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KOKUSHIKAN CUP 2019

大 会 資 料

お問い合わせ先

国士舘大学　山田小太郎
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１２月１5日（日） 選手入館及び受付開始 ７：３０～

審判研修・審判会議 ９：００～９：４５

監督会議 ９：５０～１０：００

開会式 １０：０５～１０：１０

団体競技 １０：２０～１０：５５

徒手の部Ａ班公式練習（本会場） １０：５５～１１：１０

徒手の部Ａ班競技 １１：１０～１１：４５

徒手の部Ｂ班公式練習（本会場） １１：４５～１２：００

徒手の部Ｂ班競技 １２：００～１２：３０

団体・徒手の部表彰式（本会場） １２：３５～１２：４５

Ａ班フリー練習 １２：４５～１２：５５

Ａ班競技 １２：５５～１３：４２

Ｂ班フリー練習 １３：４２～１３：５２

Ｂ班競技 １３：５２～１４：３９

Ｃ班フリー練習 １４：３９～１４：４９

Ｃ班競技 １４：４９～１５：３４

Ｄ班フリー練習 １５：３４～１５：４４

Ｄ班競技 １５：４４～１６：２９

Ｅ班フリー練習 １６：２９～１６：３９

Ｅ班競技 １６：３９～１７：２３

Ｆ班フリー練習 １７：２３～１７：３３

Ｆ班競技 １７：３３～１８：１８

表彰式及び閉会式 １８：３０～１９：００

記念撮影 １９：００～
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ＫＯＫＵＳＨＩＫＡＮＣＵＰにご参加いただきありがとうございます。お陰様で今年度は個人142名、団体9チームと昨年に

勝るとも劣らない参加人数となりました！当日は長時間になりますが、最後まで大会をお楽しみください！

以下の内容を事前にご連絡させていただきます。

① お車は、各チーム最大３台までとさせていただきます。できるだけ乗り合わせてご来場ください。

大学入口で「新体操の大会で来た」とお伝えください。

② 靴は玄関には置かず各自くつ袋をご持参し個人での管理とさせていただきます。

③ 選手の荷物は荷物置き場にまとめて置いてください。尚、貴重品の管理につきましては各自でお願いいたします。

④ 会場内は基本的には飲食禁止ですが、飲み物については床面のみ可能とします。食事は学食か外でお願いします。

⑤ 会場として利用している場所以外の立ち入り及び練習はご遠慮ください。

⑥ 着替えは１階更衣室にてお願いします。また、更衣室を利用する場合は荷物の置き忘れに注意して下さい。

⑦ 観客席はできるだけつめていただき少しでも多くの方が座れるようにご配慮いただき、席取りはご遠慮ください。

⑧ 撮影は可能ですが、座って撮影する場合は顔の高さよりも上にならないようにご配慮ください。

また、三脚等を使用して撮影する場合は、フロア側方にある撮影エリアで撮影してください。

但し、撮影した画像をYou Tube等にアップするなどの行為は禁止致します。個人的な視聴用としてご使用ください。

① チーム戦では、チーム内全員の得点をポイント換算した点数合計がチームの得点となります。（別紙参照）

② 音源については、各自で準備しチーム毎に備え付けのデッキをご使用ください。

③ 競技進行時間短縮のため前の選手の試技が終了前には次の選手はフロア後方にお進みください。

④ 徒手の部終了後、団体・徒手の部の表彰を行いますので該当しているチーム、選手は速やかに本会場フロア上に

お集まり下さい。

⑤ 各班フリー練習終了後すぐに試合となりますので怪我のないよう注意して練習して下さい。

⑥ 今大会で使用する曲は歌が入っている曲も使用が可能です。

⑦ 審判につきましては審判構成を必ずご確認いただき８：４５までにはお越しください。

⑧ チーム内結束力を高め、大いに楽しんでください！

① 入館される時に、受付をしてください。受付にて代表者の方は参加費を全員分まとめてお支払いください。

参加費は個人１種目につき１，０００円、団体は１チームにつき３，０００円となります。

② スポーツ傷害保険は、各所属で必ず加入してください。

③ 貴重品の管理は各自で行って下さい。盗難等による紛失などは大学では責任を負いかねます。

その他不明な点がございましたら、山田小太郎までご連絡下さい。

◆　KOKUSHIKAN CUP 2019　参加団体事前連絡　◆

［会場に関する連絡］

［競技に関する連絡］

［大学からのお願い］



【チーム戦競技方法】

今大会は大会運営本部にてチームの編成を行い（基本6名一組）、採点で出た各選手の点数をポイント表にて点数に置換え、その合計得点をチームの得点とする

同点の場合
①ポイント数で同点の場合は採点で出た点数の平均点が上のチームが上位となる
②①でも同点の場合はチーム内の最高得点者の高いチームが上位となる
③②でも同点の場合は同点順位として扱う

