
区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属 区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属
1  吉岡　由裕  よしおか　もとひろ 中２  ヨゴ体操教室 301  及川　衆主  おいかわ　ひろかず 小５  中京ジムナスティッククラブ
2  伊藤　颯良  いとう　そら 中３  ヨゴ体操教室 302  早瀬　琉雅  はやせ　るか 小４  中京ジムナスティッククラブ
3  鳥井　一志  とりい　ひとし 中３  ヨゴ体操教室 303  馬場　大河  ばば　たいが 小３  中京ジムナスティッククラブ
4  松井　秀悟  まつい　しゅうご 中３  ヨゴ体操教室 304  和出　勇介  わで　ゆうすけ 小５  サンスポーツクラブ竜城体操
5  石原　和樹  いしはら　かずき 中３  ヨゴ体操教室 305  溝田　稜樹  みぞた　りょうき 小５  サンスポーツクラブ竜城体操
6  百合草　建紀  ゆりくさ　たてき 中１  ならわ体操クラブ 306  石塚　結士  いしづか　ゆいと 小４  東海ウイング体操クラブ
7  森部　哲海  もりべ　せかい 中１  ならわ体操クラブ 307  山野内　聡  やまのうち　さとる 小６  ヨゴ体操教室
8  相羽　拓郎  あいば　たくろう 中３  キッズワールド中国体操クラブ 308  新井　千空  あらい　ちから 小５  ヨゴ体操教室
9  山田　航暉  やまだ　こうき 中３  キッズワールド中国体操クラブ 309  百本　湊  ひゃくもと　みなと 小４  チャレンジ体操クラブ
10  成瀬　遊  なるせ　ゆゆ 中３  レジックスポーツ 310  高橋　誠大  たかはし　せいた 小３  チャレンジ体操クラブ
11  山本　翔大  やまもと　しょうだい 中３  レジックスポーツ 311  林　健太郎  はやし　けんたろう 小５  石田体操クラブ
12  渡部　晃斗  わたなべ　あきと 中３  レジックスポーツ 312  高田　羽琉  たかだ　はる 小５  レジックスポーツ
13  垣内　皓成  かいと　こうせい 中１  レジックスポーツ 313  髙田　翔我  たかだ　とわ 小４  レジックスポーツ
14  永脇　晃虎  ながわき　あきとら 中３  ならわ体操クラブ 314  塚本　啓心  つかもと　けいしん 小４  レジックスポーツ
15  青木　龍斗  あおき　りゅうと 中３  ならわ体操クラブ 315  吉岡　朔太郎  よしおか　さくたろう 小４  レジックスポーツ
16  田中　雄大  たなか　ゆうた 中３  ならわ体操クラブ 316  大友　晴渡  おおとも　はると 小３  レジックスポーツ
17  扇山　剛  おおぎやま　つよし 中２  ならわ体操クラブ 317  井上　朝陽  いのうえ　あさひ 小６  笠松体操クラブ
18  山村　凪人  やまむら　なぎと 中１  笠松体操クラブ 318  安藤　永騎  あんどう　とき 小５  笠松体操クラブ
19  鈴木　玲偉  すずき　れい 中１  笠松体操クラブ 319  小金井　琉生  こがねい　りゅうき 小４  笠松体操クラブ
20  鈴木　琉偉  すずき　るい 中１  笠松体操クラブ 320  加藤　友朗  かとう　ともあき 小５  笠松体操クラブ
21  石原　粒惺  いしはら　りゅうせい 中２  笠松体操クラブ 321  羽田　晄  はだ　あきら 小３  キッズワールド中国体操クラブ
22  小林　愛叶  こばやし　まなと 中３  中京ジムナスティッククラブ 322  舩橋　珀  ふなはし　はく 小６  レジックスポーツ
23  坂口　郁平  さかぐち　いっぺい 中３  中京ジムナスティッククラブ 323  中村　知寛  なかむら　ちひろ 小６  レジックスポーツ
24  中村　貫太  なかむら　かんた 中１  中京ジムナスティッククラブ 324  堀江　亮輔  ほりえ　りょうすけ 小６  レジックスポーツ
25  百本　響  ひゃくもと　きょう 中２  チャレンジ体操クラブ 325  秋田　嘉風  あきた　よしかぜ 小５  レジックスポーツ

326  伊藤　大空  いとう　だいすけ 小５  レジックスポーツ
区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属

201  村中　綺月 むらなか　きづき 中２  知多ドリーム体操クラブ
202  角谷　和馬  すみや　かずま 中１  知多ドリーム体操クラブ
203  辻村　拓磨  つじむら　たくま 中３  キッズワールド中国体操クラブ
204  中島　孔明  なかしま　こうめい 中３  キッズワールド中国体操クラブ
205  平子　翔奈大  ひらこ　かなた 小６  キッズワールド中国体操クラブ
206  万波　優太  まんなみ　ゆうた 小５  キッズワールド中国体操クラブ
207  安藤　太一  あんどう　たいち 中３  石田体操クラブ
208  野村　将吾  のむら　しょうご 中１  サンスポーツクラブ竜城体操
209  下和田　巧  しもわだ　たくみ 中１  レジックスポーツ
210  大角　敬志  おおすみ　けいし 中２  チャレンジ体操クラブ
211  大﨑　一航  おおさき　いっこう 中１  笠松体操クラブ
101  岡田　榮心  おかだ　えいしん 小６  ならわ体操クラブ
102  角皆　友晴  つのがい　ともはる 小５  ならわ体操クラブ
103  片山　空秋  かたやま　あしゅう 小５  ならわ体操クラブ
104  高橋　諒圭  たかはし　りょうけい 小４  ならわ体操クラブ
105  平本　怜  ひらもと　れん 小５  中京ジムナスティッククラブ ２０１７．５．１３
106  坪井　勇樹  つぼい　ゆうき 小５  中京ジムナスティッククラブ 愛知体操協会
107  土屋　眞人  つちや　まなと 小５  笠松体操クラブ
108  石原　銀河  いしはら　ぎんが 小５  笠松体操クラブ
109  馬場　慧朗  ばば　けいろう 小６  笠松体操クラブ
110  藤木　大智  ふじき　たいち 小６  レジックスポーツ
111  中村　銀汰  なかむら　ぎんた 小６  レジックスポーツ
112  山下　蒼斗  やました　あおと 小６  レジックスポーツ
113  馬場　崇士  ばば　しゅうと 小５  中京ジムナスティッククラブ
114  山本　拓蔵  やまもと　たくら 小６  中京ジムナスティッククラブ
115  赤井　謙心  あかい　けんしん 小６  中京ジムナスティッククラブ
116  大野　暖人  おおの　はると 小６  中京ジムナスティッククラブ
117  三井　勇輝  みつい　ゆうき 小６  中京ジムナスティッククラブ 1 /1
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