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1班 ローテーション1

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   17 松見 一希 仙台大学    27 杉野 正尭 鹿屋体育大学

   22 谷 健太朗 相好体操クラブ    36 Carlos Yulo 朝日生命

   15 青木 翔汰 仙台大学    28 西之原 佑奎 鹿屋体育大学

   25 平野 竣介 相好体操クラブ    35 山本 翔一 朝日生命

   19 南 一輝 仙台大学    30 金山 大和 鹿屋体育大学

   24 五島 誉博 相好体操クラブ    33 野々村 晃司 朝日生命

   14 寺地 祐次郎 仙台大学    26 長谷川 毅 鹿屋体育大学

   16 山口 雄輝 仙台大学    29 上山 廉太郎 鹿屋体育大学

   18 山根 直記 仙台大学    31 堀内 柊澄 鹿屋体育大学

   20 安里 圭亮 相好体操クラブ    32 市瀬 達貴 朝日生命

   21 藤原 昇平 相好体操クラブ    34 長野 託也 朝日生命

   23 小倉 佳祐 相好体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   37 竹端 健太郎 早稲田大学    50 中村 玲志 関西高校

   45 藤戸 勇之進 福岡大学    59 田角 敢汰 相好体操クラブ/暁高等学校

   40 武井 優介 早稲田大学    52 岩川 秀磨 関西高校

   44 内田 隼人 福岡大学    56 倉田 玲男 船橋市立船橋高等学校

   38 南 亜蘭 早稲田大学    53 土井 陵輔 関西高校

   48 大熊 将司 福岡大学    57 湯元 和志 鶴見ジュニア体操クラブ

   39 板倉 子龍 早稲田大学    49 森川 顕範 関西高校

   41 原田 脩 早稲田大学    51 小長井 倫 関西高校

   42 藤尾 拓海 早稲田大学    54 柴田 浩佑 関西高校

   43 二又 慎太郎 福岡大学    55 近藤 衛 鶴見ジュニア体操クラブ

   46 山内 椋太 福岡大学    58 小峠 一真 太成学院大学高等学校

   47 下坂 祐也 福岡大学    60 吉田 求 明成高等学校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

第73回全日本体操団体選手権

男子    スタートリスト
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第73回全日本体操団体選手権

男子    スタートリスト

1班 ローテーション2

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   21 藤原 昇平 相好体操クラブ

   14 寺地 祐次郎 仙台大学

   22 谷 健太朗 相好体操クラブ

   17 松見 一希 仙台大学

   25 平野 竣介 相好体操クラブ

   16 山口 雄輝 仙台大学

   20 安里 圭亮 相好体操クラブ

   23 小倉 佳祐 相好体操クラブ

   24 五島 誉博 相好体操クラブ

   15 青木 翔汰 仙台大学

   18 山根 直記 仙台大学

   19 南 一輝 仙台大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   36 Carlos Yulo 朝日生命    47 下坂 祐也 福岡大学

   31 堀内 柊澄 鹿屋体育大学    40 武井 優介 早稲田大学

   35 山本 翔一 朝日生命    44 内田 隼人 福岡大学

   29 上山 廉太郎 鹿屋体育大学    37 竹端 健太郎 早稲田大学

   34 長野 託也 朝日生命    45 藤戸 勇之進 福岡大学

   28 西之原 佑奎 鹿屋体育大学    38 南 亜蘭 早稲田大学

   32 市瀬 達貴 朝日生命    43 二又 慎太郎 福岡大学

   33 野々村 晃司 朝日生命    46 山内 椋太 福岡大学

   26 長谷川 毅 鹿屋体育大学    48 大熊 将司 福岡大学

   27 杉野 正尭 鹿屋体育大学    39 板倉 子龍 早稲田大学

   30 金山 大和 鹿屋体育大学    41 原田 脩 早稲田大学

   42 藤尾 拓海 早稲田大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   60 吉田 求 明成高等学校

   49 森川 顕範 関西高校

   55 近藤 衛 鶴見ジュニア体操クラブ

   51 小長井 倫 関西高校

   57 湯元 和志 鶴見ジュニア体操クラブ

   52 岩川 秀磨 関西高校

   56 倉田 玲男 船橋市立船橋高等学校

   58 小峠 一真 太成学院大学高等学校

   59 田角 敢汰 相好体操クラブ/暁高等学校

   50 中村 玲志 関西高校

   53 土井 陵輔 関西高校

   54 柴田 浩佑 関西高校
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1班 ローテーション3

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   15 青木 翔汰 仙台大学    26 長谷川 毅 鹿屋体育大学

