
関東高等学校体育連盟体操専門部 令和4年6月5日

令和4年度関東高等学校体操競技大会 男子速報11-1　

入賞者一覧 場所：日環アリーナ

チーム選手権 個人総合選手権 種目別　ゆか

順位
都道
府県 団体名 合計得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点

1 千葉 市立船橋 247.150 1 千葉 市立船橋 須永　光輝 83.100 1 栃木 作新学院 小野凉城 14.400

2 栃木 作新学院 234.100 2 千葉 市立船橋 山崎　真颯 81.050 2 千葉 市立船橋 鈴木　良音 14.100

3 東京 日体荏原 228.550 3 千葉 市立習志野 荻野英之助 80.600 3 東京 日体荏原 上野陸斗 13.850

4 千葉 市立習志野 227.050 4 千葉 市立船橋 鈴木　良音 80.550 4 千葉 市立船橋 須永　光輝 13.700

5 埼玉県 埼玉栄 226.700 5 千葉 市立船橋 金田　晟斗 80.450 5 千葉 市立船橋(個) 田村新之輔 13.650

6 東京 駒澤大学 224.550 6 栃木 作新学院 小野凉城 80.150 6 東京 駒澤大学 前田憲伸 13.600

7 埼玉 県立大宮東 219.900 7 栃木 作新学院 川口雄飛 78.700 7 千葉 市立船橋 山崎　真颯 13.500

8 群馬 県立吉井 217.250 8 東京 駒澤大学 前田憲伸 78.650 7 千葉 市立船橋 金田　晟斗 13.500

9 群馬 県立高崎工業 210.600 9 東京 日体荏原 上野陸斗 77.850 9 東京 都立駒場(個) 大野　慶 13.400

10 茨城県 県立勝田工業 208.100 10 埼玉県 埼玉栄 岩﨑大翔 77.350 10 埼玉 県立大宮東 荒川寧希 13.200

11 神奈川 湘南工大附 204.650 11 東京 日体荏原 村上秀斗 77.300 11 埼玉 県立大宮東 平湯勢良 13.100

12 埼玉 伊奈学園 202.700 11 千葉 市立船橋(個) 田村新之輔 77.300 12 栃木 作新学院 川口雄飛 13.050

13 神奈川 慶應義塾 202.000 13 東京 日体荏原(個) 今村健太郎 76.700 13 群馬 県立高崎工業 井草青空 12.950

14 茨城 茗渓学園 198.700 14 千葉 市立船橋(個) 後藤隼星 76.550 13 千葉 市立習志野 下山陽生 12.950

15 千葉 県立千葉工業 197.400 15 群馬 県立高崎工業 井草青空 76.500 15 群馬 県立吉井 鈴木渚生 12.900

16 栃木 白鴎大足利 127.950 16 東京 駒澤大学 板橋永久 75.350 16 東京 駒澤大学 板橋永久 12.800

17 山梨 日大明誠 80.100 17 千葉 市立習志野 下山陽生 75.150 16 東京 松陰大附(個) 田村　優 12.800

18 山梨 県立上野原 61.680 17 埼玉県 埼玉栄 梅尾健琉 75.150 18 埼玉 埼玉栄(個) 小谷野幹 12.750

19 栃木 作新学院(個) 大島　凱 74.350 18 埼玉県 埼玉栄 石川翔生良 12.750

20 群馬 県立吉井 小和瀬 司 74.300 20 千葉 市立習志野 荻野英之助 12.700

21 栃木 作新学院 馬場 崇士 74.250 20 栃木 作新学院(個) 大島　凱 12.700

22 埼玉 県立大宮東 荒川寧希 74.200 22 神奈川 慶應義塾 小田切伊織 12.650

23 東京 松陰大附(個) 田村　優 73.900 23 埼玉 県立大宮東 五十嵐心大 12.600

24 神奈川 慶應義塾 小田切伊織 73.550 23 東京 日体荏原(個) 今村健太郎 12.600

25 東京 都立駒場(個) 大野　慶 73.450 23 東京 日体荏原 村上秀斗 12.600

26 埼玉 県立大宮東 狩野青葉 72.700 23 栃木 作新学院 柏木寅瑠 12.600

27 埼玉 埼玉栄(個) 三戸悠矢 72.450 27 千葉 県立千葉工業 中村　恵深 12.450

