
2022/9/25 - 15:13 

順位 団体名 メンバー名 部門 種目 構成 実施 減点 得点

1. ウェルネスRG 藤井 祥己 小野寺 琢磨 西川 そしあ 宮崎 桂一 シニアの部 団体 5.550 5.000 3.00 7.550 
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2022/9/25 - 16:01 

順位 団体名 メンバー名 部門 種目 構成 実施 減点 得点

1. 井原ジュニア新体操クラブ
石井 悠登 長田 英大 内田 寛大 岡部 真翔

波田地 咲人 古谷 春真
ジュニアの部 団体 8.250 7.600 15.850 

2. AJH新体操クラブ
荒川 太一 古川 翔大 笠原 夢太郎 籾山 和宏

新美 空来 鈴木 龍 山本 悠太
ジュニアの部 団体 7.000 5.050 12.050 

3. BLUE KIDS
三上 龍楽 川崎 晴道 畠山 陽翔 坂本 柊馬

山道 史昇 小野 豪太 土屋 諒祐 柳田 晟那
ジュニアの部 団体 7.000 5.000 12.000 

4. 国士舘ジュニアRG
岩﨑 彪雅 岩﨑 竜誠 村山 颯 野田 大騎

松田 陽太郎 石田 稜明 鈴木 玲亜 鈴木 玲士
ジュニアの部 団体 6.500 4.450 10.950 

5.
大垣共立銀行OKB体操

クラブ

高橋 定暉 丸山 一休 山田 幸慶 棚橋 哉仁

伊藤 瑛志 春田 凌利 中川 仁
ジュニアの部 団体 5.900 3.900 9.800 

6.
ホワイトキューブ新体操教

室

高橋 憲信 吉野 佑璃 豊島 渉 佐藤 皇我

平塚 渚仁 武田 龍茉
ジュニアの部 団体 5.900 3.200 9.100 

7. ソルクス体操クラブ
榎木 勇人 水上 陽色 播磨 凛太郎 松本 淳正

三谷 寿葵 道西 功惺
ジュニアの部 団体 5.450 3.350 8.800 

8. Leo RG
山本 響士朗 村田 駿 立木 大登 立木 拓登

佐川 玄太 今村 吏玖 大勝 健太
ジュニアの部 団体 5.000 3.750 8.750 

9. 阿久比新体操クラブ
加藤 想士 木全 隼琉 原田 澪 石田 陸

石川 琉楓 中村 叶成
ジュニアの部 団体 4.200 5.200 1.50 7.900 

10. 丹後ジュニア新体操クラブ
森 惇貴 多賀野 悠太 眞柴 慈温 小西 慶季

野村 俊太 大石 結斗 久古 晃誠 青木 颯人
ジュニアの部 団体 3.600 2.400 6.000 

11. TAKETOYO新体操クラブ
藤城 壮 森本 光星 籾山 琥太郎 小西 翔大

宮崎 充 赤尾 瑠生 伊藤 駿汰 中村 哲大
ジュニアの部 団体 3.800 3.350 1.60 5.550 

12. Junction Sports Club
五十嵐 明峰 阿部 凛玖 森 羚央 長沼 征吾

伊藤 大翔 金 晃士朗
ジュニアの部 団体 2.550 1.200 1.50 2.250 

第7回全日本男子新体操クラブ選手権大会    団体選手権_ジュニアの部ランキング 審判長 前田 節夫

 1 / 1 ページ  Copyright © 2020 特定非営利活動法人 日本ビデオアルバム協会 



2022/9/25 - 13:34 

順位 団体名 メンバー名 部門 種目 構成 実施 減点 得点

1.
bakuten新体操クラブ

MIX

谷 俊太朗 石井 侑佑 植野 洵 玉置 颯

神谷 梨帆 齊藤 椋介
ミックスの部 団体 7.500 6.800 14.300 

2. ソルクス体操クラブ
浦川 和真 浦川 翔太 道西 智陽 川本 優晴

木村 陽基 谷本 奏翔
ミックスの部 団体 2.700 3.650 6.350 

3. Junction Sports Club
船木 愛莉 伊藤 陽菜 河村 ほなみ 工藤 大知

ゴリシェバ 皇理院 中津川 零
ミックスの部 団体 2.850 2.650 5.500 

4. BLUE KIDS
木村 珀斗 佐藤 祇琉 三上 銀次 成田 琉生翔

木村 太一 木村 空豊 山崎 哲汰
ミックスの部 団体 1.950 2.250 4.200 

第7回全日本男子新体操クラブ選手権大会    団体選手権_ミックスの部ランキング 審判長 前田 節夫

 1 / 1 ページ  Copyright © 2020 特定非営利活動法人 日本ビデオアルバム協会 



2022/9/25 - 14:56 

順位 団体名 メンバー名 部門 種目 構成 実施 減点 得点

1. 阿久比新体操クラブ
島田 倫太朗 谷 剛輝 佐野 詠紀 大島 洋祐

藤本 元気 鈴木 稜生
ユースの部 団体 4.200 3.900 0.10 8.000 

2.
阿久比新体操クラブ アル

ファ

間宮 遠征 村瀬 圭吾 山下 光希 堀ノ口 夏生

小林 杏璃 知念 航大
ユースの部 団体 2.800 1.850 4.650 

3. 阿久比新体操クラブ 改
竹内 陸 佐野 太亮 山本 琉翔 榊原 佑介

梅原 航 外山 裕真
ユースの部 団体 2.100 1.850 1.50 2.450 

ー AJH新体操クラブ 都築 優斗 岩川 将之 田中 勇志 江原 剛俊 ユースの部 団体

ー
阿久比新体操クラブ 不動

心
堀嵜 惇弥 山下 侑馬 渡邊 結人 浅岡 璃杜 ユースの部 団体
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