   21 藤原 昇平 相好体操クラブ    34 長野 託也 朝日生命

   18 山根 直記 仙台大学    27 杉野 正尭 鹿屋体育大学

   23 小倉 佳祐 相好体操クラブ    35 山本 翔一 朝日生命

   17 松見 一希 仙台大学    29 上山 廉太郎 鹿屋体育大学

   25 平野 竣介 相好体操クラブ    36 Carlos Yulo 朝日生命

   14 寺地 祐次郎 仙台大学    28 西之原 佑奎 鹿屋体育大学

   16 山口 雄輝 仙台大学    30 金山 大和 鹿屋体育大学

   19 南 一輝 仙台大学    31 堀内 柊澄 鹿屋体育大学

   20 安里 圭亮 相好体操クラブ    32 市瀬 達貴 朝日生命

   22 谷 健太朗 相好体操クラブ    33 野々村 晃司 朝日生命

   24 五島 誉博 相好体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   40 武井 優介 早稲田大学    54 柴田 浩佑 関西高校

   47 下坂 祐也 福岡大学    58 小峠 一真 太成学院大学高等学校

   41 原田 脩 早稲田大学    49 森川 顕範 関西高校

   44 内田 隼人 福岡大学    59 田角 敢汰 相好体操クラブ/暁高等学校

   38 南 亜蘭 早稲田大学    51 小長井 倫 関西高校

   46 山内 椋太 福岡大学    55 近藤 衛 鶴見ジュニア体操クラブ

   37 竹端 健太郎 早稲田大学    50 中村 玲志 関西高校

   39 板倉 子龍 早稲田大学    52 岩川 秀磨 関西高校

   42 藤尾 拓海 早稲田大学    53 土井 陵輔 関西高校

   43 二又 慎太郎 福岡大学    56 倉田 玲男 船橋市立船橋高等学校

   45 藤戸 勇之進 福岡大学    57 湯元 和志 鶴見ジュニア体操クラブ

   48 大熊 将司 福岡大学    60 吉田 求 明成高等学校
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1班 ローテーション4

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   60 吉田 求 明成高等学校

   50 中村 玲志 関西高校

   56 倉田 玲男 船橋市立船橋高等学校

   54 柴田 浩佑 関西高校

   57 湯元 和志 鶴見ジュニア体操クラブ

   53 土井 陵輔 関西高校

   55 近藤 衛 鶴見ジュニア体操クラブ

   58 小峠 一真 太成学院大学高等学校

   59 田角 敢汰 相好体操クラブ/暁高等学校

   49 森川 顕範 関西高校

   51 小長井 倫 関西高校

   52 岩川 秀磨 関西高校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   24 五島 誉博 相好体操クラブ

   15 青木 翔汰 仙台大学

   23 小倉 佳祐 相好体操クラブ

   18 山根 直記 仙台大学

   20 安里 圭亮 相好体操クラブ

   14 寺地 祐次郎 仙台大学

   21 藤原 昇平 相好体操クラブ

   22 谷 健太朗 相好体操クラブ

   25 平野 竣介 相好体操クラブ

   16 山口 雄輝 仙台大学

   17 松見 一希 仙台大学

   19 南 一輝 仙台大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   33 野々村 晃司 朝日生命    44 内田 隼人 福岡大学

   26 長谷川 毅 鹿屋体育大学    42 藤尾 拓海 早稲田大学

   35 山本 翔一 朝日生命    43 二又 慎太郎 福岡大学

   31 堀内 柊澄 鹿屋体育大学    38 南 亜蘭 早稲田大学

   36 Carlos Yulo 朝日生命    46 山内 椋太 福岡大学

   29 上山 廉太郎 鹿屋体育大学    41 原田 脩 早稲田大学

   32 市瀬 達貴 朝日生命    45 藤戸 勇之進 福岡大学

   34 長野 託也 朝日生命    47 下坂 祐也 福岡大学

   27 杉野 正尭 鹿屋体育大学    48 大熊 将司 福岡大学

   28 西之原 佑奎 鹿屋体育大学    37 竹端 健太郎 早稲田大学

   30 金山 大和 鹿屋体育大学    39 板倉 子龍 早稲田大学

   40 武井 優介 早稲田大学
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1班 ローテーション5

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   37 竹端 健太郎 早稲田大学    51 小長井 倫 関西高校

