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男子シンクロ予選 

順位 選手名 国・地域名
得点

合計
1 2

1 アレクサンドル/モスカレンコ ゲルマン /フニチェフ ロシア連邦 38.60 50.90 89.50

2 ニコライ/カザク ウラジーミル/カコルコ ベラルーシ 38.60 50.70 89.30

3 シュテファン /レイトファー ミハエル /ゼルト ドイツ 37.90 49.50 87.40

4 セバスティアン /ライファ ミシェル /ヤラ フランス 37.90 49.50 87.40

5 中田 大輔 川西 隆由樹 日本 37.50 49.40 86.90

6 リー /ブレアリー パウル /スミス イギリス 37.10 49.40 86.50

7 ペーター /イェンセン マッツ/ヨルゲンセン デンマーク 37.20 47.90 85.10

8 ニック/マーリン ピーター /ドド アメリカ合衆国 35.30 45.70 81.00

9 ジョナソン/ドール ダミアン/ライアン オーストラリア 35.30 44.00 79.30

10 アシエル /スメタ ハビエル /ゲレロ スペイン 36.50 31.90 68.40

11 ヌノ /メリノ アマデウ/ネブス ポルトガル 36.40 19.50 55.90

男子シンクロ決勝
順位 選手名 国・地域名 得点

1 アレクサンドル/モスカレンコ ゲルマン /フニチェフ ロシア連邦 51.90

2 ニコライ/カザク ウラジーミル/カコルコ ベラルーシ 50.60

3 中田 大輔 川西 隆由樹 日本 50.40

4 セバスティアン /ライファ ミシェル /ヤラ フランス 50.10

5 ペーター /イェンセン マッツ/ヨルゲンセン デンマーク 47.00

6 ニック/マーリン ピーター /ドド アメリカ合衆国 44.70

7 リー /ブレアリー パウル /スミス イギリス 44.40

8 シュテファン /レイトファー ミハエル /ゼルト ドイツ 15.30

女子シンクロ予選

順位 選手名 国・地域名
得点

合計
1 2

1 アンナ /ドゴナゼ ティナ /ルドウィッヒ ドイツ 37.50 47.40 84.90

2 イリーナ /カラバエワ ナタリア /チェルナワ ロシア連邦 36.20 47.90 84.10

3 徳間 宙意 古 章子 日本 37.10 46.10 83.20

4 クリステン/ロートン クレア /ライト イギリス 37.50 45.70 83.20

5 アンドレア /マルトノバ カタリナ /プロケソバ スロバキア 36.70 45.40 82.10

6 リサ /ロス カリー/リッジ オーストラリア 34.60 44.10 78.70

7 キム/ポーリング ジェーム /ストランドマーク アメリカ合衆国 35.50 41.50 77.00

8 オクサナ/ティグレワ オレナ /モフチャン ウクライナ 37.60 14.50 52.10

9 タチアナ/ピアトレニア ガリーナ/レベデワ ベラルーシ 37.20 13.70 50.90

女子シンクロ決勝
順位 選手名 国・地域名 得点

1 オクサナ/ティグレワ オレナ /モフチャン ウクライナ 50.90

2 クリステン/ロートン クレア /ライト イギリス 48.40

3 イリーナ /カラバエワ ナタリア /チェルナワ ロシア連邦 47.00

4 徳間 宙意 古 章子 日本 45.70

5 リサ /ロス カリー/リッジ オーストラリア 44.60

6 アンドレア /マルトノバ カタリナ /プロケソバ スロバキア 43.90

7 キム/ポーリング ジェーム /ストランドマーク アメリカ合衆国 43.70

8 アンナ /ドゴナゼ ティナ /ルドウィッヒ ドイツ 30.20



 
 
 

