
ゼッケン 国　名 趣　味 目　標 好きな種目年齢

2018年ユースオリン
ピック大会

跳馬

2015年ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ選手権大会（レベル７)　個人総合1位
2016年ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ選手権大会（U-18)　個人総合２位

サミュエル　ディック （ニュージーランド）
2017年ｼﾞｭﾆｱ国際チームｶｯﾌﾟ　個人総合5位　跳馬1位12

Samuel DICK （NZL)
１５才

映画鑑賞
ジェットス

キー

2018年ｺﾓﾝｳｪﾙｽｹﾞｰﾑ
に出場する事

あん馬

2015年ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ選手権大会（U-18)　個人総合1位
2016年ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ選手権大会（U-18)　個人総合1位

イーサン ディック （ニュージーランド）
2016年ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾘﾑ大会（ｼﾞｭﾆｱ部門）　個人総合6位
2017年ｼﾞｭﾆｱ国際チームｶｯﾌﾟ参加

11
Ethan DICK （NZL)

１７才 ゲーム

ドイツジュニア選手権大会(17，18才の部）個人総合/つり輪１位・ゆか/鉄棒2位

4ヵ国対抗（ﾄﾞｲﾂ・ｵｰｽﾄﾘｱ・ﾁｪｺ・ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）試合団体総合/個人総合1位

カーリム　リダ （ドイツ）
2017年ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　団体総合4位、個人総合15位10

Karim RIDA （GER)
１７才

オリンピックメダリストに
なること

あん馬

全英選手権大会個人総合１位
ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　団体総合2位、個人総合１位

ジェイミー　ルイス （イギリス） ﾖｰﾛｯﾊﾟｼﾞｭﾆｱ選手権大会　団体総合1位9
Jamie LEWIS （GBR)

１７才

2018年ﾖｰﾛｯﾊﾟｼﾞｭﾆｱ大
会、ﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ代表
になること

ゆか

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ＆ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｼﾞｭﾆｱ個人総合1位
ｱﾒﾘｶ　ﾘｯｷｰｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱ国際　個人総合8位

ジェイク　ジャーマン （イギリス）
ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　団体総合2位、個人総合5位8

Jake JARMAN （GBR)
１５才 XーBOX

ゆか

第14回アジアジュニア選手権大会　団体総合2位
同大会　ゆか1位

ワイデ　スゥ （中国）
7

Weide SU (CHN)
１７才

音楽
読書

あん馬
つり輪
平行棒

第14回アジアジュニア選手権大会　団体総合2位
同大会　あん馬1位、　つり輪2位

デハング　イン （中国）
6

Dehang YIN (CHN)
１６才

音楽
読書

シニアのカナダチャンピ
オンになること

ゆか

2017年カナダ選手権大会　個人総合2位　
2017年ﾍﾞﾙﾘﾝｶｯﾌﾟ　個人総合28位

ダレン　ウォング （カナダ） ｱﾒﾘｶ　ﾘｯｷｰｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱ国際　個人総合6位5
Darren WONG (CAN)

１７才
読書

ビデオゲー
ム

2020年オリンピック東
京大会出場

鉄棒

2017年カナダ選手権大会　個人総合1位　
ﾁｪｺｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾎｰﾌﾟｶｯﾌﾟ　1位