   47 下坂 祐也 福岡大学    58 小峠 一真 太成学院大学高等学校

   38 南 亜蘭 早稲田大学    54 柴田 浩佑 関西高校

   46 山内 椋太 福岡大学    60 吉田 求 明成高等学校

   40 武井 優介 早稲田大学    53 土井 陵輔 関西高校

   44 内田 隼人 福岡大学    55 近藤 衛 鶴見ジュニア体操クラブ

   39 板倉 子龍 早稲田大学    49 森川 顕範 関西高校

   41 原田 脩 早稲田大学    50 中村 玲志 関西高校

   42 藤尾 拓海 早稲田大学    52 岩川 秀磨 関西高校

   43 二又 慎太郎 福岡大学    56 倉田 玲男 船橋市立船橋高等学校

   45 藤戸 勇之進 福岡大学    57 湯元 和志 鶴見ジュニア体操クラブ

   48 大熊 将司 福岡大学    59 田角 敢汰 相好体操クラブ/暁高等学校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   17 松見 一希 仙台大学    27 杉野 正尭 鹿屋体育大学

   22 谷 健太朗 相好体操クラブ    33 野々村 晃司 朝日生命

   15 青木 翔汰 仙台大学    31 堀内 柊澄 鹿屋体育大学

   23 小倉 佳祐 相好体操クラブ    35 山本 翔一 朝日生命

   16 山口 雄輝 仙台大学    26 長谷川 毅 鹿屋体育大学

   25 平野 竣介 相好体操クラブ    36 Carlos Yulo 朝日生命

   14 寺地 祐次郎 仙台大学    28 西之原 佑奎 鹿屋体育大学

   18 山根 直記 仙台大学    29 上山 廉太郎 鹿屋体育大学

   19 南 一輝 仙台大学    30 金山 大和 鹿屋体育大学

   20 安里 圭亮 相好体操クラブ    32 市瀬 達貴 朝日生命

   21 藤原 昇平 相好体操クラブ    34 長野 託也 朝日生命

   24 五島 誉博 相好体操クラブ
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1班 ローテーション6

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   32 市瀬 達貴 朝日生命    43 二又 慎太郎 福岡大学

   29 上山 廉太郎 鹿屋体育大学    37 竹端 健太郎 早稲田大学

   35 山本 翔一 朝日生命    46 山内 椋太 福岡大学

   31 堀内 柊澄 鹿屋体育大学    42 藤尾 拓海 早稲田大学

   36 Carlos Yulo 朝日生命    44 内田 隼人 福岡大学

   27 杉野 正尭 鹿屋体育大学    41 原田 脩 早稲田大学

   33 野々村 晃司 朝日生命    45 藤戸 勇之進 福岡大学

   34 長野 託也 朝日生命    47 下坂 祐也 福岡大学

   26 長谷川 毅 鹿屋体育大学    48 大熊 将司 福岡大学

   28 西之原 佑奎 鹿屋体育大学    38 南 亜蘭 早稲田大学

   30 金山 大和 鹿屋体育大学    39 板倉 子龍 早稲田大学

   40 武井 優介 早稲田大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   56 倉田 玲男 船橋市立船橋高等学校

   49 森川 顕範 関西高校

   58 小峠 一真 太成学院大学高等学校

   51 小長井 倫 関西高校

   57 湯元 和志 鶴見ジュニア体操クラブ

   52 岩川 秀磨 関西高校

   55 近藤 衛 鶴見ジュニア体操クラブ

   59 田角 敢汰 相好体操クラブ/暁高等学校

   60 吉田 求 明成高等学校

   50 中村 玲志 関西高校

   53 土井 陵輔 関西高校

   54 柴田 浩佑 関西高校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   22 谷 健太朗 相好体操クラブ

   17 松見 一希 仙台大学

   21 藤原 昇平 相好体操クラブ

   18 山根 直記 仙台大学

   25 平野 竣介 相好体操クラブ

   15 青木 翔汰 仙台大学

   20 安里 圭亮 相好体操クラブ

   23 小倉 佳祐 相好体操クラブ

   24 五島 誉博 相好体操クラブ

   14 寺地 祐次郎 仙台大学

   16 山口 雄輝 仙台大学

   19 南 一輝 仙台大学
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2班 ローテーション1

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   64 萱 和磨 セントラルスポーツ    77 杉本 海誉斗 日本体育大学

