
試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 上田　怜央 うえだ　れお 金沢ジャンパーズ 石川

2 喜多　尚志 きた　ひさし ビッグスプリング 石川

3 寺本　悠人 てらもと　ゆうと 金沢ジャンパーズ 石川

4 津田　賢吾 つだ　けんご MIKAWAジュニア 石川

5 田村　幸大 たむら　ゆきと 石川代表 石川

6 牧野　伍 まきの　たすく キャッツアイKANAZAWA 石川

7 吉田　昊世 よしだ　こうせい 石川代表 石川

8 牧野　匠 まきの　たくみ キャッツアイKANAZAWA 石川

9 津田　光佑 つだ　こうすけ 勝山ジャンピング 福井

10 長谷川　碧人 はせがわ　あおと MIKAWAジュニア 石川

11 矢口　陽登 やぐち　はると 白馬トランポリンクラブ 長野

12 松本　悠生 まつもと　ゆうせい キャッツアイKANAZAWA 石川

13 入澤　聡大 いりざわ　そうた パレススポーツクラブ 富山

14 長谷川　琥太 はせがわ　こうた MIKAWAジュニア 石川

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 南　栞奈 みなみ　かんな 小松イルカ 石川

2 俵　芽生 たわら　めい キャッツアイKANAZAWA 石川

3 髙田　暖乃 たかた　のの 金沢学院大学クラブ 石川

4 阿部　恭子 あべ　きょうこ キャッツアイKANAZAWA 石川

5 酒井　結衣 さかい　ゆい ピーターパンＴＣ 石川

6 高田　美央 たかた　みお 金沢トランポリンクラブ 石川

7 小林　弓月 こばやし　ゆづき 石川代表 石川

8 池下　かの子 いけした　かのこ ピーターパンＴＣ 石川

9 丸山　心華 まるやま　ここか キャッツアイKANAZAWA 石川

10 神田　美砂 かんだ　みさ 小松イルカ 石川

11 小川　珠季 おがわ　たまき MIKAWAジュニアTC 石川

12 新井　沙彩 あらい　さあや 富山パレスJTC 富山

13 林　佳歩 はやし　かほ 勝山ジャンピング 福井

14 横山　ゆず よこやま　ゆず ニイガタポップコーン 新潟

15 渡辺　姫莉 わたなべ　ひまり 金沢学院大学クラブ 石川

16 井村　日保 いむら　ひより ビッグスプリング 石川

17 濱口　爽羽 はまぐち　さわ ＭＩＫＡＷＡジュニア 石川

18 大藤　彩 おおどう　あや リトルウィンズ勝山 福井

第10回福井県オープントランポリン選手権大会
[競技]　～10歳　男子

[競技]　～10歳　女子



試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 松本　航翔 まつもと　こうしょう キャッツアイKANAZAWA 石川

2 常川　大翔 つねかわ　やまと 富山パレスJTC 富山

3 長岡　昂志 ながおか　こうし ニイガタポップコーン 新潟

4 大島　涼介 おおしま　りょうすけ キャッツアイKANAZAWA 石川

5 田中　創大 たなか　そうた 石川代表 石川

6 高崎　旺星 たかざき　おうせい ビッグスプリング 石川

7 横澤　晴稀 よこざわ　はるき 松本トランポリンクラブ 長野

8 橋本　泉流 はしもと　いずる 金沢ジャンパーズ 石川

9 宮村　旭陽 みやむら　あさひ 金沢トランポリンクラブ 石川

10 加藤　一城 かとう　かずき ビッグスプリング 石川

11 鈴木　涼介 すずき　りょうすけ ニイガタポップコーン 新潟

12 村口　平匠 むらぐち　こうしょう パレススポーツクラブ 富山

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 坂村　美瑠 さかむら　みる MIKAWAジュニア 石川