Ａ選手 Ｂ選手 Ｃ選手 Ｄ選手

スティック リング ロープ クラブ 合計 得点順位

Ａチーム 14.000 14.000 14.000 15.000 57.000 1位

Ｂチーム 18.000 14.300 16.000 8.350 56.650 2位

Ｃチーム 17.200 16.300 12.000 11.000 56.500 3位

Ｄチーム 9.975 9.975 9.975 10.000 39.925 4位

Ｅチーム 9.000 9.000 9.000 11.000 38.000 5位

ポイント
18.400 ～ 20.000 20
18.100 ～ 18.399 19 Ａチーム 14.000 14.000 14.000 15.000 57.000

17.800 ～ 18.099 18 ↓ ↓ ↓ ↓ 合計

17.500 ～ 17.799 17 ポイント 8 8 8 10 34 ポイント合計

17.200 ～ 17.499 16 1位 Ｂチーム 39

16.900 ～ 17.199 15 Ｂチーム 18.000 14.300 16.000 8.350 56.650 2位 Ｃチーム 38

16.600 ～ 16.899 14 ↓ ↓ ↓ ↓ 合計 3位 Ａチーム 34

16.300 ～ 16.599 13 ポイント 18 8 12 1 39 4位 Ｅチーム 10

16.000 ～ 16.299 12 5位 Ｄチーム 9

15.500 ～ 15.999 11 Ｃチーム 17.200 16.300 12.000 11.000 56.500

15.000 ～ 15.499 10 ↓ ↓ ↓ ↓ 合計

14.500 ～ 14.999 9 ポイント 16 13 5 4 38

14.000 ～ 14.499 8
13.500 ～ 13.999 7 Ｄチーム 9.975 9.975 9.975 10.000 39.925

13.000 ～ 13.499 6 ↓ ↓ ↓ ↓ 合計

12.000 ～ 12.999 5 ポイント 2 2 2 3 9

11.000 ～ 11.999 4
10.000 ～ 10.999 3 Ｅチーム 9.000 9.000 9.000 11.000 38.000

9.000 ～ 9.999 2 ↓ ↓ ↓ ↓ 合計

0.000 ～ 8.999 1 ポイント 2 2 2 4 10

ポイント換算表
得点範囲 これを点数表に換算すると・・・

点数の単純合計点順位と違う結
果になりました！
チーム内で高得点をとれる選手
が確実に点数を獲得することが
勝利へのカギです！！

「チームのメンバーが大会直前に棄権した場合」

メンバーが棄権した場合、申込時に申請した得点をポイント
換算し、そのポイントから-２ポイントした点数をチームの得点
に加える。但し、申請点が2ポイント以下の選手が棄権した場
合チームに与えられるポイントは1ポイントとする。



競技役員長
審判長

【団体の部】ＪＧ
構成
実施

【団体の部】ＳＧ
構成
実施

【徒手の部】高学年
構成 斉藤 剛大 Ｄ１ 水本 賢 Ｄ１ 小川 悟 Ｄ２ 浪江 誠弥 Ｄ２
実施 影山 重成 Ｅ１ 新井 宣行 Ｅ２ 丸茂 拓也 Ｅ３ 松下 竜平 Ｅ４

【徒手の部】低学年
構成 大舌 俊平 Ｄ１ 村上 惠右 Ｄ１ 畠山 可夢 Ｄ２ 三好 静槻 Ｄ２
実施 佐々木 智生 Ｅ１ 根本 直樹 Ｅ２ 畠山 大樹 Ｅ３ 池谷 海都 Ｅ４

【個人の部】Ａ
構成
実施

【個人の部】Ｂ
構成
実施

【計　時】 （団体、徒手） 仲里 月来 【式　典】 石川 真弓、高山 淳子、中野 弥成
（個人） 馬越 太幾 石井 綾子、山田 恵梨子

【線　審】 森谷 祐夢、岡本 塁斗
【記　録】 山田 小太郎 【得点掲示】
【音　楽】 （団体、徒手） 向山 蒼斗 団体 野田 崇夫

（個人） 伊集院 陸 徒手 湊 悠馬
【選手係】 中野 弥成 Ａ班 木牟禮 詢
【受　付】 中野 弥成 Ｂ班 木牟禮 詢
【接　待】 石川 真弓、高山 淳子 Ｃ班 萩原 大恭
【進　行】 上田 いせの Ｄ班 萩原 大恭
【報　道】 上田 昌史 Ｅ班 福田 純

Ｆ班 福田 純
【集票①】 【集票②】

団体 森谷 三加英 団体 岡本 琴美
徒手 森谷 三加英 徒手 岡本 琴美
Ａ班 岩崎 千秋 Ａ班 村山 里美
Ｂ班 岩崎 千秋 Ｂ班 村山 里美
Ｃ班 神山 恵理 Ｃ班 島本 恭子
Ｄ班 神山 恵理 Ｄ班 島本 恭子
Ｅ班 矢島 彩香 Ｅ班 長谷川 真理子
Ｆ班 矢島 彩香 Ｆ班 長谷川 真理子

