
順位 所属名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差
佐賀 石橋侑也 松本健太 八並剛

神埼清明 野口勇人 乾蒼真 太田悠介
【監督】中山智浩 武田大河 吉留靖二

北海道 田口将 吉村航也 菊地祐史
恵庭南 大西竣介 伊賀健介 春井仁志

【監督】工藤直人 中田龍之介 渡部翼
青森 松澤斗柾 石川瑛介 工藤航

青森山田 松永優雅 佐久本和夢 窪田宗一郎
【監督】荒川栄 木村太伊華 舘山楓弥

宮崎 中野辰哉 里岡謙信 坂元稀一
小林秀峰 大塚慎太郎 熊迫大貴 福田翔司

【監督】永野護 竹本仁 井手皓太
香川 川上祐毅 佐藤達也 鈴木諒

坂出工業 宮本大輔 田村士穏 山口祥己
【監督】林晋平 山崎崚平 堂山祥

福井 前田幸大 田中志延 山本恭広
科学技術 前田丈 齋藤大地 山田宅真

【監督】後藤大輔 丸山伸希
岩手 本田翔理 伊藤大翔 細野大樹

盛岡市立 細谷悠樹 関諒介 地蔵堂和博
【監督】野呂和希

神奈川 中町太一 馬場清凱 山口夏史
光明相模原 山本耕平 栗山隼輔 吉岡弘

【監督】貝瀨仁史
愛知 友川雅稀 梶浦正嗣 坂本龍吾
武豊 中島湧也 田中眞奈仁 友川尋翔

【監督】菅正樹 兼子耀太 井上晴斗
宮城 南部武人 田代瑞貴 安孫子紗楽
名取 遠藤那央斗 氏家伸作 髙橋快季

【監督】本多和宏
群馬 松井直樹 深澤和正 馬塲麗胤

前橋工業 細野立樹 狩野息吹
【監督】髙橋真人

兵庫 豊原遥樹 新留海音 田中宏次朗
尼崎西 岩渕緒久斗 内海陽向 梅本直希

【監督】大江誠 八木洸希 山上拓人
鹿児島 吉留大雅 石牟禮華月 伊藤昴

鹿児島実業 甲斐陽喜 原口航汰 藤本祥太
【監督】樋口靖久 伊集院陸 田邉真生

岐阜 安藤未藍 織田一明 後藤大輝
済美 松永健人 棚瀬駿大

【監督】坂本匡
福岡 山口凌佑 浦志晃平 堀野正雄

福岡舞鶴 宮野太一 中尾柊翔 本多葵
【監督】中村優太 堤啓至 西﨑海音

北海道 阿部光希 河村健生 鎌田樹
札幌東陵 友田黎 角舘陸

【監督】小山翔平
大分 植木温大 佐保佳寿 高橋大地

日出総合 手島陸 武富葵
【監督】小園将仁

広島 倉重貴乙 新田大翔 伊藤源祐
三次 段原大和 原田帆渉 宮田響

【監督】藤原祐馬
福島 藤田改斗 渡邊慎人 佐藤クリスチャン

安積御舘 伊藤健斗 松崎成汰 古川翔也
【監督】宗形秀夫

選手氏名

1位 9.125 8.400 0.00 17.525

平成29年度 全国高等学校新体操選抜大会(男子)
2018/3/26

団体選手権( 団体徒手) 会場：県営あづま総合体育館

3位 9.175 7.950 0.00 17.125 0.225

---

2位 9.200 8.150 0.00 17.350 0.175

5位 8.775 6.800 0.00 15.575 0.850

4位 8.975 7.450 0.00 16.425 0.700

7位 8.000 6.350 0.00 14.350 0.525

6位 8.700 6.175 0.00 14.875 0.700

9位 8.650 5.400 0.00 14.050 0.050

8位 8.100 6.000 0.00 14.100 0.250

11位 7.300 6.200 1.50 12.000 2.050

9位 8.450 5.600 0.00 14.050 0.000

13位 7.050 3.650 0.30 10.400 1.600

11位 7.650 4.350 0.00 12.000 0.000

15位 6.350 2.900 0.00 9.250 0.500

14位 6.800 5.950 3.00 9.750 0.650

17位 4.000 1.650 1.50 4.150 1.300

16位 4.550 2.500 1.60 5.450 3.800

19位 2.000 1.000 0.15 2.850 1.200

18位 3.700 1.850 1.50 4.050 0.100

審判長 前田 節夫


