
【男子個人試技順】

班 No. 学年 所属名 クラブ スティック

1 大崎 由空 オオサキ ユラ 中2 RG葛飾新体操クラブ 1 10

2 丸山 玲央 マルヤマ レオ 高2 WingまつもとR・G 2 11

3 加藤 渚 カトウナギサ 高2 青森山田高等学校 3 12

4 窪田 宗一郎 クボタ ソウイチロウ 高3 青森山田高等学校 4 13

5 ジュリアーノ三宅 俊守 ジュリアーノミヤケ ジュンス 高2 高田高等学校 5 14

6 細谷 啓杜 ホソヤ ケイト 中3 滝沢南中学校 6 15

7 室賀 友祐 ムロガ ユウスケ 高1 WingまつもとR・G 7 16

8 岡本 瑠斗 オカモト ルイト 高2 国士舘高等学校 8 17

9 宇野 怜 ウノ レイ 高3 SHOYO RG 9 18

10 前田 剛 マエダ ゴウ 高1 青森山田新体操クラブ 10 19

11 森外 翔晏 モリソト シアン 高2 盛岡市立高等学校 11 1

12 誉士太 陽向 ヨシダ ヒナタ 中2 synchression 12 2

13 赤羽 拓海 アカバネ タクミ 高1 青森山田新体操クラブ 13 3

14 野村 壮吾 ノムラ ソウゴ 高1 埼玉栄高等学校 14 4

15 堀 陽向 ホリ ヒナタ 高3 高田高等学校 15 5

16 尾上 達哉 オノエ タツヤ 高3 清風高等学校 16 6

17 小澤 龍矢 オザワ タツヤ 中3 WingまつもとR・G 17 7

18 谷津 敬直 ヤツ タカナオ 中2 ホワイトキューブ新体操教室 18 8

19 遠藤 悠斗 エンドウ ユウト 中3 ホワイトキューブ新体操教室 19 9

20 東本 侑也 ヒガシモト ユウヤ 高2 広陵高等学校 20 29

21 星野 太希 ホシノ タイキ 高1 宮城県名取高等学校 21 30

22 春井 仁志 ハルイ ヒトシ 高3 北海道恵庭南高等学校 22 31

23 大塚 幸市朗 オオツカ コウシロウ 高2 千葉県立袖ヶ浦高校 23 32

24 岩城 祈一千 イワキ キイチ 中3 synchression 24 33

25 遠藤 那央斗 エンドウ ナオト 高3 宮城県名取高等学校 25 34

26 西口 竜成 ニシグチ リュウセイ 高2 高田高等学校 26 35

27 原田 隆之介 ハラダ リュウノスケ 中3 島田ジュニア 27 36

28 葛西 麗音 カサイ レノン 中3 BLUE TOKYO KIDS/青森山田中学校 28 37

29 村山 涼 ムラヤマ リョウ 中2 国士舘ジュニアＲＧ 29 38

30 桑原 碧都 クワハラ アオト 高1 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 30 20

31 福村 泰史 フクムラ タイシ 高3 埼玉栄高等学校 31 21

32 中原 唯翔 ナカハラ ユイト 高2 清風高等学校 32 22

33 宮本 勇輝 ミヤモト ユウキ 高3 広陵高等学校 33 23

34 中田 真太郎 ナカタ シンタロウ 高1 青森山田新体操クラブ 34 24

35 角張 大陸 カクバリ モトム 高1 埼玉栄高等学校 35 25

36 田窪 莉久 タクボ リク 高3 シュテル新体操クラブ/れいめい高校 36 26

37 本田 歩夢 ホンダ アユム 中3 滝沢南中学校 37 27

38 濱口 侑統 ハマグチ ユウト 中2 君津新体操クラブ 38 28
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39 藤川 興太 フジカワ コウタ 高3 小松島高等学校 39 48

40 田口 海 タグチ カイ 高2 北海道恵庭南高等学校 40 49

41 貝瀨 壮 カイセ タケル 中3 相模原市体操協会ひかり体操教室 41 50

42 青木 涼多朗 アオキ リョウタロウ 中2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 42 51

43 岩田 隼 イワタ ハヤト 中3 大垣共立銀行OKB体操クラブ 43 52

44 柘植 智友 ツゲ トモヤ 高1 阿久比新体操クラブ 44 53

45 細谷 悠樹 ホソヤ ユウキ 高3 盛岡市立高等学校 45 54

46 佐久本 和夢 サクモト カズム 高3 青森山田高等学校 46 55

47 八木 太一 ヤギ タイチ 中3 島田ジュニア 47 56

48 相澤 隼人 アイザワ ハヤト 中2 RG葛飾新体操クラブ 48 57

49 谷口 英嵩 タニグチ ヒデタカ 高3 清風高等学校 49 39

50 神山 貴臣 カミヤマ タカオミ 中2 国士舘ジュニアＲＧ 50 40

51 山口 裕希 ヤマグチ ユウキ 中3 滝沢南中学校 51 41

52 森園 颯大 モリゾノ ソウタ 高3 シュテル新体操クラブ/れいめい高校 52 42

53 島田 倫太朗 シマダ リンタロウ 中2 阿久比新体操クラブ 53 43

54 野澤 優太 ノザワ ユウタ 高3 埼玉栄高等学校 54 44

55 鶴田 快成 ツルタ カイセイ 高1 青森山田新体操クラブ 55 45

56 関 諒介 セキ リョウスケ 高3 盛岡市立高等学校 56 46

57 八木 広翔 ヤギ ヒロト 中3 島田ジュニア 57 47

58 海谷 燎摩 カイヤ リョウマ 高2 北海道恵庭南高等学校 58 67

59 松島 颯 マツシマ ハヤタ 中3 RG葛飾新体操クラブ 59 68

60 生田目 愛和 ナマタメ マナト 高1 埼玉栄高等学校 60 69

61 森谷 祐夢 モリヤ ヒロム 高2 国士舘高等学校 61 70

62 川嶋 龍登 カワシマ リュウト 中3 草加ジュニア新体操クラブ 62 71

63 吉野 武琉 ヨシノ タケル 中3 ホワイトキューブ新体操教室 63 72

64 髙橋 快季 タカハシ ヨシキ 高3 宮城県名取高等学校 64 73

65 裏山 大生 ウラヤマ タイセイ 中3 清風中学校 65 74

66 菊地 祐史 キクチ ヒロフミ 高3 北海道恵庭南高等学校 66 75

67 村地 廉人 ムラチ レント 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 67 76

68 山田 拳伸 ヤマダ ケンシン 中2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 68 58

69 矢沼 佑海 ヤヌマ ウミ 中3 フォルテRG 69 59

70 國吉 悠希 クニヨシ ユウキ 高3 SHOYO RG 70 60

71 田中涼介 タナカリョウスケ 高2 青森山田高等学校 71 61

72 三浦 大空 ミウラ ソラ 高1 青森山田新体操クラブ 72 62

73 丸山 和孝 マルヤマ カズタカ 中2 WingまつもとR・G 73 63

74 岡田 大輝 オカダ ヒロキ 高2 小松島高等学校 74 64

75 大西 竣介 オオニシ シュンスケ 高3 北海道恵庭南高等学校 75 65

76 岡 春輝 オカ ハルキ 中2 WingまつもとR・G 76 66

３班

４班


