
チームNo チーム名 種目 氏名 所属 学年 得点 ポイント

ｽﾃｨｯｸ 伊東 研 国士舘大学 大１ 14.000 8

ﾘﾝｸﾞ 鈴木 駿平 KOKUSHIKAN RG 社会人 15.950 11

ｸﾗﾌﾞ 赤澤 慶政 国士舘ジュニアRG 高２ 11.550 4

ﾛｰﾌﾟ 松田 寛生 埼玉栄高校 高１ 7.150 1

ﾘﾝｸﾞ 金子 直生 RG葛飾新体操ｸﾗﾌﾞ 中２ 8.700 1

ﾘﾝｸﾞ 赤羽 榛馬 榛東中学校 中１ 7.750 1

26

ｸﾗﾌﾞ 河野 純信 国士舘大学 大２ 16.200 12

ﾛｰﾌﾟ 今尾 和里 大垣共立銀行OKB体操クラブ 高３ 16.500 13

ｽﾃｨｯｸ 馬塲 麗胤 前橋工業高校 高１ 10.750 3

ﾛｰﾌﾟ 吉川 誠人 県立袖ケ浦高等学校 高１ 6.300 1

ﾘﾝｸﾞ 金田 耀平 榛東中学校 中１ 7.950 1

ｽﾃｨｯｸ 松島 颯 RG葛飾新体操ｸﾗﾌﾞ 小６ 11.150 4

34

ｸﾗﾌﾞ 川東 拓斗 国士舘大学 大１ 17.500 17

ｽﾃｨｯｸ 遠藤 教仁 国士舘大学 大１ 10.050 3

ｸﾗﾌﾞ 藤田 寛之 山梨県立甲府工業高校 高２ 9.900 2

ﾛｰﾌﾟ 林 倖多 静岡県立稲取高等学校 高２ 9.900 2

ｽﾃｨｯｸ 杉山 蓮太郎 島田ジュニア 中３ 11.200 4

ﾘﾝｸﾞ 上原 大聖 synchression 中１ 8.300 1

29

ｽﾃｨｯｸ 河野 主尚 国士舘大学 大１ 15.650 11

ｸﾗﾌﾞ 高梨 永遠希 前橋工業高校 高２ 12.350 5

ﾛｰﾌﾟ 土屋 翼 静岡県立稲取高等学校 高２ 7.350 1

ﾛｰﾌﾟ 森谷 祐夢 国士舘ジュニアRG 中２ 15.500 11

ﾛｰﾌﾟ 大塚 幸市朗 君津新体操クラブ 中２ 10.900 3

ﾛｰﾌﾟ 下山 虎汰郎 榛東中学校 中１ 6.650 1

32

ｸﾗﾌﾞ 山本 悠平 国士舘大学 大２ 16.900 15

ﾛｰﾌﾟ 丸茂 拓矢 NPOクレスト 社会人 13.000 6

ｽﾃｨｯｸ 佐野 貴飛 日本体育大学 大４ 12.100 5

ｸﾗﾌﾞ 金澤 学 埼玉栄高校 高１ 4.550 1

ﾘﾝｸﾞ 渡辺 和希 小島新体操クラブ 中２ 7.350 1

ｽﾃｨｯｸ 櫛田 功武 RG葛飾新体操ｸﾗﾌﾞ 中１ 10.000 3

31
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1
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チームNo チーム名 種目 氏名 所属 学年 得点 ポイント

