
順位 選手名 団体名 得点
1 八木 春菜 トータスクラブ 30.7
2 池田 祥子 美川ジュニアトランポリンクラブ 30.4
3 小川 あやの 厚木健康体操センター 29.8
4 加藤 貴子 大泉スワロー体育クラブ 29.4
5 田出 梓 泉南ジュニアﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 28.2
6 坂井　律香 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 28.2

1 新谷　昴 泉南ジュニアﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 31.3
2 辻 研太 金沢学院北國クラブ 30.5
3 嶋田 隆之介 大泉スワロー体育クラブ 30.2
4 島田 諒太 トータスクラブ 29
5 中原　裕太郎 大泉スワロー体育クラブ 28.1
6 山本　恭平 金沢ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 27.7

1 湊 和代 美川ジュニアトランポリンクラブ 30.1
2 河崎 彩乃 トータスクラブ 29.6
3 八木 菜月 金沢クリールクラブ 29.4
4 倉持 真央 Ａ．Ｇ．Ｔ．Ｃ 29.4
5 西村 綾乃 松任ＴＣ 29.3
6 二口 千恵 美川ジュニアトランポリンクラブ 29.3

1 池田 鷹哉 釧路ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｷｯｽﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団 31.7
2 伊藤 直彦 大泉スワロー体育クラブ 31.6
3 田出 章洋 泉南ジュニアﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 31.1
4 高山 大地 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 30.6

９歳・10歳　個人競技の部　女子

9歳・10歳　個人競技の部　男子

11歳・12歳　個人競技の部　女子

11歳・12歳　個人競技の部　男子
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5 長崎 剛政 江戸崎スポーツクラブ 30
6 大谷 友一朗 江戸崎スポーツクラブ 29.6

1 高橋 香織 大泉スワロー体育クラブ 33.2
2 堺 麻由子 松任ＴＣ 32.3
3 大坪 美咲 松任ＴＣ 32.2
4 広瀬 由実 Ｕ.Ｓ.Ｃクワトロ 32.2
5 西川 茉里 美川ジュニアトランポリンクラブ 31.8
6 芳賀 美幸 北見市トランポリンスポーツ少年団 31.5

1 長崎 峻侑 江戸崎スポーツクラブ 37.7
2 山川 貴司 大阪トランポリンクラブ 35.1
3 下村 亮 金沢学院北國クラブ 32.4
4 室住 大地 アトムクラブ 30.6
5 伊藤 正樹 大泉スワロー体育クラブ 29.1
6 米沢 到 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 23

1 寺田 望七 Ｓｔｙｌｅ　ＳＣ 32.6
2 吉田 佳世 大阪トランポリンクラブ 32.5
3 太田 恵 Ａ．Ｇ．Ｔ．Ｃ 31.8
4 得田 紗貴 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 30.5
5 滝沢 知里 大泉スワロー体育クラブ 30
6 西田 直子 大阪トランポリンクラブ 30

1 山口 学 江戸崎スポーツクラブ 38.4
2 喜田 豪人 アトムクラブ 35.9
3 栄徳 篤志 大阪トランポリンクラブ 35.3
4 篠原 史一 アトムクラブ 34.2

亀山 礼 崎 ポ ク ブ

15歳・16歳　個人競技の部　女子

15歳・16歳　個人競技の部　男子

13歳・14歳　個人競技の部　女子

13歳・14歳　個人競技の部　男子

5 亀山 礼 江戸崎スポーツクラブ 32
6 嶋川 優将 厚木健康体操センター 30.3



1 古 章子 金沢学院北國クラブ 36.7
2 半本 ひろみ 金沢学院北國クラブ 35.3
3 柳川 雅子 大泉スワロー体育クラブ 35
4 堀内 晶子 金沢クリールクラブ 34.9
5 西岡 尚美 大阪トランポリンクラブ 33.9
6 山 幸 東女体クラブ 33.7

1 中田 大輔 Ｓｔｙｌｅ　ＳＣ 41
2 川西 隆由樹 金沢学院北國クラブ 41
3 人見 雅樹 金沢学院北國クラブ 40.3
4 伊藤 勇木 早稲田大学ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ同好会 39.4
5 上山 容弘 泉南ステイツﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 39.4
6 菅井 慶太 金沢学院北國クラブ 38.5

順位 ペア名 所属名 得点

小川 あやの 厚木健康体操センター
加藤 貴子 大泉スワロー体育クラブ
山崎 陽香 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
坂井　律香 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
池田 祥子 美川ジュニアトランポリンクラブ
八木 春菜 トータスクラブ
坂野　里紗 金沢学院北國クラブ
高田　菜々子 金沢学院北國クラブ
余座　圭子 野々市ジュニア
塩井　那奈 野々市ジュニア

39.4

37.2

36.5

17歳以上　個人競技の部　女子

17歳以上　個人競技の部　男子

40.8

40.4

5

3

4

シンクロナイズド競技

2

09才～10才女子

1

長谷川　育子 勝山ジャンピングクラブ
山田 美希 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

辻 研太 金沢学院北國クラブ
新谷　昴 泉南ジュニアトランポリンクラブ
島田 諒太 トータスクラブ
田崎 勝史 トータスクラブ
嶋田 隆之介 大泉スワロー体育クラブ
中原　裕太郎 大泉スワロー体育クラブ
三幣　良樹 アトムクラブ
山本　恭平 金沢ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

