
１２月２７日（日） 審判研修・審判会議 １１:４５～１２：１５

開会式 １２：３０～１２：３５

団体競技＆インタビュー １２:４０～１３：１０

徒手の部競技 １３：２０～１３：４０
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Ａ班フリー練習 １３：４５～１４：００
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Ｂ班フリー練習＆Ａ班インタビュー １４:２５～１４:４０

Ｂ班競技 １４:４０～１５:１０

Ｃ班フリー練習＆Ｂ班インタビュー １５:１０～１５:２５

Ｃ班競技 １５:２５～１５:５５

Ｄ班フリー練習＆Ｃ班インタビュー １５:５５～１６:１０

Ｄ班競技 １６:１０～１６:４０

Ｅ班フリー練習＆Ｄ班インタビュー １６:４０～１６:５５

Ｅ班競技 １６:５５～１７:２５

Ｅ班インタビュー １７:２５～１７:４０

表彰式、閉会式 １７：４０～

KOKUSHIKAN CUP ２０２０ 競技日程



試技順 競技開始 競技終了

1 12:40 12:47

2 12:47 12:54

3 12:54 13:01

4 13:01 13:05

試技順 種目 名前 所属 競技開始 競技終了

1 徒手 鈴木 玲士 国士舘ジュニアRG

2 徒手 石田 稜明 国士舘ジュニアRG

3 徒手 脊戸田 華士 国士舘ジュニアRG

4 徒手 野田 大騎 国士舘ジュニアRG

5 徒手 島本 蒼空 国士舘ジュニアRG

6 徒手 野田 大雅 国士舘ジュニアRG

班 試技順 種目 名前 所属 学年 チーム 競技開始 競技終了

1 リング 岩崎 竜誠 国士舘ジュニアRG 中1 5

2 スティック 木下 大雅 国士舘大学 大1 3

3 リング 新垣 大悟 国士舘大学 大1 4

4 クラブ 山本 耕平 国士舘大学 大1 6

5 スティック 岩崎 彪雅 国士舘ジュニアRG 中1 1

6 クラブ 細野 立樹 国士舘大学 大2 2

7 スティック 宮野 太一 国士舘大学 大1 7 14:21 14:24

班 試技順 種目 名前 所属 学年 競技開始 競技終了

8 スティック 栗山 隼輔 国士舘大学 大1 2

9 スティック 村山 颯 国士舘ジュニアRG 小6 4

10 クラブ 藤江 拓海 国士舘大学 大1 6

11 ロープ 山田 遥大 国士舘高校 高2 8

12 スティック 伴 日和 国士舘ジュニアRG 中２ 3

13 リング 川嶋 龍登 国士舘高校 高1 1

14 リング 田村 士穏 国士舘大学 大1 5

15 リング 乾 蒼真 国士舘大学 大1 7
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【団体の部】
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龍二と愉快なヤカラ達
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班 試技順 種目 名前 所属 学年 競技開始 競技終了

16 スティック 高梨 永遠希 国士舘大学 大3 1

17 リング 村山 涼 国士舘ジュニアRG 中3 2

18 スティック 前田 幸大 国士舘大学 大2 3

19 ロープ 高山 蓮音 国士舘ジュニアRG 中2 4

20 スティック 岡本 瑠斗 国士舘高校 高3 5

21 リング 矢島 優聖 国士舘ジュニアRG 中2 6

22 スティック 神山 貴臣 国士舘ジュニアRG 中3 7

23 スティック 大西 竣介 国士舘大学 大1 8

班 試技順 種目 名前 所属 学年 競技開始 競技終了

24 スティック 角田 資祐 国士舘大学 大3 4

25 リング 向山 蒼斗 国士舘大学 大2 6

26 スティック 佐々木 駿斗 国士舘大学 大3 7

27 スティック 田中 啓介 国士舘大学 大3 5

28 ロープ 吉留 大雅 国士舘大学 大2 3

29 ロープ 森谷 祐夢 国士舘高校 高3 2

30 ロープ 織田 一明 国士舘大学 大2 8

31 ロープ 今尾 和里 国士舘大学 大4 1

班 試技順 種目 名前 所属 学年 競技開始 競技終了

32 リング 谷本 龍之介 国士舘大学 大3 2

33 リング 井門 輝 国士舘大学 大3 8

34 スティック 高橋 晴貴 国士舘大学 大3 1

35 ロープ 岩田 楓 国士舘大学 大3 3

36 リング 川端 勇輝 国士舘大学 大4 6

37 リング 齋藤 凌 国士舘大学 大4 5

38 クラブ 水戸 舜也 国士舘大学 大4 7

39 リング 吉村 龍二 国士舘大学 大4 4
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浅尾 素成 大4 岩田 楓 大3

