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全国高校体育連盟 速報№１２

第37回  全国高等学校新体操選抜大会(男子)
2022/03/19

団体選手権( 団体徒手) 会場：熊本市総合体育館

順位 所属名 選手氏名 D(難度） E（実施） 減点 決定点 点差

1位
佐 賀 県 川内 珠羅 村里 剛一 千代樵 拓海

9.025 7.750 16.775 ---神埼清明 古賀 悠真 田中 将太郎 浅田 匠

【監督】中山 智浩 副島 悠吏 島 幸佑

2位
北 海 道 萱森 琉生 佐藤 佳太 北川 竜羽

8.625 6.500 15.125 1.650北海道恵庭南 中根 葉 丸山 礼 古澤 和也

【監督】工藤 直人 松倉 弘喜 吉田 獅龍

3位
青 森 県 小沢 泰聖 葛西 麗音 橋場 莉玖

7.800 5.800 13.600 1.525青森山田 神山 貴臣 木村 煕作 譽士太 陽向

【監督】柴田 翔平 鈴木 裕翔

4位
静 岡 県 八木 広翔 八木 太一 原田 隆之介

8.250 5.300 13.550 0.050県立島田工業 寺田 風我 飯塚 眞士 櫻井 翔太

【監督】鈴木 康正 河原崎 透矢

5位
神 奈 川 県 貝瀨 壮 松倉 凪冴 松島 颯

7.575 6.500 1.50 12.575 0.975光明学園相模原 久保田 荘太郎 橋本 康生 相澤 隼人

【監督】須藤 健志

6位
宮 崎 県 熊迫 洋人 竹村 誓悟 有馬 優斗

7.450 4.800 12.250 0.325小林秀峰 上岡 優斗 茶木 陽翔 坂元  凌

【監督】日高 祐樹

7位
埼 玉 県 小林 凛太郎 佐藤 瑠唯 櫻本 皓大

7.000 4.850 11.850 0.400埼玉栄 菅原 瑞希 高橋 駿哉 渡辺 舜翔

【監督】石田  渓 砂川 琉惺

8位
岩 手 県 本田 歩夢 山口 裕希 細野 高志

7.500 5.200 1.50 11.200 0.650盛岡市立 佐藤 輝大 三上 雷馳 髙村 太陽

【監督】藤原 大貴 渡辺  快

9位
鹿 児 島 県 太皷 真啓 新屋 涼大 新屋 翔大

5.600 4.375 9.975 1.225鹿児島実業 住吉 達貴 赤瀬川 瞬平 柳原 啓汰

【監督】樋口 靖久 尾上  蓮 上原 大聖

10位
岐 阜 県 岩田 隼 田中 千紗仁 山田 拳伸

6.200 5.400 3.10 8.500 1.475済美 青木 涼多朗

【監督】坂本 匡

11位
福 井 県 川畑 慶汰 寺井 大悟 安川 竜雅

4.500 2.400 6.900 1.600科学技術 森下 達也 髙木  宙 木村  空

【監督】後藤 大輔

12位
宮 城 県 渡邉 賢 横山 玲央 密岡 維月

4.400 2.200 0.10 6.500 0.400白石 増子 侑杜 菅野 陽介 熊田 従士

【監督】菊地 伸宏

13位
広 島 県 池田 圭吾 上野 謙心 江木 裕弥

4.700 2.650 1.50 5.850 0.650広陵 原 明憂 鈴木 輝人 荒槇 建太

【監督】三宅 洋始

14位
大 阪 府 大西 春之進 裏山 大生 畠山 馨

3.500 2.750 1.50 4.750 1.100清風 瀬戸 敦史 表 雄一

【監督】壽賀 亮太

15位
福 岡 県 野中 航平 白石 拓也 澤村 蒼

3.075 1.100 0.10 4.075 0.675東福岡 平島 奏 古後 一真 織田 慎槍

【監督】野口 恭徳 近藤 蓮 寺田 煌斗

16位
北 海 道 大野 和真 穐田 龍馬 村山 達也

3.200 0.800 3.00 1.000 3.075北海道札幌東陵 藤田 浩人

【監督】小山 翔平

*位
青 森 県 成田  力 川口  潤 齊藤 多祐

ｷｹﾝ ｷｹﾝ ｷｹﾝ ---弘前実業 三上 竜征 三浦 凌叶 熊谷  葵

【監督】福士 俊輔

*位
宮 城 県 遠藤 悠斗 吉野 武琉 谷津 敬直

ｷｹﾝ ｷｹﾝ ｷｹﾝ ---名取 齋藤 悠杜 星野 成希 大野 青空

【監督】本多 和宏 外川 昂

*位
熊 本 県 米良 陽希 井上 彩斗 榎田 朔

ｷｹﾝ ｷｹﾝ ｷｹﾝ ---芦北 松園 琉輝 木下 直生 松園 利玖

【監督】出来田 和哉

審判長 前田 節夫


