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選　手　名 所　　　属 選　手　名 所　　　属 選　手　名 所　　　属
決勝シード 白井　健三 日本体育大学 萱　和磨 順天堂大学
日本代表 内村　航平 コナミスポーツクラブ 内村　航平 コナミスポーツクラブ

1 早坂　尚人 順天堂大学 亀山　耕平 徳洲会体操クラブ 山室　光史 コナミスポーツクラブ
2 佐藤　巧 徳洲会体操クラブ 長谷川智将 徳洲会体操クラブ 野々村笙吾 セントラルスポーツ
3 五島　誉博 仙台大学 池田　大騎 仙台大学 神本　雄也 日本体育大学
4 白井勝太郎 コナミスポーツクラブ 山本　翔一 朝日生命 武田　一志 徳洲会体操クラブ
5 瀬島　龍三 徳洲会体操クラブ 野々村笙吾 セントラルスポーツ 長野　託也 朝日生命
6 鵜飼　真弘 日本大学 武田　一志 徳洲会体操クラブ 神津源一郎 順天堂大学
7 谷川　翔 市立船橋高等学校 湯浅　賢哉 市立船橋高等学校 瀬島　龍三 徳洲会体操クラブ
8 山本　威吹 関西高等学校 齊藤　優佑 徳洲会体操クラブ 島田　貴也 日本大学
9 谷川　航 順天堂大学 瀬立　憲翔 日本体育大学 佐藤　匠 日本体育大学

10 山本　翔一 朝日生命 出口　諒財 愛媛県競技力向上対策本部 田中　佑典 コナミスポーツクラブ
11 加藤　裕斗 順天堂大学 前野　風哉 鹿屋体育大学 市瀬　達貴 朝日生命
12 山﨑　広輝 慶応義塾高等学校 横山　聖 コナミスポーツクラブ 佐藤　巧 徳洲会体操クラブ
13 宗像　陸 相好体操クラブ 谷川　航 順天堂大学 川本　稜馬 順天堂大学
14 田浦　誠也 日本体育大学 鈴木　茂斗 市立船橋高等学校 近藤　翼 駒澤大学
15 楠川　雄太 順天堂大学 内田　隼人 福岡大学 吉岡　知紘 セントラルスポーツ
16 小畠　廉生 筑波大学 梨本　隆平 順天堂大学 古谷　嘉章 コナミスポーツクラブ
17 内田　龍真 日本体育大学 倉島　大地 順天堂大学 山本　雅賢 徳洲会体操クラブ
18 大久保圭太郎 鯖江高等学校 佐藤　亘 相好体操クラブ 小倉　佳祐 相好体操クラブ
19 浦野　裕貴 SSUスポーツクラブ磐田 今林　開人 セントラルスポーツ 佐藤　亘 相好体操クラブ
20 廣林　隼 順天堂大学 田中　和仁 徳洲会体操クラブ 田中　和仁 徳洲会体操クラブ
21 湯浅　賢哉 市立船橋高等学校 井村　太祐 和歌山オレンジ体操クラブ 白井勝太郎 コナミスポーツクラブ
22 岡村　康宏 朝日生命 杉野　広尭 慶応義塾大学 田中　康久 相好体操クラブ
23 小山　仁寛 コナミスポーツクラブ 田中　佑典 コナミスポーツクラブ 齊藤　優佑 徳洲会体操クラブ
24 杉本健太郎 愛媛県競技力向上対策本部 塚元　淳貴 タートルスポーツクラブ 小西　聡多 日本大学
25 神本　達也 日本体育大学
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選　手　名 所　　　属 選　手　名 所　　　属 選　手　名 所　　　属
決勝シード 白井　健三 日本体育大学 田中　佑典 コナミスポーツクラブ 内村　航平 コナミスポーツクラブ
日本代表 内村　航平 コナミスポーツクラブ 内村　航平 コナミスポーツクラブ