三好 静槻

4審

畠山 大樹

新井 宣行

村上 惠右

廣江 壮太

松下 竜平

3審

斉藤 剛大

畠山 可夢

松下 竜平

根本 直樹

水本 賢

大舌 俊平

影山 重成

佐々木 智生
浪江 誠弥

小川 悟
丸茂 拓也

2審主審・1審 3審

4審

主審・1審 3審 4審

村上 惠右
福永 将司丸茂 拓也

水本 賢

2審

小川 悟
川端 勇輝

影山 重成
畠山 大樹

池谷 海都

KOKUSHIKAN CUP 2019 審判・役員

根本 直樹
新井 宣行

2審

2審
大舌 俊平

主審・1審

佐々木 智生

浪江 誠弥

主審・1審 3審

山田 小太郎
山田 小太郎

三好 静槻

4審



馬場 清ノ輔 小4 杉本 篤貴 中2

井口 拓哉 小5 松島 颯 中3

藤田 航太郎 小5

相澤 隼人 中2

野田 大雅 中1 鈴木 玲亜 小5

岩崎 竜誠 小6

岩崎 彪雅 小6

島本 蒼空 小5

神山 貴臣 中2 矢島 優聖 中1

村山 涼 中2 村山 颯 小5

長谷川 和希 中2

高山 蓮音 中1

濱口 龍統 中2 三木 陽佑磨 小6

濱口 侑統 中2 髙橋 碧都 小6

星野 正宗 中1 安藤 璃仁 小6

栗原 正幸 中1

KOKUSHIKAN CUP 2019 ＪＧ試技順一覧

君津新体操クラブ

1

2

国士舘ジュニアRG

KOKUSHIKAN RG

3

4

RG葛飾新体操クラブ



前田 幸大 大1 面川 來真 大1

吉留 大雅 大1 伊集院 陸 大1

細野 立樹 大1

織田 一明 大1

但野 柊人 高２ 小野寺 琢磨 高１

大塚 幸市朗 高２ 宮澤 匠 高１

黒川 幸輝 高２ 辛嶋 瞳哉 高１

重田 勇吹 高１ 徳江 凪 高１

岩田 楓 大2 高梨 永遠希 大2

高橋 晴貴 大2 丸毛 悠哉 大2

角田 資祐 大2

井門 輝 大2

木牟禮 詢 大4 福田 純 大4

中村 寿希也 大4 湊 悠馬 大4

萩原 大恭 大4

廣江 壮太 大4

川東 拓斗 大4 馬越 太幾 大4

河野 主尚 大4 浅尾 素成 大3

稲岡 逸生 大4

伊東 研 大4

中田組

2 千葉県立袖ヶ浦高等学校

3 復活のM

KOKUSHIKAN CUP 2019 ＳＧ試技順一覧

4

細野村立チャッピ体操教室

5 井原士舘大学

1



チームNo チーム名 種目 氏名 フリガナ 所属 学年

スティック 池谷 海都 イケタニ カイト 国士舘大学 大3

クラブ 織田 一明 オダ カズア 国士舘大学 大1

スティック 福村 泰史 フクムラ タイシ 埼玉栄中・高 高3

クラブ 松本 斗輝 マツモト トウキ 稲取高校 高1

スティック 八木 広翔 ヤギ ヒロト 島田ジュニア 中3

スティック 馬場 清ノ輔 ババ シンノスケ RG葛飾新体操クラブ 小4

スティック 中村 寿希也 ナカムラ ジュキヤ 中田組 大4

リング 髙橋 稜 タカハシ リョウ 国士舘大学 大3

リング 角張 大陸 カクバリ モトム 埼玉栄中・高 高1

リング 小野寺 琢磨 オノデラ タクマ 県立袖ケ浦高等学校 高1

クラブ 岩城 祈一千 イワキ キイチ synchression 中3

ロープ 白石 虎琉 シライシ タケル RG葛飾新体操クラブ 小3

クラブ 高梨 永遠希 タカナシ トワキ 国士舘大学 大2

スティック 向山 蒼斗 ムコウヤマ アオト 国士舘大学 大1

ロープ 小阪 信吾 コサカ シンゴ 埼玉栄中・高 高1

クラブ 萩原 裕介 ハギワラ ユウスケ 稲取高校 高1

スティック 高山 蓮音 タカヤマ レオン 国士舘ジュニアRG 中1

クラブ 中澤 陸 ナカザワ リク シンドバット新体操クラブ 小4

スティック 稲岡 逸生 イナオカ イッセイ 国士舘大学 大4

スティック 藤江 拓海 フジエ タクミ 埼玉栄中・高 高3

リング 南 健太 ミナミ ケンタ 光明学園相模原高等学校 高1

スティック 原田 隆之介 ハラダ リュウノスケ 島田ジュニア 中3

