
12月19日（金） 12月20日（土） 12月21日（日）

8:30 開　　館　　　8：30 開　　館　　　8：30

9:00 会　場　設　営 9:00　審判会議 10才以下　11･12　13･14　決勝進出者

9:00～ 　ﾌﾘｰ練習　9：00～10:00

予　選　9：30～19:35

10:00 年齢別部門　　　決　　勝

　　10：00～12：00

11:00

受　付　開　始

11：00～ 　

12:00 昼　食　・　休　憩

15･16　17・18　ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ決勝進出者

開会式 ﾌﾘｰ練習　12：00～13:00

12:25～13:00 年齢別部門　　決　　勝

13:00 公　式　練　習 昼　食　・　休　憩 13:00～14:20

12：00～18:30 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ　ﾌﾘｰ練習

1３グループ 13:00～13:35

【30分／１G】

14:00

ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ　　　決　　勝

14：20～15:00

15:00 器具撤収

表彰式・閉会式

15:30～

16:00 審判本部打合せ

16：00～

監　督　会　議

16：30～

17:00

18:00

18:30～

ﾏｽﾀｰｽﾞ部門予選・決勝 表彰式

18:30～19:00　社会人部門

19:00

20:00

表彰式

20:30～21:00　ﾏｽﾀｰｽﾞ部門

＊競技進行が早まった場合、随時繰り上げて行います。放送にご注意ください。

川崎市長杯争奪2014国際ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ

兼  全日本社会人選手権    兼  JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ

競技日程



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

12月19日（金） 予選・決勝（19～29男子）

区分 試技順 人数 区分 試技順 人数 区分 試技順 人数

18:30 ～ 19:10 1 50才以上・19～29才男子 1～4・1～11 15 50才以上・40～49才女子 1～7・1～4 11

19:10 ～ 19:50 2 40～49才・30～39才男子 1～6・1～6 12 30～39才・19～29才女子 1・1～8 9

19:50 ～ 20:20 3 19～29才男子決勝 １～８ 8

12月20日（土） 予選・決勝（社会人男子）

区分 試技順 人数 区分 試技順 人数 区分 試技順 人数

8:30

9:00 ～ 9:30

9:30 ～ 10:05 1 10才以下男子 １～８ 8 10才以下女子 １～１２ 12 11・12才男子 １～１１ 11

10:05 ～ 10:40 2 10才以下男子 ９～１７ 9 10才以下女子 １３～２４ 12 11・12才男子 １２～２２ 11

10:40 ～ 11:15 3 10才以下男子 １８～２６ 9 10才以下女子 ２５～３７ 13 11・12才男子 ２３～３４ 12

11:15 ～ 11:50 4 11・12才女子 １～１０ 10 13・14才女子 １～１１ 11 13・14才男子 １～９ 9

11:50 ～ 12:25 5 11・12才女子 １１～２１ 11 13・14才女子 １２～２２ 11 13・14才男子 １０～１９ 10

12:25 ～ 13:00

13:00 ～ 13:35

13:35 ～ 14:10 6 11・12才女子 ２２～３２ 11 13・14才女子 ２３～３３ 11 13・14才男子 ２０～２９ 10

14:10 ～ 14:45 7 11・12才女子 ３３～４３ 11 13・14才女子 ３４～４５ 12 15・16才女子 １～８ 8

14:45 ～ 15:20 8 17・18才女子 １～１１ 11 17・18才男子 １～８ 8 15・16才女子 ９～１６ 8

15:20 ～ 15:55 9 17・18才女子 １２～２２ 11 17・18才男子 ９～１６ 8 15・16才女子 １７～２４ 8

15:55 ～ 16:30 10 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ男子 １～１１ 11 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ女子 １～１０ 10 15・16才男子 １～９ 9

16:30 ～ 17:05 11 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ男子 １２～２３ 12 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ女子 １１～２０ 10 15・16才男子 １０～１８ 9

17:05 ～ 17:40 12 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ男子 ２４～３５ 12 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ女子 ２１～３１ 11 15・16才男子 １９～２７ 9

17:40 ～ 18:15 13 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ男子 ３６～４７ 12 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ女子 ３２～４２ 11 15・16才男子 ２８～３６ 9

