
予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  中山　偉斗  なかやま　よりと  堺ハイパードリーム

2  都竹　奏翔  つづく　かなと  アベノジュニアトランポリンクラブ

3  増崎　源士  ますざき　げんと  キタイスポーツクラブ

4  橋本　祥利  はしもと　しょうり  白山ジュニアトランポリンクラブ

5  吉村　匡貴  よしむら　まさき  アベノジュニアトランポリンクラブ

6  長山　新  ながやま　あらた  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

7  松本　悠生  まつもと　ゆうせい  キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

8  池上　大和  いけがみ　やまと  富田林トランポリンクラブ

9  福島　丈  ふくしま　じょう  アベノジュニアトランポリンクラブ

10  甚野　桔平  じんの　きっぺい  泉南ジュニアトランポリンクラブ

11  吉田　昊世  よしだ　こうせい  金沢学院大学クラブ

12  森山　怜  もりやま　れい  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  林　璃奈  はやし　りな  アベノジュニアトランポリンクラブ

2  大西　楓  おおにし　かえで  トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

3  塚本　未桜  つかもと　みお  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

4  池田　朝音  いけだ　ともね  金沢クリール

5  田鍬　りいな  たくわ　りいな  泉南トラストトランポリンクラブ

6  草刈　菜夏  くさかり　なな  浜松トランポリンクラブ

7  阿部　恭子  あべ　きょうこ  キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

8  永田　穂乃花  ながた　ほのか  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

9  渡辺　姫莉  わたなべ　ひまり  金沢学院大学クラブ

10  谷好　真琴  たによし　まこと  高槻トランポリンクラブ

11  都竹　結花  つづく　ゆうか  アベノジュニアトランポリンクラブ

12  朝山　心暖  あさやま　ここあ  トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

13  鬼村　海咲  おにむら　みさき  長岡京市トランポリンクラブ

14  播磨　ここね  はりま　ここね  キタイスポーツクラブ

15  小田原　春奈  おだわら　はるな  シープクラブ

16  川端　朔果  かわばた　さくら  浜松Ｊｒ．トランポリンクラブ

17  佐藤　友咲  さとう　ゆき  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

18  小山　紅  こやま　べに  堺ハイパードリーム

19  池口　采弥  いけぐち　ことみ  フォルテトランポリンクラブ

20  岸野　こなつ  きしの　こなつ  アベノジュニアトランポリンクラブ

21  南　栞奈  みなみ　かんな  小松イルカクラブ

22  益田　唯菜  ますだ　ゆいな  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

23  谷好　未菜  たによし　みな  高槻トランポリンクラブ

24  奥村　紗菜  おくむら　すずな  アベノジュニアトランポリンクラブ

25  丸山　心華  まるやま　ここか  キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

26  廣瀬　万奈美  ひろせ　まなみ  浜松トランポリンクラブ

27  辻田　花凜  つじた　かりん  アベノジュニアトランポリンクラブ

28  吉村　紅子  よしむら　あかね  トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

29  酒井　結衣  さかい　ゆい  ピーターパントランポリンクラブ

30  石黒　日人美  いしぐろ　ひとみ  トータスクラブ

31  松浦　佑那  まつうら　ゆいな  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

32  梶原　莉緒  かじはら　りお  トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

33  清長　千紘  きよなが　ちひろ  金沢クリール

34  宮崎　樹莉亜  みやざき　じゅりあ  AIRFLOAT（ｴｱｰﾌﾛｰﾄ）

35  澤田　守杏  さわだ　もも  アドバンストランポリンクラブ

36  田中　希湖  たなか　きこ  アベノジュニアトランポリンクラブ

37  片岡　美羽音  かたおか　みはね  泉南トラストトランポリンクラブ

１２名１２名１２名１２名

３７名３７名３７名３７名

小学生低学年男子小学生低学年男子小学生低学年男子小学生低学年男子

小学生低学年女子小学生低学年女子小学生低学年女子小学生低学年女子

No 選手名 ふりがな クラブ名

No 選手名 ふりがな クラブ名
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  塩本　純生  しおもと　じゅんき  金沢トランポリンクラブ

