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男子個人総合部門 
演技順 名前 所属 
1 オバタ リョウヤ 千葉大学 Juggling Team Possum 

2 アキバ ヨウスケ infinity  

3 カミヤ ガク 大阪大学ジャグリングサークル Patio 

4 タダ カズキ RefleX／チーム FJY 

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 タナカ シュン infinity  

7 トミタ ヒカル 千葉大学 Juggling Team Possum 

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 ナガサカ タクト - 

10 クドウ マサヒロ 千葉大学 Juggling Team Possum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



女子個人総合部門 
演技順 名前 所属 
1 ハセガワ ミカ infinity 

2 ヤマモト ユキカ 静岡県立大学ジャグリングクラブ五臓六腑 

3 スドウ マキ 大阪大学ジャグリングサークル Patio 

4 アンドウ アキ infinity 

5 スダ エリカ - 

6 ヒグチ ヨウコ 関西学院大学 SPLASH 

7 オオデ サエ 帝京大学ジャグリングサークル QOJ 

8 タカハシ ミレイ 静岡県立大学ジャグリングクラブ五臓六腑 

9 ワタナベ ユカリ 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 コサカ リョウタ 湘南高校 Tip-Top 

2 スケダ イッセイ 筑駒 Jugglers 

3 サカイ シュンスケ 浅野高校 

 
 

男子個人総合ジュニア部門 
演技順 名前 所属 
1 マキノ セナ 麻機児童館ジャグリングクラブ（JPAS） 

2 トリイ タケミ ジャグリングクラブ西端、碧南市立西端小学校 

3 アゴウ テンセイ ジャグリバ 

4 タモツ カイタ 麻機児童館ジャグリングクラブ（JPAS） 

5 トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブ西端、碧南市立西端中学校 

6 トキモリ エイジ 修道中学高等学校ジャグリング同好会 

 



※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 所属 
1 WASEDA DIABOLERS infinity 

2 APLLONS 千葉大学 Juggling Team Possum 

 
 

 
 
 

 
  



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 タカハシ ケンゴ infinity 

2 ツダ セイヤ タクマランド 

3 マツイ シュウシロウ infinity 

4 シノキ ユウヤ 千葉大学 Juggling Team Possum 

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 アキバ ヨウスケ infinity  

7 クドウ マサヒロ 千葉大学 Juggling Team Possum 

8 オオヤ ユキナガ 大屋養蜂園 

9 マキモトコウスケ 静岡県立大学ジャグリングクラブ五臓六腑／チーム FJY 
 
 

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 コサキ ジュン infinity 

2 クロキ シュン 千葉大学 Juggling Team Possum 

3 カサイ ユウヤ 慶應義塾ジャグリングサークル I-wing 

4 ミツヤス ユウスケ 九州工業大学ジャグリングクラブ Pirouette 

5 ウエダ ハジメ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts 

6 モリモト ユウスケ 神戸大学ジャグリングサークル JUG 六 

7 オマガリ シンタロウ Malabaristas 

8 ミズマチ ユウキ infinity 

9 コマツ ナオト TRY CUBE 

10 トミタ リョウヘイ - 

11 タナカ トモヤス - 

12 タカモリ ヒロフミ infinity 

13 スワ コウキ infinity 



男子 1ディアボロ垂直軸部門 
演技順 名前 所属 

1 ヨネカワ ナオキ 豊田高専ジャグリング同好会 

2 カサイ ユウヤ 慶應義塾ジャグリングサークル I-wing 

3 オオホリ ユウタロウ 福島大学ジャグリングサークル「じゃぐるべ」 

4 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！」 

5 タナカ シュン infinity 

6 トミタ ヒカル 千葉大学 Juggling Team Possum 

7 ミツヤス ユウスケ 九州工業大学ジャグリングクラブ Pirouette 

8 ミネギシ タクミ infinity 

9 シモジ ケイタ infinity 

10 タナカ トモヤス - 

11 ハラダ カズヤ signature by A.P.D. 

12 アサクラ ヨウ infinity 

13 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 

14 ミズマチ ユウキ infinity 

15 リキヒサ ケンタ 北九州市立大学ジャグリングサークル croissant 

16 トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブ西端、碧南市立西端中学校 

17 マキモトコウスケ 静岡県立大学ジャグリングクラブ五臓六腑／チーム FJY 

18 コサキ ジュン infinity 

19 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！」 

20 オオミ ユウスケ BAXY's 

21 ハヤシ タクヤ Malabaristas 

22 トリイ タケミ ジャグリングクラブ西端、碧南市立西端小学校 

23 タカモリ ヒロフミ infinity 

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 タカノ ショウ Malabaristas 

 



女子 1ディアボロ部門 
演技順 名前 所属 
1 オオデ サエ 帝京大学ジャグリングサークル QOJ 

2 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 

3 イトウ マユ wap 

4 オオイ ツグミ Malabaristas 

5 アンドウ アキ infinity 

 
 

2 ディアボロ(固定)部門 
演技順 名前 所属 
1 フジイ ツヨシ 大阪大学ジャグリングサークル Patio 

2 アザミ ダイチ infinity 

3 オバタ リョウヤ 千葉大学 Juggling Team Possum 

4 サイトウ テツノリ チーム FJY 

5 ヒライワ カズヤ Malabaristas 

6 イシミズ タイキ KJC 

7 アキバ ヨウスケ infinity  

8 タダ カズキ RefleX／チーム FJY 

9 トミタ ヒカル 千葉大学 Juggling Team Possum 

10 クドウ マサヒロ 千葉大学 Juggling Team Possum 

11 タナカ トモヤス - 

12 ハシモト リョウタ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts 

 
  



 
2 ディアボロ(ベアリング)部門 

演技順 名前 所属 
1 クボタ タイガ 早稲田大学高等学院 whip 

2 トリイ タケミ ジャグリングクラブ西端、碧南市立西端小学校 

3 ヒノ フミタカ 流通経済大学付属柏高校 

4 カサイ ユウヤ 慶應義塾ジャグリングサークル I-wing 

5 トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブ西端、碧南市立西端中学校 

 
 

3 ディアボロ部門 
演技順 名前 所属 
1 トリイ タケミ ジャグリングクラブ西端、碧南市立西端小学校 

2 タナカ シュン infinity 

3 ワタナベ ハヤト ナランハ 

4 カネヒラ シンイチ 大阪大学ジャグリングサークル Patio 

5 ノナカ アオイ JDA 

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 クドウ マサヒロ 千葉大学 Juggling Team Possum 

 
 
 

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。 
 
 


