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班 組 Ｎｏ． 選手名 ふりがな 学年 クラブ名 班 組 Ｎｏ． 選手名 ふりがな 学年 クラブ名
1 本橋　龍斗 もとはし　りゅうと 小５ 水鳥体操館 25 河村　勇権 かわむら　ゆうけん 小６ 長岡体操クラブ
2 赤堀　早朱慶 あかほり　さすけ 小５ 水鳥体操館 26 西　　啓惺 にし　けいせい 小５ 長岡体操クラブ
3 水鳥　大翔 みずとり　ひろと 小５ 水鳥体操館 27 島　　華翔 しま　けいと 小５ 長岡体操クラブ
4 塚本　忠信 つかもと　ただのぶ 小６ ファイブM 28 小川　蓮斗 おがわ　れんと 小６ なんば体操クラブ
5 上野　柚羅 うえの　ゆら 小６ 清水ペガサス体操クラブ 29 中村　竜清 なかむら　りゅうせい 小５ なんば体操クラブ
6 工島　佑心 くしま　ゆうしん 小６ 清水ペガサス体操クラブ 30 國定　亮汰 くにさだ　りょうた 小６ 和歌山オレンジ体操クラブ
7 小俣　孝太郎 おまた　こうたろう 小６ 清水ペガサス体操クラブ 31 高島　銀太郎 たかしま　ぎんたろう 小５ 相好体操クラブ
8 小川　哩夢 おがわ　りむ 小５ 清水ペガサス体操クラブ 32 溝口　琉久 みぞぐち　りく 小６ 相好体操クラブ
9 伊原　空翔 いはら　そらと 小６ 羽衣体操クラブ 33 梅村　蕾東 うめむら　らいき 小６ 相好体操クラブ
10 榎本　魁人 えのもと　かいと 小６ 羽衣体操クラブ 34 金澤　祐二朗 かなざわ　ゆうじろう 小５ 相好体操クラブ
11 細川　進希 ほそかわ　のぶき 小６ K'S体操クラブ 35 下村　泰輝 しもむら　たいき 小６ 相好体操クラブ
12 横山　大輝 よこやま　だいき 小５ 大垣共立銀行OKB体操クラブ 36 辻岡　大歩 つじおか　ひろむ 小６ 相好体操クラブ
13 水久保　琉星 みずくぼ　りゅうせい 小５ アクバススポーツクラブ 37 宇田　晃太朗 うだ　こうたろう 小５ スペック体育クラブ
14 伊藤　拓真 いとう　たくま 小５ アクバススポーツクラブ 38 矢口　歩夢 やぐち　あゆむ 小５ スペック体育クラブ
15 小笠原　春 おがさわら　はる 小５ グリーンカレッジ体操教室 39 北本　爽真 きたもと　そうま 小６ スペック体育クラブ
16 守脇　愛也 もりわき　まなや 小６ 四天王寺スポーツクラブ 40 岩田　航希 いわた　こうき 小６ 姫路アドバン体操クラブ
17 山本　桂吾 やまもと けいご 小４ マック体操クラブ 41 樋口　央都 ひぐち　おと 小５ 姫路アドバン体操クラブ
18 久保田　奏 くぼた かなで 小５ マック体操クラブ 42 小川　睦人 おがわ　ときと 小６ 八日市ウイーズ体操クラブ
19 道端 　龍永 みちばた りゅうえい 小６ マック体操クラブ 43 和出　勇介 わで　ゆうすけ 小６ サンスポーツクラブ竜城体操
20 塚本　麗王 つかもと　れお 小４ 久居体操クラブ 44 溝田　稜樹 みぞた　りょうき 小６ サンスポーツクラブ竜城体操
21 板谷　一心 いたたに　いっしん 小６ ガンバ体操クラブ 45 野邑　風雅 のむら　ふうが 小６ 京都ジャンピング体操クラブ
22 今出　雄晴 いまで　ゆうせい 小６ ガンバ体操クラブ 46 廣田　万葉 ひろた　かずは 小５ 京都ジャンピング体操クラブ
23 万波　優太 まんなみ　ゆうた 小６ キッズワールド中国体操クラブ 47 小桜　駿 こざくら　しゅん 小５ マーブルひろしま体操クラブ
24 田部　晴三郎 たなべ　せいざぶろう 小６ みずふね体操クラブ 48 片山　夢咲之 かたやま　むさし 小２ マーブルひろしま体操クラブ