新垣 大悟 大1 山本 耕平 大1

木下 大雅 大1 栗山　隼輔 大1

吉村 龍二 大4 大西 竣介 大1

田村 士穏 大1 藤江　拓海 大1

宮野　太一 大1 乾 蒼真 大1

東郷 元樹 大4 川端 勇輝 大4

田中 啓介 大3 谷本 龍之介 大3

織田 一明 大2 吉留 大雅 大2

松下 竜平 大4

池谷 海都 大4 石川 裕平 大4

井門 輝 大3 向山 蒼斗 大2

助川 蒼太朗 大1 森谷 祐夢 高３

4 国士舘ジュニアリターンズレジェンドファイヤー

KOKUSHIKAN CUP 2020 団体
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ウルトラセブン

2 龍二と愉快なヤカラ達



チームNo チーム名 種目 氏名 フリガナ 所属 学年

ロープ 今尾 和里 イマオ カズリ 国士舘大学 大4

スティック 高橋 晴貴 タカハシ ハルキ 国士舘大学 大3

スティック 高梨 永遠希 タカナシ トワキ 国士舘大学 大3

リング 川嶋 龍登 カワシマ　リュウト 国士舘高校 高1

スティック 岩崎 彪雅 イワサキ ヒュウガ 国士舘ジュニアRG 中1

リング 谷本 龍之介 タニモト リュウノスケ 国士舘大学 大3

クラブ 細野 立樹 ホソノ タツキ 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 国士舘大学 大1

ロープ 森谷 祐夢 モリヤ ヒロム 国士舘高校 高3

リング 村山 涼 ムラヤマ リョウ 国士舘ジュニアRG 中3

ロープ 岩田 楓 イワタ カエデ 国士舘大学 大3

ロープ 吉留 大雅 ヨシドメ タイガ 国士舘大学 大2

スティック 前田 幸大 マエダ ユキヒロ 国士舘大学 大2

スティック 木下 大雅 キノシタ タイガ 国士舘大学 大1

スティック 伴 日和 バン ヒヨリ 国士舘ジュニアRG 中２

リング 吉村 龍二 ヨシムラ リュウジ 国士舘大学 大4

スティック 角田 資祐 ツノダ シユウ 国士舘大学 大3

リング 新垣 大悟 アラカキ ダイゴ 国士舘大学 大1

ロープ 高山 蓮音 タカヤマ レオン 国士舘ジュニアRG 中2

スティック 村山 颯 ムラヤマ ソウ 国士舘ジュニアRG 小6

リング 齋藤 凌 サイトウ リョウ 国士舘大学 大4
スティック 田中 啓介 タナカ ケイスケ 国士舘大学 大3

リング 田村 士穏 タムラ シオン 国士舘大学 大1

スティック 岡本 瑠斗 オカモト ルイト 国士舘高校 高3

リング 岩崎 竜誠 イワサキ リュウセイ 国士舘ジュニアRG 中1

リング 川端 勇輝 カワバタ ユウキ 国士舘大学 大4

リング 向山 蒼斗 ムコウヤマ アオト 国士舘大学 大2

クラブ 藤江 拓海 フジエ タクミ 国士舘大学 大1

クラブ 山本 耕平 ヤマモト コウヘイ 国士舘大学 大1

リング 矢島 優聖 ヤジマ ユウセイ 国士舘ジュニアRG 中2

クラブ 水戸 舜也 ミト シュンヤ 国士舘大学 大4

スティック 佐々木 駿斗 ササキ ハヤト 国士舘大学 大3

リング 乾 蒼真 イヌイ ソウマ 国士舘大学 大1

スティック 宮野 太一 ミヤノ タイチ 国士舘大学 大1

スティック 神山 貴臣 カミヤマ タカオミ 国士舘ジュニアRG 中3

リング 井門 輝 イモン アキラ 国士舘大学 大3

ロープ 織田 一明 オダ カズア 国士舘大学 大2

スティック 大西 竣介 オオニシ シュンスケ 国士舘大学 大1

ロープ 山田 遥大 ヤマダ ハルト 国士舘高校 高2

3 ダブル大ガ

4 漢の刃

KOKUSHIKAN CUP 2020 チーム対抗戦チーム一覧

1
バージェスト・
ハルキゲニア

結果発表2

8 スキンストレッチ
愛好会

5
凌士舘大学
パソコン部

6
遅れてきた

超新星
～7年目の奇跡～

7 水戸a.k.a.ソプラノ



【チーム対抗戦競技方法】

今大会は大会運営本部にてチームの編成を行い、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。


