
演順 氏名 所属

Twitter Instagram

1 ニシムラ　ミロ JPAS

2 コイケ　ショウマ JPAS

3 タカハシ  ルキア 蒲郡ジャグリング大道芸教室  豊川ジャグリングクラブ

4 ヨシダ　シゲミ JPAS

5 アキヤマ　ユウキ JPAS

6 マキノ　セナ JPAS

演順 氏名 所属

Twitter Instagram

1 トミダ　タケル 東海中学校ジャグリング部(TJC)

2 クサノ　ショウエイ 聖光学院ジャグリング同好会ボールぽこぽこ

3 スドウ　ケイタ WHIP @sudu_Jug

4 ニシムラ　タイゾウ JPAS

5 イワタ　タイチ パフォーマンスサークル SHIKIBU @iwata_vertax

6 タカハシ　イッサ 湘南高校ジャグリング部tiptop @minibettirunrun

7 カワシマ　アオト Tip-Top

8 カワハラ　コウタ ピルエット @kouta_jojo731

9 クサカワ　イオリ 湘南高校ジャグリング部TipーTop @iori_ama_

10 アキモト　ユウキ 三重大学ジャグリングサークル｢ジャグリアーノ！｣

11 カンザワ　リョウスケ 大阪府立大学奇術部Jenga ＠likediasomuch

12 トドコロ　マサト 東京農工大学ジャグリングサークル＠jug

13 トガシ　リツ 武蔵中学 @risuchel

14 ヤマザキ タクミ 岡崎高校ジャグリング部 @juggletaku14 @juggletaku14

15 ササキ　マサト NMJC @Remo_jugg

16 オカベ マサト 湘南高校ジャグリング部 TipｰTop

17 スズキ　ヨハネ ジャグてっく @diabolo_yoha

18 オカベ　タクミ 荏田高校ジャグリング部 juggles @Betti_dia_76 @betti1914

19 イガラシ　タクト 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ！」 @tactics_cigar

20 ツダ　マナト サレジオ学院ジョコリエーレ @Manato_Salesio

21 ノザワ　リュウノスケ 前橋工科大学ジャグリング部GRIP @h2so4no10

22 ハラダ　シュウタロウ GIOCOLIERE

演順 氏名 所属

Twitter Instagram

1 オガワ　ユイ 大正大学パフォーマンス研究会〜じゃぐだっく〜

2 ワニブチ　マリコ infinity

3 ヨネザワ　アキホ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts

4 カサハラ　マリナ 湘南高校 Tip-Top @Marina68382108

5 ミカモト　ジュンナ 大阪大学ジャグリングサークルPatio

静岡ディアボロコンテスト 2020　演技順

小学生部門 (1/25(土))

男子ビギナー部門 (1/25(土))

休憩

女子ビギナー部門 (1/25(土))

https://twitter.com/sudu_Jug
https://www.instagram.com/iwata_vertax/
https://twitter.com/minibettirunrun
https://twitter.com/kouta_jojo731
https://twitter.com/iori_ama_
https://twitter.com/likediasomuch
https://twitter.com/risuchel
https://twitter.com/juggletaku14
https://www.instagram.com/juggletaku14/
https://twitter.com/Remo_jugg
https://twitter.com/diabolo_yoha
https://twitter.com/Betti_dia_76
https://www.instagram.com/betti1914/
https://twitter.com/tactics_cigar
https://twitter.com/Manato_Salesio
https://twitter.com/h2so4no10
https://twitter.com/Marina68382108