49 田中　詠眞 たなか　えいしん 小４ 大阪体操クラブ
61 酒井　惺史 さかい　さとし 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 50 安井　栄絢 やすい　えいじゅん 小４ 大阪体操クラブ
62 鶴山　耀大 つるやま　ようだい 小６ コナミスポーツクラブ本店西宮 51 河村　謙心 かわむら　けんしん 小６ ジャンピング体操クラブ
63 宇都宮　叶多 うつのみや　かなた 小４ コナミスポーツクラブ本店西宮 52 本宮　颯人 ほんぐう　はやと 小６ ジャンピング体操クラブ
64 石塚　結士 いしづか　ゆいと 小５ 東海ウイング体操クラブ 53 中江　遥斗 なかえ　はると 小６ 栗東体操クラブ
65 塚本　慶太 つかもと　けいた 小４ ヴォラーレ体操クラブ 54 斯波　知気 しば　ともき 小５ 栗東体操クラブ
66 馬場　崇士 ばば　しゅうと 小６ 中京ジムナスティッククラブ 55 石原　銀河 いしはら　ぎんが 小６ 笠松体操クラブ
67 平本　 怜 ひらもと　れん 小６ 中京ジムナスティッククラブ 56 加藤　友朗 かとう　ともあき 小６ 笠松体操クラブ
68 坪井　勇樹 つぼい　ゆうき 小６ 中京ジムナスティッククラブ 57 土屋　眞人 つちや　まなと 小６ 笠松体操クラブ
69 馬場　大河 ばば　たいが 小４ 中京ジムナスティッククラブ 58 福島　琉斗 ふくしま　りゅうと 小６ トップスポーツクラブ
70 及川　衆主 おいかわ　ひろかず 小６ 中京ジムナスティッククラブ 59 坂本　宙陽 さかもと　まひろ 小６ トップスポーツクラブ
71 松尾　 蓮 まつお　れん 小６ レックス体操クラブ 60 小西　智孔 こにし　ともよし 小５ 玉川体操クラブ
72 小川　 星 おがわ　せい 小６ レックス体操クラブ
73 池内　麗煌 いけうち　れあ 小５ レックス体操クラブ
74 河井　心温 かわい　しおん 小６ トミオカ体操クラブ
75 伊藤　大空 いとう　だいすけ 小６ レジックスポーツ
76 髙田　翔我 たかだ　とわ 小５ レジックスポーツ
77 高橋　誠大 たかはし　せいた 小４ チャレンジ体操クラブ
78 谷本　結亮　 たにもと　ゆうすけ 小６ 茨木スポーツクラブ
79 小川　拓真 おがわ　たくま 小６ 徳島体操クラブ
80 中西　琉偉 なかにし　るい 小５ 徳島体操クラブ
81 喜田　航成 きだ　こうせい 小５ 徳島体操クラブ
82 小池　寛泰 こいけ　ゆた 小６ 京都スイトピア体操クラブ
83 稲葉　啓太 いなば　けいた 小５ ygcFUKUYAMAスポーツセンター
84 澤口　瑠光渚 さわぐち　るみな 小５ ygcFUKUYAMAスポーツセンター
85 堂河内　大翔 どうごうち　はやと 小５ Golden Kids
86 山﨑　遥馬 やまさき　はるま 小５ Fｌｙ体操クラブ
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87 加藤　悠太 かとう　ゆうた 中２ 水鳥体操館 123 川野　純茂 かわの　じゅんも 中２ ジャンピング体操クラブ