クラブ 矢島 優聖 ヤジマ ユウセイ 国士舘ジュニアRG 中1

スティック 村角 煌弥 ムラスミ コウヤ synchression 小4

ロープ 水戸 舜也 ミト シュンヤ 国士舘大学 大3

スティック 藤井 貴也 フジイ タカヤ 国士舘大学 大3

スティック 但野 柊人 タダノ シュウト 県立袖ケ浦高等学校 高2

ロープ 酒井 志歩 サカイ シホ 埼玉栄中・高 高2

ロープ 八木 太一 ヤギ タイチ 島田ジュニア 中3

スティック 三木 陽佑磨 ミキ ヒュウマ 君津新体操クラブ 小6

クラブ 田中 啓介 タナカ ケイスケ 国士舘大学 大2

スティック 佐々木 駿斗 ササキ ハヤト 国士舘大学 大2

スティック 石井 悠稀 イシイ ユウキ 国士舘高校 高2

ロープ 吉田 侑代 ヨシダ ユウダイ 埼玉栄中・高 高1

クラブ 星野 正宗 ホシノ マサムネ 君津新体操クラブ 中1

クラブ 村山 颯 ムラヤマ ソウ 国士舘ジュニアRG 小5

3

4

KOKUSHIKAN CUP 2019 個人対抗戦チーム分け一覧①

1

2

5

6



チームNo チーム名 種目 氏名 フリガナ 所属 学年

スティック 吉留 大雅 ヨシドメ タイガ 国士舘大学 大1

スティック 前田 幸大 マエダ ユキヒロ 国士舘大学 大1

スティック 山口 夏史 ヤマグチ ナツシ RG葛飾新体操クラブ 社

スティック 岩﨑 光 イワサキ ヒカル 埼玉栄中・高 高2

クラブ 八木 琉太 ヤギ リュウタ 島田ジュニア 中1

スティック 小林 雄平 コバヤシ ユウヘイ TUNE R.G.O 小3

スティック 髙内 宏三 タカウチ コウゾウ 国士舘大学 大4

ロープ 角田 資祐 ツノダ シユウ 国士舘大学 大2

スティック 栗山 隼輔 クリヤマ シュンスケ 光明学園相模原高等学校 高3

クラブ 山本 大翔 ヤマモト ヒロト 稲取高校 高1

リング 坂田 陽琉恩 サカタ ハルオキ 埼玉栄中・高 中1

スティック 浅木 隆希 アサギ リュウキ synchression 小5

リング 川東 拓斗 カワヒガシ タクト 国士舘大学 大4

クラブ 細野 立樹 ホソノ タツキ 国士舘大学 大1

クラブ 野田 洸平 ノダ コウヘイ 稲取高校 高1

スティック 松島 颯 マツシマ ハヤタ RG葛飾新体操クラブ 中3

リング 栗原 正幸 クリハラ マサユキ 君津新体操クラブ 中1

スティック 大嶋 絢心 オオシマ ケンシン TUNE R.G.O 小6

スティック 伊東 研 イトウ ケン 国士舘大学 大4

リング 高橋 晴貴 タカハシ ハルキ 国士舘大学 大2

スティック 清水 響 シミズ ヒビキ 埼玉栄中・高 高2

クラブ 星野 一吹 ホシノイブキ 光明学園相模原高等学校 高1

スティック 櫻井 翔太 サクライ ショウタ 島田ジュニア 中2

スティック 井口 拓哉 イグチ タクヤ RG葛飾新体操クラブ 小5

スティック 浅尾 素成 アサオ モトナリ 国士舘大学 大3

リング 小澤 波宜 オザワ ナギ 稲取高校 高2

クラブ 野村 壮吾 ノムラ ソウゴ 埼玉栄中・高 高1

ロープ 宮崎 桂一 ミヤザキ ケイイチ 君津新体操クラブ 高1

スティック 杉本 篤貴 スギモト アツキ RG葛飾新体操クラブ 中2

スティック 澤田 京助 サワダ キョウスケ NPOクレスト 小6

クラブ 谷本 龍之介 タニモト リュウノスケ 国士舘大学 大2

クラブ 面川 來真 オモカワ ライマ 国士舘大学 大1

リング 齋藤 誠 サイトウ マコト 埼玉栄中・高 高2

クラブ 貝瀨 壮 カイセ タケル 相模原市体操協会ひかり体操教室 中3

リング 相澤 隼人 アイザワ ハヤト RG葛飾新体操クラブ 中2

リング 鈴木 琉生 スズキ ルイ synchression 小6

7

KOKUSHIKAN CUP 2019 個人対抗戦チーム分け一覧②
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チームNo チーム名 種目 氏名 フリガナ 所属 学年