＊全グループ共通：１５分間アップ（３本確約）後、演技を行います。

＊年齢別部門は、第２自由演技の演技を行います。

＊ジャパンオープン部門は、第１自由・第２自由演技の演技を行います。

＊８名未満の部門は、予選の得点を決勝得点とします。

＊19～29才男子部門の決勝は、１０分間アップ後、演技を開始します。

12月21日（日） 決　　勝

区分 試技順 人数 区分 試技順 人数 区分 試技順 人数

8:30

9:00 ～ 10:00

10:00 ～ 10:40 1 10才以下男子 １～８ 8 10才以下女子 １～８ 8

10:40 ～ 11:20 2 11・12才女子 １～８ 8 11・12才男子 １～８ 8

11:20 ～ 12:00 3 13・14才女子 １～８ 8 13・14才男子 １～８ 8

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 13:40 4 17・18才女子 １～８ 8 15・16才女子 １～８ 8

13:40 ～ 14:20 5 17・18才男子 １～８ 8 15・16才男子 １～８ 8

14:20 ～ 15:00 6 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ男子 １～８ 8 ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ女子 １～８ 8

15:00 ～ 15:30

15:30 ～ 16:30

＊選手紹介後、１５分間アップ、その後　決勝自由演技　（３本確約）　１グループ４０分

＊決勝進出者は入場後選手紹介を行います。試合着で集合して下さい。

＊すべての決勝は男女交互進行となります。

＊スケジュールは進行状況により変更する場合があります。

Ａ台 Ｂ台 Ｃ台

Ａ台 Ｂ台 Ｃ台

時間 Ｇ

時間 Ｇ

時間 Ｇ

表彰・閉会式

開会式　　海外・国内選手紹介　　

昼食・休憩　　　ジャパンオープン部門　フリー練習

Ａ台 Ｂ台 Ｃ台

開　　　館

開　　館

10以下　11･12　13･14　決勝進出者ﾌﾘｰ練習

15･16　17･18　ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ　決勝進出者ﾌﾘｰ練習　　昼食・休憩