88 鈴木　彩矢 すずき　さいや 中２ 水鳥体操館 124 中野　滉太 なかの　こうた 中２ ジャンピング体操クラブ

89 堀田　大翔 ほった　だいと 中２ 水鳥体操館 125 反岡　哲哉 そりおか　てつや 中３ ジャンピング体操クラブ

90 森　　貴琉 もり　たける 中１ ゼウス体操クラブ 126 長渡　士門 ながと　しもん 中１ トミオカ体操クラブ

91 矢野　晄生 やの　こうせい 中１ ゼウス体操クラブ 127 鬼塚　 翔 おにつか　しょう 中１ トミオカ体操クラブ

92 那須　篤治 なすあつじ 中１ 箕面スポーツクラブ 128 野村　 颯 のむら　はやて 中２ チャレンジ体操クラブ

93 佐野　孝太 さの　こうた 中２ 鯖江体操スクール 129 中村　貫太 なかむら　かんた 中２ 中京ジムナスティッククラブ

94 細田　 遼 ほそだ　りょう 中１ 鯖江体操スクール 130 山本　拓蔵 やまもと　たくら 中１ 中京ジムナスティッククラブ

95 川村　一琉 かわむら　はる 中２ アクバススポーツクラブ 131 大野　暖人 おおの　はると 中１ 中京ジムナスティッククラブ

96 鮫ヶ井　衛 さめがい　まもる 中２ アクバススポーツクラブ 132 赤井　謙心 あかい　けんしん 中１ 中京ジムナスティッククラブ

97 下田　典蔵 しもだ　てんぞう 中２ 大垣共立銀行OKB体操クラブ 133 野村　将吾 のむら　しょうご 中２ サンスポーツクラブ竜城体操

98 浅野　 力 あさの　りき 中１ 大垣共立銀行OKB体操クラブ 134 坂田　凱都 さかた　かいと 中２ 相好体操クラブ

99 坊　　崇将 ぼう　たかまさ 中３ 姫路アドバン体操クラブ 135 笹間　優晴 ささま　ゆうせい 中２ 相好体操クラブ

100 石原　楓太 いしはら　ふうた 中２ 姫路アドバン体操クラブ 136 西村　尚純 にしむら　たかと 中１ 相好体操クラブ

101 田　優生 よしだ　ゆうせい 小６ 姫路アドバン体操クラブ 137 太田　陽希 おおた　はるき 中２ 相好体操クラブ

102 柴垣　魁 しばがき　かい 中２ スペック体育クラブ 138 本木　 翼 もとき　つばさ 中３ 相好体操クラブ

103 松岡　俊昌 まつおか　としまさ 中２ スペック体育クラブ 139 嶋村　大空 しまむら　たく 中１ 相好体操クラブ

104 中西　冴那也 なかにし　さなや 中３ 長岡体操クラブ 140 髙見　泰生 たかみ　たいせい 中２ トップスポーツクラブ

105 安田　紫裕 やすだ　しひろ 中２ Ｋ．Ｒ．Ｍ 体操センター 141 川口　碧雪 かわぐち　あゆき 中１ トップスポーツクラブ

106 樫田　　駿 かしだ　しゅん 中２ Ｋ．Ｒ．Ｍ 体操センター 142 杉本　悠仁 すぎもと　ゆうと 中１ トップスポーツクラブ