クラブ 福永 将司 フクナガ ショウジ 国士舘大学 社

スティック 高倉 颯 タカクラ ハヤテ あ〜るじぃ 社

ロープ 伊藤 幸希 イトウ コウキ 国士舘大学 大2

スティック 木部 颯介 キベ ソウスケ 埼玉栄中・高 高2

リング 飯塚 眞士 イイヅカ マナト 島田ジュニア 中2

スティック 安藤 璃仁 アンドウ リヒト 君津新体操クラブ 小6

スティック 遠藤 教仁 エンドウ ノリヒト 国士舘大学 大4

スティック 岩田 楓 イワタ カエデ 国士舘大学 大2

スティック 大塚 幸市朗 オオツカコウシロウ 県立袖ケ浦高等学校 高2

リング 鈴木 和駿 スズキ カズマ 稲取高校 高2

スティック 村山 涼 ムラヤマ リョウ 国士舘ジュニアRG 中2

スティック 鳥塚 絢心 トリズカ ケンシン synchression 小3

クラブ 吉村 龍二 ヨシムラ リュウジ 国士舘大学 大3

スティック 井門 輝 イモン アキラ 国士舘大学 大2

リング 黒川 幸輝 クロカワ コウキ 県立袖ケ浦高等学校 高2

クラブ 折笠 優生 オリカサ ユウショウ 埼玉栄中・高 高1

リング 貝瀨 充 カイセ ミツル 相模原市体操協会ひかり体操教室 中1

スティック 加藤 琉果 カトウ ルカ 会津ジュニア 小4

スティック 和泉 力矢 イズミ リキヤ 君津新体操クラブ 小4

リング 今尾 和里 イマオ カズリ 国士舘大学 大3

リング 丸毛 悠哉 マルモ ユウヤ 国士舘大学 大2

スティック 野澤 優太 ノザワ ユウタ 埼玉栄中・高 高3

スティック 長谷川 和希 ハセガワ カズキ 国士舘ジュニアRG 中2

スティック 水上 奏汰 ミズカミ ソウタ NPOクレスト 中1

リング 加世 晃太 カセ コウタ synchression 小6

クラブ 石川 裕平 イシカワ ユウヘイ 国士舘大学 大3

リング 仲里 月来 ナカザト ツキ 国士舘大学 大2

クラブ 後藤 龍我 ゴトウ リュウガ 埼玉栄中・高 高3

ロープ 山田 遥大 ヤマダ ハルト 国士舘高校 高1

スティック 川嶋 龍登 カワシマ リュウト 草加ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 中3

スティック 野澤 藍仁 ノザワ アイト NPOクレスト 小6

クラブ 川端 勇輝 カワバタ ユウキ 国士舘大学 大3

リング 大條 愛斗 オオエダ マナト 仙台大RG 大4

スティック 山本 耕平 ヤマモト コウヘイ 光明学園相模原高等学校 高3

スティック 誉士太 陽向 ヨシダ ヒナタ synchression 中2

クラブ 髙橋 碧都 タカハシ アイト 君津新体操クラブ 小6

スティック 藤田 航太郎 フジタ コウタロウ RG葛飾新体操クラブ 小5
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16
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KOKUSHIKAN CUP 2019 個人対抗戦チーム分け一覧③
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チームNo チーム名 種目 氏名 フリガナ 所属 学年

クラブ 河野 主尚 コウノ カズタカ 国士舘大学 大4

ロープ 生田目 愛和 ナマタメ マナト 埼玉栄中・高 高1

クラブ 外岡 空 トノオカ ソラ 稲取高校 高1

リング 神山 貴臣 カミヤマ タカオミ 国士舘ジュニアRG 中2

リング 濱口 侑統 ハマグチ ユウト 君津新体操クラブ 中2

スティック 田邊 利樹 タナベ トシキ NPOクレスト 中2

リング 宮村 千畝 ミヤムラ チウネ synchression 小2

KOKUSHIKAN CUP 2019 個人対抗戦チーム分け一覧④
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←色はチームリーダー



