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259 中村 隆太郎 高１ 株式会社おかやまジュニア体操スクール

260 吉田 充希 高１ 株式会社おかやまジュニア体操スクール

261 井上 誉士 高3 日大日吉体操クラブ

262 松本 航至 高2 日大日吉体操クラブ

263 菊島 悠之介 高３ 藤井体操クラブ

264 吉田 求 高３ 仙台大明成クラブ 深井 拓海 高２

265 神山 遥人 高１ 〃 百合草 建紀 高２

266 鈴木 一太 高１ 〃

267 高橋 龍馬 高２ 〃

268 大元 龍星 高１ 仙台大明成クラブ

269 新倉 優翔 高１ 仙台大明成クラブ

270 大野 暖人 高１ 名城大学附属高校体操クラブ 野村 将吾 高２

271 中村 貫太 高２ 〃 垣内 皓成 高２

272 藤木 大智 高１ 〃

273 倉田 晃利 高３ 〃

274 野村 将吾 高２ 名城大学附属高校体操クラブ

275 垣内 皓成 高２ 名城大学附属高校体操クラブ

276 岡 倫太郎 高３ シコンスポーツクラブ

277 佐藤 陽海 高3 オリオンスポーツクラブ御幸

278 岡部 蓮 高3 オリオンスポーツクラブ御幸

279 佐伯 颯天 高２ 富山体操クラブ

280 吉川 奨悟 高２ 富山体操クラブ

281 栗原 優太 高3 駒澤大学高等学校体操クラブ 神野 公汰 高2

282 豊田 桜大 高3 〃

283 板橋 永久 高2 〃

284 前田 憲伸 高2 〃

285 神野 公汰 高2 駒澤大学高等学校体操クラブ

286 野村 航平 高３ サトエスポーツクラブ 石原 流星 高３

287 平川 慶斗 高３ 〃 村川 稜真 高２

288 梅尾 健琉 高２ 〃

289 三戸 悠矢 高２ 〃

290 西田 颯太 高２ サトエスポーツクラブ

291 友田 昊 高２ サトエスポーツクラブ

292 淺山 侑大 高3 新田クラブ 鈴木 彩矢 高2

293 山口 雄大 高2 〃 内村 惺 高2

294 山本 海 高2 〃

295 髙久保 光貴 高1 〃

296 鈴木 彩矢 高2 新田クラブ

297 内村 惺 高2 新田クラブ

298 澤原 聡史 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ 浅野 力 高1

299 渡辺 匠郎 高3 〃 森部 哲海 高2

300 髙橋 大地 高3 〃

301 下田 典蔵 高２ 〃

302 浅野 力 高1 大垣共立銀行OKB体操クラブ

303 森部 哲海 高2 大垣共立銀行OKB体操クラブ

304 上川 大海 高３ 洛南クラブ 中西 冴那也 高３

305 佐々木 勇太郎 高３ 〃 井上 聖也 高２

306 岸田 匡玄 高２ 〃

307 高崎 翔太 高２ 〃

308 中西 冴那也 高３ 洛南クラブ

309 井上 聖也 高２ 洛南クラブ
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310 渡辺 集成 高３ 健伸スポーツクラブ 飯島 健正 高１

311 笹本 凜 高２ 〃 坂本 夕騎 中３

312 田村　 新之輔 高２ 〃

313 齋藤 駿介 高１ 〃

314 飯島 健正 高１ 健伸スポーツクラブ

315 坂本 夕騎 中３ 健伸スポーツクラブ

316 田角 敢汰 高３ 相好体操クラブ 帰山 湊太 高２

317 本木 翼 高３ 〃 前田 竜輝 高１

318 太田 陽希 高２ 〃

319 西村 尚純 高１ 〃

320 帰山 湊太 高２ 相好体操クラブ

321 前田 竜輝 高１ 相好体操クラブ

322 滑川 伊武 高３ 勝田工業体操クラブ 安島 冬翔 高２

323 市野沢 颯太 高３ 〃 谷口 拓也 高２

324 阿部 檜生 高２ 〃

325 磯部 玲偉也 高１ 〃

326 安島 冬翔 高２ 勝田工業体操クラブ

327 谷口 拓也 高２ 勝田工業体操クラブ

328 高戸　空 高３ 徳島体操クラブ

329 大栗　秀介 高３ 〃

330 大栗　宏友 高３ 〃

331 木下　桜 高２ 〃

332 大谷 拓未 高3 ときわクラブ

333 井上 拓 高3 ときわクラブ

334 成井 優 高３ 東海大学湘南体操アカデミー

335 小形 海翔 高３ 東海大学湘南体操アカデミー

336 髙見 泰生 高2 トップスポーツクラブ 渕上 稜太 高2

337 三ツ石 冬弥 高2 〃

338 川口 碧雪 高1 〃

339 杉本 悠仁 高1 〃

340 渕上 稜太 高2 トップスポーツクラブ

341 野村 颯 高２ 三好高校体操クラブ 井上 朝陽 高１

342 赤井 謙心 高１ 〃

343 三井 勇輝 高１ 〃

344 舩橋 珀 高１ 〃

345 井上 朝陽 高１ 三好高校体操クラブ

346 唐澤 一志 高3 高工クラブ 一ノ瀬 倭 高2

347 二宮 龍斗 高3 〃

348 山田 雄大 高2 〃

349 井草 青空 高1 〃

350 一ノ瀬 倭 高2 高工クラブ

351 田村 優 高２ 朝日生命体操クラブ

352 見澤 真心 高３ 伊奈学園総合高校体操クラブ

353 角田 拓優 高３ 伊奈学園総合高校体操クラブ

354 立花　陽空 高３ 慶應三田体操クラブ

355 釜屋　有輝 高３ 慶應三田体操クラブ
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356 越口 竣太 高３ 長野東高校体操クラブ