1 佐藤　巧 徳洲会体操クラブ 横山　聖 コナミスポーツクラブ 田中　佑典 コナミスポーツクラブ
2 齊藤　優佑 徳洲会体操クラブ 野々村笙吾 セントラルスポーツ 小泉　和照 相好体操クラブ
3 小倉　佳祐 相好体操クラブ 山本　翔一 朝日生命 野々村笙吾 セントラルスポーツ
4 谷川　航 順天堂大学 谷川　航 順天堂大学 横山　聖 コナミスポーツクラブ
5 山室　光史 コナミスポーツクラブ 神本　雄也 日本体育大学 神本　雄也 日本体育大学
6 井上　博稔 日本体育大学 青山　政高 コナミスポーツクラブ 宮地　秀享 筑波大学
7 小森　敬介 筑波大学 金子　健三 徳洲会体操クラブ 尾崎　亮介 相好体操クラブ
8 徳永　晴優 駒澤大学 加藤　凌平 コナミスポーツクラブ 長谷川智将 徳洲会体操クラブ
9 金子　健三 徳洲会体操クラブ 田中　樹 日本体育大学 金子　健三 徳洲会体操クラブ

10 田浦　誠也 日本体育大学 山本　雅賢 徳洲会体操クラブ 佐藤　匠 日本体育大学
11 内田　龍真 日本体育大学 田中　和仁 徳洲会体操クラブ 市瀬　達貴 朝日生命
12 崎濱　一朗 福岡大学 石川　大貴 セントラルスポーツ 桑原　俊 東海大学湘南体操ｱｶﾃﾞﾐｰ
13 長谷川　瑞樹 鹿屋体育大学 佐藤　匠 日本体育大学 早坂　尚人 順天堂大学
14 柏木　寅冶 早稲田大学 武田　一志 徳洲会体操クラブ 前野　風哉 鹿屋体育大学
15 藤崎　友稀 静岡産業大学 白井　健三 日本体育大学 今井　裕之 コナミスポーツクラブ
16 安里　圭亮 相好体操クラブ 千葉　健太 順天堂大学 浅野　佑樹 早稲田大学
17 米倉　英信 福岡大学 萱　和磨 順天堂大学 石川　大貴 セントラルスポーツ
18 小山　仁寛 コナミスポーツクラブ 野々村晃司 順天堂大学 山本　翔一 朝日生命
19 白井勝太郎 コナミスポーツクラブ 湯浅　賢哉 市立船橋高等学校 山本　雅賢 徳洲会体操クラブ
20 相原　弘樹 市立船橋高等学校 田中　瑞基 慶応義塾大学 金田　浩斗 鹿屋体育大学
21 市瀬　達貴 朝日生命 小泉　和照 相好体操クラブ 白井　健三 日本体育大学
22 浅野　佑樹 早稲田大学 吉岡　知紘 セントラルスポーツ 萱　和磨 順天堂大学
23 金子　徹也 駒澤大学 岡村　康宏 朝日生命 中谷　太希 鹿屋体育大学クラブ
24 黒木　翔斗 国士舘大学 神津源一郎 順天堂大学 古谷　嘉章 コナミスポーツクラブ
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選手名 所属 選手名 所属
1 宮川　紗江 セインツ体操クラブ 1 杉原 愛子 梅花高校/朝日生命
2 村上　茉愛 日本体育大学 2 寺本明日香 中京大学/レジックスポーツ
3 桒嶋　姫子 ※ 戸田市スポーツセンター 3 河崎真理菜 平塚学園/とらい体操クラブ
4 小池　亜優 戸田市スポーツセンター 4 村上 茉愛 日本体育大学
5 杉原　愛子 梅花高校/朝日生命 5 笹田 夏実 日本体育大学
6 河崎真理菜 平塚学園/とらい体操クラブ 6 内山 由綺 スマイル体操クラブ
7 梶田　凪 山梨ジュニア体操クラブ/甲斐清和高校 7 畠田 瞳 セントラル目黒
8 畠田　瞳 セントラル目黒/日本大学高校 8 佐藤亜希穂 日本体育大学
9 花島　なつみ ※ フジスポーツクラブ 9 土橋 ココ レジックスポーツ
10 池田　正美 ジョイスポーツクラブ相模原 10 梶田 凪 山梨ジュニア体操クラブ/甲斐清和高校

