
 

第１６回世界年齢別トランポリン大会 ２００３年１０月２０日～２５日 ドイツ・ハノーバ 

〈１１歳―１２歳の部〉

【個人競技】 予選得点 順位 決勝得点 順位

新谷  昴 泉南ｼﾞｭﾆｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 34.2 1 35.6 1

辻  研太 金沢学院北國クラブ 34.0 2 34.3 4

島田 諒太 金沢クリール 33.4 5 33.4 5

田崎 勝史 金沢クリール 32.2 12

八木 春菜 金沢クリール 31.9 10

高山 里沙 金沢学院北國クラブ 31.7 13

蔵田  岬 美川ｼﾞｭﾆｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 31.6 14

山田 紗菜 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ 31.3 16

【シンクロナイズド競技】

辻  研太 金沢学院北國クラブ
40.8 2 41.6 1

新谷  昴 泉南ｼﾞｭﾆｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

中原裕太郎 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ
41.5 1 40.6 2

桜本 裕貴 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ

八木 春菜 金沢クリール             
41.2 2 37.7 5

大黒 美貴 金沢クリール

山本 千尋 金沢クリール             
39.8 7

関 友香子 金沢クリール

【ダブルミニトランポリン競技】

桜本 裕貴 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ 59.90 8

中原裕太郎 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ 59.40 19

内山 智加 Team Machida 57.60 41

〈１３歳―１４歳の部〉

【個人競技】 予選得点 順位 決勝得点 順位

吉村 祐太 ｱﾄﾑｸﾗﾌﾞ 35.1 12

長崎 剛政 江戸崎ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 34.7 14

前山 孝司 富田林市ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 31.8 28

伊藤 直彦 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ 25.9 49

湊  和代 北陸学院 32.7 11

中村加奈恵 大阪ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 31.2 27

尾嶋佑理江 美川ｼﾞｭﾆｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 31.1 28

倉持 真央 A.G.T.C 30.6 37

【シンクロナイズド競技】

高山 大地 ｷｬｯﾂｱｲKANAZAWA
43.9 3 42.90 3

山田 大立 ｷｬｯﾂｱｲKANAZAWA

長崎 剛政 江戸崎ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
43.0 5 42.60 6

伊藤 直彦 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ

高山  愛 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ
42.1 6 41.60 5

高山 里沙 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ

尾嶋佑理江 美川ｼﾞｭﾆｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
40.2 12

伊藤 夕華 金沢クリール

〈１５歳―１６歳の部〉

【個人競技】 予選得点 順位 決勝得点 順位

伊藤 正樹 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ 39.50 1 39.90 1

長崎 峻侑 江戸崎ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 37.50 4 38.90 3

山川 貴司 大阪ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクｸﾗﾌﾞ 36.40 8

甲野 太郎 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ 36.30 9

二木 美香 美川ｼﾞｭﾆｱﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 33.30 25

児玉由希子 泉南ｽﾃｲﾂﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 32.30 31

堺 麻由子 星稜高等学校 32.30 32

中田 華加 金沢ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 31.70 33



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【シンクロナイズド競技】

伊藤 正樹 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ
47.80 1 48.70 1

山川 貴司 大阪ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクｸﾗﾌﾞ

甲野 太郎 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ
43.30 5 3.30 6

馬場 丈幸 大阪ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクｸﾗﾌﾞ

長岡 佑美 ｱﾄﾑｸﾗﾌ
41.20 10

緒方 友香 松任TC

前川 夏未 ｷｬｯﾂｱｲKANAZAWA
40.70 11

上田 菜生 ｷｬｯﾂｱｲKANAZAWA

【ダブルミニトランポリン競技】

伊藤 正樹 大泉ｽﾜﾛｰ体育ｸﾗﾌﾞ 61.0 20

大沢  敦 Team Machida 59.9 28

石井 政幸 Team Machida 30.1 43

折井  駿 Team Machida 29.7 44

〈１７歳以上の部〉

【個人競技】 予選得点 順位 決勝得点 順位

上山 佳延 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ 35.3 25

山口  学 江戸崎ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 13.7 54

坂本 鷹志 日本体育大学 12.0 56

虻川 由作 Style sports club 1.8 60

世戸 瑶子 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ 35.0 8

堀内 晶子 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ 33.7 13

菅沢奈緒美 尚志ｸﾗﾌﾞ 32.1 26

中川 恭子 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ 30.6 34

【シンクロナイズド競技】

虻川 由作 Style sports club            
41.4 9

清水 修平 日本体育大学

上山 佳延 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ
13.4 18

徳田 信吉 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ

西田 直子 大阪ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクｸﾗﾌﾞ
43.1 2 44.5 1

吉田 佳世 大阪ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝクｸﾗﾌﾞ

世戸 瑶子 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ
39.9 11

中川 恭子 金沢学院北國ｸﾗﾌﾞ

【ダブルミニトランポリン競技】

瓜  真守 東京都立野津田高等学校 58.30 28

橋本 智晴 尚志ｸﾗﾌﾞ 51.30 31

嶋川 優将 ｱﾂｷﾞﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 30.50 33

中田 侑歩 東京都立野津田高等学校          59.90 15

菅沢奈緒美 尚志ｸﾗﾌﾞ 59.50 20

飯塚あやか 尚志ｸﾗﾌﾞ 49.60 38
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