2 山﨑　叶愛 やまざき　のあ 小松イルカ 石川

3 馬場先　優羽 ばばさき　ゆう 加賀体トランポリンクラブ 石川

4 都原　彩加 とはら　あやか 小松イルカ 石川

5 丸山　珠璃 まるやま　じゅり ピーターパンＴＣ 石川

6 南保　亜衣莉 なんぼ　あいり 小松イルカ 石川

7 切久保　絆 きりくぼ　きずな 白馬トランポリンクラブ 長野

8 斉藤　奏良 さいとう　そら 小松イルカ 石川

9 高見　菜々子 たかみ　ななこ 小松イルカ 石川

10 酒井　菜月 さかい　なつき ピーターパンＴＣ 石川

11 西村　幸 にしむら　みゆき ＭＩＫＡＷＡジュニア 石川

12 大久保　菜央 おおくぼ　なお 金沢トランポリンクラブ 石川

13 曽谷　楓夏 そだに　ふうか ピーターパンＴＣ 石川

14 田中　沙季 たなか　さき 小松イルカ 石川

15 南　玲奈 みなみ　れな 石川代表 石川

16 近藤　心音 こんどう　ここね 白馬トランポリンクラブ 長野

17 大藤　愛 おおどう　あい リトルウィンズ勝山 福井

18 藤堂　歩奈 とうどう　あゆな 加賀体トランポリンクラブ 石川

19 山出　雪乃 やまで　ゆきの ピーターパンＴＣ 石川

20 石村　萌々菜 いしむら　ももな 加賀体トランポリンクラブ 石川

[競技]　１１～１２歳　男子

[競技]　１１～１２歳　女子



21 長谷川　葉々 はせがわ　ようよ ニイガタポップコーン 新潟

22 粟森　咲 あわもり　さき 金沢学院大学クラブ 石川

23 城野　七海 じょうの　ななみ パレススポーツクラブ 富山

24 濱口　初芽 はまぐち　うめ ＭＩＫＡＷＡジュニア 石川

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 土肥　大悟 どひ　だいご キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

2 井村　友哉 いむら　ともや ビッグスプリング 石川

3 阿部　広空 あべ　ひろたか キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

4 薫森　海輝 しげもり　みき 小松イルカ 石川

5 岡田　陸飛 おかだ　りくと 石川代表 石川

6 塩本　純生 しおもと　じゅんき 金沢トランポリンクラブ 石川

7 切久保　仁朗 きりくぼ　じんろう 白馬トランポリンクラブ 長野

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 小山　多映子 こやま　たえこ 富山パレスJTC 富山

2 矢口　聖深 やぐち　きよみ 白馬トランポリンクラブ 長野

3 神田　美稀 かんだ　みき 石川代表 石川

4 湊　真心 みなと　まこ 金沢トランポリンクラブ 石川

5 加藤　陽菜 かとう　はるな ビッグスプリング 石川

6 畠山　心夢 はたけやま　みゆ 白馬トランポリンクラブ 長野

7 坂野　琴音 さかの　ことね 金沢ジャンパーズ 石川

8 根本　愛梨 ねもと　えり ビッグスプリング 石川

9 小林　和 こばやし　なごみ ピーターパンＴＣ 石川

10 長岡　美花 ながおか　みか ニイガタポップコーン 新潟

11 村山　円 むらやま　まどか ニイガタポップコーン 新潟

12 塚本　夢乃 つかもと　ゆの ニイガタポップコーン 新潟

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 根本　裕基 ねもと　ゆうき ビッグスプリング 石川

2 中谷　龍馬 なかたに　りょうま 石川代表 石川

[競技]　１3～１４歳　男子

[競技]　１3～１４歳　女子

[競技]　１５～１６歳　男子



試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 青木　風海 あおき　ふうか 松本トランポリンクラブ 長野

2 杉林　泉美 すぎばやし　いずみ 小松イルカ 石川

3 山出　帆夏 やまで　ほのか ピーターパンＴＣ 石川

4 高橋　さやか たかはし　さやか 金沢トランポリンクラブ 石川

5 笹木　遥 ささき　はるか 小松イルカ 石川

6 黒田　明日香 くろだ　あすか 石川代表 石川

7 東野　里沙 ひがしの　りさ 加賀体トランポリンクラブ 石川

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 岡　駿洋 おか　たかひろ 滋賀県立大学クラブ 滋賀

2 京田　朋大 きょうだ　ともひろ 遊学館高等学校 石川

3 桑山　祐一 くわやま　ゆういち TCアレンテ 石川

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 鈴木　舞華 すずき　まいか ニイガタポップコーン 新潟

2 大坪　美咲 おおつぼ　みさき TCアレンテ 石川

3 勘島　碧 かんじま　みどり 石川代表 石川

4 小菊　まりあ こぎく　まりあ パレススポーツ 富山

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

1 早見　純平 はやみ　じゅんぺい 滋賀県立大学クラブ 滋賀

2 栃澤　一義 とちざわ　かずよし 富山パレスJＴＣ 富山

3 野村　幸男 のむら　さちお 勝山ジャンピング 福井

4 大東　祐介 おおひがし　ゆうすけ 滋賀県立大学クラブ 滋賀

5 西田　禎 にした　ただし ＴＣアレンテ 石川

6 蓑地　洋 みのじ　ひろし ＴＣアレンテ 石川

7 林　信吾 はやし　しんご ＴＣアレンテ 石川

8 津田　智弘 つだ　ともひろ 勝山ジャンピング 福井

9 野間　翔太 のま　しょうた 滋賀県立大学クラブ 滋賀

10 武田　直樹 たけだ　なおき 滋賀県立大学クラブ 滋賀

試技順 氏名 ふりがな 所属 県名

[競技]　一般Ｂ　男子

[競技]　一般Ｂ　女子

[競技]　１５～１６歳　女子

[競技]　１７歳～　男子

[競技]　１７歳～　女子



1 吉田　有花 よしだ　ゆか TCアレンテ 石川

2 常川　智子 つねかわ　ともこ 富山パレスJＴＣ 富山

3 北村　泰江 きたむら　よしえ すいぶるクラブ 石川

4 西川　礼奈 にしかわ　れな ピーターパンTC 石川


