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60 群　馬 シコンスポーツクラブ
シコンスポーツクラブ

80 埼　玉 セインツ体操クラブ
セインツタイソウクラブ

20 青　森 くぼた体操クラブ
クボタタイソウクラブ

40 福　島 日本
ニホン

大学
ダイガク

東北
トウホク

高等
コウトウ

学校
ガッコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

59 群　馬 群馬ジュニアスポーツクラブ
グンマジュニアスポーツクラブ

79 埼　玉 GF体操クラブ
ジーエフタイソウクラブ

高工クラブ
タカコウクラブ

78 埼　玉 コナミスポーツクラブ
コナミスポーツクラブ

19 青　森 ソニアスポーツクラブ
ソニアスポーツクラブ

39 福　島 東日本
ヒガシニホン

国際
コクサイ

大学
ダイガク

附属
フゾク

昌平
ショウヘイ

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

18 青　森 アップルＪｒ．体操クラブ
アップルジュニアタイソウクラブ

38

57 群　馬

58 群　馬欠　　番

17 青　森 青森山田体操クラブ
アオモリヤマダタイソウクラブ

37 福　島 いわきラビット体操クラブ
イワキラビットタイソウクラブ

76 埼　玉 トダーズ
トダーズ

ＮＰＯ法人タケダ体操クラブ
エヌピーオーホウジンタケダタイソウクラブ

77 埼　玉 さいたまＪｒ体操クラブ
サイタマジュニアイソウクラブ

ナチュラルスポーツクラブ
ナチュラルスポーツクラブ

16 北海道 札幌
サッポロ

白石
シライシ

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ 36 山　形 アテネ体操クラブ
アテネタイソウクラブ

56 群　馬 アイハラ体操クラブ
アイハラタイソウクラブ

オリオンスポーツクラブ
オリオンスポーツクラブ

庄内
ショウナイ

55 栃　木 小野
オノ

体操
タイソウクラブ

クラブ 75 埼　玉

栃　木 あしかが体操クラブ
アシカガタイソウクラブ

74 埼　玉 大井体操クラブ
オオイタイソウクラブ

15 北海道 シュピール体操クラブ釧路
シュピールタイソウクラブクシロ

35 山　形

73 埼　玉 サトエスポーツクラブ
サトエスポーツクラブ

14 北海道 はんざわ体操クラブ
ハンザワタイソウクラブ

34 山　形 立川体操クラブ
タチカワタイソウクラブ

54

伊奈
イナ

学園
ガクエン

総合
ソウゴウ

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

13 北海道 ＡＬＬＥＳ体操クラブ
アレスタイソウクラブ

33 山　形 酒田中央体操クラブ
サカタチュウオウタイソウクラブ

53 栃　木 ドッペルクラブ
ドッペルクラブ

庄内
ショウナイソウゴウタイソウクラブ

総合体操クラブ 52 栃　木 渡良瀬
ワタラセ

体操
タイソウ

クラブ 72 埼　玉

栃　木 作新
サクシン

クラブ 71 埼　玉 ベスク体操クラブ
ベスクタイソウクラブ

12 北海道 北広島ジュニア体操クラブ
キタヒロシマジュニアタイソウクラブ

32 山　形

70 埼　玉 羽生体操クラブ
ハニュウタイソウクラブ

11 北海道 レッツスポーツクラブ
レッツスポーツクラブ

31 秋　田 能代高校体操クラブ
ノシロコウコウタイソウクラブ

51

友輪体操クラブ
ユウワタイソウクラブ

10 北海道 NPO法人オホーツクスポーツクラブ
エヌピーオーホウジンオホーツクスポーツクラブ

30 宮　城 明成
メイセイコウコウタイソウクラブ

高校体操クラブ 50 栃　木 塩谷
シオヤタイソウクラブ

体操クラブ

常盤木学園体操クラブ
トキワギガクエンタイソウクラブ

