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1 髙山　奈々 たかやま　なな 南陽ジュニアトランポリンクラブ 1 福岡　龍 ふくおか　りゅう 上野学園トランポリンクラブ

2 佐藤　桃佳 さとう　ももか 大館市トランポリンクラブ 2 齋藤　成輝 さいとう　なるき 群馬ソレイユ

3 本多　瞳 ほんだ　ひとみ 慶應義塾 3 大野　翼 おおの　つばさ 厚木FUSiONスポーツクラブ

4 田中　杏奈 たなか　あんな 群馬ソレイユ 4 小川　瑶貴 おがわ　たまき Sfida

5 森山　恵理香 もりやま　えりか 文教大学トランポリン部 5 中島　聖也 なかじま　せいや 慶應義塾

6 寺田　海月 てらだ　かるな 上野学園トランポリンクラブ 6 平　翔雅 たいら　しょうま 南陽ジュニアトランポリンクラブ

7 石井　美菜 いしい　みな 文教大学トランポリン部 7 早坂　侑生 はやさか　ゆうき フェイム・クラブ

8 箱崎　ひいろ はこざき　ひいろ とねりKindergartenスポーツクラブ 8 佐々　一心 さっさ　いっしん 慶應義塾

9 佐藤　里紗 さとう　りさ 石越町ＪＵＭＰ愛好会 9 山下　忠洋 やました　ただひろ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)

10 青木　菜々子 あおき　ななこ 前橋市立前橋高等学校 10 本橋　政希 もとはし　しょうき Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ

11 谷　優季 たに　ゆうき 学習院大学 11 齋藤　悟 さいとう　さとる 群馬クレイドル

12 井上　遊貴 いのうえ　ゆうき 上野学園トランポリンクラブ 12 金沢　壮樹 かなざわ　そうき ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

13 勝山　里美 かつやま　さとみ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク) 13 宮内　翼光 みやうち　たくみ 大泉スワロー体育クラブ

14 小松　佳奈 こまつ　かな 厚木FUSiONスポーツクラブ 14 殿原　侑叶 とのはら　ゆうと 大和トランポリンクラブ

15 工藤　凪紗 くどう　なぎさ 石越町ＪＵＭＰ愛好会 15 吉田　陽貴 よしだ　はるき 文教大学トランポリン部

16 青木　文香 あおき　あやか 南陽ジュニアトランポリンクラブ 16 浅香　智尋 あさか　ちひろ Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　）

17 竹澤　ななか たけざわ　ななか オンリーワンクラブ 17 藤澤　剛志 ふじさわ　つよし 慶應義塾

18 鈴木　美夢 すずき　みゆ Sfida 18 安藤　勇 あんどう　いさみ Sfida

19 齋藤　麻衣 さいとう　まい 石越町ＪＵＭＰ愛好会 19 平山　徳獅 ひらやま　とくし 日本体育大学クラブ

20 小松　咲希 こまつ　さき 厚木FUSiONスポーツクラブ 20 久保田　直泰 くぼた　なおやす 海老名トランポリンクラブ

21 矢ヶ部　楓 やかべ　ふう フリーエアースポーツクラブ 21 小川　瑞貴 おがわ　みずき Sfida

22 小嶋　菜央 こじま　なお 文教大学トランポリン部 22 宮田　桂輔 みやた　けいすけ 日本体育大学クラブ

23 末冨　穂香 すえとみ　ほのか サンスピリッツ端野 23 田中　優大 たなか　ゆうた 群馬ソレイユ

24 石田　美咲希 いしだ　みさき 厚木FUSiONスポーツクラブ 24 森元　隼人 もりもと　はやと Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　）

25 杉山　小咲希 すぎやま　ちさき 大泉スワロー体育クラブ 25 高橋　孝基 たかはし　あつき フェイム・クラブ

26 宮西　陽菜 みやにし　ひな 青森バラニーズ 26 長澤　一寿 ながさわ　かずひさ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

