
選手名 フリガナ 所属名 入場 退場 練習開始 練習終了 練習開始 練習終了

1 19 吉野 武琉 ヨシノ タケル 宮城県名取高等学校 1 20

2 17 丸山 一休 マルヤマ イッキュウ 大垣共立銀行OKB体操クラブ 2 18

3 15 新屋 涼大 シンヤ リョウダイ 鹿児島実業高等学校/禁断ノ華実RG 3 16

4 12 遠藤 悠斗 エンドウ ユウト 宮城県名取高等学校 4 14

5 11 山本 響士朗 ヤマモト キョウシロウ Ｌｅｏ　RG 5 12

6 8 譽士太 陽向 ヨシダ ヒナタ 青森山田高等学校 6 10

7 7 村山 颯 ムラヤマ ソウ 国士舘中学校/国士舘ジュニアRG 7 8

8 5 川嶋 龍登 カワシマ リュウト 国士舘高等学校 8 6

9 3 貝瀨 壮 カイセ タケル 光明学園相模原高等学校 9 4

10 1 葛西 麗音 カサイ レノン 青森山田高等学校 10 2

11 20 谷津 敬直 ヤツ タカナオ 宮城県名取高等学校 11 19

12 18 青木 涼多朗 アオキ リョウタロウ 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 12 17

13 16 谷口 央弥 タニグチ ヒロヤ 丹後ジュニア新体操クラブ 13 15

14 14 村山 涼 ムラヤマ リョウ 国士舘高等学校 14 12

15 12 北川 竜羽 キタガワ リュウハ 北海道恵庭南高等学校 15 11

16 10 本田 歩夢 ホンダ アユム 盛岡市立高等学校 16 8

17 8 東 凰雅 ヒガシ クウガ 鹿児島実業高等学校/禁断ノ華実RG 17 7

18 6 長瀬 羚 ナガセ レイ 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 18 5

19 4 田中 千紗仁 タナカ チサト 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 19 3

20 2 岩田 隼 イワタ ハヤト 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校 20 1

＊１３：００〜　男子個人総合メダルセレモニー（決勝進出者全員参加）　　１２：５０にクラブジャージでメインアリーナにご集合ください。

11:35 12:05 12:15 12:30
貝瀨 壮 カイセ タケル 光明学園相模原高等学校

11:05 11:20 11:25
葛西 麗音 カサイ レノン 青森山田高等学校

11:20 11:50 12:00 12:15
村山 颯 ムラヤマ ソウ 国士舘中学校/国士舘ジュニアRG

10:50 11:05 11:10
川嶋 龍登 カワシマ リュウト 国士舘高等学校

11:05 11:35 11:45 12:00
山本 響士朗 ヤマモト キョウシロウ Ｌｅｏ　RG

10:35 10:50 10:55
譽士太 陽向 ヨシダ ヒナタ 青森山田高等学校

10:50 11:20 11:30 11:45
新屋 涼大 シンヤ リョウダイ 鹿児島実業高等学校/禁断ノ華実RG

10:20 10:35 10:40
遠藤 悠斗 エンドウ ユウト 宮城県名取高等学校

10:35 11:05 11:15 11:30
丸山 一休 マルヤマ イッキュウ 大垣共立銀行OKB体操クラブ

休憩

吉野 武琉 ヨシノ タケル 宮城県名取高等学校
10:05 10:20 10:25

10:05 10:35 10:45 11:00
田中 千紗仁 タナカ チサト 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校

9:35 9:50 9:55
岩田 隼 イワタ ハヤト 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校

9:50 10:20 10:30 10:45
東 凰雅 ヒガシ クウガ 鹿児島実業高等学校/禁断ノ華実RG

9:20 9:35 9:40
長瀬 羚 ナガセ レイ 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校

9:35 10:05 10:15 10:30
北川 竜羽 キタガワ リュウハ 北海道恵庭南高等学校

9:05 9:20 9:25
本田 歩夢 ホンダ アユム 盛岡市立高等学校

谷口 央弥 タニグチ ヒロヤ 丹後ジュニア新体操クラブ

9:05 9:35

9:50 10:00 10:15
村山 涼 ムラヤマ リョウ 国士舘高等学校

8:50 9:05 9:10 9:20

9:45 10:00
谷津 敬直 ヤツ タカナオ 宮城県名取高等学校

8:35 8:50 8:55
青木 涼多朗 アオキ リョウタロウ 大垣共立銀行OKB体操クラブ/済美高等学校

男子競技時程　5月21日（土）　（個人総合　決勝、団体会場練習）

　　【個人総合　決勝】

＊ウオーミングアップ（♪×、手具◯）・・・・サブ会場フロア／入館後〜８：５０（アップ終了後１度、サブ会場から退場して下さい。１、２番の選手は手具点検を優先してください。）

※最初の第一会議室（アップ場）入場時に手具点検を行います。スティック・リングの両方を準備してきてください。
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速報No.４

選手名 フリガナ 所属名


