
静岡ディアボロコンテスト2019演順
⼩学⽣部⾨

演順 ⽒名  所属

1 ハセガワ ユイ  JPAS

2 ノノムラ コウタ  

3 マスカワ  ラン  JPAS

4 ヤマモト ナナセ  JPAS

5 アキヤマ ユウキ  JPAS

6 タカハシ  ルキア  豊川ジャグリングクラブ

7 ヤマモト セイゴ  JPAS

8 ヒラモリ チナリ  JPAS

9 ヨシダ シゲミ  JPAS

10 マキノ セナ  JPAS

クリエイティブ部⾨

演順 ⽒名  所属

1 ムライ タカハル  ⼤阪⼤学ジャグリングサークルPatio

2 ヨシイ ノリヒロ  SPLASH

3 マキノ ルナ  JPAS

4 フセ コウイチロウ  チームFJY

5 カナザワ タケヒロ  

6 タナベ シンジ  東京⼤学マラバリスタ

7 ムトウ タイガ  9JUC・チームFJY・Jugglorious・SHIKIBU

8 マツノ セイヤ  東京⼤学マラバリスタ

9 ワタナベ ハヤト  ナランハ

10 イソベ タクミ  じゃぐなぎ、IaKOT



静岡ディアボロコンテスト2019演順
男⼦ビギナー部⾨

演順 ⽒名  所属

1 トドコロ マサト  東京農⼯⼤学ジャグリングサークル@jug

2 タナベ  リュウジ  湘南⾼校ジャグリング部 Tip-Top

3 ノグチ カケル  荏⽥⾼校ジャグリング部juggles

4 クサチ バンリ  Farce

5 ササキ マサト  

6 ウラガキ ショウノ  東京農⼯⼤学ジャグリングサークル@jug

7 ナカガワ シンゴ  ⾸都⼤学東京 Team"Lamp"

8 モリモト キョウヘイ  前橋⾼校⼤道芸部

9 オオハシ レント  五臓六腑

10 マエダ ヒロキ  静岡⼤学 ⼤道芸サークル すぱ

11 コンドウ マサキ  ⽴命館⼤学マジック＆ジャグリングサークル

12 ミヤタ  ダイキ  前橋⼯科⼤学ジャグリング部 GRIP

13 カワシマ アオト  湘南⾼校ジャグリング部 Tip-Top

14 スワ ヒロキ  ぱさーじゅ

15 エンドウ マモル  マラバリスタ

16 イノウエ シュウタ  クロワッサン

17 ニワ ダイチ  東京農⼯⼤学ジャグリングサークル@jug

18 ヤスナガ ナオ  ⼤阪府⽴⼤学奇術部Jenga

19 タカハシ イッサ  湘南⾼校ジャグリング部 Tip-Top

20 タケウチ ユウキ  東京⼤学マラバリスタ

21 ヒライ  ショウタ  東京理科⼤学DOMINUSSOMNI



男⼦テクニカル部⾨

演順 ⽒名  所属

1 スナハラ  ヒロト  京都⼤道芸倶楽部 Juggling Donuts
2 オガワ ユウゴ  姫ジャグ

3 クサチ バンリ  Farce
4 タカハシ ケンゴ  infinity
5 マキノ セナ  JPAS
6 オニツカ ミノリ  北九州市⽴⼤学ジャグリングサークル「croissant」
7 トミタ ヒカル  静岡ジャグリング交流会

8 ミツヤス ユウスケ  

9 カンノ ジョウエイ  ⻘⼭学院⼤学AuxCerises
10 ミズタニ セイタ  五臓六腑

11 シミズ ショウタ  京都⼤道芸倶楽部Juggling Donuts
12 ウエダ ナオヤ  

13 ホソカワ キョウヤ  新居浜⾼専奇術部

14 ニシオ フミヤ  

15 アサキ シュンタ  

16 ハカマタ  タクミ  ヨーヨーリクリエーション

17 タカモリ ヒロフミ  

18 ヤマダ ジュン  ジャグリアーノ！/IaKOT
19 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！」

20 トリイ ヒロミキ  ジャグリングクラブにしばた

21 クボタ タイガ  infinity
22 タナベ シンジ  東京⼤学マラバリスタ

23 ウエダ ハジメ  京都⼤道芸倶楽部 Juggling Donuts
24 イソベ タクミ  じゃぐなぎ、IaKOT
25 オマガリ シンタロウ  東京⼤学マラバリスタ