27 神　衣吹 じん　いぶき トランポリンアカデミー 27 菅原　佳吾 すがはら　けいご 相馬トランポリンクラブ

28 齋藤　楓香 さいとう　ふうか 群馬クレイドル 28 山喜　隆史 やまき　たかふみ 学習院大学

29 中野　陽彩 なかの　ひいろ とねりKindergartenスポーツクラブ 29 三浦　伶音 みうら　れお 上野学園トランポリンクラブ

30 佐々木　莉音 ささき　りおん 古川体操クラブ 30 岩田　昌 いわた　しょう 日本体育大学クラブ

31 薗田　怜美 そのだ　さとみ 文教大学トランポリン部 31 小野　照也 おの　しょうや 海老名トランポリンクラブ

32 相田　有里子 あいだ　ゆりこ 学習院大学 32 福士　航平 ふくし　こうへい 文教大学トランポリン部

33 彦部　真里奈 ひこべ　まりな 群馬クレイドル 33 早乙女　嘉庸 さおとめ　よしやす 学習院大学

34 田中　愛彩 たなか　ありさ Sfida 34 石井　颯 いしい　はやて 上野学園トランポリンクラブ

35 浦山　美宇 うらやま　みう 南陽ジュニアトランポリンクラブ 35 小出　航斗 こいで　かずと 海老名トランポリンクラブ

36 福岡　千尋 ふくおか　ちひろ 上野学園トランポリンクラブ 36 永井　貫太 ながい　かんた 群馬ソレイユ

37 木村　彩菜 きむら　あやな オンリーワンクラブ 37 小林　由弥 こばやし　ゆうや 大館市トランポリンクラブ

38 小野　ななみ おの　ななみ Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　） 38 稲垣　翔太 いながき　しょうた ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

39 勝本　育美 かつもと　いくみ 学習院大学 39 狩野　泰成 かのう　たいせい 赤城トランポリンクラブ

40 曾田　真優 あいだ　まゆ 越谷トランポリンクラブ 40 柳澤　佳月 やなぎさわ　かずき 日本体育大学クラブ

41 粟飯原　日奈 あいはら　ひな 上野学園トランポリンクラブ 41 渡邉　康嗣 わたなべ　こうし スポーツクラブ　テン・フォーティー

42 鈴木　美紅 すずき　みく 慶應義塾 42 川崎　航世 かわさき　こうせい 慶應義塾

43 髙橋　琳 たかはし　りん 南陽ジュニアトランポリンクラブ 43 矢木　伸岳 やぎ　のぶたけ 文教大学トランポリン部

44 木暮　清楓 こぐれ　さやか 群馬クレイドル 44 市川　萌瑠 いちかわ　もゆる Sfida

45 阿部　舞 あべ　まい ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ 45 板橋　快 いたばし　かい 上野学園トランポリンクラブ

46 髙橋　瑠 たかはし　るん 南陽ジュニアトランポリンクラブ 46 松阪　理生 まつさか　りお 文教大学トランポリン部

47 鈴木　琉愛 すずき　るな Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　） 47 中野　碧 なかの　はくと 上野学園トランポリンクラブ

48 池田　望愛 いけだ　のあ Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ 48 小久保　誠二 こくぼ　せいじ 慶應義塾

49 田辺　奈美香 たなべ　なみか PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク) 49 池田　瀬吏夏 いけだ　せりか Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ

50 髙橋　紅葉 たかはし　くれは オンリーワンクラブ 50 齋藤　隼 さいとう　しゅん 群馬ソレイユ

51 江藏　　百花 えぞう　ももか 群馬ソレイユ 51 吹田　太一 ふきた　たいち トランポリンアカデミー

52 黒田　凪望 くろだ　なほ 大館市トランポリンクラブ 52 梶山　詠一 かじやま　えいいち フリーエアースポーツクラブ

53 鈴木　まゆ すずき　まゆ Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　） 53 村田　貴雅 むらた　たかまさ 相馬トランポリンクラブ

54 中田　楓夏 なかた　ふうか ウイングトランポリンクラブ 54 德永　麟太郎 とくなが　りんたろう Sfida

55 佐藤　菜々華 さとう　ななは 相馬トランポリンクラブ 55 村上　尚 むらかみ　なお フェイム・クラブ

56 古川　彩乃 こがわ　あやの トランポリンアカデミー 56 中島　健登 なかじま　けんと 上野学園トランポリンクラブ

57 今井　わかな いまい　わかな 上野学園トランポリンクラブ 57 松瀬　友宏 まつせ　ともひろ 慶應義塾

58 小野寺　明莉 おのでら　あかり 石越町ＪＵＭＰ愛好会 58 戸部　経成 とべ　きょうせい 文教大学トランポリン部

59 相田　優奈 あいだ　ゆうな 上野学園トランポリンクラブ 59 田中　白飛 たなか　はくと MTCホッパーズ

60 若林　菜摘 わかばやし　なつみ 大和トランポリンクラブ 60 鈴木　琉晟 すずき　りゅうせい Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　）

61 佐藤　音葉 さとう　おとは 大館市トランポリンクラブ 61 狩野　竜成 かのう　りゅうせい 赤城トランポリンクラブ

62 清水　雫 しみず　しずく 古川体操クラブ

63 池井　彩花 いけい　あやか スポーツクラブ　テン・フォーティー
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64 坂本　祐梨 さかもと　ゆり 日本大学豊山女子中学高等学校

