日本体育大学 2 113 小林 亮介 日本大学 2 146 市瀬 達貴 順天堂大学

3 75 中邨 晃輔 日本体育大学 3 114 鎌田 恭平 天理大学 3 147 高森 優太 藤沢翔陵高校3 75 中邨 晃輔 日本体育大学 3 114 鎌田 恭平 天理大学 3 147 高森 優太 藤沢翔陵高校

4 76 山川 隼也 新潟経営大学 4 115 山本 詠人 大阪体育大学大学院 4 120 嶋津 尚弥 早稲田大学1 新潟 営 体 嶋

5 77 菊池 收祐 相好体操クラブ 5 116 松本 誠也 順天堂大学 5 148 高野 琢也 筑波大学5 77 菊池 收祐 相好体操クラブ 5 116 松本 誠也 順天堂大学 5 148 高野 琢也 筑波大学

6 78 今林 開人 順天堂大学 6 117 長谷川 智将 日本体育大学 6 96 野村 勇樹 天理クラブ6 78 今林 開人 順天堂大学 6 117 長谷川 智将 日本体育大学 6 96 野村 勇樹 天理クラブ

7 79 川井 航 順天堂大学順

8 80 大成 裕仁 富山大学 7 95 佐藤 紘翔 早稲田大学 7 149 鈴木 康平 日本体育大学8 80 大成 裕仁 富山大学 7 95 佐藤 紘翔 早稲田大学 7 149 鈴木 康平 日本体育大学

9 81 黒木 翔斗 国士舘大学 8 118 岡本 凌介 日本大学 8 150 冨澤 祐太 相好体操クラブ9 81 黒木 翔斗 国士舘大学 8 118 岡本 凌介 日本大学 8 150 冨澤 祐太 相好体操クラブ

10 82 本田 良 日体大体操クラブ 9 119 森村 杜風 天理大学 9 151 上 田   渉 静岡産業大学良

11 83 坂本侑也 静産大クラブ 10 120 嶋津 尚弥 早稲田大学 10 88 北條 陽大 相好体操クラブ2 11 83 坂本侑也 静産大クラブ 10 120 嶋津 尚弥 早稲田大学 10 88 北條 陽大 相好体操クラブ

12 84 仁科 悠 介 駒澤大学 11 121 石橋 亮 国士舘大学 11 152 岩崎峻大 新潟経営大学
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12 84 仁科 悠 介 駒澤大学 11 121 石橋 亮 国士舘大学 11 152 岩崎峻大 新潟経営大学

13 85 松原 成志 日本体育大学 12 122 遠藤 正紘 茗溪クラブ 12 153 前川 昂平 駒澤大学

14 86 小畠 廉生 佐賀県立鳥栖工業高等学校14 86 小畠 廉生 佐賀県立鳥栖工業高等学校

15 87 木原 弘人 静岡産業大学 13 123 数藤 滉介 日本体育大学 13 154 近藤 翼 駒澤大学15 87 木原 弘人 静岡産業大学 13 123 数藤 滉介 日本体育大学 13 154 近藤 翼 駒澤大学

16 88 北條 陽大 相好体操クラブ 14 124 徳永 晴優 駒澤大学 14 75 中邨 晃輔 日本体育大学

17 89 青梨 聖也 仙台大学 15 125 鬼塚 翔太 筑波大学 15 99 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ17 89 青梨 聖也 仙台大学 15 125 鬼塚 翔太 筑波大学 15 99 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌ

18 90 中村 貴 東海大学 16 126 樋口 和真 筑波大学 16 155 小西 聡多 日本大学3 18 90 中村 一貴 東海大学 16 126 樋口 和真 筑波大学 16 155 小西 聡多 日本大学3

19 91 中嶋 洋介 鹿屋体育大学 17 127 橋本 充滉 筑波大学 17 122 遠藤 正紘 茗溪クラブ

20 92 北本 明 駒澤大学 18 128 宮本 一輝 駒澤大学 18 156 染谷 誠 新潟経営大学20 92 北本 明 駒澤大学 18 128 宮本 輝 駒澤大学 18 156 染谷 誠 新潟経営大学