演順 氏名 所属

Twitter Instagram

1 ヤマモト　セイゴ JPAS

2 タナベ　シンジ 東京大学ジャグリングサークルマラバリスタ

3 ヨシイ　ノリヒロ @SCBtranspositio

4 オマガリ　シンタロウ

5 タカハシ　レンショウ 早稲田大学ジャグリングサークル〜infinity〜

6 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！」

7 ウエダ　ナオヤ Dice @ueda_juggling @naoya_ueda

8 イワタ　ヒロタカ JMC @ooooooozora

9 クボタ　タイガ infinity @diabolo0324 @diabolo324

10 イノウエ　シュウタ croissant

11 ヤガミ　リンタロウ 筑駒jugglers @yagami_dia

12 ミズタニ　セイタ　

13 シシド　サダアキ 宮崎ジャグリング練習会 @miyazakijuggler @michael_hoikell

14 マキモト　コウスケ チームFJY @mackey_m10 @makim10

15 クサチ　バンリ 筋肉キングダム ＠noukin_vertaxs @gorigori_vartaxs

16 ホンゴウ　トモヤ 五臓六腑 @gegegegeu @h.geu

17 タカハシ　カズキ JWN @gurasan_dia @gurasan_dia

18 モリコシ　ダイト じゃぐなぎ @diabolo_dai1016

19 サトウ　ショウヘイ 遊技団 @teiwoh_310

20 ハガ　コウスケ ジャグリアーノ！

21 タカモリ　ヒロフミ @jugglerkc @takamori_kc

22 エンドウ　マモル Malabaristas

23 イリエ　コウシロウ 只野研究室

24 カンノ　ジョウエイ 青山学院大学ジャグリング愛好会 Aux Cerises @diabolojk @j.kanno97

25 スワ　コウキ

26 トザワ　リョウ 青山学院大学AuxCerises @Eve_diabolo @eve_diabolo

27 スズキ　アキト GIOCOLIERE

28 コサキ　ジュン @culture8823 @jun.kosaki

29 サトウ　ヒロミチ OresatouGaming

30 モリ　タカアキ 宮ジャグ！ @morirind

31 アベ　ヒロキ 静岡ディアボロコンテスト実行委員会 @DiaboloHiroki @prompter.hiroki

32 スナハラ　ヒロト 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts @sahara_dia

33 センスイ　サキ infinity/J-SLIDING @sen_vertax3

34 イシミズ　タイキ 京都大道芸倶楽部 Juggling Donuts @taiki_diabolo

35 ワタナベ　ハヤト ナランハ

36 Hock　Eng Malaysia Diabolo Association (MDA)

37 シミズ　コウタ @shompoooooo0903 @kota4080

演順 氏名 所属

Twitter Instagram

1 ヨシムラ　モモカ パフォーマンス研究会〜じゃぐだっく〜 @momo_diabolo @momo_diabolo16

2 コセキ　メグミ Malabaristas

3 タカハシ　チカ 無所属

4 オオイシ　マユ 五臓六腑

5 タカハシ　ミレイ 静岡ディアボロコンテスト実行委員会 @3diahayaku

男子テクニカル部門 (1/25(土))

休憩

休憩

女子テクニカル部門 (1/25(土))

https://twitter.com/SCBtranspositio
https://twitter.com/ueda_juggling
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https://twitter.com/culture8823
https://www.instagram.com/jun.kosaki/
https://twitter.com/morirind
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https://www.instagram.com/sahara_dia/
https://www.instagram.com/sen_vertax3/
https://www.instagram.com/taiki_diabolo/
https://twitter.com/shompoooooo0903
https://www.instagram.com/kota4080/
https://twitter.com/momo_diabolo
https://www.instagram.com/momo_diabolo16/
https://twitter.com/3diahayaku


演順 氏名 所属

Twitter Instagram

1 アベ　ヒロキ 静岡ディアボロコンテスト実行委員会 @DiaboloHiroki @prompter.hiroki

2 シシド　サダアキ 宮崎ジャグリング練習会 @miyazakijuggler @michael_hoikell

3 タカラダ　マサヒロ 金沢大学JMC @shintaku_jug @shintaku0617

4 ヤスナガ　ナオ 大阪府立大学奇術部Jenga @77yasnao

5 クサチ　バンリ 筋肉キングダム ＠noukin_vertaxs @gorigori_vartaxs

6 ワタナベ　ハヤト ナランハ

7 Hock　Ooi

8 ヨシイ　ノリヒロ @SCBtranspositio

9 タカハシ　ハルト @jugap_8 @jugap_8

10 ムトウ　タイガ 9JUC @Black_Tiger1216 @_.black.coffee

11 トミタ　ヒカル 静岡ジャグリング交流会 @okasi_taberuKUN @hikarut0mita

12 ウエダ　ナオヤ Dice @ueda_juggling @naoya_ueda

13 オオスミ　ヒラキ Malabaristas @hosumi_dia @hira_osumi0519

14 カワムラ　タカシ 高知

15 ミヤタ　ダイキ 前橋工科大学GRIP @01080304 @daiki_diabolo

16 タナカ　トモヤス @tomoyasu_dia

17 Hock　Eng Malaysia Diabolo Association (MDA)

18 イソベ　タクミ IaKOT / じゃぐなぎ @jugglertaku @jugglertaku

休憩

パフォーマンス部門 (1/26(日))

休憩

https://twitter.com/diabolohiroki?lang=ja
https://www.instagram.com/prompter.hiroki/
https://twitter.com/miyazakijuggler
https://www.instagram.com/michael_hoikell/
https://twitter.com/shintaku_jug
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https://twitter.com/77yasnao
https://twitter.com/noukin_vertaxs
https://www.instagram.com/gorigori_vartaxs/
https://twitter.com/scbtranspositio
https://twitter.com/jugap_8
https://www.instagram.com/jugap_8/
https://twitter.com/black_tiger1216
https://www.instagram.com/_.black.coffee/
https://twitter.com/okasi_taberukun
https://www.instagram.com/hikarut0mita/
https://twitter.com/ueda_juggling
https://www.instagram.com/naoya_ueda/
https://twitter.com/hosumi_dia
https://www.instagram.com/hira_osumi0519/
https://twitter.com/01080304
https://www.instagram.com/daiki_diabolo/
https://twitter.com/tomoyasu_dia?lang=ja
https://twitter.com/jugglertaku
https://www.instagram.com/jugglertaku/