107 西尾　力輝 にしお　りき 中１ Ｋ．Ｒ．Ｍ 体操センター 143 忠岡　洸弥 ただおか　こうや 中１ トップスポーツクラブ

108 三ツ石　冬弥 みついし　とうや 中２ 羽衣体操クラブ 144 川端　海璃 かわばた　かいり 中２ 佐賀体操クラブ

109 西野　晃生 にしの　こうせい 中１ 羽衣体操クラブ 145 谷口　想真 たにぐち　そうま 中２ ガンバ体操クラブ

110 澤原　聡史 さわはら さとし 中３ 郡上八幡体操クラブ 146 馬場　慧朗 ばば　けいろう 中１ 笠松体操クラブ

111 原　　悠月 はら　ゆづき 中３ コナミスポーツクラブ本店西宮 147 山村　凪人 やまむら　なぎと 中２ 笠松体操クラブ

112 髙見　仁人 たかみ　まさと 中３ コナミスポーツクラブ本店西宮 148 鈴木　玲偉 すずき　れい 中２ 笠松体操クラブ

113 佐々木　勇太郎 ささき　ゆうたろう 中３ コナミスポーツクラブ本店西宮 149 鈴木　琉偉 すずき　るい 中２ 笠松体操クラブ

114 高崎　翔太 たかさき　しょうた 中２ コナミスポーツクラブ本店西宮 150 岡本　幸樹 おかもと　こうき 中２ スペース姫路体操クラブ

115 堂村　耕太郎 どうむら　こうたろう 中２ コナミスポーツクラブ本店西宮 151 平子　翔奈大 ひらこ　かなた 中１ キッズワールド中国体操クラブ

116 前田　創汰 まえだ　そうた 中２ コナミスポーツクラブ本店西宮 152 玉村　 倭 たまむら　やまと 中３ コロコロ体操クラブ

117 今津　快斗 いまづ　かいと 中３ レックス体操クラブ 153 西井　泰志 にしい　たいし 中２ コロコロ体操クラブ

118 後藤　莉久 ごとう　りく 中２ レックス体操クラブ 154 安井　優翔 やすい　ゆうと 中２ コロコロ体操クラブ

119 坂居　龍幸 さかい　たつゆき 中３ ygcFUKUYAMAスポーツセンター 155 山田　開升 やまだ　かいせい 中２ コロコロ体操クラブ

120 溝口　真人 みぞぐち　まなと 中３ ygcFUKUYAMAスポーツセンター 156 守脇　優也 もりわき　ゆうや 中１ 四天王寺スポーツクラブ

121 山本　道明 やまもと　みちあき 中１ なんば体操クラブ 157 大野木　拓 おおのぎ　たく 中２ K'S体操クラブ

122 福林　玄輝 ふくばやし　はるき 小６ なんば体操クラブ
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158 百合草　建紀 ゆりくさ　たてき 中２ ならわ体操クラブ 1 84 澤口　瑠光渚 さわぐち　るみな 小５ ygcFUKUYAMAスポーツセンター