2  鈴木　駿介  すずき　しゅんすけ  浜松Ｊｒ．トランポリンクラブ

3  川端　徹士  かわばた　てつし  アベノジュニアトランポリンクラブ

4  湯川　勝太  ゆかわ　しょうた  長岡京市トランポリンクラブ

5  加藤　一城  かとう　かずき  ビッグスプリング

6  川村　友也  かわむら　ともや  キタイスポーツクラブ

7  結城　理輝  ゆうき　りき  白山ジュニアトランポリンクラブ

8  本田　大智  ほんだ　たいち  スペースウォーク

9  市川　太妃  いちかわ　たい  静岡トランポリンクラブ

10  山口　遥人  やまぐち　はると  アベノジュニアトランポリンクラブ

11  藤元　匠  ふじもと　たくみ  金沢クリール

12  森山　慧  もりやま　けい  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

13  秦　颯士  はた　そうし  スキップクラブ

14  西本　大剛  にしもと　だいご  泉南ジュニアトランポリンクラブ

15  亀谷　拓人  かめたに　たくと  プラッツトランポリンクラブ

16  土肥　大悟  どひ　だいご  キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

17  津田　翔悟  つだ　しょうご  白山ジュニアトランポリンクラブ

18  松井　裕大  まつい　やすひろ  野々市ジュニア

19  大島　涼介  おおしま　りょうすけ  キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

20  片上　昇大  かたがみ　しょうた  堺ハイパードリーム

21  長山　元  ながやま　はじめ  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

22  川端　湖羽琥  かわばた　こはく  アベノジュニアトランポリンクラブ

23  辻　将慶  つじ　まさよし  長岡京市トランポリンクラブ

24  丹波　亮星  たんば　りょうせい  泉南ジュニアトランポリンクラブ

25  中井　幸哉  なかい　ゆきや  フォルテトランポリンクラブ

26  谷殿　大騎  たにどの　ひろき  アドバンストランポリンクラブ

27  中村　駿一  なかむら　しゅんいち  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

28  谷口　敦紀  たにぐち　あつき  スキップクラブ

29  田中　壮汰  たなか　そうた  浜松Ｊｒ．トランポリンクラブ

30  曾布川　零次  そふかわ　れいじ  静岡トランポリンクラブ

31  草場　智之  くさば　ともゆき  AIRFLOAT（ｴｱｰﾌﾛｰﾄ）

32  西岡　隆成  にしおか　りゅうせい  キタイスポーツクラブ

33  豊後　輝道  ぶんご　てるみち  金沢クリール

34  川﨑　慎也  かわさき　しんや  高槻トランポリンクラブ

35  松本　航翔  まつもと　こうしょう  キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

36  林　竜雅  はやし　りゅうが  アベノジュニアトランポリンクラブ

37  井関　駿太  いせき　しゅんた  白山ジュニアトランポリンクラブ

38  西村　貫汰  にしむら　かんた  スキップクラブ

39  阿部　広空  あべ　ひろたか  キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

40  山本　凌駕  やまもと　りょうが  スペースウォーク

41  片木　蓮  かたぎ　れん  長岡京市トランポリンクラブ

42  細田　尋平  ほそだ　じんぺい  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

43  熊田　貴  くまた　たかし  金沢クリール

44  浦辻　泰成  うらつじ　たいせい  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

45  宮村　旭陽  みやもと　あさひ  金沢トランポリンクラブ

46  片川　陽暉  かたがわ　はるき  堺ハイパードリーム

47  中山　心輝  なかやま　もとき  堺ハイパードリーム

48  田中　創大  たなか　そうた  小松イルカクラブ

49  中村　智哉  なかむら　ともや  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

50  永田　泰我  ながた　たいが  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

51  片岡　拓朗  かたおか　たくろう  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

５１名５１名５１名５１名小学生高学年男子小学生高学年男子小学生高学年男子小学生高学年男子

No 選手名 ふりがな クラブ名
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  岡崎　祐月  おかざき　ゆづき  アベノジュニアトランポリンクラブ

2  甚野　彩羽  じんの　あやは  泉南ジュニアトランポリンクラブ

3  片山　藍  かたやま　あい  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

4  大倉　愛香  おおくら　あいか  堺ハイパードリーム

5  伊藤　真凛  いとう　まりん  静岡トランポリンクラブ

6  斉藤　奏良  さいとう　そら  小松イルカクラブ

7  酒井　菜月  さかい　なつき  ピーターパントランポリンクラブ

8  岩垣　伶  いわがき　れい  熊取T.T.T.