28 埼玉県 埼玉栄 石川翔生良 72.350 28 千葉 市立船橋(個) 後藤隼星 12.400

29 埼玉 埼玉栄(個) 小谷野幹 72.100 29 埼玉県 埼玉栄 梅尾健琉 12.350

30 東京 日体荏原 浅原康生 72.050 30 埼玉県 埼玉栄 武井柚輝 12.300

31 群馬 県立吉井 鈴木渚生 72.000 31 埼玉県 埼玉栄 岩﨑大翔 12.250

32 埼玉県 埼玉栄 武井柚輝 70.900 32 埼玉 埼玉栄(個) 三戸悠矢 12.200

32 東京 日体荏原 阿部健芯 70.900 33 千葉 市立習志野 岡本真輝 12.150

34 茨城 茗渓学園 安部咲太郎 70.700 34 神奈川 湘南工大附 湯田泰生 12.100

34 埼玉 伊奈学園 遠藤颯斗 70.700 35 東京 日体荏原 浅原康生 12.000

36 群馬 県立吉井 設楽元希 70.600 36 埼玉 県立大宮東 狩野青葉 11.950

37 栃木 作新学院 柏木寅瑠 70.250 36 群馬 県立吉井 小和瀬 司 11.950

38 山梨 県立日川(個) 村松英哉 69.800 36 山梨 県立日川(個) 村松英哉 11.950

39 千葉 市立習志野 岡本真輝 69.750 39 埼玉 伊奈学園 遠藤颯斗 11.900

39 千葉 市立習志野 眞砂翔星 69.750 40 茨城県 県立勝田工業 戸祭 瑛斗 11.850

41 神奈川 湘南工大附 湯田泰生 69.700 41 神奈川 日大高校(個) 松本航至 11.800

42 埼玉 県立大宮東 五十嵐心大 69.450 42 群馬 県立高崎工業(個) 髙橋陽大 11.750

43 神奈川 日大高校(個) 松本航至 69.400 43 東京 駒澤大学 野口 翔 11.650

44 千葉 県立千葉工業 中村　恵深 69.350 43 埼玉 県立春日部(個) 古久保宇輝 11.650

45 埼玉 県立大宮東 平湯勢良 69.250 45 茨城 茗渓学園 安部咲太郎 11.600

46 東京 都立駒場(個) 野上侑真 68.800 45 群馬 県立高崎工業 竹渕瑠偉 11.600

47 東京 駒澤大学 持田貫汰 68.050 45 東京 日体荏原 阿部健芯 11.600

48 東京 駒澤大学 野口 翔 67.850 45 栃木 作新学院 馬場 崇士 11.600

49 埼玉 伊奈学園 樋口蓮珠 67.050 49 神奈川 藤沢翔陵(個) 家富大門司 11.550

50 茨城県 県立勝田工業 谷口 拓也 67.000 49 群馬 県立吉井 臼井友康 11.550

51 埼玉 県立春日部(個) 古久保宇輝 66.800 51 茨城県 県立勝田工業 磯部 玲偉也 11.500

52 茨城県 県立勝田工業 戸祭 瑛斗 66.650 51 千葉 市立習志野 眞砂翔星 11.500

53 茨城県 県立勝田工業 磯部 玲偉也 66.600 53 千葉 県立千葉工業 相澤　圭佑 11.450

54 茨城 茗渓学園 小島健太郎 66.100 54 埼玉 伊奈学園 樋口蓮珠 11.400

55 神奈川 湘南工大附 曽根銘斗 65.800 55 栃木 白鴎大足利 齋藤拓斗 11.350

55 神奈川 湘南工大附 赤松 春翔 65.800 56 神奈川 湘南工大附 曽根銘斗 11.250

57 千葉 県立千葉工業 相澤　圭佑 65.500 57 栃木 県立足利工業(個) 紺野歩夢 11.200

58 神奈川 日大(個) 野尻　瑞 65.350 57 群馬 県立吉井 設楽元希 11.200

59 群馬 県立高崎工業 相原  陽 65.050 59 東京 駒澤大学 持田貫汰 11.100

60 千葉 県立銚子商業(個) 北島禾雪 64.850 60 群馬 県立高崎工業 相原  陽 11.050

61 神奈川 藤沢翔陵(個) 家富大門司 64.600 61 神奈川 日大(個) 野尻　瑞 11.000
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入賞者一覧 場所：日環アリーナ