26 シシド サダアキ  

27 ヨシイ ノリヒロ  関⻄学院⼤学⼤道芸サークルSPLASH
28 シミズ コウタ  なし

29 タダ カズキ  チームFJY
30 ワタナベ ハヤト  ナランハ
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⼥⼦ビギナー部⾨

演順 ⽒名  所属

1 カサハラ マリナ  湘南⾼校ジャグリング部 Tip-Top

2 ヨシムラ モモカ  ⼤正⼤学パフォーマンス研究会〜じゃぐだっく〜

3 ミカモト ジュンナ  ⼤阪⼤学ジャグリングサークルPatio

4 マツオ マナ  新居浜⾼専奇術部

5 ナガサカ ミヅキ  五臓六腑

6 タドコロ アスカ  姫ジャグ

⼥⼦テクニカル部⾨

演順 ⽒名  所属

1 オクノ ムツミ  電気通信⼤学Passage

2 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！」

3 オオデ サエ  QOJ

4 マルヤマ リョウコ  東京農⼯⼤学ジャグリングサークル@jug

5 オオイシ マユ  五臓六腑

6 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！」

7 アンドウ アキ  

8 ノウチ マナカ  WAP

9 タカハシ ミレイ  

10 ヒグチ ヨウコ  

11 スドウ マキ  Patio・FJY
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パフォーマンス部⾨

演順 ⽒名  所属

1 イソベ タクミ  じゃぐなぎ、IaKOT

2 タカハシ ハルト  NMJC

3 ミズマチ ユウキ  

4 オオヤ ユキナガ  ⼤屋養蜂園

5 オオスミ ヒラキ  Malabaristas

6 ホンゴウ トモヤ  五臓六腑

7 モリ タカアキ  宮ジャグ！

8 コマツ ナオト  

9 トミタ ヒカル  静岡ジャグリング交流会

10 ヨシイ ノリヒロ  関⻄学院⼤学⼤道芸サークルSPLASH

11 ワタナベ ツバサ  

12 トドロキ シンスケ  

13 ヨシダ シゲミ  JPAS

14 ウエダ ナオヤ  

15 ムトウ タイガ  9JUC・チームFJY・Jugglorious・SHIKIBU

16 シシド サダアキ  

17 ウズタケ リンコ  

18 ミツヤス ユウスケ  

19 クドウ マサヒロ  パフォーマンス演劇集団aube

20 オバタ リョウヤ  

21 ワタナベ ハヤト  ナランハ

22 マガミ レイカ  



静岡ディアボロコンテスト2019演順
チームバトル部⾨

チーム名 チームメンバー

 グランドスクエアとみた  クドウ マサヒロ、トミタ ヒカル、オバタ リョウヤ

 チームさわやか  シミズ コウタ、カナザワ タケヒロ、イソベ タクミ

 筋⾁キングダム  ムトウ タイガ、トリイ ケン、クサチ バンリ

 かねひら  アキバ ヨウスケ、タカモリ ヒロフミ、ミツヤス ユウスケ

 オキシゲン  トリイ ヒロミキ、タカハシ ハルト、マツムラ タカオ

 チームFJY  サイトウ テツノリ、マキモト コウスケ、タダ カズキ

 北海道トリオ 〜1⼈東京いるらしいよ〜  ハラダ カズヤ 、コマツ ナオト 、フセ コウイチロウ

 チームTYS  アゴウ テンセイ、アキヤマ ユウキ、マキノ セナ

 MAKK＆Others  アベ ヒロキ、モチヅキ ユウサク、キムラ マサミチ

 チームＳＨＯＰ  ワタナベ ハヤト、トミタ リョウヘイ、アベヒロユキ

 95W  ヒグチ ヨウコ、スドウ マキ、ヤマモト ユキカ

 静ディアルーキーズ  ヨシイ ノリヒロ、アサキ シュンタ、スズキ アキト

 Omagaristas  オマガリ シンタロウ、オオスミ ヒラキ、タナベ シンジ

 akai dia tsukauyo team  ウエダ ナオヤ、オオイシ マユ、タカハシ ミレイ

カードバトル部⾨

⽒名  所属

ツルタ サトシ  

ムトウ タイガ  9JUC・チームFJY・Jugglorious・SHIKIBU

シロトリ ノゾミ  五臓六腑

ムライ タカハル  ⼤阪⼤学ジャグリングサークルPatio

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！」