9  六車　なつこ  むぐるま なつこ  アベノジュニアトランポリンクラブ

10  上田　春日  うえだ　かすが  キタイスポーツクラブ

11  宮岡　茉美  みやおか　まう  白山ジュニアトランポリンクラブ

12  中島　空  なかじま　そら  フォルテトランポリンクラブ

13  小林　陽花  こばやし　ひより  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

14  森松　はるか  もりまつ　はるか  vivace

15  田鍬　るな  たくわ　るな  泉南トラストトランポリンクラブ

16  池下　かの子  いけした　かのこ  ピーターパントランポリンクラブ

17  桶作　花凜  おけさく　かりん  野々市ジュニア

18  吉永　結唯  よしなが　ゆい  阪南市トランポリンクラブ

19  穂積　涼  ほづみ　すずか  ぶるーすかい神戸

20  寺尾　美咲  てらお　みさき  vivace

21  要海　百音  ようかい　もも  アベノジュニアトランポリンクラブ

22  曽山　舞  そやま　まい  つばたトランポリンクラブ

23  相輪　紗菜  あいわ　すずな  キタイスポーツクラブ

24  能崎　佑奈  のざき　ゆうな  星稜ジュニア

25  山本　若伽奈  やまもと　わかな  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

26  友永　ことね  ともなが　ことね  高槻トランポリンクラブ

27  増崎　セリナ  ますざき　せりな  キタイスポーツクラブ

28  神田　美稀  かんだ　みき  小松イルカクラブ

29  高橋　由衣  たかはし　ゆい  野々市ジュニア

30  小田原　由佳  おだわら　ゆうか  シープクラブ

31  加藤　愛歌  かとう　あいか  vivace

32  西　千咲葵  にし　ちさき  泉南ジュニアトランポリンクラブ

33  小松　悠月  こまつ　ゆづき  キタイスポーツクラブ

34  田坂　日菜  たさか　ひな  広島県新市トランポリンクラブ

35  上田　雪乃  うえだ　ゆきの  アドバンストランポリンクラブ

36  友永　ほのか  ともなが　ほのか  高槻トランポリンクラブ

37  細川　咲良  ほそかわ　さら  vivace

38  南　玲奈  みなみ　れな  小松イルカクラブ

39  白崎　真唯  しらさき　まい  白山ジュニアトランポリンクラブ

40  稲葉　楓那  いなば　ふうな  浜松Ｊｒ．トランポリンクラブ

41  野口　春香  のぐち　はるか  アベノジュニアトランポリンクラブ

42  大場　愛実  おおば　あみ  AIRFLOAT（ｴｱｰﾌﾛｰﾄ）

43  真嶋　阿子  まじま　あこ  vivace

44  加藤　萌歌  かとう　もえか  vivace

45  田中　沙季  たなか　さき  小松イルカクラブ

46  岸　実憂  きし　みゆう  七塚ジュニア

47  上田　うらら  うえだ　うらら  キタイスポーツクラブ

48  堀内　咲来  ほりうち　さくら  浜松トランポリンクラブ

49  中尾　綾花  なかお　あやか  泉南ジュニアトランポリンクラブ

50  玉田　凛  たまだ　りん  星稜ジュニア

51  田山　舞美  たやま　まみ  中能登ジュニアトランポリンクラブ

52  小溝　真凜  こみぞ　まりん  スペースウォーク

53  高見　菜々子  たかみ　ななこ  小松イルカクラブ

54  馬場　一菜  ばば　ひいな  ぶるーすかい神戸

55  宮地　柚妃  みやち　ゆずき  vivace

56  佐野　麻美  さの　あさみ  長岡京市トランポリンクラブ

８２名８２名８２名８２名

選手名 ふりがな クラブ名

小学生高学年女子小学生高学年女子小学生高学年女子小学生高学年女子

No
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

57  川村　真菜  かわむら　まな  白山ジュニアトランポリンクラブ

58  伊吹　千夢  いぶき　ちゆ  泉南トラストトランポリンクラブ

59  数井　紗良  かずい　さら  野々市ジュニア

60  大田　鈴華  おおた　りんか  フォルテトランポリンクラブ

61  坪井　綾音  つぼい　あやね  ARA10

