
会場設営 ／ 設営後はフリー練習とします（設営協力チームのみ） 8:30 ～ 20:00

受付 9:00 ～ 9:50

審判会議 9:30 ～ 10:00

監督・リーダー会議 10:00 ～ 10:30

手具点検（４種目） 10:00 ～ 11:00

サブ会場（個人前半フリー練習） 9:00 ～ 16:40

本会場練習（スティック）：試技順№１～№１４ 11:00 ～ 11:15

本会場練習（スティック）：試技順№１５～№２８ 11:15 ～ 11:30

本会場練習（リング）：試技順№１～№１３ 11:30 ～ 11:45

本会場練習（リング）：試技順№１４～№２７ 11:45 ～ 12:00

開会式 12:10 ～ 12:30

個人競技（スティック） 12:30 ～ 14:30

個人競技（リング） 14:45 ～ 16:45

サブ会場フリー練習（個人競技・キッズ出場者） 17:00 ～ 18:30

本会場フリー練習（団体競技出場者） 16:40 ～ 18:30

開館 9:00

サブ会場（キッズ選手権フリー練習） 9:10 ～ 12:45

本会場練習（キッズ選手権）：１部・試技順№１～№５、２部・№１～№５ 9:30 ～ 9:15

本会場練習（キッズ選手権）：１部・試技順№６～№10、２部・№６～№１０ 9:15 ～ 9:30

本会場練習（キッズ選手権）：１部・試技順№１１～№１５、中学生・№１～№５ 9:30 ～ 9:45

本会場練習（キッズ選手権）：１部・試技順№２１～№２４、中学生・№６～№１０ 9:45 ～ 10:00

本会場練習（キッズ選手権）：１部・試技順№１６～№２４、中学生・№１１ 10:00 ～ 10:15

本会場練習（キッズ選手権）：１部・試技順№２５～№３６ 10:15 ～ 10:33

キッズ選手権（徒手） 10:35 ～ 12:50

サブ会場（個人後半フリー練習） 12:45 ～ 18:40

本会場練習（ロープ）：試技順№１～№１５ 13:00 ～ 13:15

本会場練習（ロープ）：試技順№１６～№２９ 13:15 ～ 13:30

本会場練習（クラブ）：試技順№１～№１５ 13:30 ～ 13:45

本会場練習（クラブ）：試技順№１５～№２９ 13:45 ～ 14:00

キッズ選手権表彰式（個人練習中） 13:30 ～ 14:00

個人競技（ロープ） 14:10 ～ 16:30

個人競技（クラブ） 16:45 ～ 18:45

サブ会場フリー練習（団体競技出場者） 18:40 ～ 19:30

本会場フリー練習（団体競技出場者） 18:50 ～ 19:30

開館 8:45

サブ会場（団体競技フリー練習） 8:50 ～ 14:40

本会場練習（ジュニア団体）：試技順№１～№９ 9:30 ～ 11:00

団体競技（ジュニアの部） 11:05 ～ 11:50

本会場練習（ユース・シニア・社会人）：試技順№１０～№２０ 11:55 ～ 13:45

団体競技（ユース・シニア・社会人の部） 13:50 ～ 14:45

表彰式・閉会式 15:00 ～ 15:30

開場撤去 15:30 ～

競技日程

※個人の本会場練習は音響の調整及び確認を目的として、音楽再生は一人３０秒程度としてください。

※会場設営（セッティング）にご協力いただけたチームは当日のフリー練習が可能です。ご協力お願いします。

９月１４日（木）

９月１５日（金）

９月１６日（土）

９月１７日（日）



キッズ選手権 １６日

審判長： 前田　節夫

キッズ選手権 主審･１審 ２　審 ３　審 ４　審

１　部 安福　康夫 室谷　悟史 森澤　　翔 大舌　俊平

２　部 山田　小太郎 菊地　伸宏 大江　　豪 小川　　悟

補　審 大橋　　悟

計時審 川西　雅人 大竹　　淳

線　審 永易　健太 安原　季宏

クラブ対抗選手権 １５日

クラブ対抗選手権 シニアの部 主審･１審 ２　審 ３　審 ４　審

ジュニアの部 構　成 安福　康夫 室谷　悟史 大舌　俊平 大竹　　淳

ユースの部 実　施 山田　小太郎 菊地　伸宏 大江　　豪 永易　健太

社会人個人総合選手権 補　審 中田　吉光

計時審 中田　吉光

線　審 安原　季宏 大橋　　悟

クラブ対抗選手権 １６日

クラブ対抗選手権 シニアの部 主審･１審 ２　審 ３　審 ４　審

ジュニアの部 構　成 安福　康夫 室谷　悟史 大舌　俊平 大竹　　淳

ユースの部 実　施 山田　小太郎 菊地　伸宏 大江　　豪 永易　健太

社会人個人総合選手権 補　審 大橋　　悟

計時審 森澤　　翔 川西　雅人

線　審 安原　季宏 小川　　悟

クラブ団体選手権 １７日

クラブ団体選手権 シニアの部 主審･１審 ２　審 ３　審 ４　審