65 関口　美輝 せきぐち　みき 群馬ソレイユ

66 庄司　実生 しょうじ　みなり 厚木健康体操センター

67 松岡　鈴奈 まつおか　すずな 厚木FUSiONスポーツクラブ

68 中島　夏帆 なかじま　かほ フリーエアースポーツクラブ

69 黒田　真央 くろだ　まお 日本体育大学クラブ

70 本間　夏美 ほんま　なつみ 上野学園トランポリンクラブ

71 村上　愛花 むらかみ　まなか Sfida

72 野尻　桃叶 のじり　ももか 士別トランポリンクラブ

73 堀切　風花 ほりきり　ふうか 学習院大学

74 竹下　ゆづ たけした　ゆづ 上野学園トランポリンクラブ

75 栗城　奈々 くりき　なな 文教大学トランポリン部

76 渡邉　椎菜 わたなべ　しいな スポーツクラブ　テン・フォーティー

77 金井　海裕 かない　みひろ 日本大学豊山女子中学高等学校

78 松下　百々香 まつした　ももか リトルジャガーズ

79 金子　瑞希 かねこ　みずき 文教大学トランポリン部

80 齋藤　友茄 さいとう　ゆうか 群馬クレイドル

81 前川　由貴奈 まえかわ　ゆきな 相馬トランポリンクラブ

82 佐藤　知佳 さとう　ちか 学習院大学

83 村松　杏純 むらまつ　あすみ 群馬ソレイユ

84 小林　柚楓乃 こばやし　ゆふの スポーツクラブ　テン・フォーティー

85 小松　芽生 こまつ　めばえ 日本大学豊山女子中学高等学校

86 西　春香　 にし　はるか 南陽ジュニアトランポリンクラブ

87 長尾　美優 ながお　みゆ 若草トランポリンクラブ

88 藤井　琴弓 ふじい　ことみ リトルジャガーズ

89 奥山　心結 おくやま　みゆ 厚木健康体操センター

90 菅野　鈴美麗 かんの　すみれ 若草トランポリンクラブ

91 佐藤　真央 さとう　まお 石越町ＪＵＭＰ愛好会

92 松田　明梨 まつだ　あかり 群馬ソレイユ

93 牧内　明梨 まきうち　あかり 文教大学トランポリン部

５

個人競技Cクラス

女　　　子女　　　子女　　　子女　　　子

６



グループ

Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所　属
グループ

Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所　属

1 飯島　雪 いいじま　ゆき 越谷トランポリンクラブ 1 佐々木　拓斗 ささき　たくと 古川体操クラブ

2 関口　叶恵 せきぐち　かなえ フリーエアースポーツクラブ 2 濱口　遥翔 はまぐち　はるか Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ

3 土屋　玲奈 つちや　れいな 越谷トランポリンクラブ 3 小野　颯斗 おの　はやと 大泉スワロー体育クラブ

4 三澤　優華 みさわ　ゆうか 厚木健康体操センター 4 小池　勘太 こいけ　かんた U.S.Cクワトロ

5 角力山　美妃 すもうやま　みき 古川体操クラブ 5 吉澤　陸 よしざわ　りく 厚木FUSiONスポーツクラブ

6 小澤　千菜里 おざわ　ちなり 大泉スワロー体育クラブ 6 重田　祐都 しげた　ゆうと 上野学園トランポリンクラブ

7 沼尻　千果 ぬまじり　ちか ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ 7 狩野　将輝 かのう　まさき 群馬クレイドル

8 佐藤　歩実 さとう　あゆみ Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ 8 田中　銀弥 たなか　ぎんや MTCホッパーズ

9 小林　夏月 こばやし　かづき 上野学園トランポリンクラブ 9 若菜　優哉 わかな　ゆうや 学習院大学

10 佐藤　梨奈 さとう　りな 文教大学トランポリン部 10 新良貴　瑛士 しらき　えいじ 上野学園トランポリンクラブ

11 郷原　仁夏 ごうはら　にいな ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ 11 清水　大空 しみず　すかい 日本体育大学クラブ

12 三橋　こころ みつはし　こころ スポーツクラブ　テン・フォーティー 12 野村　泰之 のむら　やすゆき Sfida

13 長澤　未優 ながさわ　みゆう 厚木FUSiONスポーツクラブ 13 宮内　優希 みやうち　ゆうき 大泉スワロー体育クラブ

14 今井　薫桃 いまい　くるみ 群馬クレイドル 14 押田　和真 おしだ　かずま 厚木健康体操センター

15 齋藤　綾 さいとう　あや 石越町ＪＵＭＰ愛好会 15 土屋　匠登 つちや　たくみ 越谷トランポリンクラブ

16 鈴木　菜々 すずき　なな Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　） 16 大城　仁 おおしろ　じん 慶應義塾

