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オーバーオールクラス 
 

男子個人総合部門 
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 サイトウ ヒロキ - 

3 ハシモト キョウヘイ 東京理科大学 DominusSomni 

4 イシミズ タイキ KJC 

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 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 

7 クボ ユウイチロウ - 

8 タダ カズキ RefleX 

9 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！」  

10 ワタナベ ハヤト - 

11 トミタ ヒカル 千葉大学ジャグリングチーム Possum 

12 タナカ トモヤス - 

13 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！」  

14 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチーム Possum 
 
 

女子個人総合部門 
演技順 名前 所属 
1 スドウ マキ 大阪大学ジャグリングサークル Patio  

2 ヤナガワ アヤコ - 



高校生男子個人総合部門 
演技順 名前 所属 
1 トキモリ エイジ 修道中学高等学校ジャグリング同好会 

2 ホソカワ キョウヤ 新居浜高専奇術部 

 
 

男子個人総合ジュニア部門 
演技順 名前 所属 
1 カジハラ タツヒト 枚岡ジャグリング部 

2 トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端中学校 

3 マキノ セナ JPAS 

4 アゴウ テンセイ ジャグリバ 

5 マツムラ タカオ 修道中学校・高等学校ジャグリング同好会 

6 タニオカ カケト 枚岡ジャグリングクラブ 

7 トリイ タケミ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端小学校 

 
 
※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 とっちーず 

 
  



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 イリエ コウシロウ 東京理科大学 DominusSomni 

2 トリイ タケミ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端小学校 

3 ハシモト キョウヘイ 東京理科大学 DominusSomni 

4 イシダ リョウスケ - 

5 トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端中学校 

6 オマガリ シンタロウ マラバリスタ/チーム FJY 

7 サトウ ヒロミチ Aux Cerises ジャグリング愛好会 

8 アキバ ヨウスケ infinity 

9 マキモト コウスケ チーム FJY 

10 クボタ タイガ infinity 

11 カネヒラ シンイチ 大阪大学ジャグリングサークル Patio  

12 ヤマモト マサアキ - 
 

  



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 イシミズ タイキ KJC 

2 イリエ コウシロウ 東京理科大学 DominusSomni 

3 オオハラ ユウト 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」  

4 クボ ユウイチロウ - 

5 サカマキ タカマサ - 

6 ハシモト キョウヘイ 東京理科大学 DominusSomni 

7 ババ ヒロヤ じゃぐなぎ 

8 ミスミ タイセイ 香川高専ジャグリングサークル SPOT 

9 ヨシイ ノリヒロ 関西学院大学大道芸サークル SPLASH  

10 モリモト ユウスケ 神戸大学ジャグリングサークル JUG 六 

11 ミヤチ ショウゴ - 

12 シミズ コウタ 大阪大学ジャグリングサークル Patio 

13 コマツ ナオト TRY CUBE 

14 オマガリ シンタロウ マラバリスタ/チーム FJY 

15 フセ コウイチロウ チーム FJY 

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 ヤマモト マサアキ - 

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 オガワ ユウゴ 姫ジャグ 

2 オオホリ ユウタロウ 福島大学ジャグリングサークル 

3 タナカ トモヤス - 

4 ヤマザキ ソウシ TJC 

5 カンノ ジョウエイ Aux Cerises ジャグリング愛好会 

6 コサキ ジュン - 

7 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！」  

8 タカノ ショウ マラバリスタ 

9 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！」  

10 スズキ タカユキ - 

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！」  

 
 

女子 1ディアボロ部門 
演技順 名前 所属 
1 イタニ ホノカ 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」  

2 ミチバタ エナ 大阪大学ジャグリングサークル Patio  

3 サトウ チエ infinity 

4 オオイシ マユ 五臓六腑 

5 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！」  

6 オオイ ツグミ マラバリスタ 

7 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！」  

8 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 

9 スドウ マキ 大阪大学ジャグリングサークル Patio  

 
  



2 ディアボロ(固定)部門 
演技順 名前 所属 
1 イリエ コウシロウ 東京理科大学 DominusSomni 

2 クボ ユウイチロウ - 

3 アゴウ テンセイ ジャグリバ 

4 タダ カズキ RefleX 

5 アキバ ヨウスケ infinity 

6 イシミズ タイキ KJC 

7 トリイ タケミ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端小学校 

8 タナカ トモヤス - 

 
 

2 ディアボロ(ベアリング)部門 
演技順 名前 所属 
1 ミスミ タイセイ 香川高専ジャグリングサークル SPOT 

2 シミズ コウタ 大阪大学ジャグリングサークル Patio 

3 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 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！」  

2 クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチーム Possum 

3 ワタナベ ハヤト - 

4 トリイ タケミ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端小学校 

 
  



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 20 日及び 21日) 

 
 
 

バトル部門 
 

名前 所属 
イシミズ タイキ KJC 

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 

オマガリ シンタロウ マラバリスタ/チーム FJY 

カネヒラ シンイチ 大阪大学ジャグリングサークル Patio  

カンノ ジョウエイ Aux Cerises ジャグリング愛好会 

クドウ マサヒロ 千葉大学ジャグリングチーム Possum 

クボタ タイガ infinity 

サトウ ヒロミチ Aux Cerises ジャグリング愛好会 

タカノ ショウ マラバリスタ 

トリイ タケミ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端小学校 

トリイ ヒロミキ ジャグリングクラブにしばた、碧南市立西端中学校 

フセ コウイチロウ チーム FJY 

マキノ セナ JPAS 

ヤマモト マサアキ - 

 
エントリー数：14名 

 
組み合わせは当日抽選で決定致します。 

 


