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男子個人総合部門 
演技順 名前 所属 
1 イシミズ タイキ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts 

2 カン タカフミ infinity 

3 オバタ リョウヤ 千葉大学ジャグリングチームPossum 

4 ミツヤス ユウスケ - 

5 イシダ リョウスケ - 

6 ヤマダ ジュン 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 

7 アキバ ヨウスケ - 

8 カメイ ヒロキ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 

9 トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチームPossum 

10 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum 

11 タダ カズキ チーム FJY 
 
 

女子個人総合部門 
演技順 名前 所属 
1 アンドウ アキ infinity 

2 スドウ マキ 大阪大学ジャグリングサークルPatio 

 



高校生男子個人総合部門 
演技順 名前 所属 
1 サトウ ショウヘイ 修道ジャグリング同好会Cortile 

2 トキモリ エイジ 修道ジャグリング同好会 Cortile 

3 ナガオ ユウト KJC 

4 ホソカワ キョウヤ NNCT 

5 ヤマザキ ソウシ 東海高校ジャグリング同好会 TJC 

6 アベ コオマ 修道ジャグリング同好会Cortile 

 
 

男子個人総合ジュニア部門 
演技順 名前 所属 
1 ヨシダ シゲミ JPAS 

2 マツムラ タカオ 修道ジャグリング同好会Cortile 

3 アゴウ テンセイ 亀戸大道芸クラブ 

4 マキノ セナ JPAS 

 
 
※女子個人総合ジュニア部門は出場希望者がいなかったため、 

実施致しません。 
 
 

団体部門 
演技順 名前 

1 惟と太一の鬼ころし 

2 F コート(半面) 

 
  



スペシャリストクラス 
 

男子 1 ディアボロ水平軸(固定)部門 
演技順 名前 所属 
1 イナバ ワタル 東京理科大学ジャグリングDOMINUS SOMNI 

2 タナカ トモヤス - 

3 イリエ コウシロウ 東京理科大学ジャグリングDOMINUS SOMNI 

4 アゴウ テンセイ 亀戸大道芸クラブ 

5 トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブにしばた 

6 フジモト カンタ infinity 

7 ホソカワ キョウヤ NNCT 

8 オオモリ キョウスケ 長崎大学 

9 ナカザワ マサノブ 電気通信大学ジャグリングサークルPassage 

10 トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチームPossum 

11 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum 

12 オオヤ ユキナガ 大屋養蜂園 

13 カネヒラ シンイチ 大阪大学ジャグリングサークルPatio 

14 アキバ ヨウスケ - 

15 クボタ タイガ infinity 
 

  



男子 1ディアボロ水平軸(ベアリング)部門 
演技順 名前 所属 
1 ヨシイ ノリヒロ 関西学院大学大道芸サークルSPLASH 

2 ノノガキ ソウマ 東海中学ジャグリング同好会 TJC 

3 タナカ トモヤス - 

4 イシミズ タイキ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts 

5 フセ コウイチロウ チーム FJY 

6 ミツヤス ユウスケ - 

7  イソベ タクミ - 

 
 

男子 1 ディアボロ垂直軸部門 
演技順 名前 所属 

1 イトウ ブンジ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 

2 ミヤケ ユタカ JSK 

3 フセ コウイチロウ チーム FJY 

4 サトウ ショウヘイ 修道ジャグリング同好会Cortile 

5 ヤマザキ ソウシ 東海高校ジャグリング同好会 TJC 

6 コサキ ジュン - 

7 タカノ ショウ マラバリスタ 

8 センスイ サキ Tip-Top/J-SLIDING 

9 カメイ ヒロキ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 

10 マエダ リョウスケ 東海高校ジャグリング同好会 TJC 

11 マキモト コウスケ チーム FJY 

 



女子 1ディアボロ部門 
演技順 名前 所属 
1 ナガサカ ミヅキ 静岡県立大学ジャグリングクラブ五臓六腑 

2 オオイシ マユ 静岡県立大学ジャグリングクラブ五臓六腑 

3 マツオ マナ NNCT 

4 アンドウ アキ infinity 

5 スドウ マキ 大阪大学ジャグリングサークルPatio 

6 オオイ ツグミ マラバリスタ 

7 シライシ アイリ 静岡県立大学ジャグリングクラブ五臓六腑 

8 タニグチ ミズキ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 

 
 

2 ディアボロ(固定)部門 
演技順 名前 所属 

1 シムラ ユイ 慶應義塾大学 I-Wing 

2 アゴウ テンセイ 亀戸大道芸クラブ 

3 マキノ セナ JPAS 

4 スギト ヨウタ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 

5 アベ コオマ 修道ジャグリング同好会Cortile 

6 マツムラ タカオ 修道ジャグリング同好会Cortile 

7 タダ カズキ チーム FJY 

8 オバタ リョウヤ 千葉大学ジャグリングチームPossum 

9 イリエ コウシロウ 東京理科大学ジャグリングDOMINUS SOMNI 

10 イシミズ タイキ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts 

11 トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチームPossum 

 
 



2 ディアボロ(ベアリング)部門 
演技順 名前 所属 
1 ムトウ タイガ 9JUC 

2 ミツヤス ユウスケ - 

3 カメイ ヒロキ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 

4 コイズミ ユウキ infinity 

5 フセ コウイチロウ チーム FJY 

 
 

3 ディアボロ部門 
演技順 名前 所属 

1 ワタヌキ シュンスケ 東海高校ジャグリング同好会 TJC 

2 トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブにしばた 

3 スドウ マキ 大阪大学ジャグリングサークルPatio 

4 カン タカフミ infinity 

5 カネヒラ シンイチ 大阪大学ジャグリングサークルPatio 

6 トキモリ エイジ 修道ジャグリング同好会 Cortile 

7 タナカ シュン - 

 
  



チャレンジクラス 
 

※チャレンジクラスの演技順は当日発表致します。 
(3 月 29日及び 30日) 

 
 
 

バトル部門 
 

名前 所属 

アゴウ テンセイ 亀戸大道芸クラブ 

イシミズ タイキ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts 

クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum 

センスイ サキ Tip-Top/J-SLIDING 

トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブにしばた 

フセ コウイチロウ チーム FJY 

ホソカワ キョウヤ NNCT 

マキモト コウスケ チーム FJY 

 
エントリー数：8名 

 
組み合わせは当日抽選で決定致します。 

 