ウィリアム　エマード （カナダ）
4

William EMARD (CAN)
１７才 写真

オリンピック代表選手
ゆか

平行棒
鉄棒

2016年ブラジルジュニア選手権大会　個人総合1位
ﾊﾟﾝｱﾒﾘｶﾝｼﾞｭﾆｱ団体２位、個人総合5位

ディオゴ　ソアレス （ブラジル）
南米ｼﾞｭﾆｱ選手権ｺﾊﾟｶﾊﾞｰﾅ大会　団体総合、個人総合１位3

Diogo SOARES (BRA)
１５才 ビデオゲーム

メジャーな国際大会で
メダルを獲得すること

平行棒

2015年ｵｰｽﾄﾗﾘｱ選手権個人総合6位
2016年ｵｰｽﾄﾗﾘｱ選手権個人総合2位

ジャック　ホール (オーストラリア）
2017年ｵｰｽﾄﾗﾘｱ選手権個人総合3位
2016年ﾘｭｰｷﾝｶｯﾌﾟ個人総合1位

2
Jack HALL (AUS)

１６才 ゲーム

ゆか

2015年ｵｰｽﾄﾗﾘｱ選手権個人総合3位
2016年ｵｰｽﾄﾗﾘｱ選手権個人総合3位

インディゴ ドラゴン (オーストラリア）
2017年ｵｰｽﾄﾗﾘｱ選手権個人総合１位
2017年ｼﾞｭﾆｱ国際チームカップ出場
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氏　　　名 競　技　成　績

1
Indigo DRAGON (AUS)

17才 体操
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カルロス　ユロ （フィリピン）
2017年ｱｼﾞｱｼﾞｭﾆｱ選手権大会　平行棒1位

2017年P&G選手権大会　個人総合1位　ゆか/あん馬/平行棒/鉄棒1位

ｼﾞｭﾆｱﾅｼｮﾅﾙメンバー

2016年ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ　個人総合2位
2017年ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ　個人総合2位

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸで金メダ
ルを獲る

平行棒
跳馬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１７　国際ジュニア体操競技大会選手プロフィール　【男子選手】　　　　　　　　　　　　　№２
氏　　　名 年齢

13 １７才
2020年オリンピック東
京大会出場

全種目

2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　個人総合8位　平行棒5位　

2017年高校選抜　個人総合2位　あん馬3位　跳馬2位

朝日生命体操クラブ (日　本）
2017年ヒューストン国際　団体総合1位　個人総合1位　
2017年アジアジュニア選手権大会　団体1位　個人総合3位　跳馬1位

24
橘　汐芽 （JPN)

１６才 音楽鑑賞

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸでメダルを獲る
ゆか

あん馬

2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　団体総合1位　個人総合5位

ﾌｭｰﾁｬｰｶｯﾌﾟ　団体総合1位　個人総合2位

市立船橋高校体操クラブ (日　本）
23

安達太一 （JPN)
１５才 音楽鑑賞

オリンピック優勝 平行棒

2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　個人総合3位
2017年インターハイ　個人総合4位

清風体操クラブ (日　本）
2017年リッキーカップ　団体総合1位　平行棒1位22

三輪哲平 （JPN)
１６才

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸで金メダルを
獲る

ゆか
鉄棒

2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　団体総合/個人総合1位

2017年インターハイ　個人総合3位

市立船橋高校体操クラブ (日　本）
2017年アジアジュニア選手権大会　団体/個人/鉄棒1位21

村山覚人 （JPN)
１７才 温泉巡り

ナショナルチームに入
ること

あん馬

2016年ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ　個人総合6位
2017年ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ　個人総合7位

ケヴィン　ペネフ (アメリカ）
2017年P&G選手権大会　　ゆか6位

ブロディー　マローン (アメリカ）

20
Kevin PENEV （USA)

１７才

19

バイク

Brody MALONE （USA)
１７才

オリンピック金メダリス
ト

全種目

2017年ウクライナｼﾞｭﾆｱ選手権大会　団体総合1位

ナザール　チェプルニー (ウクライナ）
18

Nazar CHEPURNYI （UKR)
１５才 サッカー

オリンピック金メダリス
ト

あん馬

2016年ウクライナｼﾞｭﾆｱ選手権大会　個人総合1位
2017年ウクライナｼﾞｭﾆｱ選手権大会　団体総合1位

イリア　コヴトン (ウクライナ）
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟ（ﾊﾝｶﾞﾘｰ）　個人総合1位17

