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BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    11 加藤 凌平 コナミスポーツ 1     5 永吉 雄 相好体操クラブ

2    46 松見 一希 仙台大学 2    56 前田 航輝 筑波大学

3    62 谷川 航 順天堂大学 3    91 梨本 隆平 徳洲会体操クラブ

4    63 谷川 翔 順天堂大学 4    63 谷川 翔 順天堂大学

5    82 府殿 大佑 日本体育大学 5    12 垣谷 拓斗 セントラルスポーツ

6    23 五島 誉博 相好体操クラブ 6    50 杉野 正尭 鹿屋体育大学

7    79 南 一輝 仙台大学 7    15 萱 和磨 順天堂大学

8    80 白井 健三 日本体育大学 8    66 長谷川 智将 徳洲会体操クラブ

R1    47 上山 廉太郎 船橋市立船橋高等学校 R1    53 千葉 健太 順天堂大学

R2    34 山本 威吹 筑波大学 R2    77 内田 隼人 福岡大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    51 瀬島 龍三 徳洲会体操クラブ 1    21 原口 幸大 鹿屋体育大学

2    48 神本 雄也 コナミスポーツ 2    61 大久保 圭太郎 順天堂大学

3    96 髙橋 一矢 早稲田大学 3    65 長谷川 瑞樹 鹿屋体育大学

4    58 前野 風哉 鹿屋体育大学 4     6 遠藤 幹斗 静岡産業大学

5    84 武田 一志 徳洲会体操クラブ 5    86 米倉 英信 福岡大学

6    62 谷川 航 順天堂大学 6     2 安里 圭亮 相好体操クラブ

7    89 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 7    62 谷川 航 順天堂大学

8    67 長野 託也 朝日生命 8    80 白井 健三 日本体育大学

R1    72 田中 佑典 コナミスポーツ R1    32 山室 光史 コナミスポーツ

R2    63 谷川 翔 順天堂大学 R2    27 佐藤 巧 徳洲会体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    82 府殿 大佑 日本体育大学 1    70 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ

2     8 横山 聖 コナミスポーツ 2    92 鈴木 大介 セントラルスポーツ

3    51 瀬島 龍三 徳洲会体操クラブ 3    11 加藤 凌平 コナミスポーツ

4    53 千葉 健太 順天堂大学 4    93 鈴木 茂斗 順天堂大学

5    15 萱 和磨 順天堂大学 5    52 石川 大貴 福井県体操協会

6    48 神本 雄也 コナミスポーツ 6    95 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ

7    63 谷川 翔 順天堂大学 7    17 宮地 秀享 茗溪クラブ

8    72 田中 佑典 コナミスポーツ 8    72 田中 佑典 コナミスポーツ

R1    88 野々村 晃司 朝日生命 R1    58 前野 風哉 鹿屋体育大学

R2    89 野々村 笙吾 セントラルスポーツ R2    59 早坂 尚人 セントラルスポーツ
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