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　73 桑原 唯奨 高２ 三好高校体操クラブ

　74 二村 郁弥 高２ 〃

　75 堀江 亮輔 高１ 〃

　76 真砂 翔星 高１ 習志野高校体操クラブ

　77 幸丸 陽太 高１ 習志野高校体操クラブ

　78 内田 大翔 高2 日大日吉体操クラブ

　79 寺井 輝 高1 〃

　80 野尻 悠仁 高1 〃

　81 大内 健丸 高2 ときわクラブ

　82 戸祭 颯斗 高3 ときわクラブ

　83 市川 徳之 高３ 花咲徳栄体操クラブ 髙橋 和也 高２

　84 大塚 真楠 高２ 〃

　85 田嶋 聖威 高２ 〃

　86 井上 虎宇 高１ 〃

　87 杉岡 理人 高1 セインツ体操クラブ

　88 中川 優希 高２ 市船ジュニア

　89 提箸 快斗 高２ 〃

　90 金子 聖英 高２ 〃

　91 佐藤 寛太 高3 レインボージムナスティックス大潟

　92 富永 翔 高3 レインボージムナスティックス大潟

　93 森 拓馬 高３ 日工大駒場クラブ 石垣 星 高３

　94 井上 拓海 高２ 〃

　95 須賀 祐太 高2 〃

　96 稲垣 義人 高１ 〃

　97 石渡 蒼野 高３ 藤沢翔陵高校体操クラブ

　98 小島　健太郎 高２ ＭＴＧＣ

　99 安部 咲太郎 高１ 〃

　100 落合 遥生 中２ 〃

　101 飯村　大和 中１ 〃

　102 角田 碧海 高３ 荏田高校体操クラブ

　103 菊地 一成 高１ 荏田高校体操クラブ

　104 馬場 央太 中３ 健伸スポーツクラブ

　105 矢吹 創 中２ 〃

　106 角谷 太樹 中２ 〃

　107 永井 翼 中３ エムズ体操クラブ

　108 野尻 瑞 中３ エムズ体操クラブ

　109 笹間 優晴 高２ 相好体操クラブ

　110 坂田 凱都 高２ 〃

　111 羽場 結人 高１ 〃

　112 野村 龍聖 高１ 〃

　113 長妻 勇心 高２ 銚子商業高校体操クラブ

　114 河井 心温 中3 トミオカ体操クラブ

　115 守脇 愛也 中3 〃

　116 田中 漣 中2 〃

　117 板谷 一心 中3 ガンバ体操クラブ

　118 今出 雄晴 中3 ガンバ体操クラブ

　119 小谷野 幹 高２ 埼玉栄体操クラブ 武井 柚輝 高１

　120 渡邉 武 高１ 〃

　121 清水 陽斗 高１ 〃

　122 菊池 和磨 高１ 〃

　123 桒原 立貴 中２ 群馬ジュニアスポーツクラブ
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　124 万波 倫也 高３ 都立駒場高校体操クラブ

　125 大野 慶 高２ 〃

　126 近藤 名悠太 高１ 〃

　127 米田 圭斗 高１ 〃

　128 谷口 輝龍 中３ 姫商ジュニア体操クラブ

　129 仲井間 優人 中３ 姫商ジュニア体操クラブ

　130 板谷 唯一郎 高３ 市立船橋高校体操クラブ

　131 木村 翼 高１ 〃

　132 岡田 榮心 高１ 〃

　133 野邊地 陽希 高１ 〃

　134 栁沢 賢太 高3 ZERO体操クラブ

　135 河野 将之 中3 ZERO体操クラブ

　136 臼井 友康 高１ シコンスポーツクラブ

　137 小和瀬 司 高１ 〃

　138 設楽 元希 高２ 〃

　139 鈴木 渚生 高２ 〃

　140 小森 幸太朗 高３ 習志野ジュニア体操クラブ

　141 梅原 萌芽 高３ 習志野ジュニア体操クラブ

　142 匂坂 彰秀 高２ 大宮東体操クラブ

　143 中武 陽斗 高２ 〃

　144 坂本 涼亮 高１ 〃

　145 大口 真央 中３ 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ

　146 野坂 宙 高3 北翔大学スポルクラブ

　147 金子 蒼 高2 〃

　148 橋本 大輔 高1 〃

　149 谷水 勇斗 高１ 〃

　150 大野木 拓 高２ K’Ｓ体操クラブ

　151 細川 進希 中３ K’Ｓ体操クラブ

　152 永井 春樹 高２ 鯖江体操スクール 井上 知隼 中３

　153 鈴木 琉偉 高２ 〃

　154 野田 漣音 高１ 〃

　155 細田 遼 高１ 〃

　156 森田 陸斗 高３ 渡良瀬体操クラブ

　157 鹿倉 大雅 高３ 渡良瀬体操クラブ

　158 西村 匠 高３ 鎮西学院高校体操クラブ

　159 木下 兼昇 高２ 〃

　160 平野 稜之 高２ 〃

　161 青木 勇歩 高１ 〃

　162 平本 怜 中３ 中京ジムナスティッククラブ

　163 馬場 崇士 中３ 中京ジムナスティッククラブ

　164 小田切　伊織 高２ 慶應三田体操クラブ

　165 阪口　諒 高２ 〃

　166 吉田　一真 高１ 〃

　167 岡田　健吾 高３ 〃

　168 山口 陸 高２ 東日本国際大学附属昌平高校体操クラブ
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　169 大角 敬志 高３ 名城大学附属高校体操クラブ