17 遠藤　香奈 えんどう　かな 日本体育大学クラブ 17 小栗　隆太郎 おぐり　りゅうたろう 上野学園トランポリンクラブ

18 廣瀬　礼奈 ひろせ　れいな スポーツクラブ　テン・フォーティー 18 伊藤　佑真 いとう　ゆうま スポーツクラブ　テン・フォーティー

19 柳本　絵莉香 やなぎもと　えりか 士別トランポリンクラブ 19 笠原　武晃 かさはら　たつあき 上野学園トランポリンクラブ

20 梶山　明音 かじやま　あかね フリーエアースポーツクラブ 20 滝沢　毅 たきざわ　つよし スポーツクラブ　テン・フォーティー

21 関野　思衣 せきの　しい U.S.Cクワトロ 21 小柴　裕之 こしば　ひろゆき 群馬クレイドル

22 高森　萌子 たかもり　もえこ 厚木FUSiONスポーツクラブ 22 山本　康滉 やまもと　やすあき 厚木健康体操センター

23 平林　梨沙 ひらばやし　りさ 群馬クレイドル 23 伊東　洸哉 いとう　こうや 文教大学トランポリン部

24 篠嶋　理紗 しのじま　りさ 厚木健康体操センター 24 本橋　柚希 もとはし　ゆずき Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ

25 濱田　怜奈 はまだ　れな オンリーワンクラブ 25 白川　賢 しらかわ　さとる 学習院大学

26 近藤　愛海 こんどう　まなみ 古川体操クラブ 26 鈴木　大心 すずき　だいしん スポーツクラブ　テン・フォーティー

27 奥井　寧々 おくい　ねね フリーエアースポーツクラブ 27 小松　駿 こまつ　しゅん Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ

28 岡嶋　里歩 おかじま　りほ 大泉スワロー体育クラブ 28 金子　歩夢 かねこ　あゆむ 大泉スワロー体育クラブ

29 長谷川　南実 はせがわ　みなみ リトルジャガーズ 29 笠井　明日翔 かさい　あすか 相模原みどりスポーツクラブ

30 田淵　結衣 たぶち　ゆい 日本大学豊山女子中学高等学校 30 森本　杏平 もりもと　きょうへい オンリーワンクラブ

31 野崎　真以 のざき　まい リトルジャガーズ 31 飯田　航 いいだ　わたる 群馬クレイドル

32 成田　朱里 なりた　あかり 大館市トランポリンクラブ 32 鈴木　蒼大 すずき　そうた 大泉スワロー体育クラブ

33 小田桐　実穂 おだぎり　みほ スポーツクラブ　テン・フォーティー 33 佐藤　裕之 さとう　ひろゆき PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)

34 佐野　実優 さの　みゆう フリーエアースポーツクラブ 34 戸田　和希 とだ　かずき 南陽ジュニアトランポリンクラブ

35 石綱　ちひろ いしづな　ちひろ U.S.Cクワトロ 35 川田　俊樹 かわだ　としき 慶應義塾

36 戸倉　愛 とくら　あい スポーツクラブ　テン・フォーティー 36 土屋　飛結 つちや　ひゆい スポーツクラブ　テン・フォーティー

37 出町　有里 でまち　ゆうり トランポリンアカデミー 37 山科　一輝 やましな　かずき 慶應義塾

38 髙橋　穂波 たかはし　ほなみ 厚木FUSiONスポーツクラブ 38 郷原　伊晴 ごうはら　いはる ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

39 鈴木　奈菜美 すずき　ななみ 福島東稜高校 39 髙橋　優斗 たかはし　ゆうと オンリーワンクラブ

40 熊山　彩子 くまやま　あやこ 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団 40 加藤　政幸 かとう　まさゆき 海老名トランポリンクラブ

41 森元　美涼 もりもと　みすず Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ　） 41 針生　淳平 はりゅう　じゅんぺい 相馬トランポリンクラブ

42 中村　聡美 なかむら　さとみ スポーツクラブ　テン・フォーティー 42 北村　匠 きたむら　たくみ とねりKindergartenスポーツクラブ

43 長谷部　ひなた はせべ　ひなた 南陽ジュニアトランポリンクラブ 43 池田　晟齊 いけだ　せな Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ

