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オールオーバークラス 

男子個人総合部門 

 

演技順 名前 所属
1 トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチームPossum
2 シミズ コウタ 大阪大学ジャグリングサークルPatio
3 トミタ リョウヘイ -
4 アカザワ ユウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
5 ウジイエ ミチト -
6 フジタ ケンタ -
7 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！」
8 タナカ シュン 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

9 ハシモト リョウタ 京都大道芸倶楽部Juggling Donuts
10 モチヅキ ユウサク enra/makk and others
11 タカモリ ヒロフミ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
12 アキバ ヨウスケ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
13 アベ ヒロキ BAXY's
14 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum
15 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！」
16 タナカ トモヤス -
17 イソベ タクミ 浜松スポーツジャグリングサークルじゃぐなぎ



女子個人総合部門 

高校生男子個人総合部門 

男子個人総合ジュニア部門 

※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。 

演技順 名前 所属
1 ヤマシタ リエ NJC
2 オオサワ アイカ 千葉大学ジャグリングチームPossum
3 ヤナガワ アヤコ ジャグりま専科
4 オオデ サエ 帝京大学ジャグリングサークルQOJ
5 コセキ メグミ 湘南高校Tip-Top
6 スダ エリカ -

7 タカハシ ミレイ 静岡県立大学ジャグリングサークル五臓六腑

演技順 名前 所属
1 ナカガワ エイサク 修道ジャグリング同好会
2 ミタニ リョウト 筑駒jugglers
3 コサカ リョウタ 湘南高校

演技順 名前 所属
1 ツチダ ムネチカ 成城中学校ジャグリング同好会Joker
2 ヨシダ レオ -
3 スケダ イッセイ 筑駒ジャグラーズ
4 アゴウ テンセイ -
5 トリイ ヒロミキ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）
6 ノハラ ヒロキ 成城中学校ジャグリング同好会Joker

7 トリイ タケミ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）



団体部門 
演技順 名前 所属
1 おばてぃず 千葉大学ジャグリングチームPossum
2 ラスカル 大阪大学ジャグリングサークルPatio
3 Students -
4 とっちーず -
5 Radiant -



スペシャリストクラス 

男子1ディアボロ水平(固定)軸部門 
演技順 名前 所属
1 オバタ リョウヤ 千葉大学ジャグリングチームPossum

2 マキモト コウスケ 静岡県立大学ジャグリングサークル五臓六腑

3 キヌガサ ナオキ 愛知大学エンターテイメントサークルVolBox

4 ナカムラ マコト 東京理科大学野田同好会ジャグリング部

5 ミタニ リョウト 筑駒jugglers

6 コクブン ナオユキ 慶應義塾大学I-Wing

7 ミナガワ サトル 東京農工大学 ＠jug

8 ミツヤス ユウスケ 九州工業大学ジャグリングクラブピルエット

9 ハシモト キョウヘイ 東京理科大学野田同好会ジャグリング部

10 アカホリ タクミ 静岡県立大学ジャグリングサークル五臓六腑

11 スワ コウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

12 アザミ ダイチ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

13 トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチームPossum

14 カネヒラ シンイチ 大阪大学ジャグリングサークルPatio

15 シミズ コウタ 大阪大学ジャグリングサークルPatio

16 オオヤ ユキナガ 大屋養蜂園

17 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum

18 ワタナベ ヒデヤ malabaristas

19 アキバ ヨウスケ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～



男子1ディアボロ水平(ベアリング)軸部門 

 
 
 

演技順 名前 所属
1 ミズマチ ユウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
2 モリモト ユウスケ ジャグリングサークルJUG六
3 コジマ ユウキ -
4 ミヤザキ テツオ -
5 タナカ シュン 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
6 トミタ リョウヘイ -
7 ヤマザキ カズキ じゃぐりんりん
8 コサカ リョウタ 湘南高校
9 スワ コウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
10 ヤマモト マサアキ -
11 ヨシイ ノリヒロ 大商学園高等学校
12 タカモリ ヒロフミ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
13 アカザワ ユウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
14 オオヤ ユキナガ 大屋養蜂園
15 アベ ヒロキ BAXY's
16 イソベ タクミ 浜松スポーツジャグリングサークルじゃぐなぎ
17 ワタナベ ハヤト ナランハ
18 タナカ トモヤス -



男子1ディアボロ垂直軸部門 
演技順 名前 所属

1 コサキ ジュン 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

2 ヨシノ キョウスケ 東京農業大学大道芸サークル ジャグアグリ

3 タキ ケンタロウ malabaristas

4 ミズマチ ユウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

5 カンノ ジョウエイ -

6 サイトウ テツノリ Trinni-T

7 ミネギシ タクミ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

8 ハガ コウスケ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」

9 ツダ セイヤ -

10 ハヤシ タクヤ malabaristas

11 アカザワ ユウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

12 コバヤシ マサト JGK

13 オオミ ユウスケ BAXY's

14 モチヅキ ユウサク enra/makk and others

15 リキヒサ ケンタ -
16 オオホリ ユウタロウ 福島大学ジャグリングサークル「JUGLBE」

17 オオヤ ユキナガ 大屋養蜂園

18 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！」

19 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum

20 マキモト コウスケ 静岡県立大学ジャグリングサークル五臓六腑

21 スズキ タカユキ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」

22 タカモリ ヒロフミ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～

23 トリイ タケミ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）

24 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！」

25 サイトウ ヒロキ 京都大道芸倶楽部Juggling Donuts

26 トリイ ヒロミキ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）

27 タカノ ショウ malabaristas



女子1ディアボロ部門 

2ディアボロ部門 

演技順 名前 所属
1 イトウ マユ WAP
2 カワバタ ミノリ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
3 オオイ ツグミ malabaristas
4 ヤマモト ユキカ 静岡県立大学ジャグリングサークル五臓六腑
5 サカイ チサ 帝京大学ジャグリングサークルQOJ
6 アンドウ アキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
7 オオデ サエ 帝京大学ジャグリングサークルQOJ
8 ヤナガワ アヤコ ジャグりま専科
9 コセキ メグミ 湘南高校Tip-Top
10 オオサワ アイカ 千葉大学ジャグリングチームPossum
11 ヨコイ ユキナ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」

演技順 名前 所属
1 スワ コウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
2 トドロキ シンスケ 東京農工大学 ＠jug
3 オオヤ ユキナガ 大屋養蜂園
4 ヒライワ カズヤ malabaristas
5 トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチームPossum
6 タナカ トモヤス -
7 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum
8 タナカ シュン 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
9 トリイ タケミ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）
10 トウジョウ マキ -
11 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！」
12 ハシモト リョウタ 京都大道芸倶楽部Juggling Donuts
13 トリイ ヒロミキ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）
14 アベ ヒロキ BAXY's



3ディアボロ部門 

チャレンジクラス 

※チャレンジクラスの演技順は当日(3月29日及び31日)、 

受付終了後に公開致します。 

バトル部門 

エントリー選手一覧(順不同) 

※組み合わせは当日くじ引きにて決定致します。

演技順 名前 所属
1 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum
2 クラサワ エイジ focus

名前 所属
トリイ ヒロミキ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）
トリイ タケミ 碧南市立西端小学校（ジャグリングクラブ西端）
クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチームPossum
トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチームPossum
ツダ セイヤ -
スワ コウキ 早稲田大学ジャグリングサークル～infinity～
マキモト コウスケ 静岡県立大学ジャグリングサークル五臓六腑
ヤマザキ カズキ じゃぐりんりん


