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班 順 氏名 読み チーム名 学年 ロープ クラブ

1 市塚 結喜 イチツカ ユウキ 草加ジュニア新体操クラブ 小6 1 9

2 村山 颯 ムラヤマ ソウ 国士舘ジュニアRG 小4 2 10

3 松島 颯 マツシマ ハヤタ RG葛飾新体操クラブ 中2 3 11

4 浅木 隆希 アサギ リュウキ Synchression 小4 4 12

5 大崎 由空 オオサキ ユラ RG葛飾新体操クラブ 中1 5 13

6 原 輝 ハラ ヒカル NPOクレスト 小4 6 14

7 鈴木 琉生 スズキ ルイ Synchression 小5 7 15

8 木内 銘人 キウチ メイト Synchression 小5 8 1

9 杉本 篤貴 スギモト アツキ RG葛飾新体操クラブ 中1 9 2

10 大嶺 創羽 オオミネ ソワ Synchression 小5 10 3

11 相澤 隼人 アイザワ ハヤト RG葛飾新体操クラブ 中1 11 4

12 渡邉 太陽 ワタナベ タイヨウ フォルテRG 小6 12 5

13 髙山 蓮音 タカヤマ レオン 国士舘ジュニアRG 小6 13 6

14 野澤 藍仁 ノザワ アイト NPOクレスト 小5 14 7

15 並木 洋哉 ナミキ ヒロヤ 草加ジュニア新体操クラブ 小6 15 8

16 土橋 瑠 ドバシ ルイ 小島新体操クラブ 中1 16 25

17 貝瀬 壮 カイセ タケル 相模原体操協会ひかり体操教室 中2 17 26

18 矢島 優聖 ヤジマ ユウセイ 国士舘ジュニアRG 小6 18 27

19 村山 涼 ムラヤマ リョウ 国士舘ジュニアRG 中1 19 28

20 湯浅 壮翔 ユアサ マサヤ 榛東中学校 中3 20 29

21 宮崎 桂一 ミヤザキ ケイイチ 君津新体操クラブ 中3 21 30

22 川嶋 龍登 カワシマ リュウト 草加ジュニア新体操クラブ 中3 22 31

23 野村 壮吾 ノムラ ソウゴ フォルテRG 中3 23 32

24 谷内田 太陽 ヤチダ タイヨウ 榛東中学校 中3 24 16

25 小野寺 琢磨 オノデラ タクマ 君津新体操クラブ 中3 25 17

26 折笠 優生 オリカサ ユウショウ 草加ジュニア新体操クラブ 中3 26 18

27 矢沼 佑海 ヤヌマ ウミ フォルテRG 中2 27 19

28 貝瀬 充 カイセ ミツル 相模原体操協会ひかり体操教室 小6 28 20

29 上原 大聖 ウエハラ タイセイ Synchression 中3 29 21

30 水上 奏汰 ミズカミ ソウタ NPOクレスト 小6 30 22

31 土橋 玲央 ドバシ レオ 小島新体操クラブ 中2 31 23

32 神山 貴臣 カミヤマ タカオミ 国士舘ジュニアRG 中1 32 24
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