種目別　あん馬 種目別　つり輪 種目別　跳馬

順位
都道
府県 団体名 選手氏名 得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点

1 千葉 市立船橋 須永　光輝 14.250 1 東京 駒澤大学 板橋永久 14.350 1 栃木 作新学院 小野凉城 14.800

2 茨城県 県立勝田工業 阿部 檜生 13.700 2 東京 日体荏原 村上秀斗 13.800 2 千葉 市立船橋 須永　光輝 14.450

3 千葉 市立習志野 荻野英之助 13.600 2 千葉 市立船橋 須永　光輝 13.800 3 東京 日体荏原 上野陸斗 14.400

4 埼玉県 埼玉栄 岩﨑大翔 13.550 4 千葉 市立船橋 山崎　真颯 13.650 4 東京 日体荏原 村上秀斗 14.250

5 栃木 作新学院(個) 大島　凱 13.300 5 東京 松陰大附(個) 田村　優 13.550 5 千葉 市立船橋 鈴木　良音 14.200

6 千葉 市立船橋 金田　晟斗 13.150 6 千葉 市立船橋 金田　晟斗 13.500 6 千葉 市立船橋 金田　晟斗 14.050

7 千葉 市立船橋 鈴木　良音 13.050 7 千葉 市立習志野 荻野英之助 13.050 7 東京 駒澤大学 前田憲伸 13.900

8 千葉 市立船橋(個) 田村新之輔 12.850 8 東京 日体荏原 上野陸斗 13.000 7 千葉 市立習志野 下山陽生 13.900

9 栃木 作新学院 川口雄飛 12.800 8 千葉 市立船橋(個) 後藤隼星 13.000 9 埼玉県 埼玉栄 武井柚輝 13.800

10 埼玉県 埼玉栄 梅尾健琉 12.750 10 東京 駒澤大学 前田憲伸 12.950 9 栃木 作新学院 川口雄飛 13.800

11 東京 駒澤大学 前田憲伸 12.650 10 東京 日体荏原(個) 今村健太郎 12.950 11 埼玉 県立大宮東 荒川寧希 13.750

12 群馬 県立吉井 小和瀬 司 12.600 10 栃木 作新学院 川口雄飛 12.950 11 千葉 市立習志野 荻野英之助 13.750

13 埼玉 埼玉栄(個) 三戸悠矢 12.550 13 千葉 市立船橋(個) 田村新之輔 12.600 11 千葉 市立船橋 山崎　真颯 13.750

13 千葉 市立船橋 山崎　真颯 12.550 14 千葉 市立船橋 鈴木　良音 12.500 14 埼玉 埼玉栄(個) 小谷野幹 13.700

15 埼玉 県立大宮東 狩野青葉 12.500 15 千葉 市立習志野 下山陽生 12.450 14 埼玉 埼玉栄(個) 三戸悠矢 13.700

15 群馬 県立高崎工業 井草青空 12.500 16 茨城 茗渓学園 安部咲太郎 12.400 16 東京 駒澤大学 板橋永久 13.650

17 栃木 作新学院 小野凉城 12.400 16 埼玉 県立大宮東 平湯勢良 12.400 17 茨城 茗渓学園 安部咲太郎 13.600

18 東京 駒澤大学 板橋永久 12.350 18 群馬 県立高崎工業 井草青空 12.350 17 神奈川 湘南工大附 湯田泰生 13.600

19 千葉 市立習志野 下山陽生 12.250 19 埼玉 県立大宮東 荒川寧希 12.250 17 埼玉県 埼玉栄 石川翔生良 13.600

19 栃木 作新学院 馬場 崇士 12.250 20 東京 都立駒場(個) 大野　慶 12.150 20 東京 都立駒場(個) 大野　慶 13.550

21 埼玉 伊奈学園 樋口蓮珠 12.150 21 栃木 作新学院(個) 大島　凱 12.100 20 東京 日体荏原(個) 今村健太郎 13.550

21 神奈川 慶應義塾 小田切伊織 12.150 22 埼玉 県立大宮東 狩野青葉 12.000 20 千葉 市立船橋(個) 田村新之輔 13.550

23 東京 日体荏原 上野陸斗 12.100 22 東京 日体荏原 阿部健芯 12.000 20 埼玉県 埼玉栄 梅尾健琉 13.550

24 東京 日体荏原(個) 今村健太郎 12.050 22 栃木 作新学院 馬場 崇士 12.000 24 東京 松陰大附(個) 田村　優 13.500

25 埼玉 埼玉栄(個) 小谷野幹 12.000 25 群馬 県立吉井 小和瀬 司 11.900 24 栃木 作新学院 馬場 崇士 13.500

26 千葉 市立船橋(個) 後藤隼星 11.750 26 埼玉県 埼玉栄 岩﨑大翔 11.800 26 埼玉 県立大宮東 平湯勢良 13.450

27 茨城 茗渓学園 小島健太郎 11.700 26 栃木 作新学院 小野凉城 11.800 26 群馬 県立高崎工業 井草青空 13.450

28 栃木 作新学院 柏木寅瑠 11.600 28 東京 駒澤大学 野口 翔 11.750 26 千葉 市立船橋(個) 後藤隼星 13.450

29 東京 日体荏原 村上秀斗 11.550 29 茨城県 県立勝田工業 谷口 拓也 11.700 29 埼玉 県立大宮東 五十嵐心大 13.400

29 千葉 市立習志野 眞砂翔星 11.550 29 群馬 県立吉井 鈴木渚生 11.700 30 東京 日体荏原 浅原康生 13.350

31 東京 都立駒場(個) 大野　慶 11.500 29 群馬 県立吉井 設楽元希 11.700 30 群馬 県立吉井 設楽元希 13.350