21 93 後藤 俊介 相好体操クラブ21 93 後藤 俊介 相好体操クラブ

22 94 浅野 佑樹 早稲田大学 19 129 折野 翔大 駒澤大学 19 157 小寺 章平 日本体育大学

23 95 佐藤 紘翔 早稲田大学 20 130 谷田部 梢平 順天堂大学 20 104 浦野 裕貴 SSUスポーツクラブ磐田23 95 佐藤 紘翔 早稲田大学 20 130 谷田部 梢平 順天堂大学 20 104 浦野 裕貴 SSUスポ ツクラブ磐田

24 96 野村 勇樹 天理クラブ 21 131 塚元 淳貴 鹿屋体育大学 21 158 豊永 啓司 鹿屋体育大学24 96 野村 勇樹 天理クラブ 21 131 塚元 淳貴 鹿屋体育大学 21 158 豊永 啓司 鹿屋体育大学
4

25 97 塚元 貴士 日本体育大学 22 132 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ 22 81 黒木 翔斗 国士舘大学
4

26 98 池田 弘明 国士舘大学 23 133 大坂谷勇輝 日本大学 23 159 神津 源一郎 順天堂大学26 98 池田 弘明 国士舘大学 23 133 大坂谷勇輝 日本大学 23 159 神津 源 郎 順天堂大学

27 99 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 24 134 山口 悠樹 相好体操クラブ27 99 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 24 134 山口 悠樹 相好体操クラブ

28 100 仰 郁人 仙台大学 25 135 桑原 嘉唯 明治大学

29 101 加藤 裕斗 埼玉栄高等学校 26 136 桑原 俊 朝日生命29 101 加藤 裕斗 埼玉栄高等学校 26 136 桑原 俊 朝日生命

30 102 中嶋 宏太 日本体育大学 27 137 野本 健太 日本体育大学30 102 中嶋 宏太 日本体育大学 27 137 野本 健太 日本体育大学
5

31 103 西田 昂平 天理大学 28 78 今林 開人 順天堂大学
5

32 104 浦野 裕貴 SSUスポーツクラブ磐田 29 138 石原 大 相好体操クラブ32 104 浦野 裕貴 SSUスポ ツクラブ磐田 29 138 石原 大 相好体操クラブ

33 105 鵜飼 真弘 日本大学 30 139 佐野 智樹 筑波大学33 105 鵜飼 真弘 日本大学 30 139 佐野 智樹 筑波大学

34 106 吉田 和輝 筑波大学 31 84 仁科 悠 介 駒澤大学

35 107 小松 陽向 駒澤大学 32 140 加集 直 人 日本体育大学35 107 小松 陽向 駒澤大学 32 140 加集 直 人 日本体育大学

36 108 白井 晃二郎 日本体育大学 33 141 小田 勝朗 筑波大学36 108 白井 晃二郎 日本体育大学 33 141 小田 勝朗 筑波大学
6

37 109 高橋 大和 富山大学 34 142 大杉 勇輔 天理大学
6

38 110 飛田 大悟 日本体育大学 35 143 古 山 直 賢 大阪体育大学38 110 飛田 大悟 日本体育大学 35 143 古 山 直 賢 大阪体育大学

39 111 内田 龍真 県立岸根高等学校 36 144 高田龍太 静岡産業大学39 111 内田 龍真 県立岸根高等学校 36 144 高田龍太 静岡産業大学
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演技順 氏名 所属 演技順 氏名 所属 演技順 氏名 所属

1 160 田頭 剛 因島体操クラブ 1 169 鈴木 大介 順天堂大学 1 174 北村 翔太 日本体育大学

2 161 河合 将利 相好体操クラブ 2 121 石橋 亮 国士舘大学 2 180 小泉 和照 相好体操クラブ河合 将利 相好体操クラブ 石橋 亮 国 舘大学 小泉 和照 相好体操クラブ

3 99 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 3 170 川本 稜馬 順天堂大学 3 94 浅野 佑樹 早稲田大学3 99 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌ 3 170 川本 稜馬 順天堂大学 3 94 浅野 佑樹 早稲田大学

4 162 和田 顕匡 駒澤ｸﾗﾌﾞ 4 132 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ 4 183 田口圭祐 国士舘大学1 4 162 和田 顕匡 駒澤ｸﾗﾌ 4 132 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ 4 183 田口圭祐 国士舘大学

