
試技順 選手名 ふりがな 所属

1 山本　聖人 やまもと　まさと 金沢学院大学クラブ

2 古川　紗丞 ふるかわ　さすけ 勝山ジャンピング

3 岡田　波瑠 おかだ　はる 金沢学院大学クラブ

4 小寺　希歩 こでら　のぞむ 金沢学院大学クラブ

試技順 選手名 ふりがな 所属

1 西田　真実子 にしだ　まみこ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

2 二野　瑠愛 ふたの　るあ ＭＩＫＡＷＡジュニア

3 近藤　叶音 こんどう　かのん 白馬トランポリンクラブ

4 棚橋　美空 たなはし　みく 金沢学院大学クラブ

5 小寺　志和 こでら　しより 金沢学院大学クラブ

6 神田　美砂 かんだ　みさ 小松イルカクラブ

7 森戸　心咲 もりと　みさき 大徳トランポリンクラブ

8 杉山　優佳 すぎやま　ゆうか 金沢学院大学クラブ

9 室野　ななこ むろの　ななこ 美川ピ－ターラビット

10 松本　陽葵 まつもと　ひまり キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

試技順 選手名 ふりがな 所属

1 吉田　惺哉 よしだ　せいや 金沢学院大学クラブ

2 佐藤　亨瑠 さとう　とおる 勝山ジャンピング

3 森田　健吾 もりた　けんご ビックスプリング

4 針谷　真幸 はりや　まさゆき 美川ピーターラビット

5 小林　千里 こばやし　せんり 勝山ジャンピング

6 上野　卓也 うえの　たくや ピ－ターパンTC

7 久井　希都 ひさい　きいと 金沢学院大学クラブ

8 澤邊　敬 さわべ　けい 小松イルカ

9 倉長　和登 くらなが　かずと NPO法人TSC

10 福田　耕平 ふくだ　こうへい ピーターパンTC

11 松村　和晃 まつむら　かずあき 勝山ジャンピング

12 中村　翼 なかむら　つばさ ツイストクラブ

13 奥　琉登 おく　りゅうと 勝山ジャンピング

14 番所　駿斗 ばんしょ　はやと 金沢トランポリンクラブ

15 澤邊　煌 さわべ　こう 小松イルカ

16 中田　悠暉 なかた　ゆうき ツイストクラブ

17 清水　媛斗 しみず　ひめと キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

第10回福井県フェスティバル大会
[フェスティバル]　幼児の部　　　　　男子

[フェスティバル]　幼児の部　　　　　女子

[フェスティバル]　低学年の部　　　　　男子



試技順 選手名 ふりがな 所属

1 松本　奈優 まつもと　なゆう 小松イルカ

2 本田　ゆか ほんだ　ゆか 滋賀県トランポリン協会

3 小倉　晴香 おぐら　はるか 勝山ジャンピング

4 大久保　杜苺 おおくぼ　とも 金沢トランポリンクラブ

5 三觜　颯希 みつはし　さつき 勝山ジャンピング

6 清水　春衣 しみず　はるえ 勝山ジャンピング

7 渡辺　姫月 わたなべ　ひつき 金沢学院大学クラブ

8 坂井　絆愛 さかい　はんな ピーターパンTC

9 安居　華奈 やすい　はるな 勝山ジャンピング

10 宮﨑　由希 みやざき　ゆき 美川ピーターラビット

11 松本　由衣 まつもと　ゆい NPO法人TSC

12 津田　朱里 つだ　あかり 勝山ジャンピング

13 安居　美咲 やすい　みさき 勝山ジャンピング

14 西田　伊吹 にした　いぶき MIKAWAジュニアTC

15 小松崎　菜々子 こまつざき　ななこ 金沢学院大学クラブ

16 小川　紗奈 おがわ　さな 勝山ジャンピング

17 桑野　瑛 くわの　あき 金沢学院大学クラブ

18 治村　菜虹 じむら　なこ ツイストクラブ

19 大藤　彩 おおどう　あや リトルウィンズ勝山

20 古川　陽夏 ふるかわ　ひなつ 勝山ジャンピング

21 久井　心那 ひさい　ここな 金沢学院大学クラブ

22 前川　瑶貴 まえかわ　たまき 金沢ジャンパーズクラブ

23 佐々木　里桜 ささき　りお MIKAWAジュニアTC