試技順 カテゴリ 競技時間

1 SG 10:20

2 JG 10:24

3 SG 10:28

4 JG 10:32

5 SG 10:36

6 JG 10:40

7 SG 10:44

8 JG 10:48

9 SG 10:52

KOKUSHIKAN CUP 2019 試技順一覧

【団体の部】

チーム名

細野村立チャッピ体操教室

RG葛飾新体操クラブ

千葉県立袖ヶ浦高等学校

中田組

君津新体操クラブ

井原士舘大学

KOKUSHIKAN RG

復活のM

国士舘ジュニアRG



班 試技順 種目 名前 所属 学年 カテゴリ 競技時間

1 徒手 井澤 紘太 島田ジュニア 小6 高学年 11:10:00

2 徒手 木内 勇太 synchression 小1 低学年 11:12:20

3 徒手 加藤 琉果 会津ジュニア 小4 高学年 11:14:40

4 徒手 小林 雄平 TUNE R.G.O 小3 低学年 11:17:00

5 徒手 馬場 清ノ輔 RG葛飾新体操クラブ 小4 高学年 11:19:20

6 徒手 井口 紘斗 RG葛飾新体操クラブ 年長 低学年 11:21:40

7 徒手 四倉 拓真 君津新体操クラブ 小5 高学年 11:24:00

8 徒手 阿部 力也 君津新体操クラブ 小2 低学年 11:26:20

9 徒手 鈴木 玲亜 国士舘ジュニアRG 小5 高学年 11:28:40

10 徒手 白石 虎琉 RG葛飾新体操クラブ 小3 低学年 11:31:00

11 徒手 鈴木 琉生 synchression 小6 高学年 11:33:20

12 徒手 島本 蒼空 国士舘ジュニアRG 小5 高学年 11:37:00

13 徒手 井口 拓哉 RG葛飾新体操クラブ 小5 高学年 11:41:00

14 徒手 岩崎 竜誠 国士舘ジュニアRG 小6 高学年 12:00:00

15 徒手 吉原 好乃佑 君津新体操クラブ 小3 低学年 12:02:20

16 徒手 増田 孟 島田ジュニア 小6 高学年 12:04:40

17 徒手 鳥塚 絢心 synchression 小3 低学年 12:07:00

18 徒手 村山 颯 国士舘ジュニアRG 小5 高学年 12:09:20

19 徒手 安藤 心仁 君津新体操クラブ 小3 低学年 12:11:40

20 徒手 藤田 航太郎 RG葛飾新体操クラブ 小5 高学年 12:14:00

21 徒手 鈴木 暁士 君津新体操クラブ 小3 低学年 12:16:20

22 徒手 岩崎 彪雅 国士舘ジュニアRG 小6 高学年 12:18:40

23 徒手 宮村 千畝 synchression 小2 低学年 12:21:00

24 徒手 加世 晃太 synchression 小6 高学年 12:23:20

25 徒手 阿部 竜也 君津新体操クラブ 小2 低学年 12:25:40

26 徒手 中澤 陸 シンドバット新体操クラブ 小4 高学年 12:28:00

A班

B班

【徒手の部】



班 試技順 種目 名前 所属 学年 チーム 競技時間

1 リング 栗原 正幸 君津新体操クラブ 中1 9 12:55:00

2 スティック 水上 奏汰 NPOクレスト 中1 16 12:57:20

3 リング 相澤 隼人 RG葛飾新体操クラブ 中2 12 12:59:40

4 スティック 三木 陽佑磨 君津新体操クラブ 小6 5 13:02:00

5 リング 鈴木 和駿 稲取高校 高2 14 13:04:20

6 スティック 田邊 利樹 NPOクレスト 中2 19 13:06:40

7 リング 坂田 陽琉恩 埼玉栄中・高 中1 8 13:09:00

8 スティック 村角 煌弥 synchression 小4 4 13:11:20

9 クラブ 外岡 空 稲取高校 高1 19 13:13:40

10 スティック 和泉 力矢 君津新体操クラブ 小4 15 13:16:00

11 クラブ 八木 琉太 島田ジュニア 中1 7 13:18:20

12 スティック 櫻井 翔太 島田ジュニア 中2 10 13:20:40

13 クラブ 髙橋 碧都 君津新体操クラブ 小6 18 13:23:00

14 スティック 安藤 璃仁 君津新体操クラブ 小6 13 13:25:20

15 クラブ 松本 斗輝 稲取高校 高1 1 13:27:40

16 スティック 野澤 藍仁 NPOクレスト 小6 17 13:30:00

17 クラブ 岩城 祈一千 synchression 中3 2 13:32:20

18 スティック 澤田 京助 NPOクレスト 小6 11 13:34:40

19 クラブ 萩原 裕介 稲取高校 高1 3 13:37:00

20 クラブ 星野 正宗 君津新体操クラブ 中1 6 13:39:20

班 試技順 種目 名前 所属 学年 チーム 競技時間

21 スティック 井口 拓哉 RG葛飾新体操クラブ 小5 10 13:52:00

22 リング 宮村 千畝 synchression 小2 19 13:54:20

23 スティック 大嶋 絢心 TUNE R.G.O 小6 9 13:56:40

24 スティック 馬場 清ノ輔 RG葛飾新体操クラブ 小4 1 13:59:00

25 スティック 藤田 航太郎 RG葛飾新体操クラブ 小5 18 14:01:20

26 リング 黒川 幸輝 県立袖ケ浦高等学校 高2 15 14:03:40