31 神奈川 湘南工大附 赤松 春翔 11.500 32 群馬 県立高崎工業 一ノ瀬 倭 11.600 32 千葉 市立習志野 岡本真輝 13.300

33 埼玉 伊奈学園 遠藤颯斗 11.450 32 茨城県 県立勝田工業 阿部 檜生 11.600 33 栃木 作新学院 柏木寅瑠 13.250

34 東京 日体荏原 浅原康生 11.400 34 埼玉県 埼玉栄 石川翔生良 11.550 34 神奈川 慶應義塾 小田切伊織 13.150

34 山梨 県立日川(個) 村松英哉 11.400 35 埼玉県 埼玉栄 梅尾健琉 11.400 34 群馬 県立吉井 小和瀬 司 13.150

34 埼玉県 埼玉栄 武井柚輝 11.400 36 千葉 県立千葉工業 中村　恵深 11.350 36 群馬 県立吉井 鈴木渚生 13.100

37 神奈川 湘南工大附 榎本徹平 11.350 36 神奈川 慶應義塾 吉田一真 11.350 36 神奈川 日大高校(個) 松本航至 13.100

38 東京 駒澤大学 持田貫汰 11.200 36 山梨 県立日川(個) 村松英哉 11.350 38 埼玉県 埼玉栄 岩﨑大翔 13.050

39 神奈川 慶應義塾 辻岡大歩 11.150 36 埼玉県 埼玉栄 武井柚輝 11.350 39 東京 日体荏原 阿部健芯 12.900

40 千葉 市立習志野 岡本真輝 11.100 40 埼玉 埼玉栄(個) 小谷野幹 11.300 39 群馬 県立高崎工業(個) 髙橋陽大 12.900

41 東京 都立駒場(個) 野上侑真 11.050 40 埼玉 伊奈学園 遠藤颯斗 11.300 41 山梨 県立日川(個) 村松英哉 12.850

42 東京 日体荏原 阿部健芯 10.950 40 神奈川 湘南工大附 曽根銘斗 11.300 42 千葉 県立千葉工業 中村　恵深 12.800

42 茨城県 県立勝田工業 谷口 拓也 10.950 40 埼玉 県立大宮東 五十嵐心大 11.300 42 東京 駒澤大学 野口 翔 12.800

44 茨城 常磐大学(個) 大内健丸 10.900 40 神奈川 慶應義塾 小田切伊織 11.300 42 埼玉 県立大宮東 狩野青葉 12.800

44 神奈川 慶應義塾 吉田一真 10.900 45 東京 日体荏原 浅原康生 11.250 45 茨城県 県立勝田工業 戸祭 瑛斗 12.750

46 神奈川 湘南工大附 湯田泰生 10.850 45 埼玉 埼玉栄(個) 三戸悠矢 11.250 46 千葉 県立千葉工業 相澤　圭佑 12.700

47 埼玉 県立春日部(個) 古久保宇輝 10.800 47 東京 駒澤大学 持田貫汰 11.150 46 千葉 県立船橋二和(個) 清水陽翔 12.700

47 埼玉 県立大宮東 荒川寧希 10.800 48 神奈川 湘南工大附 湯田泰生 11.100 48 神奈川 日大(個) 野尻　瑞 12.650

47 神奈川 慶應義塾 阪口　諒 10.800 49 神奈川 日大高校(個) 須﨑陽斗 11.050 48 埼玉 伊奈学園 遠藤颯斗 12.650

50 群馬 県立高崎工業 一ノ瀬 倭 10.750 50 栃木 宇短大附(個) 柴田康成 11.000 50 東京 都立駒場(個) 野上侑真 12.600

50 千葉 県立銚子商業(個) 北島禾雪 10.750 50 千葉 市立習志野 岡本真輝 11.000 50 埼玉 伊奈学園 五十嵐聖 12.600

52 群馬 県立吉井 設楽元希 10.700 52 埼玉 県立春日部(個) 古久保宇輝 10.950 50 神奈川 慶應義塾 阪口　諒 12.600

53 茨城県 県立勝田工業 戸祭 瑛斗 10.550 52 群馬 県立高崎工業(個) 髙橋陽大 10.950 50 千葉 市立習志野 眞砂翔星 12.600

54 埼玉 県立大宮東 五十嵐心大 10.500 52 千葉 市立習志野 眞砂翔星 10.950 50 栃木 作新学院(個) 大島　凱 12.600

54 群馬 県立高崎工業 相原  陽 10.500 55 神奈川 日大高校(個) 松本航至 10.850 55 神奈川 湘南工大附 曽根銘斗 12.550

56 茨城 茗渓学園 安部咲太郎 10.450 55 栃木 作新学院 柏木寅瑠 10.850 56 群馬 県立高崎工業 相原  陽 12.400

56 茨城 県立勝田工業(個) 松本晃輝 10.450 57 東京 都立駒場(個) 野上侑真 10.800 56 茨城県 県立勝田工業 磯部 玲偉也 12.400

58 埼玉 伊奈学園 川上航平 10.400 57 神奈川 湘南工大附 赤松 春翔 10.800 58 群馬 県立吉井 臼井友康 12.350

58 埼玉 県立大宮東 平湯勢良 10.400 57 千葉 県立銚子商業(個) 北島禾雪 10.800 59 埼玉 県立春日部(個) 古久保宇輝 11.900

60 埼玉県 埼玉栄 石川翔生良 10.350 60 群馬 県立吉井 臼井友康 10.700 59 埼玉 伊奈学園 樋口蓮珠 11.900

61 神奈川 日大高校(個) 須﨑陽斗 10.300 61 千葉 県立千葉工業 相澤　圭佑 10.650 61 茨城 茗渓学園 青木　昴 11.850
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入賞者一覧 場所：日環アリーナ

