
バッジテストクラス２〜１級
男子 ⼥⼦
試技順 氏名 フリガナ 所属 試技順 氏名 フリガナ 所属
1 篠崎祐真 シノザキユウマ NPO法人守谷ファミリークラブ 1 石山由紀 イシヤマユキ MTCホッパーズ
2 殿原歩叶 トノハラアユト 大和トランポリンクラブ 2 宇野 葵 ウノアオイ NPO法人守谷ファミリークラブ
3 藤⾕航太郎 フジタニコウタロウ NPO法人守谷ファミリークラブ 3 市島美柚 イチシマミユ NPO法人守谷ファミリークラブ
4 平田幹知 ヒラタミキシ ひなぎく 4 ⾦井⼼愛 カナイココア スポーツクラブ テン・フォーテｨー
5 佐藤夕雅 サトウユウガ NPO法人守谷ファミリークラブ 5 佐藤梨湖 サトウリコ フリーエアースポーツクラブ
6 吉澤誠矢 ヨシザワセイヤ MTCホッパーズ 6 ⼭本⼀葉 ヤマモトカズハ MTCホッパーズ
7 瀬尾陸⼈ セオリクト NPO法人守谷ファミリークラブ 7 白﨑さくら シラサキサクラ NPO法人守谷ファミリークラブ

8 下村永遠子 シモムラトワコ 日本体育大学クラブ
9 加藤楓夏 カトウフウカ フリーエアースポーツクラブ

バッジテストクラス５〜３級
男子 ⼥⼦
試技順 氏名 フリガナ 所属 試技順 氏名 フリガナ 所属
1 渡部祥亮 ワタナベヨシアキ MTCホッパーズ 1 赤津みなみ アカツミナミ NPO法人守谷ファミリークラブ
2 井鍋秋陽 イナベアキハル NPO法人守谷ファミリークラブ 2 山下 燿 ヤマシタヒカル NPO法人守谷ファミリークラブ
3 下村玲緯 シモムラレイ 日本体育大学クラブ 3 山口明日音 ヤマグチアカネ Pure Sport Club
4 鎌田修帆 カマタシュン スポーツクラブ テン・フォーテｨー 4 海⽼原知佳 エビハラチカ NPO法人守谷ファミリークラブ
5 渡辺太一 ワタナベタイチ フリーエアースポーツクラブ 5 坂野 碧 サカノアオイ NPO法人守谷ファミリークラブ
6 笠⾒紘望 カサミヒロム NPO法人守谷ファミリークラブ 6 高田未郁 タカダミクニ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
7 武石壮永 タケイシマサト スポーツクラブ テン・フォーテｨー 7 中島瑠香 ナカジマルカ オンリーワンクラブ
8 野口朋哉 ノグチトモヤ フリーエアースポーツクラブ 8 和田舞央 ワダマオ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
9 ⽴花将也 タチバナマサヤ ひなぎく
10 小坂紀希 コサカノリキ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
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園児クラス
男子 ⼥⼦
試技順 氏名 フリガナ 所属 試技順 氏名 フリガナ 所属 グループ
1 加藤 毅 カトウツヨシ U.S.Cクワトロ 1 関 未優 セキ ミユウ Cygnet Trampoline Club 
2 牛田達希 ウシダタツキ 日本体育大学クラブ 2 佐藤舞花 サトウマイカ ベルデスポーツクラブ
3 ⽵内律樹 タケウチリツキ チーム跳跳 3 ⽯⽥更紗 イシダサラサ ベルデスポーツクラブ