27 スティック 加藤 琉果 会津ジュニア 小4 15 14:06:00

28 リング 鈴木 琉生 synchression 小6 12 14:08:20

29 スティック 杉本 篤貴 RG葛飾新体操クラブ 中2 11 14:10:40

30 リング 加世 晃太 synchression 小6 16 14:13:00

31 スティック 小林 雄平 TUNE R.G.O 小3 7 14:15:20

32 ロープ 白石 虎琉 RG葛飾新体操クラブ 小3 2 14:17:40

33 スティック 原田 隆之介 島田ジュニア 中3 4 14:20:00

34 ロープ 山田 遥大 国士舘高校 高1 17 14:22:20

35 スティック 木部 颯介 埼玉栄中・高 高2 13 14:24:40

36 ロープ 八木 太一 島田ジュニア 中3 5 14:27:00

37 スティック 石井 悠稀 国士舘高校 高2 6 14:29:20

38 クラブ 山本 大翔 稲取高校 高1 8 14:31:40

39 スティック 鳥塚 絢心 synchression 小3 14 14:34:00

40 クラブ 中澤 陸 シンドバット新体操クラブ 小4 3 14:36:20

A班

B班

【個人の部】



班 試技順 種目 名前 所属 学年 チーム 競技時間

41 リング 濱口 侑統 君津新体操クラブ 中2 19 14:49:00

42 スティック 八木 広翔 島田ジュニア 中3 1 14:51:20

43 リング 南 健太 光明学園相模原高等学校 高1 4 14:53:40

44 スティック 浅木 隆希 synchression 小5 8 14:56:00

45 リング 小澤 波宜 稲取高校 高2 11 14:58:20

46 スティック 山口 夏史 RG葛飾新体操クラブ 社 7 15:00:40

47 リング 貝瀨 充 相模原市体操協会ひかり体操教室 中1 15 15:03:00

48 スティック 誉士太 陽向 synchression 中2 18 15:05:20

49 リング 飯塚 眞士 島田ジュニア 中2 13 15:07:40

50 スティック 遠藤 教仁 国士舘大学 大4 14 15:10:00

51 リング 仲里 月来 国士舘大学 大2 17 15:12:20

52 スティック 長谷川 和希 国士舘ジュニアRG 中2 16 15:14:40

53 リング 小野寺 琢磨 県立袖ケ浦高等学校 高1 2 15:17:00

54 ロープ 吉田 侑代 埼玉栄中・高 高1 6 15:19:20

55 クラブ 面川 來真 国士舘大学 大1 12 15:21:40

56 ロープ 小阪 信吾 埼玉栄中・高 高1 3 15:24:00

57 クラブ 星野 一吹 光明学園相模原高等学校 高1 10 15:26:20

58 ロープ 酒井 志歩 埼玉栄中・高 高2 5 15:28:40

59 クラブ 野田 洸平 稲取高校 高1 9 15:31:00

班 試技順 種目 名前 所属 学年 チーム 競技時間

60 スティック 福村 泰史 埼玉栄中・高 高3 1 15:44:00

61 クラブ 細野 立樹 国士舘大学 大1 9 15:46:20

62 スティック 清水 響 埼玉栄中・高 高2 10 15:48:40

63 クラブ 後藤 龍我 埼玉栄中・高 高3 17 15:51:00

64 スティック 前田 幸大 国士舘大学 大1 7 15:53:20

65 クラブ 折笠 優生 埼玉栄中・高 高1 15 15:55:40

66 スティック 高山 蓮音 国士舘ジュニアRG 中1 3 15:58:00

67 クラブ 村山 颯 国士舘ジュニアRG 小5 6 16:00:20

68 スティック 村山 涼 国士舘ジュニアRG 中2 14 16:02:40

69 クラブ 矢島 優聖 国士舘ジュニアRG 中1 4 16:05:00

70 スティック 但野 柊人 県立袖ケ浦高等学校 高2 5 16:07:20

71 リング 大條 愛斗 仙台大RG 大4 18 16:09:40

72 ロープ 伊藤 幸希 国士舘大学 大2 13 16:12:00

73 リング 角張 大陸 埼玉栄中・高 高1 2 16:14:20

74 ロープ 宮崎 桂一 君津新体操クラブ 高1 11 16:16:40

75 リング 丸毛 悠哉 国士舘大学 大2 16 16:19:00

76 ロープ 角田 資祐 国士舘大学 大2 8 16:21:20

77 リング 齋藤 誠 埼玉栄中・高 高2 12 16:23:40

78 ロープ 生田目 愛和 埼玉栄中・高 高1 19 16:26:00

【個人の部】

D班

C班



班 試技順 種目 名前 所属 学年 チーム 競技時間

79 スティック 野澤 優太 埼玉栄中・高 高3 16 16:39:00

80 クラブ 高梨 永遠希 国士舘大学 大2 3 16:41:20

81 スティック 高倉 颯 あ〜るじぃ 社 13 16:43:40

82 クラブ 野村 壮吾 埼玉栄中・高 高1 11 16:46:00

83 スティック 池谷 海都 国士舘大学 大3 1 16:48:20

84 クラブ 貝瀨 壮 相模原市体操協会ひかり体操教室 中3 12 16:50:40

85 スティック 栗山 隼輔 光明学園相模原高等学校 高3 8 16:53:00

86 リング 高橋 晴貴 国士舘大学 大2 10 16:55:20