62  大桐　彩聖  おおぎり　あやせ  キタイスポーツクラブ

63  元角　沙羽  げんかく　さわ  星稜ジュニア

64  中村　若葉  なかむら　わかば  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

65  乾　結羽  いぬい　ゆのは  アドバンストランポリンクラブ

66  西村　愛  にしむら　まな  金沢学院大学クラブ

67  岸野　こころ  きしの　こころ  アベノジュニアトランポリンクラブ

68  松村　美咲  まつむら　みさき  泉南ジュニアトランポリンクラブ

69  山出　雪乃  やまで　ゆきの  ピーターパントランポリンクラブ

70  田原　光  たはら　ひかる  堺ハイパードリーム

71  川村　梨花  かわむら　りか  白山ジュニアトランポリンクラブ

72  古杉　夏希  こすぎ　なつき  静岡トランポリンクラブ

73  曽谷　楓夏  そだに　ふうか  ピーターパントランポリンクラブ

74  永東　千夏  ながとう　ちなつ  フォルテトランポリンクラブ

75  渡瀬　百虹  わたせ　ももこ  浜松トランポリンクラブ

76  二野　千芽  ふたの　ちが  白山ジュニアトランポリンクラブ

77  田中　涼香  たなか　すずか  浜松Ｊｒ．トランポリンクラブ

78  小川　夏季  おがわ　なつき  白山ジュニアトランポリンクラブ

79  藤元　美羽  ふじもと　みう  金沢クリール

80  小林　弓月  こばやし　ゆづき  ピーターパントランポリンクラブ

81  高田　暖乃  たかた　のの  金沢学院大学クラブ

82  丸山　珠璃  まるやま　じゅり  ピーターパントランポリンクラブ

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  武藤　匡平  むとう　きょうへい  vivace

2  上田　乃維  うえだ　のい  フォルテトランポリンクラブ

3  海野　大透  うんの　ひろと  静岡トランポリンクラブ

4  和田　岳大  わだ　たけひろ  金沢クリール

5  岡田　陸飛  おかだ　りくと  金沢トランポリンクラブ

6  中野　晴大  なかの　はると  星稜クラブ

7  堀江　兼世  ほりえ　けんせい  vivace

8  片岡　滉基  かたおか　こうき  アベノジュニアトランポリンクラブ

9  真嶋　宗尚  まじま　むねたか  vivace

10  岸　凌大  きし　りょうた  小松イルカクラブ

11  細田　侑希  ほそだ　ともき  vivace

12  河村　拓己  かわむら　たくみ  宇ノ気クラブ

13  樋口　永悟  ひぐち　えいご  vivace

14  芝　圭佑  しば　けいすけ  キタイスポーツクラブ

15  寺尾　和哉  てらお　かずや  vivace

16  片岡　雄貴  かたおか　ゆうき  泉南トラストトランポリンクラブ

17  市村　斗哉  いちむら　とうや  キタイスポーツクラブ

18  本郷　竜汰  ほんごう　りゅうた  チームサイモン京都

19  石田　孝  いしだ　たかし  スペースウォーク

20  野村　綾之介  のむら　りょうのすけ  富田林トランポリンクラブ

21  永井　元  ながい　はじめ  静岡トランポリンクラブ

22  山本　陸人  やまもと　りくと  金沢学院大学クラブ

23  中谷　龍馬  なかたに　りょうま  金沢トランポリンクラブ

24  本田　侑也  ほんだ　ゆうや  星稜クラブ

25  藤井　希昇  ふじい　きしょう  高槻トランポリンクラブ

26  上野　隼輔  うえの　しゅんすけ  宇ノ気クラブ

３２名３２名３２名３２名

No 選手名 ふりがな クラブ名

中学生男子中学生男子中学生男子中学生男子

No 選手名 ふりがな クラブ名
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

27  植田　大和  うえだ　やまと  アベノジュニアトランポリンクラブ

28  太村　明裕  たむら　あきひろ  金沢学院大学クラブ
29  岸野　大樹  きしの　だいき  アベノジュニアトランポリンクラブ

30  三島　康士朗  みしま　こうしろう  星稜クラブ
31  薫森　海輝  しげもり　みき  小松イルカクラブ
32  根本　裕基  ねもと　ゆうき  ビッグスプリング