高橋 由希絵 厚木健康体操センター
鈴木 菜桜 厚木健康体操センター
伊藤 夕華 金沢クリールクラブ
八木 菜月 金沢クリールクラブ
河崎 彩乃 トータスクラブ
村上 知奈美 トータスクラブ
中田 聖蘭 松任ＴＣ
西口 冬幸 松任ＴＣ
中屋　潤美 松任ＴＣ
今井　美樹 松任ＴＣ
三浦　安奈 阪南市トランポリンクラブ
土生　由香利 阪南市パイソンジュニア

37.3

36.3

36.4

6

5

2 40.3

3 39.9

1 40.6

1 41.5

6

4 38.9

4 3.1

11才～12才女子

2 40.4

3 37.1

09才～10才男子



横田 雄帆 美川ジュニアトランポリンクラブ
高山 大地 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
伊藤 直彦 大泉スワロー体育クラブ
長崎 剛政 江戸崎スポーツクラブ
田出 章洋 泉南ジュニアﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
前山 幸司 富田林市トランポリンクラブ
三幣 祐太郎 アトムクラブ
浅野　達朗 アトムクラブ
小坂 勇紀 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
山田 大立 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
吉村 祐太 アトムクラブ
山本 拓弥 アトムクラブ

高橋 香織 大泉スワロー体育クラブ
広瀬 由実 Ｕ.Ｓ.Ｃクワトロ
大坪 美咲 松任ＴＣ
堺 麻由子 松任ＴＣ
西川 茉里 美川ジュニアトランポリンクラブ
二木 美香 美川ジュニアトランポリンクラブ
緒方 友香 松任ＴＣ
島田 萌香 トータスクラブ
上本 裕子 泉南ジュニアﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
西岡 佑子 泉南ジュニアﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
千田 ゆり 金沢学院北國クラブ
千田 えり 金沢学院北國クラブ

伊藤 正樹 大泉スワロー体育クラブ

11才～12才男子

13才～14才女子

13才～14才男子

1 44 9

2 41.4

3 41

1 43

2 41

3 40.1

1 41.3

6 40.4

4 40.9

5 40.4

6 39.1

4 40

5 39.7

長崎 峻侑 江戸崎スポーツクラブ
下村 亮 金沢学院北國クラブ
甲野 太郎 美川ジュニアトランポリンクラブ
栄徳 優毅 大阪トランポリンクラブ
山川 貴司 大阪トランポリンクラブ
足立 誠 江戸崎スポーツクラブ
青野 裕輔 江戸崎スポーツクラブ
西野 一成 アトムクラブ
室住 大地 アトムクラブ
吉村 渓 上山市トランポリンクラブ
吉村 淳 上山市トランポリンクラブ

吉田 佳世 大阪トランポリンクラブ
西田 直子 大阪トランポリンクラブ
得田 紗貴 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
旗 由香利 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
太田 恵 Ａ．Ｇ．Ｔ．Ｃ
寺田 望七 Ｓｔｙｌｅ　ＳＣ
滝沢 知里 大泉スワロー体育クラブ
加藤 樹里果 大泉スワロー体育クラブ
小野田 友美 Ａ．Ｇ．Ｔ．Ｃ
松場 智美 Ａ．Ｇ．Ｔ．Ｃ
飯塚 あやか 尚志高等学校
菅沢 奈緒美 尚志高等学校

42.3

40.6

15才～16才女子

2 42.2

3

1 42.6

2 43.4

3

1 44.9

6 40

6 22.9

4 40.6

5 40.2

5 40.2

4 40.6



亀山 礼 江戸崎スポーツクラブ
山口 学 江戸崎スポーツクラブ
高畑 皓一 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
竹田 恭平 勝山ジャンピングクラブ
西 賢一朗 アトムクラブ
中田 大介 金沢ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

古 章子 金沢学院北國クラブ
徳間 宙意 おおぞらトランポリンクラブ
油木 恵 金沢学院北國クラブ
半本 ひろみ 金沢学院北國クラブ
柳川 雅子 大泉スワロー体育クラブ
佐藤 めぐ美 大泉スワロー体育クラブ
西岡 尚美 大阪トランポリンクラブ
廣田 遙 大阪トランポリンクラブ
堀内 晶子 金沢クリールクラブ
青木 夕子 金沢クリールクラブ
田中 ちはる Ａ．Ｇ．Ｔ．Ｃ
柴田 夏樹 Ａ．Ｇ．Ｔ．Ｃ

中田 大輔 Ｓｔｙｌｅ　ＳＣ
川西 隆由樹 金沢学院北國クラブ
人見 雅樹 金沢学院北國クラブ
上山 容弘 泉南ステイツﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
加藤 丈博 金沢学院北國クラブ
上山 佳延 金沢学院北國クラブ
都竹 貴宏 日本体育大学

42.3

45.3

44.7

15才～16才男子

17才以上女子

1 49.8

2 49.6

17才以上男子

3

4

1 46.9

2 46.4

1

3 47.4

4 45 9

5 44.1

6 43.3

2 38.4

3 37.4

山口 悠樹 日本体育大学
西川 明大 日本体育大学
鈴木 雅大 日本体育大学
谷村 圭介 金沢学院北國クラブ
湊谷 祐司 金沢学院北國クラブ

5 45.2

6 43

4 45.9