24 中谷　日菜子 なかたに　ひなこ 金沢学院大学クラブ

25 西田　可奈子 にしだ　かなこ キャッツアイKANAZAWA

26 前川　瑞葉 まえかわ　みずは 金沢ジャンパーズクラブ

27 松井　いぶき まつい　いぶき リトルウィンズ勝山

28 谷　ひなた たに　ひなた 大徳トランポリンクラブ

29 松井　心羽 まつい　こはね リトルウィンズ勝山

30 示野　佑奈 しめの　ゆうな キャッツアイKANAZAWA

31 室野　ももこ むろの　ももこ MIKAWAジュニアTC

32 杓子　妃奈 しゃくし　ひな リトルウィンズ勝山

33 治村　美虹 じむら　みこ ツイストクラブ

34 宮本　奈津 みやもと　なつ ツイストクラブ

[フェスティバル]　低学年の部　　　　　女子



試技順 選手名 ふりがな 所属

1 番所　龍哉 ばんしょ　りゅうや 金沢トランポリンクラブ

2 松村　治和 まつむら　はるかず 勝山ジャンピング

3 長谷川　璃央 はせがわ　りお 美川ピーターラビット

4 水艸　佑月 みずくさ　ゆづき NPO法人TSC

5 林　秀大 はやし　しゅうた 勝山ジャンピング

6 松井　颯真 まつい　そうま リトルウィンズ勝山

7 林　冬馬 はやし　とうま 美川ピーターラビット

8 山本　新 やまもと　あらた 金沢学院大学クラブ

9 森　陽大 もり　ひなた ツイストクラブ

10 大下　宙汰 おおした　そらた 勝山ジャンピング

11 富田　一樹 とみた　いつき 大徳トランポリンクラブ

12 江下　潤 えした　じゅん 美川ピーターラビット

13 本田　佳輝 ほんだ　よしき NPO法人TSC

14 石田　英杜 いしだ　えいと ツイストクラブ

試技順 選手名 ふりがな 所属

1 加納　彩葉 かのう　いろは ピーターパンTC

2 中務　虹歩 なかつかさ　ななほ NPO法人TSC

3 坂本　栞 さかもと　しおり ホップトランポリンクラブ

4 古川　心温 ふるかわ　こはる 勝山ジャンピング

5 岡田　茉優 おかだ　まゆ NPO法人TSC

6 石坂　舞雪 いしざか　まゆき 美川ピーターラビット

7 橋本　智香子 はしもと　ちかこ 美川ピーターラビット

8 中村　美結 なかむら　みゆい 金沢ジャンパーズクラブ

9 針谷　柚月 はりや　ゆづき 美川ピーターラビット

10 本庄　優歩 ほんじょう　ゆうほ NPO法人TSC

11 針谷　夏月 はりや　なつき 美川ピーターラビット

12 大藤　愛 おおどう　あい リトルウィンズ勝山

13 奥　柚葉 おく　ゆずは 勝山ジャンピング

14 西田　七海 にした　ななみ MIKAWAジュニアTC

15 上杉　心真 うえすぎ　ここも 小松イルカ

16 奥　遥香 おく　はるか 勝山ジャンピング

17 桑野　美鈴 くわの　みすず MIKAWAジュニアTC

18 久保　乃愛 くぼ　のあ リトルウィンズ勝山

19 三井　紀乃 みつい　のの ツイストクラブ

[フェスティバル]　高学年の部　　　　　男子

[フェスティバル]　高学年の部　　　　　女子



試技順 選手名 ふりがな 所属

1 中村　智広 なかむら　ともひろ 勝山ジャンピング

2 南　順征 みなみ　よりまさ 小松イルカ

試技順 選手名 ふりがな 所属

1 粂　真澄 くめ　ますみ 滋賀県トランポリン協会

2 安居　和美 やすい　かずみ 勝山ジャンピング

3 高城　ゆり たかじょう　ゆり 滋賀県立大学クラブ

4 倉長　真由美 くらなが　まゆみ 滋賀県トランポリン協会

5 森戸　理恵 もりと　りえ TCアレンテ

6 黒田　典子 くろだ　のりこ TCアレンテ

7 曽我　三恵子 そが　みえこ 滋賀県トランポリン協会

8 南　浩子 みなみ　ひろこ 小松イルカ

9 平田　このみ ひらた　このみ 滋賀県立大学クラブ

10 松本　直美 まつもと　なおみ 小松イルカ

11 薫森　美津子 しげもり　みつこ 小松イルカ

[フェスティバル]　一般の部　　　　　男子

[フェスティバル]　一般の部　　　　　女子