44 中村　未咲希 なかむら　みさき スポーツクラブ　テン・フォーティー 44 奥山　大雅 おくやま　たいが 厚木健康体操センター

45 森下　瑶子 もりした　ようこ ベルデスポーツクラブ 45 仕黒　勝也 しぐろ　かつや リトルジャガーズ

46 保坂　一翔 ほさか　ひなり とねりKindergartenスポーツクラブ 46 對馬　悠人 つしま　ゆうと 青森バラニーズ

47 立石　静玖 たていし　しずく 大館市トランポリンクラブ 47 亀田　瑛心 かめだ　えいしん スポーツクラブ　テン・フォーティー

48 大野　舞衣 おおの　まい 厚木FUSiONスポーツクラブ 48 金沢　成哉 かなざわ　せいや ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

49 丸山　雄太 まるやま　ゆうた 大泉スワロー体育クラブ

50 後藤　凌汰 ごとう　りょうた 石越町ＪＵＭＰ愛好会

51 内山　優輝 うちやま　ゆうき 文教大学トランポリン部

52 永嶌　恒理 ながしま　こうすけ U.S.Cクワトロ

53 河原　誠一郎 かわはら　せいいちろう 日本体育大学クラブ

54 稲垣　陽介 いながき　ようすけ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ
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グループ

Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所　属
グループ

Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所　属

1 厚治　里詩理 あつぢ　りしぇり 日本体育大学クラブ １ 瀬谷　真一 せたに　しんいち STYLE

2 中村　咲希 なかむら　さき フリーエアースポーツクラブ ２ 荒木　琢磨 あらき　たくま ＴＡＲget

3 服部　佳奈 はっとり　かな 日本体育大学クラブ ３ 大谷　龍太郎 おおたに　りゅうたろう 日本体育大学クラブ

4 髙橋　彩乃 たかはし　あやの 厚木FUSiONスポーツクラブ ４ 山﨑　大司 やまざき　だいし ベルデスポーツクラブ

5 倉持　真央 くらもち　まお フリーエアースポーツクラブ ５ 飯田　出 いいだ　いずる 前橋市立前橋高等学校

6 小久保　美伶 こくぼ　みれい 日本体育大学クラブ ６ 長島　拓海 ながしま　たくみ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

7 末永　朱音 すえなが　あかね 慶應義塾 ７ 永井　雅人 ながい　まさと 前橋市立前橋高等学校

8 富田　ひとみ とみた　ひとみ 日本体育大学クラブ ８ 桐生　一輝 きりゅう　かずき 大泉スワロー体育クラブ

9 泊　舞香 とまり　まいか 大泉スワロー体育クラブ ９ 白糠　遼 しらぬか　りょう ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

10 東　彩乃 ひがし　あやの　 スポーツクラブ　テン・フォーティー １０ 千葉　和音 ちば　かずね 大泉スワロー体育クラブ

11 下地　美裕 しもじ　みひろ ベルデスポーツクラブ １１ 石井　祐雅 いしい　ゆうが スポーツクラブ　テン・フォーティー

12 吉澤　愛視 よしざわ　めぐみ フリーエアースポーツクラブ １２ 森下　正崇 もりした　まさたか 東京農業大学

13 森田　千尋 もりた　ちひろ 日本体育大学クラブ １３ 日垣　博考 ひがき　ひろたか 慶應義塾

14 鈴木　はる奈 すずき　はるな 南陽ジュニアトランポリンクラブ １４ 直井　碧郎 なおい　あろう ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

15 久保　実由 くぼ　みゆき STYLE １５ 那知上　貴士 なちがみ　たかし 南陽ジュニアトランポリンクラブ

16 佐藤　優菜 さとう　ゆうな とねりKindergartenスポーツクラブ １６ 中村　隆誠 なかむら　りゅうせい 日本体育大学クラブ

17 桐生　莉沙 きりゅう　りさ 大泉スワロー体育クラブ １７ 高橋　和馬 たかはし　かずま STYLE

18 中村　風稀 なかむら　ふうき 厚木FUSiONスポーツクラブ １８ 藤田　龍之介 ふじた　りゅうのすけ 日本体育大学クラブ

19 佐竹　玲奈 さたけ　れいな 日本体育大学クラブ １９ 嶋川　優将 しまかわ　ゆうま Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ

20 薄井　琴未 うすい　ことみ STYLE ２０ 坂本　鷹志 さかもと　たかし 株式会社ゼウス・エンタープライズ

21 櫻井　葉月 さくらい　はづき ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ ２１ 愛敬　亮我 あいきょう　りょうが オンリーワンクラブ