種目別　平行棒 種目別　鉄棒

順位
都道
府県 団体名 選手氏名 得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点

1 千葉 市立習志野 荻野英之助 14.500 1 千葉 市立船橋 須永　光輝 13.700

2 千葉 市立船橋 山崎　真颯 14.150 2 千葉 市立船橋 山崎　真颯 13.450

3 千葉 市立船橋 金田　晟斗 13.750 3 埼玉県 埼玉栄 岩﨑大翔 13.150

4 栃木 作新学院 川口雄飛 13.700 3 栃木 作新学院 小野凉城 13.150

5 栃木 作新学院 小野凉城 13.600 3 千葉 市立船橋 鈴木　良音 13.150

6 埼玉県 埼玉栄 岩﨑大翔 13.550 6 千葉 市立習志野 荻野英之助 13.000

6 千葉 市立船橋 鈴木　良音 13.550 7 東京 日体荏原(個) 今村健太郎 12.900

8 千葉 市立船橋(個) 後藤隼星 13.200 8 千葉 市立船橋(個) 後藤隼星 12.750

8 千葉 市立船橋 須永　光輝 13.200 9 東京 駒澤大学 前田憲伸 12.650

10 群馬 県立高崎工業 井草青空 13.100 10 千葉 市立船橋 金田　晟斗 12.500

11 埼玉県 埼玉栄 梅尾健琉 13.050 11 埼玉 県立大宮東 荒川寧希 12.450

12 東京 駒澤大学 前田憲伸 12.900 11 東京 日体荏原 村上秀斗 12.450

13 千葉 市立船橋(個) 田村新之輔 12.800 13 栃木 作新学院 川口雄飛 12.400

14 群馬 県立吉井 鈴木渚生 12.700 13 栃木 作新学院 馬場 崇士 12.400

15 東京 日体荏原(個) 今村健太郎 12.650 15 東京 日体荏原 上野陸斗 12.350

15 東京 日体荏原 村上秀斗 12.650 16 東京 松陰大附(個) 田村　優 12.300

17 東京 日体荏原 浅原康生 12.500 17 群馬 県立吉井 小和瀬 司 12.250

17 栃木 作新学院 馬場 崇士 12.500 18 神奈川 日大高校(個) 松本航至 12.200

19 群馬 県立吉井 小和瀬 司 12.450 19 群馬 県立高崎工業 井草青空 12.150

20 東京 都立駒場(個) 野上侑真 12.300 19 東京 日体荏原 阿部健芯 12.150

20 神奈川 慶應義塾 小田切伊織 12.300 21 東京 都立駒場(個) 野上侑真 12.100

20 千葉 市立習志野 下山陽生 12.300 21 群馬 県立吉井 鈴木渚生 12.100

23 東京 駒澤大学 持田貫汰 12.150 23 茨城県 県立勝田工業 阿部 檜生 12.050

23 群馬 県立高崎工業 一ノ瀬 倭 12.150 23 埼玉県 埼玉栄 梅尾健琉 12.050

23 東京 日体荏原 上野陸斗 12.150 23 埼玉県 埼玉栄 石川翔生良 12.050

23 千葉 市立習志野 岡本真輝 12.150 26 神奈川 慶應義塾 小田切伊織 12.000

27 茨城県 県立勝田工業 阿部 檜生 12.100 27 栃木 作新学院(個) 大島　凱 11.950

28 群馬 県立吉井 設楽元希 12.050 28 千葉 市立船橋(個) 田村新之輔 11.850

28 埼玉県 埼玉栄 石川翔生良 12.050 29 埼玉 伊奈学園 遠藤颯斗 11.800

30 千葉 市立習志野 眞砂翔星 12.000 30 茨城 茗渓学園 安部咲太郎 11.700

31 東京 都立駒場(個) 大野　慶 11.900 31 埼玉 埼玉栄(個) 小谷野幹 11.650

32 埼玉 県立大宮東 狩野青葉 11.850 32 埼玉 県立大宮東 狩野青葉 11.600

32 埼玉 県立ふじみ野(個) 中濱太一 11.850 32 茨城県 県立勝田工業 谷口 拓也 11.600

34 東京 駒澤大学 板橋永久 11.800 32 群馬 県立吉井 設楽元希 11.600

35 埼玉 県立大宮東 荒川寧希 11.750 35 東京 日体荏原 浅原康生 11.550

36 千葉 県立千葉工業 中村　恵深 11.700 36 埼玉 埼玉栄(個) 三戸悠矢 11.500

36 東京 松陰大附(個) 田村　優 11.700 37 神奈川 湘南工大附 曽根銘斗 11.450

36 栃木 作新学院(個) 大島　凱 11.700 38 千葉 市立習志野 下山陽生 11.300

39 茨城 茗渓学園 小島健太郎 11.650 39 埼玉県 埼玉栄 武井柚輝 11.250

39 栃木 作新学院 柏木寅瑠 11.650 40 群馬 県立高崎工業 一ノ瀬 倭 11.200

41 埼玉 伊奈学園 遠藤颯斗 11.600 40 群馬 県立高崎工業 相原  陽 11.200

41 茨城県 県立勝田工業 磯部 玲偉也 11.600 42 茨城 茗渓学園 小島健太郎 11.150

43 埼玉 県立大宮東 五十嵐心大 11.550 42 神奈川 日大(個) 野尻　瑞 11.150

43 山梨 県立日川(個) 村松英哉 11.550 42 千葉 市立習志野 眞砂翔星 11.150

45 神奈川 湘南工大附 湯田泰生 11.400 45 茨城県 県立勝田工業 磯部 玲偉也 11.100

46 神奈川 日大高校(個) 松本航至 11.350 46 東京 駒澤大学 持田貫汰 11.000

47 東京 駒澤大学 野口 翔 11.300 46 神奈川 湘南工大附 赤松 春翔 11.000

47 東京 日体荏原 阿部健芯 11.300 46 茨城県 県立勝田工業 戸祭 瑛斗 11.000

47 茨城県 県立勝田工業 谷口 拓也 11.300 49 東京 都立駒場(個) 大野　慶 10.950

50 神奈川 慶應義塾 阪口　諒 11.250 50 神奈川 日大高校(個) 須﨑陽斗 10.850

50 埼玉 埼玉栄(個) 三戸悠矢 11.250 51 千葉 県立千葉工業 中村　恵深 10.800

52 千葉 県立千葉工業 相澤　圭佑 11.200 52 埼玉 県立大宮東 平湯勢良 10.750

52 神奈川 藤沢翔陵(個) 家富大門司 11.200 52 栃木 宇短大附(個) 柴田康成 10.750

52 埼玉 県立春日部(個) 古久保宇輝 11.200 52 神奈川 慶應義塾 吉田一真 10.750

52 埼玉 伊奈学園 川上航平 11.200 55 千葉 県立千葉工業 相澤　圭佑 10.700

56 埼玉 伊奈学園 五十嵐聖 11.050 55 栃木 白鴎大足利 齋藤拓斗 10.700

57 埼玉 伊奈学園 樋口蓮珠 11.000 55 神奈川 藤沢翔陵(個) 家富大門司 10.700

57 群馬 県立高崎工業(個) 髙橋陽大 11.000 55 埼玉 伊奈学園 樋口蓮珠 10.700

59 茨城 茗渓学園 安部咲太郎 10.950 55 神奈川 湘南工大附 榎本徹平 10.700

59 山梨 日大明誠 坂本朋也 10.950 55 群馬 県立高崎工業 竹渕瑠偉 10.700

61 神奈川 日大(個) 野尻　瑞 10.850 55 山梨 県立日川(個) 村松英哉 10.700
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入賞者一覧 場所：日環アリーナ