ジュニアの部 構　成 安福　康夫 室谷　悟史 森澤　　翔 大竹　　淳

ユースの部 実　施 菊地　伸宏 永易　健太 安原　季宏 川西　雅人

社会人団体選手権 補　審 中田　吉光

計時審 山田　小太郎 大橋　　悟

線　審 大舌　俊平 大江　　豪

第2回全日本男子新体操クラブ選手権大会

第25回全日本社会人男子新体操選手権大会

※中学生徒手は、２部審判団が採点します。（１部ルール）

審判構成（案）



順 スティック 所属名 出場部門

1 岩田　隼 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ジュニア

2 杉野　圭汰 Ｌｅｏ ＲＧ ジュニア

3 堀部　継陽 南甲子園体操クラブ ジュニア

4 大野　哲平 Ｌｅｏ ＲＧ ユース

5 國吉　悠希 ＳＨＯＹＯ　ＲＧ ユース

6 松永　健人 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ユース

7 奥村　等士 甲府ＲＧ シニア

8 中嶋　康太郎 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ シニア

9 武市　俊太朗 清風ＲＧ シニア

10 満仲　進哉 Ｌｅｏ ＲＧ シニア

11 伊東　研 Ｍａｐｌｅ Ｋ シニア

12 石川　裕平 国士館ジュニアＲＧ シニア

13 河野　純信 ＫＯＫＵＳＨＩＫＡＮ　ＲＧ シニア

14 山本　悠平 国士館 シニア

15 野渕　昴 キートス新体操クラブ 社

16 伊東　駿 仙台大ＲＧ 社

17 齋藤　良輔 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社・シニア

18 丸茂　拓矢 甲府ＲＧ 社

19 川西　伸也 坂出ジュニア新体操クラブ 社

20 福士　祐介 Ｒ．Ｇひろさきジュニア 社

21 臼井　優華 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社

22 佐藤　史弥 仙台大ＲＧ 社

23 福永　俵太 キートス新体操クラブ 社

24 齋藤　嵩 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ 社

25 山本　剛人 北海道新体操クラブ 社

26 加藤　智郁 あ～るじぃ 社

27 林　雅己 半田スポーツクラブ 社

28 高倉　颯 あ～るじぃ 社

スティック試技順



順 リング 所属名 出場部門

1 山本　響士朗 Ｌｅｏ ＲＧ ジュニア

2 石渡　英琉 南甲子園体操クラブ ジュニア

3 長瀬　羚 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ジュニア

4 河上　黎太郎 Ｌｅｏ ＲＧ ユース

5 宇野　怜 ＳＨＯＹＯ　ＲＧ ユース

6 織田　一明 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ユース

7 上條　隼 甲府ＲＧ シニア

8 児島　健之助 清風ＲＧ シニア

9 堀　孝輔 Ｌｅｏ ＲＧ シニア

10 河野　主尚 Ｍａｐｌｅ Ｋ シニア

11 浅尾　素成 国士館ジュニアＲＧ シニア

12 吉村　龍二 ＫＯＫＵＳＨＩＫＡＮ　ＲＧ シニア

13 川東　拓斗 国士館 シニア

14 川西　伸也 坂出ジュニア新体操クラブ 社

15 福士　祐介 Ｒ．Ｇひろさきジュニア 社

16 臼井　優華 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社・シニア

17 佐藤　史弥 仙台大ＲＧ 社

18 福永　俵太 キートス新体操クラブ 社

19 齋藤　嵩 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ 社・シニア

20 山本　剛人 北海道新体操クラブ 社

21 加藤　智郁 あ～るじぃ 社

22 林　雅己 半田スポーツクラブ 社

23 高倉　颯 あ～るじぃ 社

24 野渕　昴 キートス新体操クラブ 社

25 伊東　駿 仙台大ＲＧ 社

26 齋藤　良輔 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社

27 丸茂　拓矢 甲府ＲＧ 社

リング試技順



順 ロープ 所属名 出場部門

1 大勝　雄介 Ｌｅｏ ＲＧ ジュニア

2 坂入　大輝 南甲子園体操クラブ ジュニア

3 桑原　碧都 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ジュニア