22 中村　秋穂 なかむら　あきほ スポーツクラブ　テン・フォーティー ２２ 木口　暁遥 きぐち　としはる フリーエアースポーツクラブ

23 中村　優希 なかむら　ゆうき フリーエアースポーツクラブ ２３ 藤田　将徳 ふじた　しょうとく 日本体育大学クラブ

24 音成　眞紀子 おとなり　まきこ Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ ２４ 薄田　雄太 うすだ　ゆうた PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)

25 松波　愛里 まつなみ　あいり フリーエアースポーツクラブ ２５ 谷　貴文 たに　たかふみ 日本体育大学クラブ

26 名倉　沙織 なくら　さおり 日本体育大学クラブ ２６ 髙橋　京佑 たかはし　けいすけ フリーエアースポーツクラブ

27 飛知和　舞 ひちわ　まい 大泉スワロー体育クラブ ２７ 藤本　悠史 ふじもと　ゆうし 前橋市立前橋高等学校

28 手塚　彩乃 てづか　あやの 上野学園トランポリンクラブ ２８ 髙山　陽聖 たかやま　ようせい 南陽ジュニアトランポリンクラブ

29 仁平　菜絵 にひら　なえ フリーエアースポーツクラブ ２９ 池野　友崇 いけの　ともたか 日本体育大学クラブ

30 金子　舞穂 かねこ　まほ 南陽ジュニアトランポリンクラブ ３０ 豊田　秀真 とよだ　しゅうま 大泉スワロー体育クラブ

31 高橋　亜美 たかはし　あみ ベルデスポーツクラブ ３１ 吉村　祐太 よしむら　ゆうた 日本体育大学クラブ

32 高木　裕美 たかぎ　ゆみ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ ３２ 福田　将士 ふくだ　まさと 慶應義塾