器　具　撤　収

審判会議　　競技開始準備



Ａ台 12月29日 (金) 割当練習

男子 女子 女子 男子 男子 男子 男子 男子 男子

10以下 11・12 17・18才 19～29 30～39 40～49 50以上 JO JO社

Atsugi bonfire 2 1 1

J-POWER 1

STYLE

フライングキッズトランポリンクラブ 3

ベルデスポーツクラブ 1

海老名トランポリンクラブ 1

慶應義塾 3 1

厚木FUSiONスポーツクラブ 1 2

厚木健康体操センター 1 1

PiCTuRES:quÉ 2 1

フリーエアースポーツクラブ 3 1 2

とねりkindergartenスポーツクラブ 1

大泉スワロー体育クラブ 2 2 2

中央区トランポリンクラブ トゥイーク 1

東京女子体育大学

東京農業大学 1

オンリーワンクラブ 3

TARget 1

モンパルテ 1

アパホテル株式会社 1

株式会社ゼウス・エンタープライズ 1

株式会社東栄住宅 1

スポーツクラブ　テン・フォーティー 3 5

群馬ソレイユ 1

⑤ 14:00 日本体育大学クラブ 3 1 11 15

NPO江戸崎スポーツクラブ 4 1 1

群馬クレイドル 1 4 1

焼津高等学校 1

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 1

静岡産業大学クラブ 1 2 3

小松イルカクラブ 1 4

金沢クリール 1

 スキップクラブ 1

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 1

星稜クラブ 1 3 6

星稜ジュニア 1

vivace 3

金沢学院大学クラブ 2 4

小松大谷高等学校 5

くまんばち 1

堺ハイパードリーム 1

大阪狭山トランポリンクラブ 1

アベノETC 1 2 1

アベノジュニアトランポリンクラブ 2 1 2

キタイスポーツクラブ 4

阪南大学クラブ 1 2 4

富田林トランポリンクラブ 1

白馬トランポリンクラブ 2

NPO法人かみのやまスポーツクラブ 3

南陽ジュニアトランポリンクラブ 1 1

ウイングトランポリンクラブ 1

トランポリンアカデミー 1 1

青森バラニーズ

AIRFLOAT 1 1 1

サンスピリッツ端野 1

北海道北見柏陽高等学校 1

ＣＡＮ　ＲＵＳ　ＧＢＲ 3

⑬ 18:00 国内招待・海外招待・フリー

13

12:00

12:30

13:00

13:30

14:30

15:00

13

14

14

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

14

⑫

①

②

③

④

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

14

13

Ｇ

⑪

14

時間

14

13

13

所属 合計



Ｂ台 12月29日 (金) 割当練習

女子 女子 男子 女子 女子 女子 女子 女子 女子

10以下 13・14 17・18才 19～29 30～39 40～49 50以上 JO JO社

Atsugi bonfire 3 1 1

STYLE 1

フライングキッズトランポリンクラブ 1

ベルデスポーツクラブ 1 1

慶應義塾 2 3

厚木FUSiONスポーツクラブ 2 1 1 1

厚木健康体操センター 1 1 1 1

PiCTuRES:quÉ 1 1 2

とねりkindergartenｽﾎﾟｰﾂクラブ 1

フリーエアースポーツクラブ 2 6 3 1

株式会社ゼウス・エンタープライズ

上野学園トランポリンクラブ 1

大泉スワロー体育クラブ 1 2 1

東京女子体育大学 1

スポーツクラブ　テン・フォーティー 2 1

NPO江戸崎スポーツクラブ 2 1 1

群馬クレイドル 1

日本体育大学クラブ 1 1 1 8

オンリーワンクラブ 3

群馬ソレイユ 2 1

前橋市立前橋高等学校 1

NPOアスレT.C 2

静岡トランポリンクラブ 1

静岡産業大学クラブ 3 1

浜松修学舎 3

浜松トランポリンクラブ 4

　小松イルカクラブ 2

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 2

すいぶるクラブ 2

トータスクラブ 1

vivace 1 1

星稜クラブ 1 1 3

星稜ジュニア 2 1

金沢クリール 3 1 1

金沢学院大学クラブ 2 7

 スキップクラブ 2

アベノETC 1 1

キタイスポーツクラブ 3 5 1

高槻トランポリンクラブ 1

阪南市トランポリンクラブ 1 2

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 1

アベノジュニアトランポリンクラブ 4 1

阪南大学クラブ 5 1

松本トランポリンクラブ 1

堺ハイパードリーム 2

泉南ﾄﾗｽﾄﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 1 1

NPO法人かみのやまスポーツクラブ 2

ウイングトランポリンクラブ 1

青森バラニーズ 1

AIRFLOAT 1 1

ＣＡＮ　ＲＵＳ　ＧＢＲ 3

⑬ 18:00 国内招待・海外招待・フリー

⑧

⑨

⑩

15:00

15:30

16:00

16:30

③

④

⑤

⑥

⑦

13:00

13:30

⑫

14

13

14

13

14

14

13

13

13

14:00

14:30

⑪

①

Ｇ 所属 合計

12:00

12:30

時間

②

17:00

17:30

13

13

13



Ｃ台 12月29日 (金) 割当練習

女子 男子 男子 男子

15・16 11・12 13・14 15・16

Atsugi bonfire 1 1 2

ベルデスポーツクラブ 1

厚木FUSiONスポーツクラブ 1 1

厚木健康体操センター 1

とねりkindergartenｽﾎﾟｰﾂクラブ 1

上野学園トランポリンクラブ 1

慶應義塾 7

日本体育大学クラブ 1 1 1

日本大学豊山女子中学高等学校 1

フリーエアースポーツクラブ 1 3 1

MTCホッパーズ 1 1

NPO江戸崎スポーツクラブ 3

大泉スワロー体育クラブ 1 4 1 1

オンリーワンクラブ 2

群馬クレイドル 2

スポーツクラブ　テン・フォーティー 1 2 1 2

群馬ソレイユ 1 1

前橋市立前橋高等学校 1 2

SSUトランポリンクラブ 1

焼津高等学校 2

城南静岡高校 1

静岡トランポリンクラブ 1 1

静岡産業大学クラブ 1

浜松修学舎 1 2

　小松イルカクラブ 1 1

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 4

金沢クリール 2 1

小松大谷高等学校 1

金沢学院大学クラブ 2 3

 スキップクラブ 3

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 1 1

星稜クラブ 3 2 1

星稜ジュニア 1

阪南大学クラブ 1

堺ハイパードリーム 1 1

⑩ 16:30 vivace 1 2 5 2 10

アベノジュニアトランポリンクラブ 1 1 1 1

キタイスポーツクラブ 1 2 1

泉南ﾄﾗｽﾄﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 1 1

松本トランポリンクラブ 1

南陽ジュニアトランポリンクラブ 2 2 1

トランポリンアカデミー 1

AIRFLOAT 2 1

⑬ 18:00 フリー

10

11

10

11

⑫

①

②

③

④

⑤

10

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

時間

10

Ｇ 所属 合計

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

11

10

10

10

10

15:00

15:30

16:00

17:00

17:30



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

スタートリスト　Ａ台

12月19日 (金)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 中溝 一男 ナカミゾ カズオ 大阪狭山トランポリンクラブ