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  林　真帆  はやし　まほ  キタイスポーツクラブ

2  大野　華  おおの　はな  七塚ジュニア

3  磯部　紗亜弥  いそべ　さあや  浜松修学舎

4  東　蒼葉  ひがし　あおば  つばたトランポリンクラブ

5  山出　帆夏  やまで　ほのか  ピーターパントランポリンクラブ

6  吉田　亜依里  よしだ　あいり  宇ノ気クラブ

7  佃　紗英  つくだ　さえ  vivace

8  西原　優里奈  にしはら　ゆりな  広島県新市トランポリンクラブ

9  山下　香帆  やました　かほ  長岡京市トランポリンクラブ

10  梅野　萌佳  うめの　もえか  アドバンストランポリンクラブ

11  土生　いつき  はぶ　いつき  金沢学院大学クラブ

12  大久保　茉実  おおくぼ　まみ  浜松修学舎

13  後藤　未来  ごとう　みき  浜松修学舎

14  宮田　裕子  みやた　ゆうこ  星稜ジュニア

15  大野　瑠菜  おおの　るな  富田林トランポリンクラブ

16  松本　結羽  まつもと　ゆう  チャイルドﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

17  長澤　萌栞  ながさわ　もえか  フォルテトランポリンクラブ

18  熊本　彩咲  くまもと　あさき  帝塚山学院トランポリン部

19  西　彩乃  にし　あやの  金沢学院大学クラブ

20  落合　侑美  おちあい　ゆみ  浜松修学舎

21  高橋　さやか  たかはし　さやか  金沢トランポリンクラブ

22  伊藤　百花  いとう　ももか  浜松修学舎

23  東野　里沙  ひがしの　りさ  加賀体トランポリンクラブ

24  伊藤　千奈里  いとう　ちなり  浜松修学舎

25  川口　瑞香  かわぐち　みずか  熊取T.T.T.

