
【男子個人】 ５月３１日（土）

1 土屋 大介 静岡県立稲取高等学校 42 佐藤 惇矢 埼玉栄高等学校

2 角田 資祐 南甲子園体操クラブ 43 青木 祐太 武豊高校

3 石川 裕平 国士舘高等学校 44 仲 多久也 盛岡市立高等学校

4 井門 輝 国士舘ジュニアＲＧ 45 五十嵐 涼介 北海道恵庭南高等学校

5 佐藤綾人 宮城県名取高等学校 46 佐藤颯人 宮城県名取高等学校

6 織田 一明 ＮＰＯぎふ新体操クラブ 47 高内 宏三 埼玉栄高等学校

7 西川 凌平 高田高等学校 48 向山 蒼斗 国士舘ジュニアＲＧ

8 山口 聖士郎 光明学園相模原高等学校 49 佐久間 柾紀 国士舘ジュニアＲＧ

9 藤綱 峻也 東播体操クラブ 50 田中啓介 華舞翔新体操倶楽部

10 吉田 朋起 滝沢南中学校 51 山内颯太朗 華舞翔新体操倶楽部

11 新村 晃斗 清風高等学校 52 竹内 陸 光明学園相模原高等学校

12 髙橋 雄人 盛岡市立高等学校 53 渡辺 麟 智頭ＲＧクラブ

13 山本 悠平 済美高等学校 54 今尾 和里 済美高等学校

14 安藤 未藍 ＮＰＯぎふ新体操クラブ 55 栗原 弘明 君津新体操クラブ

15 赤石 晃司 滝沢南中学校 56 稲毛 希 静岡県立稲取高等学校

16 山上 大稀 埼玉栄高等学校 57 持舘 将貴 済美高等学校

17 岩本 司 武豊高校 58 高橋 祐大 北海道恵庭南高等学校

18 村上 隆真 榛東村立榛東中学校 59 一戸 佑真 光明学園相模原高等学校

19 清水 大和 智頭ＲＧクラブ 60 中村 大雅 北海道恵庭南高等学校

20 井原 祐太 清風高等学校 61 杉原 鴻太 清風高等学校

21 水野敦啓 千葉県立袖ヶ浦高校 62 武市 俊太朗 清風高等学校

22 福田 純 盛岡市立高等学校 63 坂崎拓 君津新体操クラブ

23 松永 健人 ＮＰＯぎふ新体操クラブ 64 小林 奨 静岡県立稲取高等学校

24 吉田和真 華舞翔新体操倶楽部 65 中西 将斗 北海道恵庭南高等学校

25 松垣 比呂 千葉県立袖ヶ浦高校 66 岩田 楓 ＮＰＯぎふ新体操クラブ

26 早川 一矢 私立花園高校 67 太田 圭祐 滝沢南中学校

27 斉藤 祐磨 埼玉栄高等学校 68 藤井 貴也 盛岡市立高等学校

28 小澤 翔矢 静岡県立稲取高等学校 69 関沢 亮汰 盛岡市立高等学校

29 安原 尚輝 武豊高校 70 今尾 秀飛 ＮＰＯぎふ新体操クラブ

30 森多 悠愛 北海道恵庭南高等学校 71 佐藤嘉人 宮城県名取高等学校

31 有木 真太郎 青森山田高等学校 72 小田切優太 青森山田高等学校

32 山口 雅央 滝沢南中学校 73 伊藤 奨 埼玉栄高等学校

33 安藤 梨友 済美高等学校 74 林 雅己 埼玉栄高等学校

34 横山 史尭 ＮＰＯぎふ新体操クラブ 75 山上 和輝 埼玉栄ＲＧ

35 西村健人 高田高等学校 76 堀孝輔 高田高等学校

36 小澤 一輝 静岡県立稲取高等学校 77 清水琢巳 青森山田高等学校

37 満仲進哉 青森山田高等学校 78 井藤 亘 埼玉栄高等学校

38 大野哲平 Ｌｅｏ　RG 79 齋藤 凌 山形県立遊佐高等学校

39 関 真人 盛岡市立高等学校 80 後藤 大輝 ＮＰＯぎふ新体操クラブ

40 城市 拓人 昇陽高等学校 81 佐久本 歩夢 青森山田高等学校

41 上田 栄一 静岡県立稲取高等学校 82 池野 透哉 静岡県立稲取高等学校

２
班

１
班

班 № 氏　　　名 所 属 名班 № 氏　　　名 所 属 名


