
【会場】　千葉ポートアリーナ

【期間】　平成26年7月5日～6日 Print Time: 2014/07/05  17:01

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1     6 佐藤 紘翔 早稲田大学 1    36 今井 裕之 コナミスポーツクラブ

2    25 内田 龍真 県立岸根高等学校 2    40 大川 翔平 仙台大学体操競技部

3    16 池尻 俊弥 日本体育大学 3    28 前野 風哉

船橋市立船橋高等学校

4    12 白井 勝太郎 コナミスポーツクラブ 4    37 古谷 嘉章 仙台大学体操競技部

5    26 谷川 航

船橋市立船橋高等学校

5    19 岡 準平 日本体育大学

6    14 早坂 尚人 順天堂大学 6    10 加藤 凌平 順天堂大学

7    10 加藤 凌平 順天堂大学 7    39 長谷川 智将 日本体育大学

8     2 白井 健三 県立岸根高等学校 8     3 亀山 耕平 徳洲会体操クラブ

R1    23 佐藤 巧 徳洲会体操クラブ R1    32 小林 亮介 日本大学

R2 19 岡 準平 日本体育大学 R2 45 萱 和磨

習志野市立習志野高等学校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    47 田中 康久 相好体操クラブ 1    13 宗像 陸 相好体操クラブ

2    50 村上 雄人 仙台大学体操競技部 2    12 白井 勝太郎 コナミスポーツクラブ

3    30 野々村 笙吾 順天堂大学 3    19 岡 準平 日本体育大学

4    52 神本 雄也 日本体育大学 4    41 田浦 誠也 日本体育大学

5    17 長野 託也 日本大学 5    33 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ

6    51 小林 研也 コナミスポーツクラブ 6    23 佐藤 巧 徳洲会体操クラブ

7    43 武田 一志 日本体育大学 7    65 鈴田 佳祐 福岡大学

8    35 山室 光史 コナミスポーツクラブ 8    59 小倉 佳祐 早稲田大学

R1    48 神津 源一郎 順天堂大学 R1     4 千葉 健太 清風高等学校

R2    53 小山 仁寛 鹿屋体育大学 R2    60 小原 孝之 仙台大学体操競技部

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    45 萱 和磨

習志野市立習志野高等学校

1    39 長谷川 智将 日本体育大学

2     5 山本 翔一 朝日生命 2    52 神本 雄也 日本体育大学

3    52 神本 雄也 日本体育大学 3    78 鈴木 大介 順天堂大学

4    46 柴田 快輝 順天堂大学 4    79 山崎 塁 朝日生命

5    68 桑原 俊 朝日生命 5    77 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ

6    71 石川 大貴 順天堂大学 6    19 岡 準平 日本体育大学

7    30 野々村 笙吾 順天堂大学 7    22 田中 佑典 コナミスポーツクラブ

8    22 田中 佑典 コナミスポーツクラブ 8    29 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ

R1    51 小林 研也 コナミスポーツクラブ R1 68 桑原 俊 朝日生命

R2    26 谷川 航

船橋市立船橋高等学校

R2    32 小林 亮介 日本大学
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