49 栃　木 オリオンスポーツクラブ
オリオンスポーツクラブ

69 埼　玉

栃　木 鹿沼ジュニア体操クラブ
カヌマジュニアタイソウクラブ

68 埼　玉 戸田市スポーツセンター
トダシスポーツセンター

9 北海道 レイズ体操クラブ
レイズタイソウクラブ

29 宮　城

67 埼　玉 聖望学園体操クラブ
セイボウガクエンタイソウクラブ

8 北海道 北
ホク

翔
ショウ

クラブ 28 宮　城 仙台ジュニア体育研究所
センダイジュニアタイイクケンキュウジョ

48

埼玉栄体操クラブ
サイタマサカエタイソウクラブ

7 北海道 ジュンスポーツクラブ
ジュンスポーツクラブ

27 宮　城 仙台スピン体操クラブ
センダイスピンタイソウクラブ

47 茨　城 滑川スポーツクラブ
ナメカワスポーツクラブ

アクア体操クラブ
アクアタイソウクラブ

46 茨　城 勝田
カツタジュニア

ジュニア体操
タイソウクラブ

クラブ 66 埼　玉

茨　城 神栖市ジュニア体操スポーツ少年団
カミスシジュニアタイソウスポーツショウネンダン

65 埼　玉 大宮東体操クラブ
オオミヤヒガシタイソウクラブ

6 北海道 蘭体操クラブ
ランタイソウクラブ

26 岩　手

64 群　馬 煌体操クラブ
キラタイソウクラブ

5 北海道 旭川エクセル体操クラブ
アサヒカワエクセルタイソウクラブ

25 岩　手 盛岡南高校体操クラブ
モリオカ

45

馬先生体操教室
マセンセイタイソウキョウシツ

4 北海道 札幌アルファ体操クラブ
サッポロアルファタイソウクラブ

24 岩　手 パレットスポーツクラブ
パレットスポーツクラブ

44 茨　城 ＮＥＯ　ＷＩＮＤＳ
ネオウインズ

盛岡
モリオカ

南
ミナミジュニア

ジュニア体操
タイソウクラブ

クラブ 43 茨　城 ときわクラブ
トキワクラブ

63 群　馬

茨　城 牛久ジュニア体操クラブ
ウシクジュニアタイソウクラブ

62 群　馬 さくらいスポーツクラブ
サクライスポーツクラブ

3 北海道 北
ホクショウダイガクスポルクラブ

翔大学スポルクラブ 23 岩　手

61 群　馬 健大クラブ
ケンダイクラブ

2 北海道 おたる体操ジュニアクラブ
オタルタイソウジュニアクラブ

22 青　森 弘前
ヒロサキ

学院
ガクイン

聖
セイ

愛
アイ

クラブ 42

1 北海道 北見ジュニア体操クラブ
キタミジュニアタイソウクラブ

21 青　森 アスリートクラブ
アスリートクラブ

41 茨　城 MTGC
エムティジーシー
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140 神奈川 エムズ体操
エムズタイソウクラブ

クラブ 160 石　川 金沢ジュニア体操クラブ
カナザワジュニアタイソウクラブ

100 千　葉 市
イチ

船
フナジュニア

ジュニア 120 神奈川 コナミスポーツクラブ海老名
コナミスポーツクラブエビナ

139 神奈川 ＴＧＣ
ティジーシー

159 富　山 パレススポーツクラブ
パレススポーツクラブ

99 千　葉 千葉工業高校体操クラブ
チバコウギョウコウコウタイソウクラブ

119 神奈川 相模体操クラブ
サガミタイソウクラブ

138 神奈川 荏田高校体操クラブ
エダコウコウタイソウクラブ

158 富　山 富山体操クラブ
トヤマタイソウクラブ

98 千　葉 フジスポーツクラブ船橋
フジスポーツクラブフナバシ

118 東　京 日工
ニッコウ

大
ダイ

駒場
コマバクラブ

クラブ

137 神奈川 東海
トウカイ

大学
ダイガク

湘南
ショウナン

体操
タイソウ

アカデミー 157 長　野 塩尻
シオジリ

志
シ

学
ガク

館
カン

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ97 千　葉 習志野ジュニア体操クラブ
ナラシノジュニアタイソウクラブ