   69 谷川 翔 順天堂大学    80 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ

   61 野々村 笙吾 セントラルスポーツ    74 府殿 大佑 日本体育大学

   71 三輪 哲平 順天堂大学    83 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ

   66 早坂 尚人 セントラルスポーツ    78 柚木 健大朗 日本体育大学

   72 中川 将径 順天堂大学    82 岡 準平 徳洲会体操クラブ

   62 谷川 航 セントラルスポーツ    73 浅川 太郎 日本体育大学

   63 千葉 健太 セントラルスポーツ    75 横井 君宇 日本体育大学

   65 前野 風哉 セントラルスポーツ    76 春木 三憲 日本体育大学

   67 加藤 裕斗 順天堂大学    79 武田 一志 徳洲会体操クラブ

   68 鈴木 茂斗 順天堂大学    81 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ

   70 北村 郁弥 順天堂大学    84 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   90 古谷 嘉章 コナミスポーツ体操競技部   102 平松 航河 船橋市立船橋高等学校

   91 小森 敬介 筑波大学   103 木下 渚 清風高等学校

   88 星野 力維 コナミスポーツ体操競技部    97 橋本 大輝 船橋市立船橋高等学校

   92 前田 航輝 筑波大学   105 北園 丈琉 清風高等学校

   87 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部   100 渡辺 向祥 船橋市立船橋高等学校

   94 山本 威吹 筑波大学   104 近江 奎太 清風高等学校

   85 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部    98 江俣 有寿彩 船橋市立船橋高等学校

   86 小山 仁寛 コナミスポーツ体操競技部    99 安達 太一 船橋市立船橋高等学校

   89 横山 聖 コナミスポーツ体操競技部   101 金田 希一 船橋市立船橋高等学校

   93 中山 怜 筑波大学   106 末次 耕太朗 清風高等学校

   95 橘 汐芽 筑波大学   107 川上 翔平 清風高等学校

   96 長﨑 柊人 筑波大学   108 田部 壮一郎 清風高等学校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属
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2班 ローテーション2

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   68 鈴木 茂斗 順天堂大学

   63 千葉 健太 セントラルスポーツ

   69 谷川 翔 順天堂大学

   65 前野 風哉 セントラルスポーツ

   67 加藤 裕斗 順天堂大学

   64 萱 和磨 セントラルスポーツ

   70 北村 郁弥 順天堂大学

   71 三輪 哲平 順天堂大学

   72 中川 将径 順天堂大学

   61 野々村 笙吾 セントラルスポーツ

   62 谷川 航 セントラルスポーツ

   66 早坂 尚人 セントラルスポーツ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   80 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ    95 橘 汐芽 筑波大学

   75 横井 君宇 日本体育大学    88 星野 力維 コナミスポーツ体操競技部

   81 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ    91 小森 敬介 筑波大学

   76 春木 三憲 日本体育大学    85 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部

   79 武田 一志 徳洲会体操クラブ    92 前田 航輝 筑波大学

   78 柚木 健大朗 日本体育大学    87 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部

   82 岡 準平 徳洲会体操クラブ    93 中山 怜 筑波大学

   83 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ    94 山本 威吹 筑波大学

   84 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ    96 長﨑 柊人 筑波大学

   73 浅川 太郎 日本体育大学    86 小山 仁寛 コナミスポーツ体操競技部

   74 府殿 大佑 日本体育大学    89 横山 聖 コナミスポーツ体操競技部

   77 杉本 海誉斗 日本体育大学    90 古谷 嘉章 コナミスポーツ体操競技部

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

  107 川上 翔平 清風高等学校

   99 安達 太一 船橋市立船橋高等学校

  105 北園 丈琉 清風高等学校

   97 橋本 大輝 船橋市立船橋高等学校

  103 木下 渚 清風高等学校

  101 金田 希一 船橋市立船橋高等学校

  104 近江 奎太 清風高等学校

  106 末次 耕太朗 清風高等学校

  108 田部 壮一郎 清風高等学校

   98 江俣 有寿彩 船橋市立船橋高等学校

  100 渡辺 向祥 船橋市立船橋高等学校

  102 平松 航河 船橋市立船橋高等学校
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BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   62 谷川 航 セントラルスポーツ    77 杉本 海誉斗 日本体育大学