　170 馬場 慧朗 高１ 〃

　171 山下 蒼斗 高１ 〃

　172 平子 翔奈大 高１ 〃

　173 西川 潤太 高３ 和歌山オレンジ体操クラブ

　174 中川 楓介 高2 駒澤大学高等学校体操クラブ 柏倉 翔 高1

　175 野口 翔 高1 〃

　176 須藤 悠斗 高1 〃

　177 豊田 雄大 高1 〃

　178 川崎 裕也 高２ 鳥栖体操クラブ

　179 溝渕 麻夫 高２ 鳥栖体操クラブ

　180 竹渕 瑠偉 中3 煌体操クラブ

　181 萩原 栄治 中3 〃

　182 菅家 立三 中2 〃

　183 中村 恵深 高2 千葉工業体操クラブ

　184 太田良 伊吹 中3 千葉工業体操クラブ

　185 由利 泰成 中３ ジョイスポーツクラブ相模原

　186 大矢 龍翔 中３ 〃

　187 須﨑 陽斗 中３ 〃

　188 小川 蓮斗 中３ なんば体操クラブーngc

　189 福林 玄輝 中３ なんば体操クラブーngc

　190 藤井 実敦 高３ 関西

　191 長井 咲乃輔 高２ 〃

　192 中込 陸斗 高２ 〃

　193 綾田 奏人 高１ 〃

　194 泉 翔 中３ 旭川エクセル体操クラブ

　195 上原 翔大 中3 レイズ体操クラブ

　196 佐藤 凜平 高3 相模体操クラブ 湯田 泰生 高1

　197 佐藤 隼人 高3 〃

　198 鈴木 颯太 高3 〃

　199 平本 琉 高1 〃

　200 田部 晴三郎 中３ みずふね体操クラブ

　201 角皆 友晴 中3 ならわ体操クラブ

　202 片山 空秋 中3 〃

　203 高橋 諒圭 中2 〃

　204 三浦 雅史 高３ アップルJr.体操クラブ

　205 坂東 優星 中３ 加納体操クラブ

　206 佐々木 虎太郎 高２ 青森山田体操クラブ 岩間 大樹 高１

　207 鈴木 玲偉 高２ 〃

　208 竹内 優一郎 高１ 〃

　209 萩原 活弥 高１ 〃

　210 山﨑 成 高１ 創成館クラブ

　211 三留　優介 高３ ジムナスティック新潟

　212 佐藤 唯斗 高２ 〃

　213 相田 陸真 高１ 〃

　214 伊藤 幹太 中３ 〃

　215 小川 睦人 中３ 八日市ウイーズ体操クラブ

　216 森 蒼汰 高１ 八日市ウイーズ体操クラブ

　217 渡邊 進太郎 高２ 洛南クラブ 山本 道明 高１

　218 小山内 春翔 高２ 〃

　219 前田 創汰 高２ 〃

　220 表 幸澄 高１ 〃

　221 髙島 涼輔 高３ 藤井体操クラブ

　222 都築 賢人 中３ 藤井体操クラブ
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　223 髙坂 柊 中3 大垣共立銀行OKB体操クラブ 矢野 晄生 高1

　224 横山 大輝 中2 〃

　225 髙田 翔我 中2 〃

　226 日比野 悠貴 高2 〃

　227 奥田 拓哉 中３ 川口ジムナスティックスポーツクラブ

　228 松浦 大和 高3 オリオンスポーツクラブ御幸

　229 柴田 康成 高1 〃

　230 豊嶋 大雅 中3 〃

　231 鈴木 遥人 高3 いわきラビット体操クラブ

　232 飯高 孝規 中3 いわきラビット体操クラブ

　233 忠岡 洸弥 高1 トップスポーツクラブ

　234 髙味 大樹 中３ 米田功体操クラブ

　235 北本 爽真 中3 清風体操クラブ

　236 小西 智孔 中2 清風体操クラブ

　237 田口 真那斗 高２ 鶴見ジュニア体操クラブ

　238 森木 希光 高１ 〃

　239 寺崎 宗寿朗 高１ 〃

　240 植松 優 高１ ジュンスポーツクラブ

　241 松山 侑雅 高２ 作新クラブ 富澤 和也 高１

　242 川口 雄飛 高２ 〃

　243 加藤 悠太 高２ 〃

　244 柏木 寅瑠 高１ 〃

　245 前尾 悠友 中3 コナミスポーツクラブ本店西宮

　246 相原 陽 中３ アイハラ体操クラブ

　247 鳥山 昌人 中３ 〃

　248 長岐 賢仁 中２ 〃

　249 相原 聖 中１ 〃

　250  吉田 優生 中３ 姫路アドバン体操クラブ

　251 原 奏暉 高３ 小野体操クラブ

　252 紺野 歩夢 高１ 〃

　253 阿部 健芯 中３ 〃

　254 工島 佑心 中3 清水ペガサス体操クラブ

　255 中川 耀太 中３ 山梨ジュニア体操クラブ

　256 山寺 健太 中３ 山梨ジュニア体操クラブ

　257 山口 壮介 中3 フジスポーツクラブ

　258 小林 立 中2 株式会社おかやまジュニア体操スクール
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