4 関口美優 セキグチミユ 群馬ソレイユ
5 ⻄松 梓 ニシマツアズサ NPO法人守谷ファミリークラブ
6 秋田莉世那 アキタリヨナ NPO法人守谷ファミリークラブ
7 池野彩良 イケノサラ 日本体育大学クラブ
8 山本りさ ヤマモトリサ 日本体育大学クラブ
9 藤本 節 フジモトセツ 日本体育大学クラブ
10 酒向結菜 サコウユイナ 日本体育大学クラブ
11 石塚叶芽 イシツカカナメ ホッピング守谷
12 中村樹浬 ナカムラジュリ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
13 柳 優⼦ ヤナギユウコ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
14 大熊七翠 オオクマナナミ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
15 増渕梨海 マスブチリノ U.S.Cクワトロ
16 村岡穂奈美 ムラオカホナミ U.S.Cクワトロ
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⼩学校低学年クラス
男子 ⼥⼦
試技順 氏名 フリガナ 所属 グループ 試技順 氏名 フリガナ 所属
1 渡辺賢太郎 ワタナベケンタロウ ベルデスポーツクラブ 1 大河原千尋 オオカワラチヒロ スターサファイア郡山
2 村石雄陽 ムライシユウヒ 大泉スワロー体育クラブ 2 松井若葉 マツイワカバ ベルデスポーツクラブ
3 寿 龍成 コトブキリュウセイ ホッピング守谷 3 今泉愛未 イマイズミアミ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
4 内藤仁雄 ナイトウジンユウ 大泉スワロー体育クラブ 4 三輪⼄葉 ミワオトハ 大和トランポリンクラブ
5 木村侑聖 キムラユウセイ オンリーワンクラブ 5 ⻤塚碧空 オニツカミク ひなぎく
6 森田真輝 モリタマサキ 大泉スワロー体育クラブ 6 中山きひろ ナカヤマキヒロ U.S.Cクワトロ
7 ⼭中良太 ヤマナカリョウタ 群馬ソレイユ 7 松井咲良 マツイサクラ ベルデスポーツクラブ
8 大橋佳透 オオハシカイト NAKAYOSHIトランポリンクラブ 8 ⼩島 凜穏 コジマ リオン フリットフラップ
9 螧原欧佑 エビハラオウスケ ホッピング守谷 9 三橋 温 ミツハシハル スポーツクラブ テン・フォーテｨー
10 杉浦新太 スギウラアラタ 大泉スワロー体育クラブ
11 加藤伸悟 カトウシンゴ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
12 寺沢健太 テラサワケンタ 大泉スワロー体育クラブ
13 篠原理⼀郎 シノハラリイチロウ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
14 須藤悠斗 ストウハルト 大泉スワロー体育クラブ
15 梶山輝一 カジヤマテルカズ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
16 牧野太星 マキノタイセイ 大泉スワロー体育クラブ
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⼩学校⾼学年クラス
男子 ⼥⼦
試技順 氏名 フリガナ 所属 試技順 氏名 フリガナ 所属 グループ
1 森 康人 モリ ヤスト NPO法人守谷ファミリークラブ 1 三輪 涼 ミワスズ 大和トランポリンクラブ
2 菅野 黎 スゲノレイ スターサファイア郡山 2 岩井 瞳 イワイヒトミ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
3 鶴⾒⻘葉 ツルミアオバ ベルデスポーツクラブ 3 松下葉⽉ マツシタハヅキ ジャンピング・キューブ
4 渡部夏寿貴 ワタナベカズキ 郡山トランポリンクラブ 4 酒井美咲 サカイミサキ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
5 上杉倫平 ウエスギリンペイ ひなぎく 5 加藤穂佳 カトウホノカ U.S.Cクワトロ
6 松下 蓮 マツシタレン Cygnet Trampoline Club  6 柴原奈々果 シバハラナナカ フェイム・クラブ
7 海⽼原好宏 エビハラヨシヒロ NPO法人守谷ファミリークラブ 7 村松郁音 ムラマツフミネ 群馬ソレイユ
8 鎌田康生 カマタコウセイ 大泉スワロー体育クラブ 8 岡田菜々美 オカダナナミ ホップステップジャンプ
9 山本隆世 ヤマモトリュウセイ オンリーワンクラブ 9 佐藤桃香 サトウモモカ ベルデスポーツクラブ

