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BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    15 岡 準平 徳洲会体操クラブ 1    56 杉野 正尭 鹿屋体育大学

2    32 佐藤 巧 徳洲会体操クラブ 2    67 谷川 翔 順天堂大学

3    71 中川 将径 順天堂大学 3    93 梨本 隆平 順天堂大学

4    18 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部 4    27 古谷 嘉章 コナミスポーツ体操競技部

5    68 谷川 航 順天堂大学 5    82 内村 航平 リンガーハット

6    28 五島 誉博 仙台大学 6    61 前野 風哉 鹿屋体育大学

7    62 早坂 尚人 順天堂大学 7    20 萱 和磨 順天堂大学

8    85 白井 健三 日本体育大学 8    57 千葉 健太 順天堂大学

R1    59 浅川 太郎 日本体育大学 R1 2 加藤 裕斗 順天堂大学

R2     5 杉本 海誉斗 船橋市立船橋高等学校 R2    48 小林 亮介 朝日生命

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    58 川本 稜馬 徳洲会体操クラブ 1    68 谷川 航 順天堂大学

2    16 岡村 康宏 朝日生命 2    44 春木 三憲 日本体育大学

3    41 市瀬 達貴 朝日生命 3    32 佐藤 巧 徳洲会体操クラブ

4    76 長野 託也 朝日生命 4    64 大久保 圭太郎 鯖江高等学校

5    51 神津 源一郎 順天堂大学 5    85 白井 健三 日本体育大学

6    92 野々村 笙吾 セントラルスポーツ 6    74 長谷川 瑞樹 鹿屋体育大学

7    88 武田 一志 徳洲会体操クラブ 7    46 小倉 佳祐 相好体操クラブ

8    52 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部 8     9 安里 圭亮 相好体操クラブ

R1    33 佐藤 匠 日本体育大学 R1    11 遠藤 幹斗 静岡産業大学

R2    69 竹中 貴一 早稲田大学 R2    45 小森 敬介 筑波大学

BIB 名前 所属 BIB 名前 所属

1    88 武田 一志 徳洲会体操クラブ 1    41 市瀬 達貴 朝日生命

2    81 湯浅 賢哉 順天堂大学 2    75 長谷川 智将 徳洲会体操クラブ

3    18 加藤 凌平 コナミスポーツ体操競技部 3    13 横井 君宇 日本体育大学

4    20 萱 和磨 順天堂大学 4    39 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ

5    61 前野 風哉 鹿屋体育大学 5    82 内村 航平 リンガーハット

6    57 千葉 健太 順天堂大学 6    97 齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ

7    80 田中 佑典 コナミスポーツ体操競技部 7    80 田中 佑典 コナミスポーツ体操競技部

8    52 神本 雄也 コナミスポーツ体操競技部 8    24 宮地 秀享 茗渓クラブ

R1    87 府殿 大佑 日本体育大学 R1 17 加集 直人 タートルスポーツクラブ

R2     5 杉本 海誉斗 船橋市立船橋高等学校 R2    91 野々村 晃司 朝日生命
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