4 大野　哲平 Ｌｅｏ ＲＧ ユース

5 國吉　悠希 ＳＨＯＹＯ　ＲＧ ユース

6 安藤　未藍 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ユース

7 伊東　研 Ｍａｐｌｅ Ｋ シニア

8 水戸　舜也 国士館ジュニアＲＧ シニア

9 増田　大海 ＫＯＫＵＳＨＩＫＡＮ　ＲＧ シニア

10 福永　将司 国士館 シニア

11 五十川　航汰 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ シニア

12 上條　隼 甲府ＲＧ シニア

13 鈴木　駿平 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ シニア

14 出海　翔平 清風ＲＧ シニア

15 堀　孝輔 Ｌｅｏ ＲＧ シニア

16 福永　俵太 キートス新体操クラブ 社

17 齋藤　嵩 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ 社

18 山本　剛人 北海道新体操クラブ 社

19 加藤　智郁 あ～るじぃ 社

20 林　雅己 半田スポーツクラブ 社

21 高倉　颯 あ～るじぃ 社

22 野渕　昴 キートス新体操クラブ 社

23 伊東　駿 仙台大ＲＧ 社

24 齋藤　良輔 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社

25 丸茂　拓矢 甲府ＲＧ 社

26 川西　伸也 坂出ジュニア新体操クラブ 社

27 福士　祐介 Ｒ．Ｇひろさきジュニア 社

28 臼井　優華 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社

29 佐藤　史弥 仙台大ＲＧ 社

ロープ試技順



順 クラブ 所属名 出場部門

1 岩崎　あさひ 南甲子園体操クラブ ジュニア

2 村地　廉人 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ジュニア

3 関戸　銀児 Ｌｅｏ ＲＧ ジュニア

4 河上　黎太郎 Ｌｅｏ ＲＧ ユース

5 清水　優志 ＳＨＯＹＯ　ＲＧ ユース

6 岩田　楓 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ユース

7 吉村　翔太 国士館 シニア

8 伊藤　駿 甲府ＲＧ シニア

9 田邉　浩仁 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ シニア

10 高雄　陽仁 清風ＲＧ シニア

11 満仲　進哉 Ｌｅｏ ＲＧ シニア

12 河野　主尚 Ｍａｐｌｅ Ｋ シニア

13 今尾　和里 国士館ジュニアＲＧ シニア

14 一戸　佑真 ＫＯＫＵＳＨＩＫＡＮ　ＲＧ シニア

15 吉岡　幸祐 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ シニア

16 林　雅己 半田スポーツクラブ 社

17 高倉　颯 あ～るじぃ 社

18 野渕　昴 キートス新体操クラブ 社

19 伊東　駿 仙台大ＲＧ 社

20 齋藤　良輔 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社

21 丸茂　拓矢 甲府ＲＧ 社

22 川西　伸也 坂出ジュニア新体操クラブ 社

23 福士　祐介 Ｒ．Ｇひろさきジュニア 社

24 臼井　優華 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ 社

25 佐藤　史弥 仙台大ＲＧ 社

26 福永　俵太 キートス新体操クラブ 社

27 齋藤　嵩 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ 社

28 山本　剛人 北海道新体操クラブ 社

29 加藤　智郁 あ～るじぃ 社

クラブ試技順



順 所属名 出場部門 キッズ
1 島田ジュニア １部  孕石　壱
2 坂出ジュニア新体操クラブ １部 佐伯　滉太
3 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 吉岡　維吹
4 島田ジュニア １部 櫻井　翔太
5 Ｍａｐｌｅ Ｋ １部  伴　日和
6 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 青木　涼多朗
7 国士館ジュニアＲＧ １部 神山　貴臣
8 島田ジュニア １部 八木　琉太
9 南甲子園体操クラブ １部 堀部　継陽