10 渡辺⾥奈 ワタナベリナ スターサファイア郡山
11 財津花衣 ザイツカエ MTCホッパーズ
12 久保 鼓 クボツヅミ ベルデスポーツクラブ
13 志垣はなえ シガキハナエ ベルデスポーツクラブ
14 前田春妃 マエダハルヒ ひなぎく
15 永井有沙 ナガイアリサ フェイム・クラブ
16 堀 彩菜 ホリアヤナ フェイム・クラブ
17 今泉愛生 イマイズミアキ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
18 岸田あかり キシダアカリ 日本体育大学クラブ
19 井上蒼蘭 イノウエソラ 大泉スワロー体育クラブ
20 並木愛莉 ナミキアイリ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
21 ⼭本琉⽻伽 ヤマモトルウカ オンリーワンクラブ
22 ⼩坂奈津 コサカナツ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
23 丸山芙綺 マルヤマフキ Sfida
24 菅野陽愛 スガノヒヨリ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
25 渡邉 ⻨ ワタナベムギ U.S.Cクワトロ
26 阿部沙雪 アベサユキ フェイム・クラブ
27 髙田日菜乃 タカダヒナノ 群馬ソレイユ
28 宮田麻生 ミヤタアサキ ホップステップジャンプ
29 稲葉まひろ イナバマヒロ ベルデスポーツクラブ
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中学生クラス
男子 ⼥⼦
試技順 氏名 フリガナ 所属 試技順 氏名 フリガナ 所属 グループ
1 海⽼原宏太 エビハラコウタ NPO法人守谷ファミリークラブ 1 平⽥美葉 ヒラタミヨウ ひなぎく
2 鈴⽊将聖 スズキマサトシ スポーツクラブ テン・フォーテｨー 2 髙田琴乃 タカダコトノ 群馬ソレイユ
3 平塚翔大 ヒラツカショウタ NPO法人守谷ファミリークラブ 3 澤田彩花 サワダサヤカ ひなぎく

4 曽々木みゆ ソソギミユ MTCホッパーズ
5 鈴⽊花野 スズキカノ 群馬ソレイユ
6 三島⽊愛奈 ミシマキマナ フェイム・クラブ
7 中尾雪乃 ナカオユキノ ひなぎく
8 本橋 萌 モトハシモエ MTCホッパーズ
9 渡辺菜月 ワタナベナツキ スターサファイア郡山
10 辻 彩希 ツジサキ ひなぎく
11 中島明子 ナカジマアキコ ベルデスポーツクラブ
12 滝沢 萌 タキザワモエ ひなぎく
13 細谷明日香 ホソヤアスカ 群馬ソレイユ
14 外崎瑛美 トノサキエイミ フェイム・クラブ
15 逸⾒莉央奈 ヘンミリオナ オンリーワンクラブ
16 井上穂奈美 イノウエホナミ ひなぎく
17 後藤空乃 ゴトウソラノ MTCホッパーズ
18 髙田彩華 タカダアヤカ オンリーワンクラブ