33 桜井　美輝 さくらい　みき 大泉スワロー体育クラブ ３３ 森　晴太郎 もり　はるたろう フリーエアースポーツクラブ

34 村山　優里 むらやま　ゆり フリーエアースポーツクラブ ３４ 菅原　正哉 すがわら　まさや 厚木FUSiONスポーツクラブ

35 土井畑　知里 どいはた　ちさと 日本体育大学クラブ ３５ 川井　郁生 かわい　いくお 慶應義塾

36 森　ひかる もり　ひかる フリーエアースポーツクラブ ３６ 山口　学 やまぐち　まなぶ アパホテル株式会社

37 松本　らな まつもと　らな 日本体育大学クラブ ３７ 筑間　友久ｼｭﾃﾌｧﾝ ちくま　ともひさしゅてふぁん 日本体育大学クラブ

38 廣瀬　実幸 ひろせ　みゆき 厚木健康体操センター ３８ 有松　大地 ありまつ　だいち 大泉スワロー体育クラブ

３９ 菅原　正視 すがわら　まさみ 厚木FUSiONスポーツクラブ

４０ 石川　秀康 いしかわ　ひでやす 大泉スワロー体育クラブ

４１ 明石　凌 あかし　りょう フリーエアースポーツクラブ

４２ 平　大和 たいら　やまと 南陽ジュニアトランポリンクラブ

４３ 小栗　健太郎 おぐり　けんたろう 上野学園トランポリンクラブ

４４ 伊藤　祐規 いとう　ゆうき スポーツクラブ　テン・フォーティー

４５ 外村　哲也 そとむら　てつや アムス・インターナショナル株式会社

４６ 棟朝　銀河 むねとも　ぎんが 慶應義塾

４７ 宮澤　智嗣 みやざわ　ともつぐ 日本体育大学クラブ

第38回東日本トランポリン競技選手権大会　スタートリスト
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グループ Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属 グループ Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属
⼩林 夏⽉ こばやし かづき 上野学園トランポリンクラブ 本橋 柚希 のとはし ゆずき Ａｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ
関口 叶恵 せきぐち かなえ フリーエアースポーツクラブ 小松 駿 こまつ しゅん Ａｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ
鈴⽊ 菜々 すずき なな Ｃｙｇｎｅｔ Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ Ｃｌｕｂ 白川 賢 しらかわ さとる 学習院大学
梶山 明音 かじやま あかね フリーエアースポーツクラブ 若菜 優哉 わかな ゆうや 学習院大学
成⽥ 朱⾥ なりた あかり 大館市トランポリンクラブ 佐々⽊ 拓⽃ ささき たくと 古川体操クラブ
⽴⽯ 静玖 たていし しずく 大館市トランポリンクラブ 針生 淳平 はりゅう じゅんぺい 相馬トランポリンクラブ
今井 薫桃 いまい くるみ 群馬クレイドル 對馬 悠人 つしま ゆうと ⻘森バラニーズ
平林 梨沙 ひらばやし りさ 群馬クレイドル 野村 泰之 のむら やすゆき Sfida
森下 瑶子 もりした ようこ ベルデスポーツクラブ 永嶌 恒理 ながしま こうすけ U.S.Cクワトロ
田淵 結衣 たぶち ゆい ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦中学⾼等学校体操部 ⾦沢 成哉 かなざわ せいや ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
近藤 愛海 こんどう まなみ 古川体操クラブ 大城 仁 おおしろ じん 慶應義塾
角⼒⼭ 美妃 すもうやま みき 古川体操クラブ 川田 俊樹 かわだ としき 慶應義塾
森元 美涼 もりもと みすず Cygnet Trampoline Club ( シグネットトランポリンクラブ ） 鈴⽊ 蒼⼤ すずき そうた 大泉スワロー体育クラブ
佐藤 歩実 さとう あゆみ Ａｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ ⾦⼦ 歩夢 かねこ あゆむ 大泉スワロー体育クラブ
大野 舞衣 おおの まい 厚木FUSiONスポーツクラブ 池田 晟齊 いけだ せな Ａｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ
⻑澤 未優 ながさわ みゆう 厚木FUSiONスポーツクラブ 北村 匠 きたむら たくみ とねりKindergartenスポーツクラブ
佐野 実優 さの みゆう フリーエアースポーツクラブ 新良貴 瑛⼠ しらき えいじ 上野学園トランポリンクラブ
奥井 寧々 おくい ねね フリーエアースポーツクラブ 重田 祐都 しげた ゆうと 上野学園トランポリンクラブ
⼟屋 玲奈 つちや れいな 越谷トランポリンクラブ 小柴 裕之 こしば ひろゆき 群馬クレイドル
飯島 雪 いいじま ゆき 越谷トランポリンクラブ 飯田 航 いいだ わたる 群馬クレイドル
⼩澤 千菜⾥ おざわ ちなり 大泉スワロー体育クラブ 押田 和真 おしだ かずま 厚木健康体操センター
岡嶋 ⾥歩 おかじま りほ 大泉スワロー体育クラブ 奥山 大雅 おくやま たいが 厚木健康体操センター
中村 未咲希 なかむら みさき スポーツクラブ テン・フォーティー 丸山 雄太 まるやま ゆうた 大泉スワロー体育クラブ
小田桐 実穂 おだぎり みほ スポーツクラブ テン・フォーティー 宮内 優希 みやうち ゆうき 大泉スワロー体育クラブ
⼾倉 愛 とくら あい スポーツクラブ テン・フォーティー 小野 颯斗 おの はやと 大泉スワロー体育クラブ
三橋 こころ みつはし こころ スポーツクラブ テン・フォーティー 河原 誠⼀郎 かわはら せいいちろう 日本体育大学クラブ
遠藤 ⾹奈 えんどう かな 日本体育大学クラブ 森本 杏平 もりもと きょうへい オンリーワンクラブ
保坂 一翔 ほさか ひなり とねりKindergartenスポーツクラブ 髙橋 優斗 たかはし ゆうと オンリーワンクラブ
野崎 真以 のざき まい リトルジャガーズ ⼩栗 隆太郎 おぐり りゅうたろう 上野学園トランポリンクラブ
髙橋 穂波 たかはし ほなみ 厚木FUSiONスポーツクラブ 笠原 武晃 かさはら たつあき 上野学園トランポリンクラブ
⻑⾕川 南実 はせがわ みなみ リトルジャガーズ 滝沢 毅 たきざわ つよし スポーツクラブ テン・フォーティー
廣瀬 礼奈 ひろせ れいな スポーツクラブ テン・フォーティー ⻲⽥ 瑛⼼ かめだ えいしん スポーツクラブ テン・フォーティー
沼尻 千果 ぬまじり ちか ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 伊東 洸哉 いとう こうや 文教大学トランポリン部
郷原 仁夏 ごうはら にいな ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 内山 優輝 うちやま ゆうき 文教大学トランポリン部
篠嶋 理紗 しのじま りさ 厚木健康体操センター 仕⿊ 勝也 しぐろ かつや リトルジャガーズ
三澤 優華 みさわ ゆうか 厚木健康体操センター 清水 大空 しみず すかい 日本体育大学クラブ

稲垣 陽介 いながき ようすけ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
田中 銀弥 たなか ぎんや MTCホッパーズ

