
演技順 ゼッケン 氏名 所属 資格 演技順 ゼッケン 氏名 所属 資格 演技順 ゼッケン 氏名 所属 資格

1 171 松田 光平 仙台大学 種 1 206 廣木 健聖 国際武道大学 1 152 横井 君宇 日本体育大学 世/種

2 112 上田 直樹 鹿屋体育大学 2 203 平野 竣介 相好体操クラブ 2 221 田村 海登 国士舘大学

3 101 原口 幸大 鹿屋体育大学 3 103 小浜 廣仁 ＴＥＡＭえひめ 3 218 小島 創史 鹿屋体育大学

4 110 小森 敬介 筑波大学 4 141 西之原 佑奎 鹿屋体育大学 4 109 長谷川 瑞樹 鹿屋体育大学 種

5 178 南 一輝 仙台大学 種 5 190 杉野 史尭 相好体操クラブ 種 5 208 横川 竜士 日本体育大学

6 126 鈴木 亨 日本体育大学 6 187 工藤 友也 日本体育大学 6 219 村松 侑哉 日本大学 種

7 160 加茂川 蒼天 船橋市立船橋高等学校 年齢 7 179 安田 健人 鹿屋体育大学 7 217 小西 聡多 相好体操クラブ

8 131 崎濱 一朗 福岡大学 種 8 186 古田 一馬 鹿屋体育大学 8 212 山崎 響太 相好体操クラブ 種

9 102 鈴木 大介 セントラルスポーツ 種 9 115 平良 匠 東海大学九州 種 9 216 若狭 天太 仙台大学 種

10 121 高柳 隆太 鹿屋体育大学 10 184 栗原 朋也 日本体育大学 10 108 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 世/種

11 111 佐々木 直人 国士舘大学 11 114 大野 健志 ＴＥＡＭえひめ 世/種 11 220 大谷 陸人 明治大学体育会体操部

12 106 小山 仁寛 コナミスポーツ 世/種 12 189 杉野 広尭 慶應義塾大学 12 103 小浜 廣仁 ＴＥＡＭえひめ

13 113 前田 楓丞 私立自由ケ丘高等学校 13 148 千葉 天斗 日本体育大学 13 210 高野 琢也 茗溪クラブ 世/種

14 165 五十嵐 太一 静岡産業大学 世/種 14 201 柏木 寅冶 早稲田大学 種 14 211 黒木 翔斗 ジョイスポーツクラブ相模原 種

15 133 藤井 太陽 順天堂大学 15 195 池田 大騎 仙台大学 種 15 127 鈴木 颯太 鶴見ジュニア体操クラブ 種

16 135 武井 優介 朝日生命体操クラブ 16 191 西山 知希 仙台大学 種 16 222 福本 岳琉 鹿屋体育大学

17 172 松本 悠雅 新潟経営大学 17 105 山本 詠人 トップスポーツクラブ 世/種 17 215 柴崎 匠 国士舘大学

18 169 山﨑 広輝 慶應義塾大学 18 185 古橋 崇志 ＴＥＡＭえひめ 種 18 120 山根 直記 仙台大学 種

19 168 佐敷 亮仁 大阪体育大学 19 149 二又 慎太郎 福岡大学 種 19 114 大野 健志 ＴＥＡＭえひめ 世/種

20 166 五島 誉博 相好体操クラブ 種 20 180 岩谷 優一郎 福岡大学 種 20 126 鈴木 亨 日本体育大学

21 173 菅沼 一志 国際武道大学 21 142 原田 脩 早稲田大学 種 21 213 山本 泰己 名城大学附属高等学校 年齢

22 163 岩佐 亮 筑波大学 22 200 津田 悟志 日本体育大学 22 125 川村 祐貴 日本体育大学

23 136 茂垣 海聖 日本体育大学 23 145 梨本 隆平 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 23 124 山本 威吹 筑波大学

24 140 中谷 至希 鹿屋体育大学 24 118 大石 健斗 相好体操クラブ

25 107 藤巻 竣平 鹿屋体育大学 25 121 高柳 隆太 鹿屋体育大学 24 141 西之原 佑奎 鹿屋体育大学

26 164 岩澤 将英 明成高等学校 年齢 26 205 鈴木 涼功 日本大学 種 25 209 笠岡 義之 新田高等学校 世/種

27 134 内田 龍真 日本体育大学 27 146 近藤 衛 日体大荏原高校／鶴見ジュニア体操クラブ 年齢 26 151 佐々木 将大 福岡大学 種

28 124 山本 威吹 筑波大学 28 143 出口 諒財 ＴＥＡＭえひめ 世/種 27 150 大﨑 斐央利 鹿屋体育大学 種

29 167 佐藤 智輝 日本体育大学 29 104 橋本 健吾 東海大学 種 28 214 山本 大 仙台大学 種

30 123 大村 幸輝 鹿屋体育大学 30 182 吉元 佳 東海大学九州 種

31 176 鶴岡 陽太 国際武道大学 31 181 亀山 耕平 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 種

32 177 湯元 和志 日体大荏原高校／鶴見ジュニア体操クラブ 年齢 32 106 小山 仁寛 コナミスポーツ 世/種

33 157 遠藤 鉄平 日本大学 種 33 147 高田 治吉 天理大学

34 158 岡本 健吾 日本体育大学 34 117 山田 元大 早稲田大学 種

35 138 松井 佑磨 静岡産業大学 世/種 35 119 迫 龍登 日本体育大学 世/種

36 170 寺島 龍雅 明成高等学校 種 36 202 冨岡 夢希 九州共立大学クラブ

37 132 宗像 陸 相好体操クラブ 種 37 144 田中 樹 日本体育大学

38 161 花岡 直弥 鹿屋体育大学 38 196 中山 俊貴 静岡産業大学 世/種

39 130 榊原 拓弥 鯖江高等学校 年齢 39 183 金山 大和 鹿屋体育大学 種

40 129 工藤 匠真 筑波大学 40 116 滑川 尚宏 国士舘大学

41 122 上田 颯 大阪体育大学 41 101 原口 幸大 鹿屋体育大学

42 128 遠藤 和希 静岡産業大学 世/種 42 107 藤巻 竣平 鹿屋体育大学
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43 174 船崎 能克 国士舘大学 43 192 石井 政弥 鶴見ジュニア体操クラブ

44 108 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 世/種 44 123 大村 幸輝 鹿屋体育大学

45 159 加藤 大貴 大阪体育大学 45 199 津村 涼太 相好体操クラブ/暁高等学校 年齢

46 104 橋本 健吾 東海大学 種 46 194 村上 榛希 日本大学 種

47 127 鈴木 颯太 鶴見ジュニア体操クラブ 種 47 102 鈴木 大介 セントラルスポーツ 種

48 137 高須 功太郎 日本体育大学 48 188 山岸 俊揮 東海大学 種

49 162 柿森 凜 静岡産業大学 世/種 49 198 長﨑 柊人 相好体操クラブ/暁高等学校 種

50 139 中村 智樹 国際武道大学 50 204 柳 拓真 九州共立大学

51 109 長谷川 瑞樹 鹿屋体育大学 種 51 207 萬井 智己 明治大学体育会体操部

52 175 前川 岳楼 日本体育大学 52 197 中村 唯都 早稲田大学 種

53 125 川村 祐貴 日本体育大学 53 193 相原 弘樹 仙台大学 種

54 105 山本 詠人 トップスポーツクラブ 世/種 54 122 上田 颯 大阪体育大学
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