357 神田 真士 高２ 〃

358 待井 雄一 高２ 〃

359 赤坂 洸斗 高２ 〃

360 坊 崇将 高３ 報徳学園

361 山里 慶伍 高３ 〃

362 堀 煌斗 高２ 〃

363 稲垣 岳弥 高3 久居高校体操クラブ

364 神田 陽登 高3 〃

365 髙山 悠人 高3 〃

366 谷田 雅治 高２ 作新クラブ

367 小野 凉城 高２ 〃

368 杉山 諒将 高２ 〃

369 原 悠月 高3 市立尼崎高校体操クラブ 武村 有真 高1

370 宮下 太陽 高２ 〃 岩本 頼和 高1

371 松岡 航大 高２ 〃

372 前尾 健友 高２ 〃

373 長濱 虎之介 高3 自由ケ丘体操クラブ

374 野元 亮 高1 自由ケ丘体操クラブ

375 浦本 達伸 高１ Seed体操クラブ

376 高野 倖 高２ Seed体操クラブ

377 魚谷 匠史 高３ 鯖江体操スクール 百本 響 高３

378 中村 天也 高３ 〃 菊池 豪 高３

379 齋藤 彩紋 高３ 〃

380 吉田 壮輝 高３ 〃

381 百本 響 高３ 鯖江体操スクール

382 菊池 豪 高３ 鯖江体操スクール

383 小峠 一真 高３ 太成学院体操クラブ 奥田 隆生 高３

384 近石 空 高３ 〃 谷口 想真 高２

385 奥田 秀悟 高３ 〃

386 鮫ヶ井 衛 高２ 〃

387 奥田 隆生 高３ 太成学院体操クラブ

388 谷口 想真 高２ 太成学院体操クラブ

389 築山 翔馬 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 上野 陸斗 高１

390 今村 健太郎 高１ 〃

391 山田 吏由雅 高３ 〃

392 村上 秀斗 高２ 〃

393 上野 陸斗 高１ 鶴見ジュニア体操クラブ

394 野瀬 篤人 高３ 習志野高校体操クラブ 糸澤 佳 高３

395 荻野 英之助 高２ 〃 岡本 真輝 高２

396 下山 陽生 高２ 〃

397 北野 綾真 高１ 〃

398 糸澤 佳 高３ 習志野高校体操クラブ

399 岡本 真輝 高２ 習志野高校体操クラブ

400 中嶋 将人 高３ 浜松城北体操クラブ 佐々木 涼太 高３

401 吉岡 由裕 高３ 〃 間渕 新大 高２

402 土屋 良瑳 高３ 〃

403 森山 璃久 高３ 〃

404 佐々木 涼太 高３ 浜松城北体操クラブ

405 間渕 新大 高２ 浜松城北体操クラブ
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406 奥田 健太 高３ 埼玉栄体操クラブ 坂井 遥翔 高２

407 土屋 遼佑 高３ 〃 石川 翔生良 高１

408 嘉指 博貴 高３ 〃

409 岩﨑 大翔 高２ 〃

410 坂井 遥翔 高２ 埼玉栄体操クラブ

411 石川 翔生良 高１ 埼玉栄体操クラブ

412 牧野 伸太朗 高３ 市船ジュニア 岩本 将輝 高２

413 村山 恒輝 高３ 〃 後藤 隼星 高２

414 高根 優晟 高３ 〃

415 山﨑 真颯 高２ 〃

416 岩本 将輝 高２ 市船ジュニア

417 後藤 隼星 高２ 市船ジュニア

418 川上 翔平 高3 清風体操クラブ 長澤 空良 高3

419 板橋 悠迅 高3 〃 川村 一琉 高2

420 北本 千真 高3 〃

421 戎 燿汰 高2 〃

422 長澤 空良 高3 清風体操クラブ

423 川村 一琉 高2 清風体操クラブ

424 荒川 寧希 高２ 大宮東体操クラブ 森本 文殊 高１

425 五十嵐 心大 高２ 〃

426 平湯 勢良 高２ 〃

427 狩野 青葉 高１ 〃

428 森本 文殊 高１ 大宮東体操クラブ

429 岡 慎之助 高３ 徳洲会体操ｸﾗﾌﾞ

430 平林 陸 高３ 関西 青木 伶王 高２

431 池田 翔瑛 高３ 〃 吉田 佑汰 高３

432 脇原 和志 高１ 〃

433 平井 友渉 高３ 〃

434 青木 伶王 高２ 関西

435 吉田 佑汰 高３ 関西

436 田嶋 将太 高３ 市立船橋高校体操クラブ 大木 悠真 高３

437 上田 悠太 高３ 〃 鈴木 良音 高２

438 須永 光輝 高２ 〃

439 金田 晟斗 高１ 〃

440 大木 悠真 高３ 市立船橋高校体操クラブ

441 鈴木 良音 高２ 市立船橋高校体操クラブ

442 堂前 彪我 高１ 鳥栖体操クラブ

443 鳥羽 翔舞 高１ 鳥栖体操クラブ

444 中村 真梧 高3 ZERO体操クラブ

445 中濱 太一 高2 ZERO体操クラブ

446 國府方 翔月 高３ ジム・ネット体操教室

447 吉田 雷輝 高１ ジム・ネット体操教室
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