   70 北村 郁弥 順天堂大学    80 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ

   61 野々村 笙吾 セントラルスポーツ    73 浅川 太郎 日本体育大学

   69 谷川 翔 順天堂大学    81 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ

   63 千葉 健太 セントラルスポーツ    76 春木 三憲 日本体育大学

   67 加藤 裕斗 順天堂大学    82 岡 準平 徳洲会体操クラブ

   64 萱 和磨 セントラルスポーツ    74 府殿 大佑 日本体育大学

   65 前野 風哉 セントラルスポーツ    75 横井 君宇 日本体育大学

   66 早坂 尚人 セントラルスポーツ    78 柚木 健大朗 日本体育大学

   68 鈴木 茂斗 順天堂大学    79 武田 一志 徳洲会体操クラブ

   71 三輪 哲平 順天堂大学    83 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ

   72 中川 将径 順天堂大学    84 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   89 横山 聖 コナミスポーツ体操競技部    99 安達 太一 船橋市立船橋高等学校

   93 中山 怜 筑波大学   107 川上 翔平 清風高等学校

   86 小山 仁寛 コナミスポーツ体操競技部    97 橋本 大輝 船橋市立船橋高等学校

   95 橘 汐芽 筑波大学   105 北園 丈琉 清風高等学校

   87 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部    98 江俣 有寿彩 船橋市立船橋高等学校

   92 前田 航輝 筑波大学   103 木下 渚 清風高等学校

   85 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部   100 渡辺 向祥 船橋市立船橋高等学校

   88 星野 力維 コナミスポーツ体操競技部   101 金田 希一 船橋市立船橋高等学校

   90 古谷 嘉章 コナミスポーツ体操競技部   102 平松 航河 船橋市立船橋高等学校

   91 小森 敬介 筑波大学   104 近江 奎太 清風高等学校

   94 山本 威吹 筑波大学   106 末次 耕太朗 清風高等学校

   96 長﨑 柊人 筑波大学   108 田部 壮一郎 清風高等学校
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BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

  106 末次 耕太朗 清風高等学校

  101 金田 希一 船橋市立船橋高等学校

  105 北園 丈琉 清風高等学校

   97 橋本 大輝 船橋市立船橋高等学校

  103 木下 渚 清風高等学校

  102 平松 航河 船橋市立船橋高等学校

  104 近江 奎太 清風高等学校

  107 川上 翔平 清風高等学校

  108 田部 壮一郎 清風高等学校

   98 江俣 有寿彩 船橋市立船橋高等学校

   99 安達 太一 船橋市立船橋高等学校

  100 渡辺 向祥 船橋市立船橋高等学校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   68 鈴木 茂斗 順天堂大学

   61 野々村 笙吾 セントラルスポーツ

   71 三輪 哲平 順天堂大学

   62 谷川 航 セントラルスポーツ

   72 中川 将径 順天堂大学

   66 早坂 尚人 セントラルスポーツ

   67 加藤 裕斗 順天堂大学

   69 谷川 翔 順天堂大学

   70 北村 郁弥 順天堂大学

   63 千葉 健太 セントラルスポーツ

   64 萱 和磨 セントラルスポーツ

   65 前野 風哉 セントラルスポーツ

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   83 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ    93 中山 怜 筑波大学

   77 杉本 海誉斗 日本体育大学    90 古谷 嘉章 コナミスポーツ体操競技部

   79 武田 一志 徳洲会体操クラブ    95 橘 汐芽 筑波大学

   74 府殿 大佑 日本体育大学    89 横山 聖 コナミスポーツ体操競技部

   80 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ    91 小森 敬介 筑波大学

   78 柚木 健大朗 日本体育大学    87 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部

   81 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ    92 前田 航輝 筑波大学

   82 岡 準平 徳洲会体操クラブ    94 山本 威吹 筑波大学

   84 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ    96 長﨑 柊人 筑波大学

   73 浅川 太郎 日本体育大学    85 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部

   75 横井 君宇 日本体育大学    86 小山 仁寛 コナミスポーツ体操競技部

   76 春木 三憲 日本体育大学    88 星野 力維 コナミスポーツ体操競技部
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BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   88 星野 力維 コナミスポーツ体操競技部   100 渡辺 向祥 船橋市立船橋高等学校