26  宮野　汐音  みやの　しおん  金沢学院大学クラブ

27  岡田　葵  おかだ　あおい  金沢トランポリンクラブ

28  田中　結子  たなか ゆうこ  金沢学院大学クラブ

29  加藤　陽菜  かとう　はるな  ビッグスプリング

30  稲田　留奈  いなだ　るな  浜松修学舎

31  小林　和  こばやし　なごみ  ピーターパントランポリンクラブ

32  岡田　亜実  おかだ　あみ  キタイスポーツクラブ

33  笹掛　未帆  ささがけ　みほ  プラッツトランポリンクラブ

34  宮崎　七星  みやざき　ななせ  キタイスポーツクラブ

35  坪井　侑奈  つぼい　ゆきな  ARA10

36  増崎　アンヌ  ますざき　あんぬ  キタイスポーツクラブ

37  谷嶋　花音  たにしま　かのん  アベノジュニアトランポリンクラブ

38  森　文乃  もり　あやの  アドバンストランポリンクラブ

39  新垣　瞳  あらがき　ひとみ  阪南市トランポリンクラブ

40  根本　愛梨  ねもと　えり  ビッグスプリング

41  辻　陽香  つじ　はるか  帝塚山学院トランポリン部

42  奥野　有季  おくの　ゆき  キタイスポーツクラブ

43  酒井　莉菜  さかい　りな  阪南大学クラブジュニア

44  安藤　陽香  あんどう　はるか  キタイスポーツクラブ

45  今本　奈々子  いまもと　ななこ  七塚ジュニア

46  山本　真衣  やまもと　まい  プラッツトランポリンクラブ

７５名７５名７５名７５名

No 選手名 ふりがな クラブ名

中学生女子中学生女子中学生女子中学生女子

No 選手名 ふりがな クラブ名
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

47  森　ほのか  もり　ほのか  星稜クラブ

48  中山　夢奈  なかやま　ゆめな  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

49  小野　雅子  おの　まさこ  スペースウォーク

50  鵜飼　彩華  うかい　あやか  vivace

51  秋山　千咲  あきやま　ちさき  阪南大学クラブジュニア

52  清長　春花  きよなが　はるか  金沢クリール

53  笹木　遥  ささき　はるか  小松イルカクラブ

54  成田　華  なりた　はな  富田林トランポリンクラブ

55  手嶋　ひかる  てしま　ひかる  堺ハイパードリーム

56  野中　麻由  のなか　まゆ  ＳＳＵトランポリンクラブ

57  滝川　真未  たきがわ　まみ  静岡トランポリンクラブ

58  岡　夏生  おか　なつき  チャイルドﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

59  柴田　知波  しばた　ちなみ  vivace

60  植田　歩未  うえだ　あゆみ  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

61  児玉　明香里  こだま　あかり  ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

62  西川　実沙  にしかわ　みさ  星稜クラブ

63  杉林　泉美  すぎばやし　いずみ  小松イルカクラブ

64  野村　菜月美  のむら　なつみ  星稜クラブ

65  竹谷　凪紗  たけた　 なぎさ  七塚ジュニア

66  杉谷　櫻花  すぎたに　おうか  星稜ジュニア

67  梅井　舞香  うめい　まいか  富田林トランポリンクラブ

68  西原　夏穂  にしはら　かほ  広島県新市トランポリンクラブ

69  伊賀　可南子  いが　かなこ  ぶるーすかい神戸

70  宮本　望央  みやもと　みお  宇ノ気クラブ

71  谷口　空  たにぐち　そら  シープクラブ

72  西谷　真香  にしたに　まこ  七塚ジュニア

73  平崎　優加  ひらざき　ゆうか  静岡トランポリンクラブ

74  辻本　妃那  つじもと　ひな  静岡トランポリンクラブ

75  松岡　綾乃  まつお　 あやの  つばたトランポリンクラブ

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  山田　大翔  やまだ　ひろと  星稜クラブ

2  田端　良紀  たばた　よしき  静岡大成高等学校

3  伊藤　俊厚  いとう　としひろ  浜松修学舎

4  田崎　匠  たさき　たくみ  金沢クリール

5  石田　順平  いしだ　じゅんぺい  スペースウォーク

6  市川　悠樹  いちかわ　ゆうき  静岡産業大学クラブ

7  早川　懐樹  はやかわ　なつき  vivace

8  浦辻　康成  うらつじ　こうせい  Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

9  齋藤　涼太  さいとう　りょうた  浜松修学舎

10  永井　裕也  ながい　ゆうや  金沢学院大学クラブ

11  浅井　廉太  あさい　れんた  城南静岡高等学校

12  宇田　大志  うだ　たいし  アベノジュニアトランポリンクラブ

13  中園　貴登  なかぞの　たかと  金沢学院大学クラブ

14  藤原　壮輝  ふじわら　そうき  星稜クラブ

15  岡田　浩武  おかだ　ひろむ  小松大谷高等学校

16  片木　蒼太  かたぎ　そうた  長岡京市トランポリンクラブ

17  成田　達哉  なりた　たつや  金沢学院大学クラブ

18  牧野　悠利  まきの　ゆうり  金沢学院大学クラブ

19  安藤　諒  あんどう　りょう  星稜クラブ