117 東　京 駒澤
コマザワ

大学
ダイガク

高等
コウトウ

学校
ガッコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

136 神奈川 アスリー体操クラブ
アスリータイソウクラブ

156 長　野 長野東クラブ
ナガノヒガシクラブ

96 千　葉 銚子カモメクラブ
チョウシカモメクラブ

116 東　京 コナミスポーツジュニアスクール西葛西
コナミスポーツジュニアスクールニシカサイ

135 神奈川 ＦＬＩＰ体操クラブ平塚
フリップタイソウクラブヒラツカ

155 長　野 かざこし体操クラブ
カザコシタイソウクラブ

95 千　葉 昭和
ショウワ

学院
ガクイン

体操
タイソウ

クラブ 115 東　京 都立
トリツ

駒場
コマバ

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

134 神奈川 湘南
ショウナンジムナスティックス

Ｇｙｍｎａｓｔｉｃｓ 154 長　野 ジム・ネット体操教室
ジム・ネットタイソウキョウシツ

94 千　葉 ＪＧＣ
ジェージーシー

114 東　京 八王子
ハチオウジ

体操
タイソウクラブ

クラブ

133 神奈川 米田
ヨネダイサオ

功体操
タイソウクラブ

クラブ 153 長　野 ＮＰＩＣ体操クラブ
エヌピーアイシータイソウクラブ

93 千　葉 せいとく体操クラブ
セイトクタイソウクラブ

113 東　京 遊
ユウ

心
シンスポーツクラブ

スポーツクラブ

132 神奈川 法政
ホウセイ

二
ニ

高
コウ

体操
タイソウクラブ

クラブ 152 新　潟 長岡クラブ
ナガオカクラブ

92 千　葉 習志野高校体操クラブ
ナラシノコウコウタイソウクラブ

112 東　京 深川ＶＩＰ体操クラブ
フカガワヴィップタイソウクラブ

131 神奈川 徳州会体操クラブ
トクシュウタイソウクラブ

151 新　潟 長岡ジュニア体操クラブ
ナガオカジュニアタイソウクラブ

91 千　葉 船橋ジュニア体操クラブ
フナバシジュニアタイソウクラブ

111 東　京 池谷幸雄体操倶楽部
イケタニユキオタイソウクラブ

130 神奈川 藤沢翔陵高校体操クラブ
フジサワショウミササギコウコウタイソウクラブ

150 新　潟 レインボージムナスティックス大潟
レインボージムナスティックスオオガキ

90 千　葉 市立船橋高校体操クラブ
イチリツフナバシコウコウタイソウクラブ

110 東　京 三菱養和体操スクール
ミツビシヨウワタイソウスクール

129 神奈川 林体操教室
ハヤシタイソウキョウシツ

149 新　潟 加茂体操クラブ
カモタイソウクラブ

89 千　葉 フジスポーツクラブ
フジスポーツクラブ

109 東　京 セントラル目黒
セントラルメグロ

128 神奈川 ジョイスポーツクラブ相模原
ジョイスポーツクラブサガミハラ

148 新　潟 ジムナスティック新潟
ジムナスティックニイガタ

88 千　葉 佐原ジュニア体操クラブ
サワラジュニアタイソウクラブ

108 東　京 池上スポーツクラブ
イケガミスポーツクラブ

127 神奈川 慶應三田体操クラブ
ケイオウミタタイソウクラブ

147 新　潟 分水体操会
ブンスイタイソウカイ

87 千　葉 健伸スポーツクラブ
ケンシンスポーツクラブ

107 東　京 高島平体操教室
タカシマダイラタイソウキョウシツ

126 神奈川 湘南とびうお体操クラブ
ショウナントビウオタイソウクラブ

146 山　梨 美 spirit
ビスピリット

86 埼　玉 ジム・ヴィレッジ