87 スティック 川嶋 龍登 草加ｼﾞｭﾆｱ新体操ｸﾗﾌﾞ 中3 17 16:57:40

88 リング 髙橋 稜 国士舘大学 大3 2 17:00:00

89 スティック 大塚 幸市朗 県立袖ケ浦高等学校 高2 14 17:02:20

90 リング 神山 貴臣 国士舘ジュニアRG 中2 19 17:04:40

91 スティック 山本 耕平 光明学園相模原高等学校 高3 18 17:07:00

92 スティック 藤江 拓海 埼玉栄中・高 高3 4 17:09:20

93 スティック 井門 輝 国士舘大学 大2 15 17:11:40

94 スティック 藤井 貴也 国士舘大学 大3 5 17:14:00

95 スティック 岩﨑 光 埼玉栄中・高 高2 7 17:16:20

96 スティック 松島 颯 RG葛飾新体操クラブ 中3 9 17:18:40

97 スティック 佐々木 駿斗 国士舘大学 大2 6 17:21:00

班 試技順 種目 名前 所属 学年 チーム 競技時間

98 クラブ 織田 一明 国士舘大学 大1 1 17:33:00

99 スティック 向山 蒼斗 国士舘大学 大1 3 17:35:20

100 スティック 吉留 大雅 国士舘大学 大1 7 17:37:40

101 クラブ 谷本 龍之介 国士舘大学 大2 12 17:40:00

102 クラブ 田中 啓介 国士舘大学 大2 6 17:42:20

103 スティック 岩田 楓 国士舘大学 大2 14 17:44:40

104 クラブ 川端 勇輝 国士舘大学 大3 18 17:47:00

105 リング 今尾 和里 国士舘大学 大3 16 17:49:20

106 スティック 浅尾 素成 国士舘大学 大3 11 17:51:40

107 ロープ 水戸 舜也 国士舘大学 大3 5 17:54:00

108 クラブ 吉村 龍二 国士舘大学 大3 15 17:56:20

109 クラブ 石川 裕平 国士舘大学 大3 17 17:58:40

110 スティック 髙内 宏三 国士舘大学 大4 8 18:01:00

111 スティック 稲岡 逸生 国士舘大学 大4 4 18:03:20

112 スティック 中村 寿希也 中田組 大4 2 18:05:40

113 クラブ 河野 主尚 国士舘大学 大4 19 18:08:00

114 スティック 伊東 研 国士舘大学 大4 10 18:10:20

115 クラブ 福永 将司 国士舘大学 社 13 18:12:40

116 リング 川東 拓斗 国士舘大学 大4 9 18:15:00

E班

F班

【個人の部】



試技順 競技時間

細野村立チャッピ体操教室 10:20

RG葛飾新体操クラブ 10:24

千葉県立袖ヶ浦高等学校 10:28

KOKUSHIKAN RG 10:32

復活のM 10:36

国士舘ジュニアRG 10:40

中田組 10:44

君津新体操クラブ 10:48

井原士舘大学 10:52

※体操場でのフリー練習は試技順が近いチームを優先し話し合って練習をしてください

※体操場で練習する際にはフロア以外のご使用はご遠慮下さい

※フリー練習中の曲は各チームで話し合いのもと使用してください

10:48

10:44 ～ 10:5210:36 ～ 10:409:55 ～ 10:05

9:45 ～ 9:55

10:08 ～ 10:12

10:04 ～ 10:08 10:12 ～ 10:20

10:16 ～ 10:24

10:20 ～ 10:28

10:24 ～ 10:32

10:28 ～ 10:36

10:32 ～ 10:40

10:44

10:32 ～ 10:36

10:28 ～ 10:32

10:40 ～

10:24 ～ 10:28

10:36 ～

～ 10:20

10:20 ～ 10:24

団体公式練習

9:15 ～ 9:25

8:55 ～ 9:05

9:05 ～ 9:15

8:35 ～ 8:45

8:45 ～

フリー練習
本会場

 （曲あり）
体操場

（曲あり）
タンブボード

本会場
7:30～8:35

体操場
7:30～10:00

8:55

9:25 ～ 9:35

9:35 ～ 9:45

10:12 ～ 10:16

10:16



班

Ａ班

Ｂ班

Ｃ班

Ｄ班

Ｅ班

Ｆ班

11:40～12:28

フリー練習
10:40～12:15

～ 11:10

～ 12:00

個人公式練習

試技順 本会場 （曲なし） タンブボード （曲なし） 体操場 （曲あり）

表彰式
終了後 ～ 13:40

13:40 ～ 14:37

1～20 表彰式
終了後 ～ 12:55

21～40 Ａ班競技
終了後 ～ 13:52

～ 18:15

41～59 Ｂ班競技
終了後 ～ 14:49

60～78 Ｃ班競技
終了後 ～ 15:44

14:37 ～ 15:31

15:31 ～ 16:26

※体操場での練習は試技順が早い選手を優先してください

※体操場で練習する際にはフロア以外のご使用はご遠慮下さい

10:50～11:40

フリー練習
12:15～競技終了まで

79～97 Ｄ班競技
終了後 ～ 16:39

98～116 Ｅ班競技
終了後 ～ 17:33

16:26 ～ 17:21

17:21

徒手

Ｂ班

Ａ班 団体競技
終了後

Ａ班競技
終了後