チーム選手権 個人総合選手権 種目別　ゆか

順位
都道
府県 団体名 合計得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点

62 神奈川 慶應義塾 阪口　諒 64.300 61 埼玉 伊奈学園 川上航平 11.000

63 神奈川 湘南工大附 榎本徹平 64.200 63 山梨 日大明誠 坂本朋也 10.950

63 群馬 県立吉井 臼井友康 64.200 64 茨城県 県立勝田工業 谷口 拓也 10.900

65 埼玉 伊奈学園 川上航平 63.900 65 茨城 県立勝田工業(個) 松本晃輝 10.850

66 群馬 県立高崎工業(個) 髙橋陽大 63.850 66 群馬 東京農大二(個) 峯岸朋矢 10.800

67 神奈川 慶應義塾 吉田一真 63.800 67 千葉 県立船橋二和(個) 清水陽翔 10.750

68 神奈川 日大高校(個) 須﨑陽斗 63.750 67 神奈川 日大高校(個) 須﨑陽斗 10.750

69 千葉 県立船橋二和(個) 清水陽翔 62.750 69 山梨 県立日川(個) 小宮山裕大 10.700

70 茨城 県立勝田工業(個) 松本晃輝 62.150 70 神奈川 湘南工大附 赤松 春翔 10.650

70 埼玉 伊奈学園 五十嵐聖 62.150 71 山梨 県立身延(個) 鈴木大賀 10.500

72 茨城 常磐大学(個) 大内健丸 62.050 72 千葉 県立千葉工業 根本内　輝生 10.400

73 茨城 茗渓学園 青木　昴 61.300 72 神奈川 湘南工大附 榎本徹平 10.400

74 栃木 県立足利工業(個) 紺野歩夢 61.100 74 茨城 県立勝田工業(個) 市野沢侑真 10.350

75 群馬 東京農大二(個) 峯岸朋矢 60.750 75 茨城 茨城朝鮮(個) 金世洛 10.250

76 千葉 県立千葉工業 根本内　輝生 60.650 76 茨城 茗渓学園 内田岳志 10.200

77 栃木 白鴎大足利 齋藤拓斗 60.250 76 千葉 県立銚子商業(個) 北島禾雪 10.200

78 茨城 県立勝田工業(個) 市野沢侑真 58.650 78 茨城 常磐大学(個) 大内健丸 10.150

79 群馬 県立高崎工業 竹渕瑠偉 57.950 79 茨城 茗渓学園 青木　昴 10.100

80 茨城 茨城朝鮮(個) 金世洛 57.700 79 埼玉 伊奈学園 五十嵐聖 10.100

81 山梨 県立身延(個) 鈴木大賀 57.650 81 神奈川 慶應義塾 阪口　諒 10.050

81 千葉 県立千葉工業 髙橋　拓海 57.650 82 東京 都立駒場(個) 野上侑真 9.950

83 山梨 県立日川(個) 小宮山裕大 57.000 83 茨城 茗渓学園 小島健太郎 9.600

84 茨城 茗渓学園 内田岳志 54.500 84 神奈川 慶應義塾 吉田一真 9.550

85 山梨 日大明誠 坂本朋也 51.900 85 栃木 白鴎大足利 平塚蒼羅 9.400

86 茨城県 県立勝田工業 阿部 檜生 49.450 86 千葉 県立千葉工業 髙橋　拓海 8.850

87 群馬 県立高崎工業 一ノ瀬 倭 45.700 87 神奈川 慶應義塾 辻岡大歩 8.750

88 栃木 白鴎大足利 平塚蒼羅 37.250 88 栃木 白鴎大足利 齋藤央輝 8.500

89 栃木 白鴎大足利 齋藤央輝 30.400 89 山梨 県立上野原 佐々木聖太 7.800

90 山梨 県立上野原 佐々木聖太 29.900 90 山梨 日大明誠 河内　悠 6.550

91 栃木 宇短大附(個) 柴田康成 21.750 91 栃木 白鴎大足利 張替彪男 5.200

92 山梨 県立上野原 星 昂之介 16.030 92 山梨 日大明誠 西川　慶 4.250

93 山梨 県立上野原 田丸　京 15.730 93 山梨 県立上野原 田丸　京 3.800

94 栃木 白鴎大足利 張替彪男 15.250 94 山梨 日大明誠 小山尚吾 3.700

95 山梨 日大明誠 河内　悠 15.050 95 山梨 県立上野原 星 昂之介 3.200

96 山梨 日大明誠 西川　慶 13.150 96 群馬 県立高崎工業 一ノ瀬 倭 0.000

97 山梨 日大明誠 小山尚吾 11.700 96 栃木 宇短大附(個) 柴田康成 0.000

98 山梨 県立上野原 橋本寿冴 0.000 96 山梨 県立上野原 橋本寿冴 0.000

96 茨城県 県立勝田工業 阿部 檜生 0.000
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入賞者一覧 場所：日環アリーナ

種目別　あん馬 種目別　つり輪 種目別　跳馬

順位
都道
府県 団体名 選手氏名 得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点 順位

都道
府県 団体名 選手氏名 得点

62 千葉 県立千葉工業 中村　恵深 10.250 62 神奈川 慶應義塾 阪口　諒 10.600 61 千葉 県立銚子商業(個) 北島禾雪 11.850

63 東京 駒澤大学 野口 翔 10.150 63 埼玉 伊奈学園 川上航平 10.400 61 神奈川 日大高校(個) 須﨑陽斗 11.850

64 神奈川 日大(個) 野尻　瑞 10.100 64 茨城 茗渓学園 青木　昴 10.300 64 栃木 白鴎大足利 齋藤拓斗 11.800

64 神奈川 藤沢翔陵(個) 家富大門司 10.100 65 茨城 茗渓学園 小島健太郎 10.250 65 茨城 茗渓学園 小島健太郎 11.750

64 神奈川 湘南工大附 曽根銘斗 10.100 66 千葉 県立千葉工業 根本内　輝生 10.100 65 茨城 茨城朝鮮(個) 金世洛 11.750

64 茨城県 県立勝田工業 磯部 玲偉也 10.100 66 茨城 常磐大学(個) 大内健丸 10.100 65 茨城 県立勝田工業(個) 松本晃輝 11.750