男子ダブルミニ予選 女子ダブルミニ予選

順位 選手名 国・地域名 合計順位 選手名 国・地域名 合計

1クリス /ミトルク カナダ 64.20 1 イリーナ /ワシリエワ ロシア連邦 61.90

2デービッド /フォード アメリカ合衆国 63.00 2 テオドラ /シニルコワ ブルガリア 61.90

3ラドスティン/ラチェフ ブルガリア 62.70 3 ジャシンタ /ハーフォードオーストラリア 61.50

4ジャスティン /ダガル ニュージーランド62.30 4 タラ/スウェーレ アメリカ合衆国 61.20

5ジョナソン/ドール オーストラリア 62.00 5 リーゼ/デプリエ ベルギー 61.20

6ディオゴ /ファリア ポルトガル 61.70 6 カイリー /マクノートン ニュージーランド60.70

7ニルス /メルケルト スウェーデン 61.30 7 斎藤 幸恵 日本 60.60

8ウベ/マルカート ドイツ 60.80 8 カトリン /ドイナー ドイツ 60.50

9ロドルフォ /ランゲル ブラジル 53.10 9 リサ /コルッシミトルク カナダ 60.50

10飯塚 幹造 日本 30.10 10 サブリナ/テイケイラ ポルトガル 31.40

男子ダブルミニ決勝 女子ダブルミニ決勝

順位 選手名 国・地域名 得点順位 選手名 国・地域名 得点

1 ラドスティン/ラチェフ ブルガリア 64.10 1 テオドラ /シニルコワ ブルガリア 62.30

2 ディオゴ /ファリア ポルトガル 63.60 2 ジャシンタ /ハーフォードオーストラリア 62.10

3 ウベ/マルカート ドイツ 62.90 3 リーゼ/デプリエ ベルギー 61.60

4 ニルス /メルケルト スウェーデン 62.70 4 斎藤 幸恵 日本 61.20

5 クリス /ミトルク カナダ 62.70 5 イリーナ /ワシリエワ ロシア連邦 61.00

6 デービッド /フォード アメリカ合衆国 62.30 6 カイリー /マクノートン ニュージーランド60.80

7 ジョナソン/ドール オーストラリア 61.30 7 タラ/スウェーレ アメリカ合衆国 60.60

8 ジャスティン /ダガル ニュージーランド52.50 8 カトリン /ドイナー ドイツ 30.20

男子タンブリング予選 女子タンブリング予選

順位 選手名 国・地域名 合計順位 選手名 国・地域名 合計

1 ツェコ /モゴチ 南アフリカ 68.80 1 ジャッキー/ラキウスカ アメリカ合衆国 62.90

2 レフォン/ペトロシアン ロシア連邦 66.10 2 キャスリン /ピバディ イギリス 62.60

3 マーティン /ニールセン デンマーク 64.40 3 アンナ/テレニア ベラルーシ 62.00

4 ロバート /スモール イギリス 63.80 4 エレーヌ /ブルジナ ロシア連邦 59.40

5 ジャレド/オスセン アメリカ合衆国 63.60

6 アレクサンデル /ブショショウスキポーランド 63.30

7 ワジム/ハルベツ ベラルーシ 62.00

8 長澤 弘明 日本 61.70

9 ニコラス /フルニアルス フランス 58.40

10 エドゥアルド /メンデス ポルトガル 56.40

男子タンブリング決勝 女子タンブリング決勝

順位 選手名 国・地域名 得点順位 選手名 国・地域名 得点

1 レフォン/ペトロシアン ロシア連邦 36.10 1 エレーヌ /ブルジナ ロシア連邦 34.10

2 ツェコ /モゴチ 南アフリカ 35.80 2 キャスリン /ピバディ イギリス 33.70

3 ロバート /スモール イギリス 33.60 3 アンナ/テレニア ベラルーシ 33.00

4 マーティン /ニールセン デンマーク 33.00 4 ジャッキー/ラキウスカ アメリカ合衆国 30.70

5 ジャレド/オスセン アメリカ合衆国 32.70

6 ワジム/ハルベツ ベラルーシ 31.20

7 長澤 弘明 日本 29.10

8 アレクサンデル /ブショショウスキポーランド 27.20