159 森部　哲海 もりべ　せかい 中２ ならわ体操クラブ 2 83 稲葉　啓太 いなば　けいた 小５ ygcFUKUYAMAスポーツセンター

160 岡田　榮心 おかだ　えいしん 中１ ならわ体操クラブ 3 77 高橋　誠大 たかはし　せいた 小４ チャレンジ体操クラブ

161 片山　空秋 かたやま　あしゅう 小６ ならわ体操クラブ 4 193 伊藤　聖太 いとう　しょうた 小４ キッズワールド中国体操クラブ

162 角皆　友晴 つのがい　ともはる 小６ ならわ体操クラブ 5 63 宇都宮　叶多 うつのみや　かなた 小４ コナミスポーツクラブ本店西宮

163 高橋　諒圭 たかはし　りょうけい 小５ ならわ体操クラブ 6 23 万波　優太 まんなみ　ゆうた 小６ キッズワールド中国体操クラブ

164 池田　翔瑛 いけだ　しょうえい 中３ おかやまジュニア体操スクール

165 平林　陸 ひらばやし　りく 中３ おかやまジュニア体操スクール

166 吉田　充希 よしだ　みつき 中１ おかやまジュニア体操スクール

167 中村　隆太郎 なかむら　りゅうたろう 中１ おかやまジュニア体操スクール 演技順 Ｎｏ． 選手名 ふりがな 学年 クラブ名

168 脇原　和志 わきはら　かずし 中１ おかやまジュニア体操スクール 1 55 石原　銀河 いしはら　ぎんが 小６ 笠松体操クラブ

169 岩本　頼和 いわもと　らいお 中１ 尼崎体操クラブ 2 195 福岡　京介 ふくおか　きょうすけ 小３ 越前体操クラブ

170 武村　有真 たけむら　ゆうま 中１ 尼崎体操クラブ 3 56 加藤　友朗 かとう　ともあき 小６ 笠松体操クラブ

171 宮下　太陽 みやした　たいよう 中２ 尼崎体操クラブ 4 79 小川　拓真 おがわ　たくま 小６ 徳島体操クラブ

172 松岡　航大 まつおか　こうた 中２ 尼崎体操クラブ 5 81 喜田　航成 きだ　こうせい 小５ 徳島体操クラブ

173 生田　秀悟 いくた　しゅうご 中３ 尼崎体操クラブ 6 11 細川　進希 ほそかわ　のぶき 小６ K'S体操クラブ

174 生田　隆生 いくた　りゅうせい 中３ 尼崎体操クラブ 7 203 村越　秋哉 むらこし　しゅうや 小２ サンスポーツクラブ竜城体操

175 垣内　皓成 かいと　こうせい 中２ レジックスポーツ 8 197 小金井　琉生 こがねい　りゅうき 小５ 笠松体操クラブ

176 藤木　大智 ふじき　たいち 中１ レジックスポーツ 9 199 百本　 湊 ひゃくもと　みなと 小５ 笠松体操クラブ

177 中村　銀汰 なかむら　ぎんた 中１ レジックスポーツ 10 80 中西　琉偉 なかにし　るい 小５ 徳島体操クラブ

178 山下　蒼斗 やました　あおと 中１ レジックスポーツ 11 205 十二町　拓誠 じゅうにちょう　たくま 小３ Ｋ．Ｒ．Ｍ 体操センター

179 下和田　巧 しもわだ　たくみ 中２ レジックスポーツ 12 200 宮下　 楓 みやした　かえで 小４ サンスポーツクラブ竜城体操

180 舩橋　珀 ふなはし　はく 中１ レジックスポーツ 13 201 山田　巧音 やまだ　たくと 小３ サンスポーツクラブ竜城体操

181 中島　大綺 なかしま　だいき 中２ 越前体操クラブ 14 194 玉井　 翼 たまい　つばさ 小３ 越前体操クラブ

182 吉田　壮輝 よしだ　まさき 中３ 越前体操クラブ 15 202 近藤　光起 こんどう　こうき 小３ サンスポーツクラブ竜城体操

183 魚谷　匠史 うおや　たくみ 中３ 越前体操クラブ 16 204 後藤　輝成 ごとう　こうせい 小４ 岐阜スタンツ教室

184 山田　吏由雅 やまだ　りゅうが 中３ 清水ペガサス体操クラブ 17 196 内田　 鼎 うちだ　かなえ 小３ 越前体操クラブ

185 岩本　将輝 いわもと　かつき 中２ 清水ペガサス体操クラブ 18 57 土屋　眞人 つちや　まなと 小６ 笠松体操クラブ

186 古家　楽陽 こや　がくよう 中１ 京都ジャンピング体操クラブ 19 78 谷本　結亮　 たにもと　ゆうすけ 小６ 茨木スポーツクラブ

187 三和　麟太郎 みわ　りんたろう 中３ グリーンカレッジ体操教室 20 206 庵原　 颯 いおはら　はやて 小３ Ｋ．Ｒ．Ｍ 体操センター

188 青木　伶王 あおき　れお 中２ グリーンカレッジ体操教室 21 198 安藤　永騎 あんどう　とき 小６ 笠松体操クラブ

189 長井　咲乃輔 ながい　さくのすけ 中２ グリーンカレッジ体操教室

190 稲垣　岳弥 いながき　たかや 中３ 久居体操クラブ

191 神田　陽登 かんだ　あきと 中３ 久居体操クラブ

192 奥川　 勝 おくがわ　しょう 小６ Aucuba体操クラブ

円馬１　　

円馬２　

　　　　　　　　　　　　　　男子Ａクラス　　　　　　　　　　　　　２/２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１８西日本ジュニア選手権大会（愛知県）抽選結果　　　　　　　　  　　　　　　　 　
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