64 神奈川 日大高校(個) 松本航至 10.100 68 埼玉 伊奈学園 樋口蓮珠 9.900 68 神奈川 湘南工大附 榎本徹平 11.700

69 東京 松陰大附(個) 田村　優 10.050 68 群馬 県立高崎工業 竹渕瑠偉 9.900 69 埼玉 伊奈学園 川上航平 11.600

70 千葉 県立船橋二和(個) 清水陽翔 10.000 68 茨城県 県立勝田工業 磯部 玲偉也 9.900 70 東京 駒澤大学 持田貫汰 11.450

70 群馬 東京農大二(個) 峯岸朋矢 10.000 71 神奈川 藤沢翔陵(個) 家富大門司 9.800 71 神奈川 湘南工大附 赤松 春翔 11.300

70 群馬 県立高崎工業(個) 髙橋陽大 10.000 72 群馬 県立高崎工業 相原  陽 9.750 72 神奈川 藤沢翔陵(個) 家富大門司 11.250

73 千葉 県立千葉工業 根本内　輝生 9.850 73 茨城 県立勝田工業(個) 市野沢侑真 9.700 73 群馬 県立高崎工業 竹渕瑠偉 11.200

74 千葉 県立千葉工業 髙橋　拓海 9.800 74 茨城県 県立勝田工業 戸祭 瑛斗 9.650 74 茨城 常磐大学(個) 大内健丸 10.900

75 山梨 日大明誠 坂本朋也 9.750 75 神奈川 日大(個) 野尻　瑞 9.600 74 神奈川 慶應義塾 吉田一真 10.900

76 埼玉 伊奈学園 五十嵐聖 9.600 76 埼玉 伊奈学園 五十嵐聖 9.550 76 群馬 東京農大二(個) 峯岸朋矢 10.750

76 栃木 県立足利工業(個) 紺野歩夢 9.600 77 神奈川 湘南工大附 榎本徹平 9.250 77 茨城 茗渓学園 内田岳志 10.600

78 群馬 県立吉井 鈴木渚生 9.500 77 群馬 東京農大二(個) 峯岸朋矢 9.250 77 栃木 県立足利工業(個) 紺野歩夢 10.600

79 群馬 県立吉井 臼井友康 9.450 79 茨城 茨城朝鮮(個) 金世洛 9.200 79 栃木 白鴎大足利 平塚蒼羅 10.550

80 茨城 茗渓学園 青木　昴 9.100 80 栃木 県立足利工業(個) 紺野歩夢 9.150 79 茨城県 県立勝田工業 谷口 拓也 10.550

81 山梨 県立日川(個) 小宮山裕大 8.950 80 茨城 県立勝田工業(個) 松本晃輝 9.150 81 山梨 県立身延(個) 鈴木大賀 10.500

82 千葉 県立千葉工業 相澤　圭佑 8.800 82 栃木 白鴎大足利 齋藤拓斗 9.100 82 茨城 県立勝田工業(個) 市野沢侑真 10.450

83 栃木 白鴎大足利 齋藤拓斗 8.550 83 山梨 県立身延(個) 鈴木大賀 8.750 83 千葉 県立千葉工業 髙橋　拓海 10.200

84 茨城 茨城朝鮮(個) 金世洛 8.150 84 茨城 茗渓学園 内田岳志 8.600 84 山梨 日大明誠 坂本朋也 10.150

84 茨城 県立勝田工業(個) 市野沢侑真 8.150 84 千葉 県立船橋二和(個) 清水陽翔 8.600 85 栃木 白鴎大足利 張替彪男 10.050

86 茨城 茗渓学園 内田岳志 7.700 86 千葉 県立千葉工業 髙橋　拓海 8.100 86 栃木 白鴎大足利 齋藤央輝 10.000

87 山梨 県立身延(個) 鈴木大賀 7.500 87 山梨 県立日川(個) 小宮山裕大 8.050 86 山梨 県立日川(個) 小宮山裕大 10.000

88 群馬 県立高崎工業 竹渕瑠偉 4.000 88 山梨 県立上野原 佐々木聖太 7.000 88 山梨 県立上野原 佐々木聖太 9.650

89 栃木 白鴎大足利 齋藤央輝 1.400 89 神奈川 慶應義塾 辻岡大歩 5.050 89 山梨 県立上野原 星 昂之介 9.600

90 栃木 白鴎大足利 平塚蒼羅 1.300 90 栃木 白鴎大足利 齋藤央輝 3.850 90 千葉 県立千葉工業 根本内　輝生 9.300

91 山梨 県立上野原 佐々木聖太 1.200 91 栃木 白鴎大足利 平塚蒼羅 3.000 91 山梨 県立上野原 田丸　京 9.150

92 山梨 県立上野原 星 昂之介 0.940 92 山梨 県立上野原 星 昂之介 0.490 92 山梨 日大明誠 西川　慶 8.900

93 山梨 県立上野原 田丸　京 0.790 93 山梨 県立上野原 田丸　京 0.390 93 山梨 日大明誠 河内　悠 8.500

94 栃木 白鴎大足利 張替彪男 0.000 94 栃木 白鴎大足利 張替彪男 0.000 94 山梨 日大明誠 小山尚吾 8.000

94 栃木 宇短大附(個) 柴田康成 0.000 94 山梨 県立上野原 橋本寿冴 0.000 95 群馬 県立高崎工業 一ノ瀬 倭 0.000

94 山梨 県立上野原 橋本寿冴 0.000 94 山梨 日大明誠 小山尚吾 0.000 95 栃木 宇短大附(個) 柴田康成 0.000