ジム・ヴィレッジ

106 東　京 品川クラブ
シナガワクラブ

125 神奈川 Ｉｔ’ｓ体操クラブ
イッツタイソウクラブ

145 山　梨 アストリースポーツクラブ
アストリースポーツクラブ

85 埼　玉 大宮南体操クラブ
オオミヤミナミタイソウクラブ

105 東　京 大泉
オオイズミスワロー

スワロー体育
タイイククラブ

クラブ

124 神奈川 とらい体操クラブ
トライタイソウクラブ

144 山　梨 ルーデンススポーツクラブ
ルーデンススポーツクラブ

84 埼　玉 ZERO体操クラブ
ゼロタイソウクラブ

104 東　京 ＡＧスクール
エージースクール

123 神奈川 よこはまＹＳＭＣ体操クラブ
ヨコハマワイエスエムシータイソウクラブ

143 山　梨 ヤクルト甲府体操クラブ
ヤクルトコウフタイソウクラブ

83 埼　玉 ふじみ野高校体操クラブ
フジミノコウコウタイソウクラブ

103 東　京 朝日生命体操クラブ
アサヒセイメイタイソウクラブ

122 神奈川 鶴見ジュニア体操クラブ
ツルミジュニアタイソウクラブ

142 山　梨 山梨ジュニア体操クラブ
ヤマナシジュニアタイソウクラブ

82 埼　玉 行田体操クラブ
ギョウダタイソウクラブ

102 千　葉 クボキ体操クラブ
クボキタイソウクラブ

121 神奈川 SRC体操クラブ
エスアールシータイソウクラブ

141 神奈川 コナミスポーツクラブ青葉台
コナミスポーツクラブアオバダイ

81 埼　玉 フローレス体操クラブ
フローレスタイソウクラブ

101 千　葉 栗原
クリハラ

体操
タイソウクラブ

クラブ
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京　都 コロコロ体操クラブ
コロコロタイソウクラブ

240 大　阪 スカイ体操クラブ
スカイタイソウクラブ

239 大　阪 ＧＧＳクラブ
ジージーエスクラブ

180 愛　知 レジックスポーツ
レジックスポーツ

200 岐　阜 岐阜スタンツ教室
ギフスタンツキョウシツ

220

238 大　阪 トップスポーツクラブ
トップスポーツクラブ

179 愛　知 サンスポーツクラブ竜城体操
サンスポーツクラブタツキタイソウ

199 三　重 相好体操クラブ桑名教室
ソウゴウタイソウクラブ　クワナキョウシツ

219

リベラル体操クラブ
リベラルタイソウクラブ

178 愛　知 笠松
カサマツ

体操
タイソウクラブ

クラブ 198 三　重 相好体操クラブ津教室
ソウゴウタイソウクラブ　ツキョウシツ

218 京　都 洛南クラブ
ラクナンクラブ

相好体操クラブ伊賀教室
ソウゴウタイソウクラブ　イガキョウシツ

217 京　都 京都スイトピア体操クラブ
キョウトスイトピアタイソウクラブ

237 大　阪

京　都 京都ジャンピング体操クラブ
キョウトジャンピングタイソウクラブ

236 大　阪 東大阪
ヒガシオオサカ

体操
タイソウ

クラブ

177 静　岡 清流館高校体操クラブ
セイリュウカンコウコウタイソウクラブ

197 三　重

235 大　阪 大阪
オオサカ

信愛
シンアイ

クラブ

176 静　岡 ファミリアジムナスティッククラブ
ファミリアジムナスティッククラブ

196 三　重 相好体操クラブ松阪教室
ソウゴウタイソウクラブ　マツザカキョウシツ

216

マック体操クラブ
マックタイソウクラブ

175 静　岡 ＳＳＵスポーツクラブ磐田
エスエスユースポーツクラブイワタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツクラブ磐田