5 149 鈴木 康平 日本体育大学 5 171 伊地知 慶之 相好体操クラブ 5 184 高間寛智 国士舘大学
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5 149 鈴木 康平 日本体育大学 5 171 伊地知 慶之 相好体操クラブ 5 184 高間寛智 国士舘大学

6 163 高橋 友哉 日本体育大学 6 82 本田 良 日体大体操クラブ 6 185 和田 輝 新潟経営大学6 163 高橋 友哉 日本体育大学 6 82 本田 良 日体大体操クラブ 6 185 和田一輝 新潟経営大学

7 164 村上 智哉 日本体育大学 7 172 富澤 駿 仙台大学7 164 村上 智哉 日本体育大学 7 172 富澤 駿 仙台大学

8 90 中村 一貴 東海大学 8 173 中谷 太希 鹿屋体育大学 7 169 鈴木 大介 順天堂大学

9 103 西田 昂平 天理大学 9 174 北村 翔太 日本体育大学 8 186 岸本 邦秀 早稲田大学西 昂平 天 大学 北村 翔太 本体育大学 岸本 邦秀 早稲 大学

10 165 安里 圭亮 福岡大学 10 96 野村 勇樹 天理クラブ 9 113 小林 亮介 日本大学
2

10 165 安里 圭亮 福岡大学 10 96 野村 勇樹 天理クラブ 9 113 小林 亮介 日本大学

11 166 小倉佳祐 早稲田大学 11 175 溝口 雅也 国士舘大学 10 146 市瀬 達貴 順天堂大学
2

11 166 小倉佳祐 早稲田大学 11 175 溝口 雅也 国士舘大学 10 146 市瀬 達貴 順天堂大学

12 167 鈴田 佳祐 福岡大学 12 74 安川 航 日本体育大学 11 98 池田 弘明 国士舘大学12 167 鈴田 佳祐 福岡大学 12 74 安川 航 日本体育大学 11 98 池田 弘明 国士舘大学

13 94 浅野 佑樹 早稲田大学 13 176 野田 義将 順天堂大学 12 136 桑原 俊 朝日生命13 94 浅野 佑樹 早稲田大学 13 176 野田 義将 順天堂大学 12 136 桑原 俊 朝日生命

14 102 中嶋 宏太 日本体育大学14 102 中嶋 宏太 日本体育大学

ブ14 146 市瀬 達貴 順天堂大学 15 177 太田 年哉 相好体操クラブ 13 187 松田祐太 早稲田大学

15 96 野村 勇樹 天理クラブ 16 159 神津 源一郎 順天堂大学 14 78 今林 開人 順天堂大学野村 勇樹 天 クラ 神津 源 郎 順天 大学 今林 開 順天 大学

16 168 利國 将也 日本体育大学 17 136 桑原 俊 朝日生命 15 104 浦野 裕貴 SSUスポーツクラブ磐田
3

16 168 利國 将也 日本体育大学 17 136 桑原 俊 朝日生命 15 104 浦野 裕貴 SSUスポ ツクラブ磐田

17 77 菊池 收祐 相好体操クラブ 18 110 飛田 大悟 日本体育大学 16 95 佐藤 紘翔 早稲田大学
3

17 77 菊池 收祐 相好体操クラブ 18 110 飛田 大悟 日本体育大学 16 95 佐藤 紘翔 早稲田大学

18 79 川井 航 順天堂大学 19 178 榎本 鷹大 大阪体育大学 17 140 加集 直 人 日本体育大学18 79 川井 航 順天堂大学 19 178 榎本 鷹大 大阪体育大学 17 140 加集 直 人 日本体育大学

19 74 安川 航 日本体育大学 20 179 長野 鉄生 鳥栖体操クラブ 18 117 長谷川 智将 日本体育大学19 74 安川 航 日本体育大学 20 179 長野 鉄生 鳥栖体操クラブ 18 117 長谷川 智将 日本体育大学

21 163 高橋 友哉 日本体育大学

22 120 嶋津 尚弥 早稲田大学

23 180 小泉 和照 相好体操クラブ4 23 180 小泉 和照 相好体操クラブ

24 75 中邨 晃輔 日本体育大学
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24 75 中邨 晃輔 日本体育大学

25 181 佐藤 匠 日本体育大学25 181 佐藤 匠 日本体育大学

26 182 大石 健斗 日本大学26 182 大石 健斗 日本大学

5

66


