
6⽉月14⽇日  (⼟土)

6⽉月15⽇日  (⽇日)
8:20 開場

タンブリング
8:30
8:45 9:15 ⼥女女⼦子 　14名 　30分間
9:15 9:45 男⼦子 　16名 　30分間

9:20
9:30

9:50
タンブリング競技予選

10:00 ⼥女女⼦子13-‐‑‒14
10:30 男⼦子13-‐‑‒14 　15-‐‑‒16

10:30 11:00 ⼥女女⼦子11-‐‑‒12 　15-‐‑‒16 　17以上 9名 8分アップ
11:00 11:30 男⼦子17以上 12名 10分アップ

ダブルミニトランポリン競技予選
11:30 12:00 男⼦子11-‐‑‒12 　13-‐‑‒14 　15-‐‑‒16 13名 10分アップ
12:00 12:30 ⼥女女⼦子 　全年年齢別 13名 10分アップ
12:30 13:00 男⼦子17以上 13名 10分アップ

13:00 13:55
タンブリング

13:00 13:30 ⼥女女⼦子 　 　 　 　 　14名 　30分間
13:30 13:55 男⼦子 　 　 　 　 　12名 　25分間

タンブリング競技決勝
13:55 ⼥女女⼦子13-‐‑‒14

14:20 男⼦子13-‐‑‒14 　15-‐‑‒16
14:20 14:45 ⼥女女⼦子11-‐‑‒12 　15-‐‑‒16 　17以上 9名 3本アップ
14:45 15:10 男⼦子17以上 8名 3本アップ

ダブルミニトランポリン競技予選
15:10 15:35 男⼦子11-‐‑‒12 　13-‐‑‒14 　15-‐‑‒16 13名 3本アップ
15:35 16:05 ⼥女女⼦子 　全年年齢別 13名 3本アップ
16:05 16:30 男⼦子17以上 8名 3本アップ
16:30 ⽚片付け
17:00 閉会式

タンブリング・ダブルミニ  フリー練習16:00〜～18:00

審判会議
監督会議

開会式

昼⾷食休憩 　 　55分間         　 　 　 　 　  決勝進出者練習

⼥女女⼦子 　 　 　13名 　25分間
男⼦子 　 　 　21名 　30分間

第1回全⽇日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年年齢別選⼿手権⼤大会競技⽇日程

公 　 　式 　 　練 　 　習
ダブルミニトランポリン

男⼦子 　26名 　45分間

⼥女女⼦子 　13名 　30分間

9名 8分アップ

9名 3本アップ

ダブルミニトランポリン



第１回全⽇日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年年齢別選⼿手権⼤大会
スタートリスト

タンブリング  男⼦子
カテゴリー G 試技順 名 　前 フリガナ 所属団体名 選 　考
13-‐‑‒14 1 ⼜又吉  健⽃斗 マタヨシ  ケント ケンケン体操・トランポリンクラブ 年年齢別

2 橋本  考弘 ハシモト  タカヒロ 静岡産業⼤大学クラブ 選考なし
3 草ケ⾕谷  剛 クサガヤ  タケシ 城南静岡⾼高等学校 年年齢別
4 ⾓角倉  慧⼀一郎郎 スミクラ  ソウイチロウ 厚⽊木FUSiONスポーツクラブ 年年齢別
5 中村  佳典 ナカムラ  ヨシノリ ⽇日本クリード 世界選⼿手権
6 三⽊木  和哉 ミキ  カズヤ 近畿⼤大学附属⾼高等学校 選考なし
7 杉浦  祥太郎郎 スギウラ  ショウタロウ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
8 ⽯石原  雄太 イシハラ  ユウタ ⽇日本クリード 選考なし
9 ⾜足⽴立立  将磨 アダチ  ショウマ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
10 ⽊木澤  元太 キザワ  ゲンタ キタイスポーツクラブ 年年齢別
11 安島  健司 アジマ  ケンジ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
12 鈴鈴⽊木  武 スズキ  ムサシ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
13 北北川  未来 キタガワ  ミライ ⽇日本クリード 世界選⼿手権
14 杉浦  隼平 スギウラ  ジュンペイ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
15 ⼤大⽯石  晃⽣生 オオイシ  アキオ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
16 ⽊木下  宗 キノシタ  ソウ ⽇日本クリード 選考なし

タンブリング  ⼥女女⼦子
カテゴリー G 試技順 名 　前 フリガナ 所属団体名 選 　考

1 髙橋  雛⾥里里 タカハシ  ヒナリ たんぶるまにあ 年年齢別
2 秋⼭山  千咲 アキヤマ  チサキ 阪南⼤大学クラブジュニア 年年齢別
3 平尾  果奈奈美 ヒラオ  カナミ ジュニアスポーツクラブ・フィール 選考なし
4 宮本  リサ ミヤモト  リサ ⽇日本クリード 年年齢別
5 鈴鈴⽊木  咲葵 スズキ  サキ ジュニアスポーツクラブ・フィール 年年齢別
6 北北折  愛⾥里里 キタオリ  エリ Rainbow  Jr. 年年齢別
7 三澤  優華 ミサワ  ユウカ 厚⽊木健康体操センター 年年齢別
8 杉⼭山  莉奈奈 スギヤマ  リナ ジュニアスポーツクラブ・フィール 年年齢別
9 星野  瑠花 ホシノ  ルカ ⽇日本クリード 年年齢別
10 ⽥田村  夏々 タムラ  ナナ 阪南⼤大学クラブ 年年齢別
11 ⼟土⽥田  桃奈奈 ツチダ  モモナ たんぶるまにあ 世界選⼿手権
12 渡辺  琴美 ワタナベ  コトミ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
13 鈴鈴⽊木  千景 スズキ  チカゲ ⽇日本クリード 世界選⼿手権
14 ⼟土⽥田  理理良良 ツチダ  リラ たんぶるまにあ 年年齢別

