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1 馬場　崇士 ばば　しゅうと 中３ 中京ジムナスティッククラブ 201 早川　輝毅 はやかわ　てるき 中１ ならわ体操クラブ
2 平本　怜 ひらもと　れん 中３ 中京ジムナスティッククラブ 202 水谷　優太 みずたに　ゆうた 中１ ならわ体操クラブ
3 坪井　勇樹 つぼい　ゆうき 中３ 中京ジムナスティッククラブ 203 鈴木　元騎 すずき　げんき 中２ ならわ体操クラブ
4 馬場　大河 ばば　たいが 中１ 中京ジムナスティッククラブ 204 藤下　航太朗 ふじした　こうたろう 中２ リーフ体操クラブ
5 齊藤　凌久 さいとう　りく 中２ 中京ジムナスティッククラブ 205 杉浦　大地 すぎうら　だいち 中１ リーフ体操クラブ
6 伊藤　大空 いとう　だいすけ 中３ レジックスポーツ 206 小川　空之 おがわ　そらの 中２ 体操クラブジムナスツ
7 高田　羽琉 たかだ　はる 中３ レジックスポーツ 207 新井　千空 あらい　ちから 中３ ヨゴ体操教室
8 塚本　啓心 つかもと　けいしん 中２ レジックスポーツ 208 松本　匠生 まつもと　たくみ 中１ ヨゴ体操教室
9 岸田　葉月 きしだ　はづき 中２ レジックスポーツ 209 高橋　誠大 たかはし　せいた 中１ チャレンジ体操クラブ
10 安藤　永騎 あんどう　とき 中３ 笠松体操クラブ 210 羽田　晄 はだ　あきら 中１ チャレンジ体操クラブ
11 土屋　眞人 つちや　まなと 中３ 笠松体操クラブ 211 酒井　梨碧 さかい　りのん 中１ キッズワールド中国体操クラブ
12 石原　銀河 いしはら　ぎんが 中３ 笠松体操クラブ 212 岡﨑　煌香 おかざき　こうが 小５ レジックスポーツ
13 百本　湊 ひゃくもと　みなと 中２ 笠松体操クラブ 213 安原　成琉 やすはら　なる 小５ レジックスポーツ
14 本田　稜汰 ほんだ　りょうた 中１ 笠松体操クラブ 214 梅本　時和 うめもと　ときわ 小５ ならわ体操クラブ
15 柴田　夏来 しばた　なつき 中１ 中京ジムナスティッククラブ 215 山田　巧音 やまだ　たくと 小６ サンスポーツクラブ竜城体操
16 大野　峻平 おおの　しゅんぺい 中１ 中京ジムナスティッククラブ 216 村越　秋哉 むらこし　しゅうや 小５ サンスポーツクラブ竜城体操
17 花田　明人 はなだ　あきと 中１ 中京ジムナスティッククラブ 217 肥田木　快琉 ひだき　かいる 小５ キッズワールド中国体操クラブ
18 和出　勇介 わで　ゆうすけ 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 218 田中　瑛 たなか　あきら 小６ 笠松体操クラブ
19 溝田　稜樹 みぞた　りょうき 中３ サンスポーツクラブ竜城体操 219 大山　遥聖 おおやま　ゆうせい 小６ 笠松体操クラブ
20 高橋　諒圭 たかはし　りょうけい 中２ ならわ体操クラブ 220 高木　志門 たかき　しもん 小６ チャレンジ体操クラブ
21 野中　春流 のなか　はる 中２ ならわ体操クラブ 221 小林　暖 こばやし　はる 小６ 中京ジムナスティッククラブ
22 金原　直輝 きんばら　なおき 中１ ならわ体操クラブ 222 前澤　健太 まえざわ　けんた 小６ 中京ジムナスティッククラブ
23 角皆　友晴 つのがい　ともはる 中３ ならわ体操クラブ 223 池本　晴 いけもと　はる 小５ 中京ジムナスティッククラブ
24 片山　空秋 かたやま　あしゅう 中３ ならわ体操クラブ 224 三浦　隆太郎 みうら　りゅうたろう 小６ 中京ジムナスティッククラブ
25 佐藤　千桜 さとう　ちさき 中３ 東海ウイング体操クラブ 225 大﨑　蒼馬 おおさき　そうま 小５ 中京ジムナスティッククラブ
26 松田　尚也 まつだ　なおや 中３ 東海ウイング体操クラブ
27 石塚　結士 いしづか　ゆいと 中２ 東海ウイング体操クラブ
28 万波　優太 まんなみ　ゆうた 中３ キッズワールド中国体操クラブ
29 伊藤　聖太 いとう　しょうた 中１ キッズワールド中国体操クラブ

区分 班 組 番号 氏　　名 ひらがな 学年 所　　　属
301 瀬戸口　時翔 せとぐち　はると 小５ 知多ドリーム体操クラブ ※１部１班はセッティング（選手、コーチ、保護者）
302 加藤　大雅 かとう　たいが 小５ 知多ドリーム体操クラブ ※１部３班は男子器具カッティング（選手、コーチ、保護者）
303 稲垣　瑛大 いながき　えいた 小３ 知多ドリーム体操クラブ
304 長坂　周 ながさか　あまね 小３ 知多ドリーム体操クラブ
305 瀬戸口　葦都 せとぐち　いと 小１ 知多ドリーム体操クラブ
306 竹内　徳児 たけうち　とくじ 小１ 知多ドリーム体操クラブ
307 水野　遥仁 みずの　はるひと 小５ キッズワールド中国体操クラブ
308 二階堂　律 にかいどう　りつ 小５ キッズワールド中国体操クラブ 愛知体操協会
309 肥田木　廉太 ひだき　れんた 小４ キッズワールド中国体操クラブ 2021.4.15
310 篭　大芽 こもり　たいが 小５ キッズワールド中国体操クラブ
311 山田　蓮斗 やまだ　れんと 小５ レジックスポーツ
312 辻田　俊樹 つじた　としき 小４ レジックスポーツ
313 竹内　柊人 たけうち　しゅうと 小４ レジックスポーツ
314 小滝　泰輝 おたき　たいき 小３ レジックスポーツ
315 神鳥　蓮太郎 かんどり　れんたろう 小４ レジックスポーツ
316 渡邊　惺真 わたなべ　しょうま 小６ 笠松体操クラブ
317 鈴木　悠真 すずき　はるま 小５ 笠松体操クラブ
318 山口　晴路 やまぐち　はるじ 小４ 笠松体操クラブ
319 山下　航生 やました　こうせい 小５ ならわ体操クラブ
320 佐藤　義能 さとう　よしたか 小５ チャレンジ体操クラブ
321 花田　晴人 はなだ　はると 小５ 中京ジムナスティッククラブ
322 石川　大貴 いしかわ　だいき 小５ 中京ジムナスティッククラブ
323 鈴木　稀京 すずき　まひろ 小６ リーフ体操クラブ
324 下山　悠芽 しもやま　ゆめ 小６ リーフ体操クラブ
325 南波　大ノ進 なんば　だいのしん 小６ ヨゴ体操教室
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