
【男子個人試技順】

班 選手№ 所属名 リング ロープ

1 木村 太伊華 キムラ タイガ 青森山田高等学校 1 13

2 原田 健太郎 ハラダ ケンタロウ 福岡舞鶴誠和中学校 2 14

3 大下 晴 オオシタ ハル 静岡県立稲取高等学校 3 15

4 吉川 朋宏 ヨシカワ トモヒロ 阿久比新体操クラブ 4 16

5 千賀 鉄之助 センガ テツノスケ 阿久比新体操クラブ 5 17

6 工藤 航 クドウワタル 青森山田高等学校 6 18

7 宇野 怜 ウノ レイ 昇陽／南甲子園体操クラブ 7 19

8 伊禮 先見 イレイ センケン RG葛飾新体操クラブ 8 20

9 野澤 優太 ノザワ ユウタ 埼玉栄高等学校 9 21

10 木下 滉大 キノシタ コウダイ 阿久比新体操クラブ 10 22

11 櫛田 功武 クシダ イサム RG葛飾新体操クラブ 11 23

12 柴田 絢平 シバタ ジュンペイ 清風高等学校 12 24

13 松岡 佑樹 マツオカ ユウキ 阿久比新体操クラブ 13 1

14 國吉 悠希 クニヨシ ユウキ 昇陽／南甲子園体操クラブ 14 2

15 二瓶 樹 ニヘイ タツキ 会津ジュニア 15 3

16 棚瀬 駿大 タナセ シュンタ OKB体操クラブ/済美高 16 4

17 大西 竣介 オオニシ シュンスケ 北海道恵庭南高等学校 17 5

18 氏家 透也 ウジイエ トウヤ 宮城 キューブ新体操 18 6

19 坂野 凜平 バンノ リンペイ 阿久比新体操クラブ 19 7

20 佐久本 和夢 サクモト カズム 青森山田高等学校 20 8

21 浅尾 春臣 アサオ ハルオミ 阿久比新体操クラブ 21 9

22 玉川 望夢 タマガワ ノゾム 福島県立会津工業高等学校 22 10

23 関 諒介 セキ リョウスケ 盛岡市立高等学校 23 11

24 坂野 寛太 バンノ カンタ 阿久比新体操クラブ 24 12

25 今尾 秀飛 イマオ シュウト OKB体操クラブ/済美高 25 37

26 吉田 和真 ヨシダ カズマ 青森山田高等学校 26 38

27 田中 啓介 タナカ ケイスケ 埼玉栄高等学校 27 39

28 原田 健太郎 ハラダ ケンタロウ 北海道恵庭南高等学校 28 40

29 藤江 拓海 フジエ タクミ 埼玉栄高等学校 29 41

30 鈴木 雅也 スズキ マサヤ 阿久比新体操クラブ 30 42

31 櫻田 晴己 サクラダ ハルキ 宮城 キューブ新体操 31 43

32 太田 圭祐 オオタ ケイスケ 盛岡市立高等学校 32 44

33 大野 哲平 オオ テッペイ Leo　RG／四日市高校 33 45

34 丸山 玲央 マルヤマ レオ WingまつもとR・G 34 46

35 馬場 清凱 ババ セイガ 光明学園相模原高等学校 35 47

36 大原 英一郎 オオハラ エイイチロウ 大垣共立銀行OKB体操クラブ 36 48

37 藤綱 峻也 フジツナ シュンヤ アリシエ兵庫 37 25

38 横山 史尭 ヨコヤマ フミタカ OKB体操クラブ/済美高 38 26

39 井門 輝 イモン アキラ 光明学園相模原高等学校 39 27

40 田口 将 タグチ マサシ 北海道恵庭南高等学校 40 28

41 後藤 大輝 ゴトウ ダイキ OKB体操クラブ/済美高 41 29

42 齋藤 誠 サイトウ マコト 栄ＲＧ 42 30

43 田窪 莉久 タクボ リク 私立れいめい高校 43 31

44 尾上 達哉 オノエ タツヤ 清風高等学校 44 32

45 長友 快成 ナガトモ カイセイ 三桜ジュニア新体操クラブ 45 33

46 大塚 幸市朗 オオツカ コウシロウ 君津新体操クラブ 46 34

47 織田 一明 オダ カズア OKB体操クラブ/済美高 47 35

48 森谷 祐夢 モリヤ ヒロム 国士舘ジュニアＲＧ 48 36
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49 中原 唯翔 ナカハラ ユイト 清風中学校 49 61