   92 前田 航輝 筑波大学   106 末次 耕太朗 清風高等学校

   85 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部    99 安達 太一 船橋市立船橋高等学校

   95 橘 汐芽 筑波大学   105 北園 丈琉 清風高等学校

   87 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部    97 橋本 大輝 船橋市立船橋高等学校

   94 山本 威吹 筑波大学   104 近江 奎太 清風高等学校

   86 小山 仁寛 コナミスポーツ体操競技部    98 江俣 有寿彩 船橋市立船橋高等学校

   89 横山 聖 コナミスポーツ体操競技部   101 金田 希一 船橋市立船橋高等学校

   90 古谷 嘉章 コナミスポーツ体操競技部   102 平松 航河 船橋市立船橋高等学校

   91 小森 敬介 筑波大学   103 木下 渚 清風高等学校

   93 中山 怜 筑波大学   107 川上 翔平 清風高等学校

   96 長﨑 柊人 筑波大学   108 田部 壮一郎 清風高等学校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   64 萱 和磨 セントラルスポーツ    77 杉本 海誉斗 日本体育大学

   70 北村 郁弥 順天堂大学    82 岡 準平 徳洲会体操クラブ

   63 千葉 健太 セントラルスポーツ    74 府殿 大佑 日本体育大学

   71 三輪 哲平 順天堂大学    79 武田 一志 徳洲会体操クラブ

   62 谷川 航 セントラルスポーツ    75 横井 君宇 日本体育大学

   67 加藤 裕斗 順天堂大学    80 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ

   61 野々村 笙吾 セントラルスポーツ    73 浅川 太郎 日本体育大学

   65 前野 風哉 セントラルスポーツ    76 春木 三憲 日本体育大学

   66 早坂 尚人 セントラルスポーツ    78 柚木 健大朗 日本体育大学

   68 鈴木 茂斗 順天堂大学    81 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ

   69 谷川 翔 順天堂大学    83 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ

   72 中川 将径 順天堂大学    84 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page: 11/12 



【会場】　高崎アリーナ Revised
【期間】　2019/11/9～10 Print Time: 2019/11/10  9:28

第73回全日本体操団体選手権

男子    スタートリスト

2班 ローテーション6

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   81 髙橋 一矢 徳洲会体操クラブ    96 長﨑 柊人 筑波大学

   77 杉本 海誉斗 日本体育大学    86 小山 仁寛 コナミスポーツ体操競技部

   79 武田 一志 徳洲会体操クラブ    95 橘 汐芽 筑波大学

   73 浅川 太郎 日本体育大学    85 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部

   82 岡 準平 徳洲会体操クラブ    92 前田 航輝 筑波大学

   74 府殿 大佑 日本体育大学    90 古谷 嘉章 コナミスポーツ体操競技部

   80 田浦 誠也 徳洲会体操クラブ    91 小森 敬介 筑波大学

   83 石澤 大翔 徳洲会体操クラブ    93 中山 怜 筑波大学

   84 岡 慎之助 徳洲会体操クラブ    94 山本 威吹 筑波大学

   75 横井 君宇 日本体育大学    87 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部

   76 春木 三憲 日本体育大学    88 星野 力維 コナミスポーツ体操競技部

   78 柚木 健大朗 日本体育大学    89 横山 聖 コナミスポーツ体操競技部

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

  103 木下 渚 清風高等学校

   98 江俣 有寿彩 船橋市立船橋高等学校

  105 北園 丈琉 清風高等学校

   99 安達 太一 船橋市立船橋高等学校

  108 田部 壮一郎 清風高等学校

  101 金田 希一 船橋市立船橋高等学校

  104 近江 奎太 清風高等学校

  106 末次 耕太朗 清風高等学校

  107 川上 翔平 清風高等学校

   97 橋本 大輝 船橋市立船橋高等学校

  100 渡辺 向祥 船橋市立船橋高等学校

  102 平松 航河 船橋市立船橋高等学校

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

   68 鈴木 茂斗 順天堂大学

   65 前野 風哉 セントラルスポーツ

   70 北村 郁弥 順天堂大学

   66 早坂 尚人 セントラルスポーツ

   71 三輪 哲平 順天堂大学

   64 萱 和磨 セントラルスポーツ

   67 加藤 裕斗 順天堂大学

   69 谷川 翔 順天堂大学

   72 中川 将径 順天堂大学

   61 野々村 笙吾 セントラルスポーツ

   62 谷川 航 セントラルスポーツ

   63 千葉 健太 セントラルスポーツ
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