ｸﾗﾌﾞ 福永 将司 国士舘大学 大２ 17.900 18

ﾛｰﾌﾟ 伊藤 幸希 国士舘高等学校 高２ 11.900 4

ｸﾗﾌﾞ 塩津 槙之輔 山梨県立甲府工業高校 高１ 8.800 1

ｸﾗﾌﾞ 大下 晴 静岡県立稲取高等学校 高１ 11.000 4

ｸﾗﾌﾞ 堀岡 幹太 国士舘ジュニアRG 中２ 14.750 9

ﾛｰﾌﾟ 冨田 夏津馬 稲取ジュニア新体操クラブ 小６ 4.350 1

37

ｸﾗﾌﾞ 田邊 浩仁 synchression 社会人 15.100 10

ｽﾃｨｯｸ 岩井 拓将 国士舘大学 大３ 14.200 8

ﾛｰﾌﾟ 武藤 翼 前橋工業高校 高２ 15.300 10

ｸﾗﾌﾞ 安田 陸 県立袖ケ浦高等学校 高２ 6.900 1

ｸﾗﾌﾞ 冨岡 亮太 稲取ジュニア新体操クラブ 小６ 6.500 1

ﾘﾝｸﾞ 神山 貴臣 国士舘ジュニアRG 小５ 13.000 6

36

ｽﾃｨｯｸ 西田 直樹 KOKUSHIKAN RG 社会人 12.750 5

ｸﾗﾌﾞ 西江 琢己 国士舘大学 大３ 13.250 6

ﾛｰﾌﾟ 近内 黎 埼玉栄高校 高１ 8.850 1

ﾛｰﾌﾟ 鈴木 黎一 静岡県立稲取高等学校 高１ 0.000 1

ｸﾗﾌﾞ 佐久本 和夢 君津新体操クラブ 中３ 16.100 12

ｽﾃｨｯｸ 荒井 伊寿美 稲取ジュニア新体操クラブ 小６ 5.850 1

26

ｽﾃｨｯｸ 三好 静槻 国士舘大学 大１ 14.950 9

ｽﾃｨｯｸ 石川 裕平 国士舘高等学校 高３ 17.200 16

ｸﾗﾌﾞ 山田 魁士 埼玉栄高校 高３ 11.600 4

ﾛｰﾌﾟ 大崎 颯太 RG葛飾新体操ｸﾗﾌﾞ 中２ 9.050 2

ﾘﾝｸﾞ 野田 洸平 稲取ジュニア新体操クラブ 中１ 5.900 1

ﾛｰﾌﾟ 谷内田 太陽 榛東中学校 中１ 7.700 1

33

ｸﾗﾌﾞ 増田 大海 国士舘大学 大３ 14.950 9

ｸﾗﾌﾞ 村上 隆真 前橋工業高校 高２ 12.450 5

ｸﾗﾌﾞ 光井 晴星 埼玉栄高校 高１ 2.600 1

ｸﾗﾌﾞ 山上 和輝 埼玉栄高校 高１ 14.350 8

ﾘﾝｸﾞ 土橋 瑠 小島新体操クラブ 小５ 9.100 2

ﾘﾝｸﾞ 矢島 優聖 国士舘ジュニアRG 小４ 11.900 4

29

6 チーム笑門来福

7 マジンガーＺ
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9 石川五右衛門

10 矢島新体操クラブ



チームNo チーム名 種目 氏名 所属 学年 得点 ポイント

ｸﾗﾌﾞ 吉村 翔太 国士舘大学 大３ 16.575 13

ｸﾗﾌﾞ 佐藤 守弘 国士舘大学 大２ 13.150 6

ｸﾗﾌﾞ 助川 蒼太朗 国士舘高等学校 高１ 12.300 5

ﾛｰﾌﾟ 小佐野 遼太 埼玉栄高校 高１ 3.500 1

ﾛｰﾌﾟ 西川 そしあ 小島新体操クラブ 中１ 0.000 1

ｸﾗﾌﾞ 濱田 柔誠 稲取ジュニア新体操クラブ 小６ 3.650 1

27

ｸﾗﾌﾞ 山口 聖士郎 国士舘大学 大２ 17.400 16

ﾛｰﾌﾟ 江原 利津 静岡県立稲取高等学校 高２ 10.750 3

ｸﾗﾌﾞ 山田 怜央 県立袖ケ浦高等学校 高１ 6.000 1

ｸﾗﾌﾞ 齋藤 心冴 RG葛飾新体操ｸﾗﾌﾞ 中２ 8.900 1

ﾘﾝｸﾞ 伊禮 先見 synchression 中２ 9.250 2

ﾛｰﾌﾟ 木村 蓮 榛東中学校 中２ 9.700 2

25

ｸﾗﾌﾞ 一戸 佑真 国士舘大学 大２ 16.000 12

ｽﾃｨｯｸ 名取 由太郎 国士舘大学 大１ 13.050 6

ﾘﾝｸﾞ 土屋 海斗 静岡県立稲取高等学校 高２ 6.600 1

 ﾛｰﾌﾟ 鈴木 孝之輔 島田ジュニア 中２ 13.850 7

ｽﾃｨｯｸ 山本 悠斗 稲取ジュニア新体操クラブ 小６ 6.600 1

ｽﾃｨｯｸ 大崎 由空 RG葛飾新体操ｸﾗﾌﾞ 小５ 10.050 3

30

ｽﾃｨｯｸ 稲岡 逸生 国士舘大学 大１ 15.300 10

ｽﾃｨｯｸ 田中 啓介 埼玉栄高校 高２ 16.650 14

ﾛｰﾌﾟ 岩見 拓哉 県立袖ケ浦高等学校 高１ 7.450 1

ｸﾗﾌﾞ 稲葉 太一 静岡県立稲取高等学校 高１ 8.700 1

ﾛｰﾌﾟ 小野寺 琢磨 君津新体操クラブ 中１ 10.750 3

ﾘﾝｸﾞ 村山 涼 国士舘ジュニアRG 小５ 12.350 5

34
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