2 塩谷 喜兵衛 シオヤ キヘエイ ウイングトランポリンクラブ

3 荒川 寿 アラカワ ヒサシ ARA10

4 平田 克也 ヒラタ カツヤ 中央区トランポリンクラブ トゥイーク

1 野島 皐記 ノジマ コウキ アベノETC

2 荒瀬 貴史 アラセ タカフミ 阪南大学クラブ

3 福田 将士 フクダ マサト 慶應義塾

4 森下 正崇 モリシタ マサタカ 東京農業大学

5 川田 昇太 カワダ ショウタ 静岡産業大学クラブ

6 狩野 将輝 カノウ マサキ 群馬クレイドル

7 山科 一輝 ヤマシナ カズキ 慶應義塾

8 深田 亜由武 フカタ アユム 阪南大学クラブ

9 高橋 光 タカハシ ヒカル 南陽ジュニアトランポリンクラブ

10 日垣 博考 ヒガキ ヒロタカ 慶應義塾

11 足立 将磨 アダチ ショウマ 静岡産業大学クラブ

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 石山 武 イシヤマ タケシ アベノETC

2 加藤 政幸 カトウ マサユキ 海老名トランポリンクラブ

3 山下 忠洋 ヤマシタ タダヒロ PiCTuRES:quÉ

4 牧野 清孝 マキノ キヨタカ AIRFLOAT

5 山崎 淳弘 ヤマサキ アツヒロ 富田林トランポリンクラブ

6 山中 慎介 ヤマナカ シンスケ くまんばち

1 佐藤 裕之 サトウ ヒロユキ PiCTuRES:quÉ

2 武田 直樹 タケダ ナオキ アベノETC

3 水野 喜行 ミズノ ヨシユキ アベノETC

4 長澤 一寿 ナガサワ カズヒサ NPO江戸崎スポーツクラブ

5 薄田 雄太 ウスダ ユウタ PiCTuRES:quÉ

6 工藤 尚 クドウ タカシ トランポリンアカデミー

50才以上　男子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

①

30～39才　男子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

19～29才　男子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

40～49才　男子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

②



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

スタートリスト　Ａ台

12月20日 (土)

10才以下　男子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 鵣島 大和 ウシマ ヤマト AIRFLOAT

2 金沢 成哉 カナザワ セイヤ NPO江戸崎スポーツクラブ

3 平山 徳獅 ヒラヤマ トクシ 日本体育大学クラブ

4 中山 偉斗 ナカヤマ ヨリト 堺ハイパードリーム

5 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

6 濱口 遥翔 ハマグチ ハルカ Atsugi bonfire

7 田中 創大 タナカ  ソウタ 小松イルカクラブ

8 奥山 大雅 オクヤマ タイガ 厚木健康体操センター

9 金子 歩夢 カネコ アユム 大泉スワロー体育クラブ

10 稲垣 翔太 イナガキ ショウタ NPO江戸崎スポーツクラブ

11 熊田 貴 クマタ タカシ 金沢クリール

12 宮田 桂輔 ミヤタ ケイスケ 日本体育大学クラブ

13 松本 悠生 マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

14 滝沢 毅 タキザワ ツヨシ スポーツクラブ　テン・フォーティー

15 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ 大泉スワロー体育クラブ

16 本橋 政希 モトハシ ショウキ Atsugi bonfire

17 野地 碧斗 ノジ リクト 日本体育大学クラブ

18 福島 丈 フクシマ ジョウ アベノジュニアトランポリンクラブ

19 郷原 伊晴 ゴウハラ イハル NPO江戸崎スポーツクラブ

20 谷口 敦紀 タニグチ アツキ スキップクラブ

21 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ NPO江戸崎スポーツクラブ

22 齋藤 成輝 サイトウ ナルキ 群馬ソレイユ

23 亀田 瑛心 カメダ エイシン スポーツクラブ　テン・フォーティー

24 齋藤 悟 サイトウ サトル 群馬クレイドル

25 大野 翼 オオノ ツバサ 厚木FUSiONスポーツクラブ

26 都竹 奏翔 ツヅク カナト アベノジュニアトランポリンクラブ

①

②

③



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

11・12才　女子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 高見 菜々子 タカミ  ナナコ 小松イルカクラブ

