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1 153 米倉 英信 福岡大学 種 1 236 横田 拓也 順天堂大学 世/種 1 255 倉島 大地 順天堂大学 世/種

2 235 鈴田 佳祐 ヒラキダ体操クラブ 種 2 111 佐々木 直人 国士舘大学 2 102 鈴木 大介 セントラルスポーツ 種

3 104 橋本 健吾 東海大学 種 3 117 山田 元大 早稲田大学 種 3 120 山根 直記 仙台大学 種

4 133 藤井 太陽 順天堂大学 4 118 大石 健斗 相好体操クラブ 4 250 橋岡 英輝 日本体育大学

5 228 篠原 夕人 仙台大学 種 5 136 茂垣 海聖 日本体育大学 5 149 二又 慎太郎 福岡大学 種

6 234 大久保 圭太郎 順天堂大学 6 239 三浦 亮汰 新潟経営大学 6 253 首藤 鴻英 日本体育大学

7 134 内田 龍真 日本体育大学 7 142 原田 脩 早稲田大学 種 7 259 布施 寛大 東海大学 種

8 128 遠藤 和希 静岡産業大学 世/種 8 135 武井 優介 朝日生命体操クラブ 8 110 小森 敬介 筑波大学

9 120 山根 直記 仙台大学 種 9 151 佐々木 将大 福岡大学 種 9 254 前川 青葉 日本体育大学

10 225 遠藤 幹斗 静岡産業大学 世/種 10 107 藤巻 竣平 鹿屋体育大学 10 156 星野 力維 コナミスポーツ 世/種

11 232 小林 清志郎 新潟経営大学 11 112 上田 直樹 鹿屋体育大学 11 247 永山 大希 福岡大学 種

12 145 梨本 隆平 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 12 154 粟野 和樹 日本体育大学

12 233 上野 将吾 国際武道大学 13 143 出口 諒財 ＴＥＡＭえひめ 世/種 13 252 三浦 祐季 順天堂大学

13 116 滑川 尚宏 国士舘大学 14 102 鈴木 大介 セントラルスポーツ 種 14 155 小野 涼介 中京大学 世/種

14 108 佐藤 巧 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ 世/種 15 106 小山 仁寛 コナミスポーツ 世/種 15 119 迫 龍登 日本体育大学 世/種

15 150 大﨑 斐央利 鹿屋体育大学 種 16 153 米倉 英信 福岡大学 種 16 137 高須 功太郎 日本体育大学

16 224 浦木 崚輔 鶴見ジュニア体操クラブ 年齢 17 244 南 亜蘭 早稲田大学 種 17 112 上田 直樹 鹿屋体育大学

18 242 神本 将 筑波大学 18 152 横井 君宇 日本体育大学 世/種

17 132 宗像 陸 相好体操クラブ 種 19 113 前田 楓丞 私立自由ケ丘高等学校 19 257 中西 亮雅 日本大学 種

18 230 小松原 康平 鹿屋体育大学 20 245 木村 建斗 日本大学 種 20 258 藤久 達朗 大阪体育大学

19 226 山田 智也 日本体育大学 21 237 高島 康平 大阪体育大学 21 251 高間 寛智 はんざわ体操クラブ 種

20 131 崎濱 一朗 福岡大学 種 22 144 田中 樹 日本体育大学 22 139 中村 智樹 国際武道大学

21 223 安里 圭亮 相好体操クラブ 種 23 154 粟野 和樹 日本体育大学 23 249 吉武 虎太郎 新田高等学校 年齢

24 260 鈴木 秀 大阪体育大学

22 109 長谷川 瑞樹 鹿屋体育大学 種 24 119 迫 龍登 日本体育大学 世/種 25 138 松井 佑磨 静岡産業大学 世/種

23 101 原口 幸大 鹿屋体育大学 25 243 田中 瑞基 慶應義塾大学 26 116 滑川 尚宏 国士舘大学

24 231 小倉 佳祐 相好体操クラブ 種 26 241 松永 直也 日本大学 種 27 117 山田 元大 早稲田大学 種

25 110 小森 敬介 筑波大学 27 155 小野 涼介 中京大学 世/種 28 140 中谷 至希 鹿屋体育大学

26 115 平良 匠 東海大学九州 種 28 114 大野 健志 ＴＥＡＭえひめ 世/種 29 103 小浜 廣仁 ＴＥＡＭえひめ
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27 227 寺地 祐次郎 仙台大学 29 240 山口 雄輝 仙台大学 種 30 101 原口 幸大 鹿屋体育大学

28 229 手島 克 佐賀県立鳥栖工業高等学校 30 238 佐藤 崇太 早稲田大学 種 31 111 佐々木 直人 国士舘大学

29 105 山本 詠人 トップスポーツクラブ 世/種 31 115 平良 匠 東海大学九州 種 32 246 宇野 心也 九州共立大学

30 129 工藤 匠真 筑波大学 32 156 星野 力維 コナミスポーツ 世/種 33 148 千葉 天斗 日本体育大学

31 130 榊原 拓弥 鯖江高等学校 年齢 33 103 小浜 廣仁 ＴＥＡＭえひめ 34 248 吉田 和輝 茗溪クラブ 世/種

35 113 前田 楓丞 私立自由ケ丘高等学校

36 118 大石 健斗 相好体操クラブ

37 146 近藤 衛 日体大荏原高校／鶴見ジュニア体操クラブ 年齢

38 256 谷 健太朗 相好体操クラブ

39 147 高田 治吉 天理大学
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