195 三　重 相好体操クラブ鈴鹿教室
ソウゴウタイソウクラブ　スズカキョウシツ

215 滋　賀 栗東体操クラブ
リットウタイソウクラブ

相好体操クラブ四日市教室
ソウゴウタイソウクラブ　ヨッカイチキョウシツ

214 滋　賀 K.R.M体操センター
ケイアールエムタイソウセンター

234 大　阪

滋　賀 Ｆａｎｔａｓｉａ Ｓｑｕａｒｅ 体操スクール
ファンタジア　スクエア　タイソウスクール

233 大　阪 四天王寺スポーツクラブ
シテンノウジスポーツクラブ

174 静  岡 Aucuba体操クラブ
アウクバタイソウクラブ

194 三　重

232 大　阪 太成学院体操クラブ
タイセイガクインタイソウクラブ

173 静　岡 浜松開誠館体操クラブ
ハママツカイセイカンタイソウクラブ

193 三　重 相好体操クラブ
ソウゴウタイソウクラブ

213

アクバススポーツクラブ
アクバススポーツクラブ

172 静　岡 ジュニアスポーツクラブ・フィール
ジュニアスポーツクラブ・フィール

192 三　重 久居体操クラブ
ヒサイタイソウクラブ

212 滋　賀 ガイム体操クラブ
ガイムタイソウクラブ

四日市体操クラブ
ヨッカイチタイソウクラブ

211 滋　賀 八日市ウイーズ体操クラブ
ヨウカイチウイーズタイソウクラブ

231 大　阪

滋　賀 びわこクリーンジュニア体操クラブ
ビワコクリーンジュニアタイソウクラブ

230 大　阪 箕面スポーツクラブ
ミノウスポーツクラブ

171 静　岡 清水ペガサス体操クラブ
シミズペガサスタイソウクラブ

191 三　重

229 大　阪 なんば体操クラブ
ナンバタイソウクラブ

170 静　岡 浜松城北クラブ
ハママツジョウホク北クラブ

190 愛　知 知多ドリーム体操クラブ
チタドリームタイソウクラブ

210

清風体操クラブ
セイフウタイソウクラブ

169 静　岡 ジムナスティック・フジ・オクダ
ジムナスティック・フジ・オクダ

189 愛　知 チャレンジ体操クラブ
チャレンジタイソウクラブ

209 岐　阜 ドリーム体操クラブ岐阜
ドリームタイソウクラブギフ

キッズワールド中国体操クラブ
キッズワールドチュウゴクタイソウクラブ

208 岐　阜 大垣
オオガキ

共立
キョウリツ

銀行
ギンコウオーケービー

ＯＫＢ体操
タイソウクラブ

クラブ 228 大　阪

岐  阜 岐阜東ジュニア体操クラブ
ギフヒガシジュニアタイソウクラブ

227 大　阪 大阪青山体操クラブ
オオサカアオヤマタイソウクラブ

168 静　岡 水鳥
ミズトリ

体操
タイソウ

館
カン

188 愛　知

226 大　阪 大阪体操クラブ
オオサカタイソウクラブ

167 福　井 鯖江体操スクール
サバエタイソウスクール

187 愛　知 レジックスポーツ楠
レジックスポーツクスノキ

207

ＫＳＣタナベスポーツアカデミー
ケーエスシータナベスポーツアカデミー

166 福　井 越前体操クラブ
エチゼンタイソウクラブ

186 愛　知 NPO法人アニマル体操クラブ
エヌピーオーホウジンアニマルタイソウクラブ

206 岐　阜 郡上八幡体操クラブ
グジョウハチマンタイソウクラブ

石田体操クラブ
イシダタイソウクラブ

205 岐　阜 SEINO．GYM
セイノー　ジム

225 京　都

岐　阜 ゼウス体操クラブ
ゼウスタイソウクラブ

224 京　都 ディナモ北近畿体操クラブ
ディナモキタキンキタイソウクラブ

165 石　川 中
ナカ

能登
ノトジュニア

ジュニア体操
タイソウクラブ

クラブ 185 愛　知

164 石　川 NPO法人
エヌピーオーホウジン

　ココナ体操
ココナタイソウ・トランポリンクラブ

・トランポリンクラブ 184 欠　　番 204

203 岐　阜 中津川体操クラブ
ナカツガワタイソウクラブ

223 京　都 Ｓｔ．Ａｇｎｅｓ
セントアグネス

163 石　川 加賀市
カガシタイソウキョウシツ

体操教室 183 愛　知 名城大学附属高校体操クラブ
メイジョウダイガクフゾクコウコウタイソウクラブ

202 岐　阜 中商スワンクラブ
チュウショウスワンクラブ

222 京　都 長岡体操クラブ
ナガオカタイソウクラブ

162 石　川 鳥越
トリゴエジュニア

ジュニア体操
タイソウ

教室
キョウシツ

182 愛　知 中京ジムナスティッククラブ
チュウキョウジムナスティッククラブ

201 岐　阜 多治見ジュニア体操クラブ
タジミジュニアタイソウクラブ

221 京　都 ファイブＭ
ファイブエム

161 石　川 Ｋ’Ｓ体操クラブ
ケーズタイソウクラブ

181 愛　知 ならわ体操クラブ
ナラワタイソウクラブ

欠　　番
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300 香　川 Ｆａｎ体操クラブ
ファンタイソウクラブ