高校生以上クラス
男子 ⼥⼦
試技順 氏名 フリガナ 所属 試技順 氏名 フリガナ 所属
1 関口翔太 セキグチショウタ フリーエアースポーツクラブ 1 滝沢寛子 タキザワヒロコ SPIRIT
2 和泉龍城 イズミリュウキ スターサファイア郡山 2 篠塚菜々子 シノヅカナナコ NPO法人守谷ファミリークラブ
3 菅田大地  スガタダイチ 筑波大学トランポリン同好会 3 菅谷育世 スガヤイクヨ フリットフラップ
4 ⾒﨑 雄 ミサキユウ MTCホッパーズ 4 平野美穂 ヒラノミホ チーム ペガサス
5 山下史雅 ヤマシタフミマサ 筑波大学トランポリン同好会
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シンクロナイズド競技
Cクラス
試技順 氏名 フリガナ 所属 氏名 フリガナ 所属 グループ
1 鈴⽊ 菜々 スズキナナ Cygnet Trampoline Club  鈴⽊まゆ スズキマユ Cygnet Trampoline Club 
2 森元美涼 モリモトミスズ Cygnet Trampoline Club  浅香智尋 アサカチヒロ Cygnet Trampoline Club 
3 田中銀弥 タナカギンヤ MTCホッパーズ 田中白飛 タナカハクト MTCホッパーズ
4 相⽥有⾥⼦ アイダユリコ 学習院大学トランポリン競技部 鈴⽊美紅 スズキミク 慶應義塾
5 村松杏純 ムラマツアスミ 群馬ソレイユ 関口美輝 セキグチミキ 群馬ソレイユ
6 高橋知花 タカハシトモカ 茨城大学トランポリン部 齋藤 匠 サイトウタクミ 茨城大学トランポリン部
7 大橋直透 オオハシナオユキ NAKAYOSHIトランポリンクラブ 菅野冬馬 スガノトウマ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
8 野地碧斗 ノジリクト 日本体育大学クラブ 平山徳獅 ヒラヤマトクシ 日本体育大学クラブ
9 吉⽥ 陸 ヨシダリク Sfida 田中愛彩 タナカアリサ Sfida
10 渡邉椎菜 ワタナベシイイナ スポーツクラブ テン・フォーテｨー 渡邉康嗣 ワタナベコウシ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
11 梶山明音 カジヤマアカネ フリーエアースポーツクラブ 本多琉那 ホンダルナ フリーエアースポーツクラブ
12 髙橋紅葉 タカハシクレハ オンリーワンクラブ 濱⽥怜奈 ハマダレナ オンリーワンクラブ
13 髙橋香菜 タカハシカナ Cygnet Trampoline Club  永井陽花 ナガイハルカ Cygnet Trampoline Club 
14 鈴⽊琉愛 スズキルナ Cygnet Trampoline Club  森元隼人 モリモトハヤト Cygnet Trampoline Club 
15 髙崎彩音 タカサキアヤネ Cygnet Trampoline Club  鈴⽊琉晟 スズキリュウセイ Cygnet Trampoline Club 
16 白川 賢 シラカワサトル 学習院大学トランポリン競技部 谷 優季 タニユウキ 学習院大学トランポリン競技部
17 早⼄⼥嘉庸 サオトメヨシヤス 学習院大学トランポリン競技部 塚本夕月 ツカモトユヅキ 学習院大学トランポリン競技部
18 清水雄貴 シミズユウキ 茨城大学トランポリン部 清水川和摩 シミズガワカズマ 茨城大学トランポリン部
19 和田勝宏 ワダカツヒロ 筑波大学トランポリン同好会 ⻑澤⼀寿 ナガサワカズヒサ 筑波大学トランポリン同好会
20 加藤愛理 カトウエリ NAKAYOSHIトランポリンクラブ 加藤慶悟 カトウケイゴ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
21 野村泰之 ノムラヤスユキ Sfida 村上愛花 ムラカミマナカ Sfida
22 高野 剛 タカノゴウ Sfida 安藤 勇 アンドウイサミ Sfida
23 関口叶恵 セキグチカナエ フリーエアースポーツクラブ 矢ヶ部楓 ヤカベフウ フリーエアースポーツクラブ
24 竹澤ななか タケザワナナカ オンリーワンクラブ 木村彩菜 キムラアヤナ オンリーワンクラブ
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シンクロナイズド競技
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Bクラス
試技順 氏名 フリガナ 所属 氏名 フリガナ 所属
1 本多ゆん ホンダユン フリーエアースポーツクラブ 新谷真央 シンタニマヒロ フリーエアースポーツクラブ
2 仁平菜絵 ニヒラナエ フリーエアースポーツクラブ 奥井寧々 オクイネネ フリーエアースポーツクラブ
3 清水大空 シミズスカイ 日本体育大学クラブ 河原誠⼀郎 カワハラセイイチロウ 日本体育大学クラブ
4 鈴⽊⼤⼼ スズキダイシン スポーツクラブ テン・フォーテｨー 中村未咲希 ナカムラミサキ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
5 中村咲希 ナカムラサキ フリーエアースポーツクラブ 佐野実優 サノミユウ フリーエアースポーツクラブ
6 伊藤佑真 イトウユウマ スポーツクラブ テン・フォーテｨー 土屋飛結 ツチヤヒユイ スポーツクラブ テン・フォーテｨー

Aクラス
試技順 氏名 フリガナ 所属 氏名 フリガナ 所属
1 白糠 遼 シラヌカリョウ NPO江⼾崎スポーツクラブ 森 晴太郎 モリハルタロウ フリーエアースポーツクラブ
2 松波愛⾥ マツナミアイリ フリーエアースポーツクラブ 吉澤愛視 ヨシザワメグミ フリーエアースポーツクラブ
3 石井祐雅 イシイユウガ スポーツクラブ テン・フォーテｨー 伊藤祐規 イトウユウキ スポーツクラブ テン・フォーテｨー
4 倉持真央 クラモチマオ フリーエアースポーツクラブ 中村優希 ナカムラユウキ フリーエアースポーツクラブ
5 ⼤串慶正 オオグシケイゴ スポーツクラブ テン・フォーテｨー 中村秋穂 ナカムラアキホ スポーツクラブ テン・フォーテｨー