Illia KOVTUN （UKR)
１４才 体操

ゆか

2017年アジアジュニア選手権大会出場
シンガポールオープン出場

リンカーン　フォレスト　ライトマン （シンガポール）
16

Lincoln Forest LIQHT MAN （SGP)
１７才 ヨーヨー

コンピュー
ターゲーム

オリンピック出場 あん馬

2016年ロシアジュニア選手権大会　団体総合2位　個人総合1位

2016年ｼﾞｭﾆｱﾖｰﾛｯﾊﾟ選手権大会　団体総合2位　あん馬1位

セルゲイ　ナディン ロシア
2017年ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　団体総合１位　個人総合6位

同大会　あん馬/つり輪1位　平行棒3位

2017年ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　団体総合１位

ヴラディスラフ　グッズ ロシア

15
Sergei NAIDIN （RUS）

１６才

第23回ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ　個人総合3位・つり輪1位　跳馬/平行棒2位

14
Vladislav GUDZ （RUS）

１５才 体操 オリンピック出場 平行棒

スパルタキアード大会　団体総合1位・跳馬/鉄棒1位

競　技　成　績

Carlos YULO （PHI) 2015年ﾌｨﾘﾋﾟﾝ選手権大会　個人総合1位
第6回ｱｾｱﾝｽｸｰﾙｹﾞｰﾑ　ゆか/平行棒1位・跳馬2位・団体総合3位



ゼッケン 国　名 趣　味 目　標 好きな種目

オリンピックメダリストに
なること

ゆか
デニッサ　ゴルゴタ (ルーマニア）

8
Solyi SHIN （KOR)

１３才 音楽鑑賞

１５才

国際大会でメダルを獲る
こと

跳馬
ゆか

セジョン　イェオ/呂書晶 （韓国）

怪我のため棄権 （ドイツ）

6
Kim RUOFF （GER)

4
Qi LI (CHN)

１５才
音楽
手芸

3
Yile CHEN (CHN) 段違い平行棒

平均台
ゆかイイレ　チェン/陈一乐 （中国）

2
Emma SPENCE (CAN)

１４才 写真撮影
エマ　スペンス （カナダ）
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１５才9
Denisa GOLGOTA （ROU)

音楽

2017年ﾙｰﾏﾆｱｼﾞｭﾆｱナショナルチャンピオン
2017年ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　個人総合15位
同大会　ゆか1位　跳馬2位

国際大会でメダルを獲る
こと

段違い平行棒

跳馬
ソルイー　シン/申솔이 （韓国）

第46回ナショナルスポーツフェスティバル　段違い平行棒/跳馬3位

2017年アジアジュニア選手権大会　団体総合3位
同大会　個人総合7位  跳馬2位

１５才7
Seojeong YEO （KOR)

音楽鑑賞

第46回ナショナルスポーツフェスティバル　個人総合1位

同大会　団体総合1位　ゆか/跳馬1位

怪我のため棄権 （ドイツ）

ﾄﾞｲﾂｼﾞｭﾆｱ選手権大会(15才の部）　個人総合1位
同大会　跳馬/平均台/ゆか1位
2017年ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　団体総合3位　個人総合18位

１４才5
Emelie PETZ （GER)

ﾄﾞｲﾂｼﾞｭﾆｱ選手権大会　個人総合1位
同大会　跳馬/段違い平行棒/平均台/ゆか1位
2017年ﾖｰﾛｯﾊﾟﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会　団体総合3位　個人総合10位

平均台
ゆか

クイ　リー/黎琪 （中国）

2017年アジアジュニア選手権大会　団体総合1位
同大会　平均台/ゆか1位　

１５才
絵を描くこ

と
同大会　段違い平行棒1位　ゆか2位　平均台3位

スポーツ心理学者 段違い平行棒
同大会　跳馬/段違い平行棒/平均台3位　ゆか7位
ｶﾅﾀﾞｼﾞﾑﾆｯｸｽ大会　段違い平行棒1位

ｶﾅﾀﾞｼﾞﾑﾆｯｸｽ大会　団体総合3位　ゆか3位
2017年カナダ選手権大会　個人総合2位

Anne-Marie PADURARIU (CAN)