20  西田　将規  にしだ　まさき  阪南大学クラブ

21  石川　和  いしかわ　やまと  金沢学院大学クラブ

22  大嶋　諒人  おおしま　りょうと  阪南市トランポリンクラブ

23  市川　隆太  いちかわ　りゅうた  星稜クラブ

24  島津　知弘  しまづ　ともひろ  浜松修学舎

４２名４２名４２名４２名

No 選手名 ふりがな クラブ名

高校生男子高校生男子高校生男子高校生男子

No 選手名 ふりがな クラブ名
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

25  橋本　考弘  はしもと　たかひろ  静岡産業大学クラブ

26  梅木　翔  うめき　かける  スペースウォーク

27  榛葉　脩人  しんば　しゅうと  浜松修学舎

28  下出　康介  しもで　こうすけ  金沢学院大学クラブ

29  髙田　脩平  たかだ　しゅうへい  キタイスポーツクラブ

30  堺　亮介  さかい　りょうすけ  星稜クラブ

31  今井　匠馬  いまい　たくま  金沢学院大学クラブ

32  水谷　勇貴  みずたに　ゆうき  浜松修学舎

33  比嘉　光  ひが　ひかり  静岡産業大学クラブ

34  竹内　譲一  たけうち　じょういち  浜松修学舎

35  大内　颯  おおうち　はやた  金沢学院大学クラブ

36  永田　信弥  ながた　しんや  星稜クラブ

37  小山　和人  こやま　かずと  高槻トランポリンクラブ

38  中西　裕也  なかにし　ゆうや  星稜クラブ

39  城戸　優希  きど　ゆうき  阪南大学クラブ

40  脇田　洋介  わきた　ようすけ  静岡産業大学クラブ

41  宮野　冬馬  みやの　とうま  星稜クラブ

42  小見山　良颯  こみやま　つかさ  バンビトランポリンクラブ

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  田村　夏々  たむら　なな  阪南大学クラブ

2  半田　萌里  はんだ　もえり  泉南トラストトランポリンクラブ

3  岡部　優海  おかべ　ゆうみ  スペースウォーク

4  西川　瑠海  にしかわ　るうみ  アベノジュニアトランポリンクラブ

5  西村　美紅  にしむら　みく  金沢学院大学クラブ

6  土屋　志絵莉  つちや　しえり  星稜クラブ

7  中野　智円  なかの　ちまる  金沢学院大学クラブ

8  武原　未菜  たけはら　みな  星稜クラブ

9  岡田　灯音  おかだ　あかね  静岡産業大学クラブ

10  福嶋　香七絵  ふくしま　かなえ  小松大谷高等学校

11  又吉　幹奈  またよし　かんな  金沢学院大学クラブ

12  平野　里歩  ひらの　りほ  星稜クラブ

13  藤田　葉月  ふじた　はづき  金沢学院大学クラブ

14  村田　楓夏  むらた　ふうか  星稜クラブ

15  森　若菜  もり　わかな  アドバンストランポリンクラブ

16  増田　萌美  ますだ　もえみ  焼津高等学校

17  谷口　夏穂  たにぐち　かほ  星稜クラブ

18  谷嶋　瑞綺  たにしま　みずき  アベノジュニアトランポリンクラブ

19  大川　かりん  おおかわ　かりん  静岡大成高等学校

20  大門　音々  だいも　 ねね  星稜クラブ

21  橋本　千絵美  はしもと　ちえみ  小松大谷高等学校

22  朝日　しずく  あさひ　しずく  vivace

23  前田　佳奈子  まえた　かなこ  金沢学院大学クラブ

24  松多　冠奈  まつだ　かんな  星稜クラブ

25  鈴木　紗衣  すずき　さえ  焼津高等学校

26  太村　成見  たむら　なるみ  金沢学院大学クラブ

27  谷口　佳寿  たにぐち　けいじゅ  泉南トラストトランポリンクラブ

28  私市　希  きさいち　のぞみ  アベノジュニアトランポリンクラブ

29  海野　玲奈  うんの　れな  焼津高等学校

30  安田　ゆうき  やすた　ゆうき  金沢学院大学クラブ

31  前沢　有咲  まえざわ　ありさ  小松大谷高等学校

32  池ヶ谷　舞  いけがや　まい  浜松修学舎

33  堂前　ひかる  どうまえ　ひかる  小松大谷高等学校

34  中野　蘭菜  なかの　らな  星稜クラブ

35  鈴木　七海  すずき　ななみ  焼津高等学校

36  大鋸　みなみ  おおが　みなみ  高槻トランポリンクラブ

４７名４７名４７名４７名

No 選手名 ふりがな クラブ名

高校生女子高校生女子高校生女子高校生女子

No 選手名 ふりがな クラブ名
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

37  西岡　穂波  にしおか　ほなみ  長岡京市トランポリンクラブ

38  松原　知穂  まつばら　ちほ  アベノジュニアトランポリンクラブ

39  沖野　瑠華  おきの　るか  小松大谷高等学校

40  赤井　なつみ  あかい　なつみ  金沢学院大学クラブ

41  北川　佳那  きたがわ　かな  星稜クラブ

42  鈴木　菜央  すずき　なお  小松大谷高等学校

43  奥谷　美結  おくたに　みゆう  金沢トランポリンクラブ

44  藤田　琴  ふじた　こと  阪南大学クラブ

45  北野　千紘  きたの　ちひろ  野々市ジュニア

46  根来　みら  ねごろ　みら  高槻トランポリンクラブ

47  山﨑　さくら  やまざき　さくら  浜松修学舎

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  白崎　佑和  しらさき　ゆうや  金沢学院大学クラブ