10 Ｍａｐｌｅ Ｋ １部 佐藤　翔太郎
11 Ｍａｐｌｅ Ｋ １部 脊戸田　瑛斗
12 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 柳瀬　優大
13 島田ジュニア １部 飯塚　眞士
14 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 山田　拳伸
15 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ １部 渡邉　誠也
16 南甲子園体操クラブ １部 石渡　未来
17 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 高田　翔太
18 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ １部 橋本　康生
19 国士館ジュニアＲＧ １部 高山　蓮音
20 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 長瀬　羚
21 国士館ジュニアＲＧ １部 長谷川　和希
22 島田ジュニア １部 小泉　雄大
23 Ｍａｐｌｅ Ｋ １部 魚住　朗
24 国士館ジュニアＲＧ １部 村山　涼
25 Ｍａｐｌｅ Ｋ １部 脊戸田　華士
26 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 岩田　一輝
27 Ｌｅｏ ＲＧ １部 関戸　銀児
28 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 丸山　一休
29 Ｍａｐｌｅ Ｋ １部 西野　元翔
30 国士館ジュニアＲＧ １部 矢島　優聖
31 坂出ジュニア新体操クラブ １部 林　流至
32 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 高橋　定暉
33 Ｍａｐｌｅ Ｋ １部 村山　颯
34 島田ジュニア １部 飯田　大惺
35 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ １部 三輪　脩登
36 半田スポーツクラブ １部 田中　千紗仁
1 Ｌｅｏ ＲＧ ２部 野呂　英士
2 稲取ジュニア新体操クラブ ２部 内山　日夏詩
3 Ｌｅｏ ＲＧ ２部 立木　拓登
4 坂出ジュニア新体操クラブ ２部 荻野　煌我
5 Ｌｅｏ ＲＧ ２部 立木　大登
6 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ ２部 堀　颯太
7 Ｌｅｏ ＲＧ ２部 佐川　玄太
8 稲取ジュニア新体操クラブ ２部 上嶋　悠大
9 Ｌｅｏ ＲＧ ２部 村田　駿

10 智頭ジュニアＲＧクラブ ２部 奥村　悠
1 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 中学生の部 松倉　凪冴
2 Ｍａｐｌｅ Ｋ 中学生の部 石井　悠稀
3 南甲子園体操クラブ 中学生の部 坂入　大輝
4 智頭ジュニアＲＧクラブ 中学生の部 池本　悟
5 南甲子園体操クラブ 中学生の部 岩崎　あさひ
6 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 中学生の部 小林　凛太朗
7 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 中学生の部 堀　博太
8 国士館ジュニアＲＧ 中学生の部 森谷　祐夢
9 南甲子園体操クラブ 中学生の部 石渡　英琉

10 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 中学生の部 松倉　伊吹
11 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 中学生の部 土山　真叶

徒手試技順



順 所属名 出場部門 選手８名以内

1 丹後ジュニア新体操クラブ ジュニアの部 山副　太智, 篠村　亮介, 小佐　大樹, 上田　琢登, 森　千隼, 浅井　康貴, 大垣　伶, 谷口　央弥

2 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ジュニアの部 岩田　隼, 桑原　碧都, 山田　拳伸, 小澤　飛翔, 青木　涼多朗, 長瀬　羚

3 半田スポーツクラブ ジュニアの部 伊藤　光翼, 伊藤　樹, 梶浦　章史, 榊原　義人, 政本　新之助, 前山　尚希, 柘植　智友, 藤本　智

4 ＲＥＸ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ ジュニアの部 橋本　康生, 小林　凛太朗, 松倉　伊吹, 松倉　凪冴, 渡邉　誠也, 土山　真叶, 堀　博太