94 山梨 日大明誠 小山尚吾 0.000 94 山梨 日大明誠 河内　悠 0.000 95 山梨 県立上野原 橋本寿冴 0.000

94 山梨 日大明誠 河内　悠 0.000 94 山梨 日大明誠 西川　慶 0.000 95 茨城県 県立勝田工業 阿部 檜生 0.000

94 山梨 日大明誠 西川　慶 0.000 94 山梨 日大明誠 坂本朋也 0.000
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61 茨城 県立勝田工業(個) 市野沢侑真 10.850 62 神奈川 湘南工大附 湯田泰生 10.650

61 茨城県 県立勝田工業 戸祭 瑛斗 10.850 63 栃木 県立足利工業(個) 紺野歩夢 10.600

64 神奈川 湘南工大附 榎本徹平 10.800 64 千葉 県立銚子商業(個) 北島禾雪 10.550

64 埼玉県 埼玉栄 武井柚輝 10.800 65 茨城 茗渓学園 青木　昴 10.500

66 埼玉 埼玉栄(個) 小谷野幹 10.700 66 千葉 県立千葉工業 根本内　輝生 10.450

66 千葉 県立銚子商業(個) 北島禾雪 10.700 67 東京 駒澤大学 板橋永久 10.400

68 千葉 県立船橋二和(個) 清水陽翔 10.600 68 埼玉 県立春日部(個) 古久保宇輝 10.300

68 茨城 県立勝田工業(個) 松本晃輝 10.600 68 栃木 作新学院 柏木寅瑠 10.300

70 千葉 県立千葉工業 根本内　輝生 10.550 70 千葉 県立千葉工業 髙橋　拓海 10.250

70 神奈川 湘南工大附 赤松 春翔 10.550 71 東京 駒澤大学 野口 翔 10.200

70 群馬 県立高崎工業 竹渕瑠偉 10.550 72 埼玉 県立大宮東 五十嵐心大 10.100

73 山梨 県立身延(個) 鈴木大賀 10.500 72 山梨 県立日川(個) 小宮山裕大 10.100

74 千葉 県立千葉工業 髙橋　拓海 10.450 72 千葉 県立船橋二和(個) 清水陽翔 10.100

75 神奈川 慶應義塾 吉田一真 10.350 72 群馬 東京農大二(個) 峯岸朋矢 10.100

76 群馬 県立吉井 臼井友康 10.300 72 山梨 日大明誠 坂本朋也 10.100

77 茨城 常磐大学(個) 大内健丸 10.150 77 千葉 市立習志野 岡本真輝 10.050

77 群馬 県立高崎工業 相原  陽 10.150 78 山梨 県立身延(個) 鈴木大賀 9.900

79 栃木 県立足利工業(個) 紺野歩夢 9.950 79 茨城 常磐大学(個) 大内健丸 9.850

80 群馬 東京農大二(個) 峯岸朋矢 9.850 79 群馬 県立吉井 臼井友康 9.850

81 茨城 茗渓学園 青木　昴 9.450 81 茨城 県立勝田工業(個) 松本晃輝 9.350

82 山梨 県立日川(個) 小宮山裕大 9.200 82 埼玉 伊奈学園 川上航平 9.300

83 神奈川 湘南工大附 曽根銘斗 9.150 83 茨城 茨城朝鮮(個) 金世洛 9.250

83 埼玉 県立大宮東 平湯勢良 9.150 83 埼玉 伊奈学園 五十嵐聖 9.250

85 茨城 茨城朝鮮(個) 金世洛 9.100 85 栃木 白鴎大足利 平塚蒼羅 9.150

86 茨城 茗渓学園 内田岳志 9.050 85 茨城 県立勝田工業(個) 市野沢侑真 9.150

87 神奈川 日大高校(個) 須﨑陽斗 8.950 87 神奈川 慶應義塾 阪口　諒 9.000

88 栃木 白鴎大足利 齋藤拓斗 8.750 88 茨城 茗渓学園 内田岳志 8.350

89 栃木 白鴎大足利 齋藤央輝 5.100 89 群馬 県立高崎工業(個) 髙橋陽大 7.250

90 栃木 白鴎大足利 平塚蒼羅 3.850 90 栃木 白鴎大足利 齋藤央輝 1.550

91 山梨 県立上野原 佐々木聖太 3.300 91 山梨 県立上野原 佐々木聖太 0.950

92 山梨 県立上野原 星 昂之介 1.800 92 栃木 白鴎大足利 張替彪男 0.000

93 山梨 県立上野原 田丸　京 1.600 92 山梨 県立上野原 橋本寿冴 0.000

94 栃木 白鴎大足利 張替彪男 0.000 92 山梨 県立上野原 田丸　京 0.000

94 栃木 宇短大附(個) 柴田康成 0.000 92 山梨 県立上野原 星 昂之介 0.000

94 山梨 県立上野原 橋本寿冴 0.000 92 山梨 日大明誠 小山尚吾 0.000

94 山梨 日大明誠 小山尚吾 0.000 92 山梨 日大明誠 河内　悠 0.000

94 山梨 日大明誠 河内　悠 0.000 92 山梨 日大明誠 西川　慶 0.000

94 山梨 日大明誠 西川　慶 0.000