260 兵　庫 市立尼崎高校体操クラブ
イチリツアマガサキコウコウタイソウクラブ

280

319 佐　賀 佐賀
サガ

体操
タイソウクラブ

クラブ

320 長　崎 ドリーム体操クラブ
ドリームタイソウクラブ

ジョイナススポーツクラブ
ジョイナススポーツクラブ

299 香　川 高松
タカマツ

中央
チュウオウ

高等
コウトウ

学校
ガッコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

岡　山 加茂体操スポーツ少年団
カモタイソウスポーツショウネンダン

香　川 藤井体操クラブ
フジイタイソウクラブ

318 佐　賀 鳥栖高クラブ
トスコウクラブ

259 兵　庫 神戸ジュニア体操クラブ
コウベジュニアタイソウクラブ

279 島　根

317 佐　賀 鳥栖体操クラブ
トスタイソウクラブ

258 兵　庫 姫商ジュニア体操クラブ
ヒメショウジュニアタイソウクラブ

278 島　根 浜田体操クラブ
ハマダタイソウクラブ

298

自由ケ丘
ジュウガオカ

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

257 兵　庫 須磨ジュニア体操クラブ
スマジュニアタイソウクラブ

277 和歌山 和歌山
ワカヤマ

北
キタ

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ 297 山　口 山口体操クラブ
ヤマグチタイソウクラブ