50 森園 滉貴 モリゾノ コウキ シュテル新体操クラブ 50 62

51 関 雅也 セキ マサヤ 北海道恵庭南高等学校 51 63

52 山口 雅央 ヤマグチ マサヒロ 盛岡市立高等学校 52 64

53 岩﨑 光 イワサキ ヒカル 栄ＲＧ 53 65

54 藤井 碧葉 フジイ アオバ 清風高等学校 54 66

55 持原 崇十 モチハラ タカト 三桜ジュニア新体操クラブ 55 67

56 高橋 晴貴 タカハシ ハルキ 光明学園相模原高等学校 56 68

57 大山 泰佑 オオヤマ タイスケ 阿久比新体操クラブ 57 69

58 清水 優志 シミズ マサト 昇陽／南甲子園体操クラブ 58 70

59 遠藤 那央斗 エンドウナオト 宮城県名取高等学校 59 71

60 松永 健人 マツナガ ケント OKB体操クラブ/済美高 60 72

61 室賀 友祐 ムロガ ユウスケ WingまつもとR・G 61 49

62 向山 蒼斗 ムコウヤマ アオト 国士舘高等学校 62 50

63 米津 慶 ヨネヅ ケイ 高田高等学校 63 51

64 鈴木 孝之輔 スズキ コウノスケ 島田ジュニア 64 52

65 村地 廉人 ムラチレント 大垣共立銀行OKB体操クラブ 65 53

66 芦野 大孟 アシノ ヒロタカ 北海道恵庭南高等学校 66 54

67 森園 颯大 モリゾノ ソウタ 私立れいめい高校 67 55

68 助川 蒼太朗 スケガワ ソウタロウ 国士舘高等学校 68 56

69 菊地 隆真 キクチ リュウマ 宮城県名取高等学校 69 57

70 谷本 龍之介 タニモト リュウノスケ 光明学園相模原高等学校 70 58

71 田中 紳介 タナカ シンスケ 華舞翔新体操倶楽部 71 59

72 桑原 碧都 クワハラ アオト 大垣共立銀行OKB体操クラブ 72 60

73 窪田 宗一郎 クボタ ソウイチロウ 青森山田高等学校 73 86

74 鈴木 尋斗 スズキ ヒロト 阿久比新体操クラブ 74 87

75 青木 陽彦 アオキ ハルヒコ 高田高等学校 75 88

76 田中 涼介 タナカリョウスケ 華舞翔新体操倶楽部 76 89

77 中田 真太郎 ナカタ シンタロウ BLUE TOKYO KIDS 77 90

78 吉村 航也 ヨシムラ カズヤ 北海道恵庭南高等学校 78 91

79 赤澤 慶政 アカザワ ノリカズ 国士舘ジュニアＲＧ 79 92

80 長倉 大知 ナガクラ ダイチ 三桜ジュニア新体操クラブ 80 93

81 福村 泰史 フクムラ タイシ 埼玉栄高等学校 81 94

82 山上 和輝 ヤマカミ カズキ 埼玉栄高等学校 82 95

83 安藤 未藍 アンドウ ミラン OKB体操クラブ/済美高 83 96

84 細谷 悠樹 ホソヤ ユウキ 盛岡市立高等学校 84 97

85 石橋 知也 イシバシ トモヤ 神埼ジュニア新体操クラブ 85 98

86 丸山 光星 マルヤマ コウセイ WingまつもとR・G 86 73

87 星野 太希 ホシノ タイキ 宮城 キューブ新体操 87 74

88 河上 黎太郎 カワカミレイタロウ Ｌｅｏ　RG 88 75

89 岩田 楓 イワタ カエデ OKB体操クラブ/済美高 89 76

90 森外 翔晏 モリソト シアン 滝沢南中学校 90 77

91 三浦 大空 ミウラ ソラ BLUE TOKYO KIDS 91 78

92 加藤 渚 カトウナギサ 華舞翔新体操倶楽部 92 79

93 深谷 康太 フカヤ コウタ 阿久比新体操クラブ 93 80

94 赤羽 拓海 アカバネ タクミ BLUE TOKYO KIDS 94 81

95 貝瀬 匠 カイセ タクミ 相模原市体操協会ひかり体操教室 95 82

96 生田目 愛和 ナマタメ マナト 華舞翔新体操倶楽部 96 83

97 南部 武人 ナンブ タケト 宮城県名取高等学校 97 84

98 丸山 幹太 マルヤマ カンタ WingまつもとR・G 98 85
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