グループ Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属 グループ Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属
吉澤 愛視 よしざわ めぐみ フリーエアースポーツクラブ 山﨑 大司 やまざき だいし ベルデスポーツクラブ
仁平 菜絵 にひら なえ フリーエアースポーツクラブ 森下 正崇 もりした まさたか 東京農業大学
音成 眞紀子 おとなり まきこ Ａｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ 坂本 鷹志 さかもと たかし 株式会社ゼウス・エンタープライズ
倉持 真央 くらもち まお フリーエアースポーツクラブ 木口 暁遥 きぐち としはる フリーエアースポーツクラブ
佐藤 優菜 さとう ゆうな とねりKindergartenスポーツクラブ 桐生 一輝 きりゅう かずき 大泉スワロー体育クラブ
村⼭ 優⾥ むらやま ゆり フリーエアースポーツクラブ 髙橋 京佑 たかはし けいすけ フリーエアースポーツクラブ
桜井 美輝 さくらい みき 大泉スワロー体育クラブ 池野 友崇 いけの ともたか 日本体育大学クラブ
泊 舞香 とまり まいか 大泉スワロー体育クラブ 藤⽥ 龍之介 ふじた りゅうのすけ 日本体育大学クラブ
櫻井 葉⽉ さくらい はづき ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 飯田 出 いいだ いずる 群馬クレイドル
中村 咲希 なかむら さき フリーエアースポーツクラブ 藤本 悠史 ふじもと ゆうし 群馬クレイドル
佐⽵ 玲奈 さたけ れいな 日本体育大学クラブ 菅原 正視 すがわら まさみ 厚木FUSiONスポーツクラブ
⼟井畑 知⾥ どいはた ちさと 日本体育大学クラブ 伊藤 祐規 いとう ゆうき スポーツクラブ テン・フォーティー
中村 優希 なかむら ゆうき フリーエアースポーツクラブ 森 晴太郎 もり はるたろう フリーエアースポーツクラブ
松波 愛⾥ まつなみ あいり フリーエアースポーツクラブ 明⽯ 凌 あかし りょう フリーエアースポーツクラブ
中村 風稀 なかむら ふうき 厚木FUSiONスポーツクラブ ⼩栗 健太郎 おぐり けんたろう 上野学園トランポリンクラブ
中村 秋穂 なかむら あきほ スポーツクラブ テン・フォーティー 直井 碧郎 なおい あろう ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
飛知和 舞 ひちわ まい 大泉スワロー体育クラブ 石川 秀康 いしかわ ひでやす 大泉スワロー体育クラブ
桐生 莉沙 きりゅう りさ 大泉スワロー体育クラブ 千葉 和⾳ ちば かずね 大泉スワロー体育クラブ
厚治 ⾥詩理 あつぢ りしぇり 日本体育大学クラブ ⼤⾕ 龍太郎 おおたに りゅうたろう 日本体育大学クラブ
東 彩乃 ひがし あやの  スポーツクラブ テン・フォーティー 中村 隆誠 なかむら りゅうせい 日本体育大学クラブ
高木 裕美 たかぎ ゆみ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 棟朝 銀河 むねとも ぎんが 慶應義塾
森 ひかる もり ひかる フリーエアースポーツクラブ 外村 哲也 そとむら てつや アムス・インターナショナル株式会社
⾦⼦ 舞穂 かねこ まほ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 日垣 博考 ひがき ひろたか 慶應義塾
鈴⽊ はる奈 すずき はるな 南陽ジュニアトランポリンクラブ 福田 将士 ふくだ まさと 慶應義塾
森田 千尋 もりた ちひろ 日本体育大学クラブ 荒木 琢磨 あらき たくま ＴＡＲget
小久保 美伶 こくぼ みれい 日本体育大学クラブ 薄田 雄太 うすだ ゆうた PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)
廣瀬 実幸 ひろせ みゆき 厚木健康体操センター ⻑島 拓海 ながしま たくみ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
佐藤 梨奈 さとう りな 文教大学トランポリン部 平 大和 たいら やまと 南陽ジュニアトランポリンクラブ
富田 ひとみ とみた ひとみ 日本体育大学クラブ 有松 大地 ありまつ だいち 大泉スワロー体育クラブ
服部 佳奈 はっとり かな 日本体育大学クラブ 豊田 秀真 とよだ しゅうま 大泉スワロー体育クラブ
下地 美裕 しもじ みひろ ベルデスポーツクラブ 筑間 友久ｼｭﾃﾌｧﾝ ちくま ともひさしゅてふぁん 日本体育大学クラブ
高橋 亜美 たかはし あみ ベルデスポーツクラブ 谷 貴文 たに たかふみ 日本体育大学クラブ

菅原 正哉 すがわら まさや 厚木FUSiONスポーツクラブ
石井 祐雅 いしい ゆうが スポーツクラブ テン・フォーティー

第38回東日本トランポリン競技選手権大会 スタートリスト
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