11 村上　瞳 ※ 水鳥体操館 11 山元 加奈子 筑波大学
12 塙　颯香 ※ フジスポーツクラブ 12 中村 春香 国士舘大学
13 本間　未来 国士舘大学 13 花島 なつみ ※ フジスポーツクラブ
14 安保　綾乃 ※ 笠松体操クラブ 14 中村 有美香 日本体育大学
15 松田　幸子 ※ 朝日生命体操クラブ 15 本田 美波 武庫川女子大学
16 茂手木　詩子 ※ 山梨ジュニア体操クラブ 16 金田 明里 武庫川女子大学
17 山田　千遥 ※ 朝日生命体操クラブ 17 湯元 ゆりか ならわ体操クラブ
18 杉村　美奈 国士舘大学 18 田中 萌 聖望学園体操クラブ
19 19 徳田 知沙子 ※ 朝日生命体操クラブ
20 20 杉村 美奈 国士舘大学
21 21 関口 未来 日本体育大学
22 22 田中 亜悠 レジックスポーツ
23 23 長島 琴菜 ※ 朝日生命体操クラブ
24 24 佐々木愛華 ※ レジックスポーツ

選手名 所属 選手名 所属
1 湯元さくら 中京大学/ならわ体操クラブ 1 村上 茉愛 日本体育大学
2 小池　亜優 戸田市スポーツセンター 2 大口 真奈 ※ 大泉スワロー体育クラブ
3 寺本明日香 中京大学/レジックスポーツ 3 杉原 愛子 梅花高校/朝日生命
4 土橋　ココ レジックスポーツ 4 宮川 紗江 セインツ体操クラブ
5 杉原　愛子 梅花高校/朝日生命 5 中路 紫帆 戸田市スポーツセンター
6 井上和佳奈 筑波大学 6 湯元さくら 中京大学/ならわ体操クラブ
7 河崎真理菜 平塚学園/とらい体操クラブ 7 寺本明日香 中京大学/レジックスポーツ
8 本田　美波 武庫川女子大学 8 笹田 夏実 日本体育大学
9 笹田 夏実 日本体育大学 9 井上和佳奈 筑波大学9 笹田　夏実 日本体育大学 9 井上和佳奈 筑波大学
10 内山　由綺 スマイル体操クラブ 10 内山 由綺 スマイル体操クラブ
11 村上　茉愛 日本体育大学 11 佐藤亜希穂 日本体育大学
12 畠田　瞳 セントラル目黒 12 梶田 凪 山梨ジュニア体操クラブ/甲斐清和高校

13 大口　真奈 ※ 大泉スワロー体育クラブ 13 土橋 ココ レジックスポーツ
14 桒嶋　姫子 ※ 戸田市スポーツセンター 14 池田 正美 ジョイスポーツクラブ相模原
15 塙　颯香 ※ フジスポーツクラブ 15 桒嶋 姫子 ※ 戸田市スポーツセンター
16 美濃部　ゆう 朝日生命 16 本田 美波 武庫川女子大学
17 夏目　侑香 武庫川女子大学 17 夏目 侑香 武庫川女子大学
18 遠藤　結菜 ※ 深川VIP体操クラブ 18 湯元 ゆりか ならわ体操クラブ
19 宗　万凜 ※ シロマスポーツクラブ 19 畠田 瞳 セントラル目黒/日本大学高校
20 梶田　凪 山梨ジュニア体操クラブ 20 花島 なつみ ※ フジスポーツクラブ
21 平岩　優奈 三菱養和体操ｽｸｰﾙ 21 熊井 麻理 さいたまJr体操クラブ/大宮東高校

22 中路　紫帆 戸田市スポーツセンター 22 古西 里咲 国士舘大学
23 上田　幸美 武庫川女子大学 23 遠藤 結菜 ※ 深川VIP体操クラブ
24 葛城　七星 県立和歌山北高等学校 24 河久保 絢 慶應義塾大学
25 芦川　うらら ※ 水鳥体操館 25 平岩 優奈 三菱養和体操ｽｸｰﾙ
26 古山　葵 レジックスポーツ 26 市瀬 柚子 レジックスポーツ
27 松田　幸子 ※ 朝日生命体操クラブ 27 森川 純凪 レジックスポーツ

28 松田 幸子 ※ 朝日生命体操クラブ