田辺ジュニア体操クラブ
タナベジュニアタイソウクラブ

296 山　口 ＦＧＣ体操クラブ
エフジーシータイソウクラブ

316 福　岡

広　島 Golden　Kids
ゴールデン　キッズ

315 福　岡 WISH体操クラブ
ウィッシュダイソウクラブ

256 兵　庫 コナミスポーツクラブ本店西宮
コナミスポーツクラブホンテンニシミヤ

276 和歌山

314 福　岡 久留米ラビット体操クラブ
クルメラビットタイソウクラブ

255 兵　庫 武庫川
ムコガワ

体操
タイソウクラブ

クラブ 275 和歌山 和歌山ジュニア体操クラブ
ワカヤマジュニアタイソウクラブ

295

髙山体操クラブ
タカヤマタイソウクラブ

254 兵　庫 夙川学院体操クラブ
シュクガワガクインタイソウクラブ

274 和歌山 和歌山オレンジ体操クラブ
ワカヤマオレンジタイソウクラブ

294 広　島 千代田GYM＆SPORTS
チヨダジムアンドスポーツ

ガンバ体操クラブ
ガンバタイソウクラブ

293 広　島 青竜体操クラブ
セイリョウタイソウクラブ

313 福　岡

広　島 成美ジムクラブ
ナルミジムクラブ

312 福　岡 リバティ体操クラブ
リバティタイソウクラブ

253 兵　庫 ＫＧＣ体操クラブ
ケージーシータイソウクラブ

273 奈　良

311 福　岡 北九州Ｊｒ．体操クラブ
キタキュウシュウＪｒ．タイソウクラブ

252 兵　庫 尼崎
アマガサキタイソウクラブ

体操クラブ 272 奈　良 なら体操クラブ
ナラタイソウクラブ

292

グリーンカレッジ体操教室
グリーンカレッジタイソウキョウシツ

251 大　阪 咲
サクヤコノハナ

くやこの花体操
タイソウクラブ

クラブ 271 兵  庫 ハート体操クラブ
ハートタイソウクラブ

291 広　島 アールスポーツクラブ
アールスポーツクラブ

マックスポーツ加古川
マックスポーツカコガワ

290 広　島 マーブルひろしま体操クラブ
マーブルヒロシマタイソウクラブ

310 福　岡

広　島 ygcFUKUYAMAスポーツセンター
ワイジーシーフクヤマスポーツセンター

309 高　知 南国ジュニア体操クラブ
ナンゴクジュニアタイソウクラブ

250 大　阪 樟蔭体操クラブ
ショウインタイソウクラブ

270 兵  庫

308 愛　媛 FLY体操クラブ
フライタイソウクラブ

249 大　阪 ヴォラーレ体操クラブ
ヴォラーレタイソウクラブ

269 兵  庫 エル・ポート体操クラブ
エル・ポートタイソウクラブ

289

済美高校体操クラブ
サイビコウコウタイソウクラブ

248 大　阪 茨木スポーツクラブ
イバラキスポーツクラブ

268 兵  庫 伊丹市立伊丹高等学校ジュニア体操クラブ
イタミシリツイタミコウトウガッコウジュニアタイソウクラブ 288 広　島 広島祟徳体操クラブ

ヒロシマソウトクタイソウクラブ

明石体操教室
アカシタイソウキョウシツ

287 広　島 ジャンピング体操クラブ
ジャンピングタイソウクラブ

307 愛　媛

岡　山 コナミスポーツクラブ岡山
コナミスポーツクラブオカヤマ

306 愛　媛 新田クラブ
ニッタクラブ

247 大　阪 みずふね体操クラブ
ミズフネ　　　　　　　タイソウクラブ

267 兵　庫

305 愛　媛 スポーツクラブアピア
スポーツクラブアピア

246 大　阪 羽衣
ハゴロモユース

ユース体操
ユースタイソウ

クラブ 266 兵　庫 Ａｉｒｂｏｒｎ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｃｌｕｂ
エアボーン　スポーツ　クラブ

286

牟岐
ムギ

体操
タイソウクラブ

クラブ

245 大　阪 シロマスポーツクラブ
シロマスポーツクラブ

265 兵　庫 ジャンプ体操クラブ
ジャンプタイソウクラブ

285 岡　山 福田体操クラブ
フクダタイソウクラブ

姫路アドバン体操クラブ
ヒメジアドバンタイソウクラブ

284 岡　山 なでしこj
ナデシコジュニア

ｒ体操
タイソウクラブ

クラブ 304 徳　島

岡　山 おかやまジュニア体操スクール
オカヤマジュニアタイソウスクール

303 徳　島 鳴門体操クラブ
ナルトタイソウクラブ

244 大　阪 スペック体育クラブ
スペックタイイククラブ

264 兵　庫

302 徳　島 ＬＩＦＥ体操クラブ
ライフタイソウクラブ

243 大　阪 羽衣
ハゴロモ

体操
タイソウクラブ

クラブ 263 兵　庫 スペース姫路体操クラブ
スペースヒメジタイソウクラブ

283

徳島体操クラブ
トクシマタイソウクラブ

242 大　阪 玉川
タマガワ

体操
タイソウクラブ

クラブ 262 兵　庫 レックス体操クラブ
レックスタイソウクラブ

282 岡　山 関西
カンゼイ

報徳学園
ホウトクガクエン

281 岡　山 山陽
サンヨウクラブ

クラブ 301 徳　島241 大　阪 トミオカ体操クラブ
トミオカタイソウクラブ

261 兵　庫
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宮　崎 延岡
ノベオカサクラ

さくら体操
タイソウ

教室
キョウシツ

327 宮　崎

東日本　　１５８クラブ（１～１５９）　　　　　38は欠番

西日本　　１７２クラブ（１６０～３３２）　 　184/219は欠番

　　　　　計　３２９クラブ

329 宮　崎 酒井
サカイ

体操
タイソウクラブ

クラブ

328

宮崎ジムナスティックスクラブ
ミヤザキジムナスティックスクラブ

326 大　分

330 鹿児島 れいめいクラブ
レイメイクラブ

332 鹿児島 Ｒａｍｏｎａ体操クラブ
ラモナタイソウクラブ

331 鹿児島 出水
イズミ

体操
タイソウ

クラブ

大分クラブ
オオイタクラブ

325 熊　本 有明体操クラブ
アリアケタイソウクラブ

324 長　崎 ヒラキダ体操クラブ
ヒラキダタイソウクラブ

323 長　崎 鎮西
チンゼイ

学院
ガクイン

高校
コウコウ

体操
タイソウクラブ

クラブ

322 長　崎 創成
ソウセイ

館
カンクラブ

クラブ

321 長　崎 スポーツクラブ内村
スポーツクラブウチムラ
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