2  植田　太郎  うえだ　たろう  金沢学院大学クラブ

3  石井　純  いしい　じゅん  阪南大学クラブ

4  深田　亜由武  ふかた　あゆむ  阪南大学クラブ

5  野田　亮太  のだ　りょうた  静岡産業大学クラブ

6  吉岡　拓哉  よしおか　たくや  静岡産業大学クラブ

7  鈴木　宏介  すずき　こうすけ  金沢学院大学クラブ

8  清川　敏史  きよかわ　としふみ  金沢学院大学クラブ

9  河裾　充晃  かわす　 みつあき  阪南大学クラブ

10  西村　隆志  にしむら　たかし  高槻トランポリンクラブ

11  白坂　健志  しらさか　けんし  静岡産業大学クラブ

12  板本　一真  いたもと　かずま  阪南大学クラブ

13  門田　賢樹  もんでん　さとき  静岡産業大学クラブ

14  中尾　裕聖  なかお　ゆうせい  金沢学院大学クラブ

15  花井　亮太  はない　りょうた  星稜クラブ

16  安原　健太  やすはら　けんた  阪南大学クラブ

17  足立　将磨  あだち　しょうま  静岡産業大学クラブ

18  谷口　遼平  たにぐち　りょうへい  静岡産業大学クラブ

19  荒瀬　貴史  あらせ　たかふみ  阪南大学クラブ

20  岡田　紳之介  おかだ　しんのすけ  阪南大学クラブ

21  入江　朗  いりえ あきら  阪南大学クラブ

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  栗木　優香  くりき　ゆうか  金沢学院大学クラブ

2  吉村　美憂  よしむら　みゆ  金沢学院大学クラブ

3  佐藤　萌香  さとう　もえか  熊取T.T.T.

4  松本　萌  まつもと　めぐみ  阪南大学クラブ

5  河村　香那  かわむら　かな  金沢学院大学クラブ

6  中井　美咲  なかい　みさき  熊取T.T.T.

7  近藤　由里菜  こんどう　ゆりな  vivace

8  上野　成美  うえの　なるみ  静岡産業大学クラブ

9  宇山　芽紅  うやま　めぐ  金沢学院大学クラブ

10  藤井　桂子  ふじい　けいこ  金沢学院大学クラブ

11  角田　瑞希  つのだ　みずき  星稜クラブ

12  東本　麻由  ひがしもと　まゆ  阪南大学クラブ

13  山本　葉月  やまもと　はづき  阪南大学クラブ

14  山本　千尋  やまもと　ちひろ  アドバンストランポリンクラブ

15  山口　晴緒  やまぐち　はるお  阪南大学クラブ

16  小早川　理奈  こばやかわ　りな  阪南大学クラブ

17  上村　恵梨奈  うえむら　えりな  金沢学院大学クラブ

２１名２１名２１名２１名

１７名１７名１７名１７名

No 選手名 ふりがな クラブ名

大学生男子大学生男子大学生男子大学生男子

大学生女子大学生女子大学生女子大学生女子
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予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  武田　直樹  たけだ　なおき  アベノＥＴＣ

2  島田　諒太  しまだ　りょうた  金沢学院大学クラブ

3  藤川　智朗  ふじかわ　ともろう  スキップクラブ

予 選 決 勝
規定 自由 合計 順位 得点 順位

1  松田　眞紀子  まつだ　まきこ  阪南大学クラブ

2  山下　はるな  やました　はるな  静岡産業大学クラブ

3  寺前　麻菜美  てらまえ　まなみ  阪南大学クラブ

３名３名３名３名

３名３名３名３名

No 選手名 ふりがな クラブ名

一般女子一般女子一般女子一般女子

No 選手名 ふりがな クラブ名

一般男子一般男子一般男子一般男子
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