2017年アジアジュニア選手権大会　団体総合1位

2020年オリンピック東
京大会出場

ゆか
平均台

アンネ-マリー　パドゥラリウ （カナダ）
1 １５才 体操

競　技　成　績
2017年カナダ選手権大会　個人総合1位

氏　　　名 年齢

同大会　跳馬/段違い平行棒/平均台/ゆか1位
2017年ｲﾀﾘｱｼﾞｪｽﾛﾄﾛﾌｨｰ　個人総合5位　平均台1位
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2020年オリンピック東京
大会に出場する事

跳馬

17 １３才 お菓子作り
2020年オリンピック東京
大会に出場する事

平均台
セントラル目黒 （日　本）

自分の演技をする事 段違い平行棒

14 １４才
映画鑑賞

友達と一緒に
いること

ナショナルチームに入る
こと

平均台

１５才

12
Sze LIM （SGP)

１３才
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氏　　　名 年齢 競　技　成　績

※参加を予定しておりました香港選手団は男女共棄権となりました。

2016年スロバキア国際　ﾄﾙﾅﾊﾞ大会(ｶﾞｰﾙｽﾞ）　団体総合/個人総合1位
１４才

深川ＶＩＰ体操クラブ （日　本）
18 音楽鑑賞

2017年スロバキア国際　ﾄﾙﾅﾊﾞ大会(ｶﾞｰﾙｽﾞ）　団体総合/個人総合1位

遠藤結菜 （JPN)
2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　個人総合14位

第47回全国中学校体操競技選手権大会　個人総合　4位　平均台3位2020年オリンピック東京
大会に出場する事

ゆか

2016カナダ国際　個人総合7位
第71回全日本種目別選手権大会　跳馬2位

畠田千愛 （JPN)
2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　個人総合9位　ゆか5位

2017年アジアジュニア選手権大会　団体総合/個人総合2位

１５才
フジスポーツクラブ （日　本）

16
塙　颯香 （JPN)

2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　個人総合7位　平均台2位

第47回全国中学校体操競技選手権大会　個人総合　2位　段違い平行棒/ゆか1位

１５才
ジム・ネット体操教室 （日　本）

15 掃除

2017年ｼﾞｪｿﾛﾄﾛﾌｨｰ　個人総合3位
2017年ｼﾞﾑﾆｯｸｽ国際　跳馬1位

坂口彩夏 （JPN)
2017全日本ジュニア体操競技選手権大会　個人総合６位　跳馬3位

第47回全国中学校体操競技選手権大会　個人総合　8位　跳馬1位
跳馬で世界に出る 跳馬

エマ　マラブヨ (アメリカ）

2017年P&G選手権大会(ｼﾞｭﾆｱ）　個人総合1位　段違い平行棒1位

2017年ｼﾞﾑﾆｯｸｽ国際　個人総合1位

Emma MALABUYO （USA)
2017年U.Sｸﾗｼｯｸ(ｼﾞｭﾆｱ）　個人総合1位　
2017年P&G選手権大会(ｼﾞｭﾆｱ）　個人総合2位　ゆか1位

マイル　オキーフェ (アメリカ）
13 水泳

ネイル

Maile O'KEEFE （USA)
2016年全米選手権大会(ｼﾞｭﾆｱ）　個人総合1位　
2017年U.Sｸﾗｼｯｸ(ｼﾞｭﾆｱ）　個人総合2位　

平均台

2017年アジアジュニア選手権大会　出場
2017年シンガポールオープン　個人総合1位

スー　リム (シンガポール）

2020年オリンピック東京
大会優勝

跳馬

2016年ロシア国内ジュニア選手権大会　団体総合1位

2017 WOGA Classic国際　個人総合1位

アンゲリーナ　シマコヴァ （ロシア）
11

Angelina SIMAKOVA （RUS)
１５才 ボードゲーム

ヴァレリア　サイフリナ （ロシア）

ヴィクトリア　ゴルバトヴァ選手が怪我のため選手変更10
Valeriia Saifulina （RUS)

１５才