ダブルミニ  トランポリン  男⼦子
カテゴリー G 試技順 名 　前 フリガナ 所属団体名 選 　考

1 本橋  柚希 モトハシ  ユズキ Atsugi    bonfire 選考なし
2 河野  脩真 コウノ  シュウマ ＮＰＯ法⼈人 　ユニオンスポ－ツクラブ 選考なし
3 市川  萌瑠 イチカワ  モユル Sfida 選考なし
4 北北薗  遵 キタゾノ  タケル ＮＰＯ法⼈人 　ユニオンスポ－ツクラブ 選考なし
5 ⼜又吉  健⽃斗 マタヨシ  ケント ケンケン体操・トランポリンクラブ 年年齢別
6 森本  杏平 モリモト  キョウヘイ オンリーワンクラブ 年年齢別
7 池⽥田  瀬吏吏夏 イケダ  セリカ Atsugi    bonfire 選考なし
8 齋藤  慎悟 サイトウ  シンゴ NPO法⼈人かみのやまスポーツクラブ 選考なし
9 池⽥田  晟⿑齊 イケダ  セナ Atsugi    bonfire 選考なし
10 髙橋  優⽃斗 タカハシ  ユウト オンリーワンクラブ 年年齢別
11 永井  基⺒巳 ナガイ  モトミ ＮＰＯ法⼈人 　ユニオンスポ－ツクラブ 選考なし
12 ⼩小松  駿 コマツ  シュン Atsugi    bonfire 選考なし
13 池⽥田  祐貴 イケダ  マサタカ Atsugi    bonfire 選考なし
14 ⾜足⽴立立  将磨 アダチ  ショウマ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
15 千葉葉  敬⼀一郎郎 チバ  ケイイチロウ たんぶるまにあ 選考なし
16 芝尾  慧 シバオ  ケイ Atsugi    bonfire 選考なし
17 三⽊木  和哉 ミキ  カズヤ 近畿⼤大学附属⾼高等学校 年年齢別
18 ⽊木下  宗 キノシタ  ソウ ⽇日本クリード 選考なし
19 愛敬  亮亮我 アイキョウ  リョウガ オンリーワンクラブ 年年齢別
20 ⽵竹中  ⼤大介 タケナカ  ダイスケ 静岡産業⼤大学クラブ 世界選⼿手権
21 ⽯石原  雄太 イシハラ  ユウタ ⽇日本クリード 選考なし
22 多聞  直之 タモン  ナオユキ 近畿⼤大学附属⾼高等学校 年年齢別
23 市川  悠樹 イチカワ  ユウキ 静岡産業⼤大学クラブ 選考なし
24 嶋川  優将 シマカワ  ユウマ Atsugi    bonfire 選考なし
25 ⼯工藤  慎⼀一郎郎 クドウ  シンイチロウ たんぶるまにあ 選考なし
26 牧之瀬  千裕 マキノセ  チヒロ 近畿⼤大学附属⾼高等学校 選考なし

ダブルミニ  ⼥女女⼦子
カテゴリー G 試技順 名 　前 フリガナ 所属団体名 選 　考

1 髙橋  紅葉葉 タカハシ  クレハ オンリーワンクラブ 年年齢別
2 ⽵竹澤  ななか タケザワ  ナナカ オンリーワンクラブ 年年齢別
3 ⻑⾧長澤  未優 ナガサワ  ミユウ 厚⽊木FUSiONスポーツクラブ 選考なし
4 髙橋  麗麗⾥里里 タカハシ  ウラリ たんぶるまにあ 選考なし
5 廣⽥田  結南 ヒロタ  ユナ 厚⽊木FUSiONスポーツクラブ 選考なし
6 ⽯石塚  未琴 イシヅカ  ミコト たんぶるまにあ 年年齢別
7 濱⽥田  怜怜奈奈 ハマダ  レナ オンリーワンクラブ 年年齢別
8 髙橋  雛⾥里里 タカハシ  ヒナリ たんぶるまにあ 年年齢別
9 坪井  侑奈奈 ツボイ  ユキナ ARA10 年年齢別
10 伊藤  夢⼦子 イトウ  ユメコ NPO法⼈人かみのやまスポーツクラブ 選考なし
11 髙橋  穂波 タカハシ  ホナミ 厚⽊木FUSiONスポーツクラブ 選考なし
12 ⼟土⽥田  理理良良 ツチダ  リラ たんぶるまにあ 年年齢別
13 鈴鈴⽊木  楓 スズキ  カエデ NPO法⼈人かみのやまスポーツクラブ 選考なし
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