5 Ｌｅｏ ＲＧ ジュニアの部 加田　航大, 関戸　銀児, 山本　響士朗, 杉野　圭汰, 大勝　雄介, 立木　拓登

6 国士館ジュニアＲＧ ジュニアの部 高山　蓮音, 森谷　祐夢, 神山　貴臣, 村山　涼, 長谷川　和希, 矢島　優聖

7 南甲子園体操クラブ ジュニアの部 岩崎　あさひ, 坂入　大輝, 石渡　英琉, 石渡　未来, 堀部　継陽

8 坂出ジュニア新体操クラブ ジュニアの部 下川　大翔, 宮武　秀旭, 金子　真怜, 今池　大貴, 前川　大貴, 中野　幸太郎, 林　流至

9 井原ジュニア新体操クラブ ジュニアの部 井上　正也, 吉水　誠志郎, 小寺　真輝, 中新　輝, 猪原　輝翔, 猪原　颯良, 田中　大喜, 舩橋　浩平

10 半田スポーツクラブ ユースの部 梶浦　正嗣, 梶浦　隆純, 兼子　耀太, 坂本　龍吾, 菅　響稀, 中島　湧也, 田中　眞奈仁, 友川　雅稀

11 大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ユースの部 安藤　未藍, 岩田　楓, 後藤　大輝, 松永　健人, 織田　一明, 村地　廉人

12 ＫＯＫＵＳＨＩＫＡＮ　ＲＧ シニアの部 河野　純信, 吉村　龍二, 高内　宏三, 佐藤　守弘, 三好　静槻, 村上　惠右, 馬越　太幾, 髙橋　稜

13 国士館 シニアの部 稲岡　逸生, 吉村　翔太, 宮澤　一成, 山口　聖士郎, 山本　悠平, 西江　琢臣, 川東　拓斗, 福永　将司

14 国士館ジュニアＲＧ シニアの部 今尾　和里, 松下　竜平, 水戸　舜也, 石川　裕平, 浅尾　素成, 池谷　海都, 東郷　元樹, 藤井　貴也

15 甲府ＲＧ 社会人の部 奥村　等士, 丸茂　拓矢, 上條　隼, 村松　優太, 内田　諒, 内藤　優雅

16 清風ＲＧ 社会人の部 高雄　陽仁, 佐藤　宏明, 細川　鉄馬, 寺下　達規, 小笠原　豪則, 平　怜馬

17 Ｒｅ:ｍｅｍｂｅｒ 社会人の部 宇多村　竜彦, 宮川　健太郎, 西山　拓海, 田邉　浩仁, 鈴木　駿平, 齋藤　嵩

18 盛岡滝南ＲＧ with ひろこ 社会人の部 菊地　俊洋, 国正　瑞輝, 三上　健太, 小山内　康朝, 小渡　敏貴, 中村　祥輝, 藤原　大貴, 野呂　和希

19 北海道新体操クラブ 社会人の部 岸田　直隼, 高橋　伸児, 佐々木　良憲, 庄司　大輝, 水本　賢, 石橋　壮幸

20 三桜電気工業株式会社・小林秀峰高校ＯＢ 社会人の部 岩下　涼志, 上畠　太志郎, 青屋　一馬, 青屋　爵, 日高　祐樹, 北ノ薗　峻二

※選手順不動

団体試技順



所属名 出場部門 スティック リング ロープ クラブ エントリー名簿

Ｌｅｏ ＲＧ ジュニアの部 杉野　圭汰 山本　響士朗 大勝　雄介 関戸　銀児 加田　航大, 関戸　銀児, 山本　響士朗, 杉野　圭汰, 大勝　雄介, 立木　拓登

南甲子園体操クラブ ジュニアの部 堀部　継陽 石渡　英琉 坂入　大輝 岩崎　あさひ 岩崎　あさひ, 坂入　大輝, 石渡　英琉, 石渡　未来, 堀部　継陽

大垣共立銀行ＯＫＢ体操クラブ ユースの部 松永　健人 織田　一明 安藤　未藍 岩田　楓 安藤　未藍, 岩田　楓, 後藤　大輝, 松永　健人, 織田　一明, 村地　廉人

国士館ジュニアＲＧ シニアの部 石川　裕平 浅尾　素成 水戸　舜也 今尾　和里 今尾　和里, 松下　竜平, 水戸　舜也, 石川　裕平, 浅尾　素成, 池谷　海都, 東郷　元樹, 藤井　貴也

国士館 シニアの部 山本　悠平 川東　拓斗 福永　将司 吉村　翔太 稲岡　逸生, 吉村　翔太, 宮澤　一成, 山口　聖士郎, 山本　悠平, 西江　琢臣, 川東　拓斗, 福永　将司

※選手順不動

総合選手権エントリーチーム