2 真嶋 阿子 マジマ アコ vivace

3 髙橋 紅葉 タカハシ クレハ オンリーワンクラブ

4 彦部 真里奈 ヒコベ マリナ 群馬クレイドル

5 池井 彩花 イケイ アヤカ スポーツクラブ　テン・フォーティー

6 保坂 一翔 ホサカ ヒナリ とねりkindergartenスポーツクラブ

7 梶山 明音 カジヤマ アカネ フリーエアースポーツクラブ

8 長澤 未優 ナガサワ ミユウ 厚木FUSiONスポーツクラブ

9 神田 美稀 カンダ ミキ 小松イルカクラブ

10 寺尾 美咲 テラオ ミサキ vivace

11 舟越 愛実 フナコシ マナミ NPO法人かみのやまスポーツクラブ

12 森 ほのか モリ ホノカ 星稜クラブ

13 齋藤 友茄 サイトウ ユウカ 群馬クレイドル

14 舟越 晴香 フナコシ ハルカ NPO法人かみのやまスポーツクラブ

15 齋藤 楓香 サイトウ フウカ 群馬クレイドル

16 相輪 紗菜 アイワ スズナ キタイスポーツクラブ

17 小松 咲希 コマツ サキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

18 田中 沙季 タナカ  サキ 小松イルカクラブ

19 大場 愛実 オオバ アミ AIRFLOAT

20 斉藤 奏良 サイトウ  ソラ 小松イルカクラブ

21 岸野 こころ キシノ ココロ アベノジュニアトランポリンクラブ

22 三澤 優華 ミサワ ユウカ 厚木健康体操センター

23 廣瀬 礼奈 ヒロセ レイナ スポーツクラブ　テン・フォーティー

24 平林 梨沙 ヒラバヤシ リサ 群馬クレイドル

25 能崎 佑奈 ノザキ ユウナ 星稜ジュニア

26 竹澤 ななか タケザワ ナナカ オンリーワンクラブ

27 三浦 乃愛 ミウラ ノア NPO法人かみのやまスポーツクラブ

28 上田 春日 ウエダ カスガ キタイスポーツクラブ

29 近藤 心音 コンドウ ココネ 白馬トランポリンクラブ

30 新谷 真央 シンタニ マヒロ フリーエアースポーツクラブ

31 小林 陽花 コバヤシ ヒヨリ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

32 櫻井 愛菜 サクライ エナ NPO江戸崎スポーツクラブ

33 森松 はるか モリマツ ハルカ vivace

34 三橋 こころ ミツハシ ココロ スポーツクラブ　テン・フォーティー

35 増崎 セリナ マスザキ セリナ キタイスポーツクラブ

36 木村 彩菜 キムラ アヤナ オンリーワンクラブ

37 戸倉 愛 トクラ アイ スポーツクラブ　テン・フォーティー

38 上田 うらら ウエダ ウララ キタイスポーツクラブ

39 神 衣吹 ジン イブキ トランポリンアカデミー

40 吉本 そら ヨシモト ソラ サンスピリッツ端野

41 深井 透子 フカイ トウコ フリーエアースポーツクラブ

42 畠山 心夢 ハタケヤマ ミユ 白馬トランポリンクラブ

43 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

④

⑤

⑥

⑦



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

17・18才　女子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 大門 音々 ダイモン ネネ 星稜クラブ

2 橋本 千絵美 ハシモト チエミ 小松大谷高等学校

3 遠藤 香奈 エンドウ カナ 日本体育大学クラブ

4 鈴木 紗衣 スズキ サエ 焼津高等学校

5 神山 千廣 カミヤマ チヒロ 北海道北見柏陽高等学校

6 今井 典奈 イマイ ノリナ Atsugi bonfire

7 堂前 ひかる ドウマエ ヒカル 小松大谷高等学校

8 高橋 亜美 タカハシ アミ ベルデスポーツクラブ

9 藤田 葉月 フジタ ハヅキ 金沢学院大学クラブ

10 山本 葉月 ヤマモト ハヅキ 阪南大学クラブ

11 福嶋 香七絵 フクシマ カナエ 小松大谷高等学校

12 関口 叶恵 セキグチ カナエ フリーエアースポーツクラブ

13 安田 ゆうき ヤスタ ユウキ 金沢学院大学クラブ

14 村田 楓夏 ムラタ フウカ 星稜クラブ

15 鈴木 菜央 スズキ ナオ 小松大谷高等学校

16 泊 舞香 トマリ マイカ 大泉スワロー体育クラブ

17 谷嶋 瑞綺 タニシマ ミズキ アベノジュニアトランポリンクラブ

18 岡田 灯音 オカダ アカネ 静岡産業大学クラブ

19 飛知和 舞 ヒチワ マイ 大泉スワロー体育クラブ

20 北川 佳那 キタガワ カナ 星稜クラブ

21 沖野 瑠華 オキノ ルカ 小松大谷高等学校

22 私市 希 キサイチ ノゾミ アベノジュニアトランポリンクラブ

⑧

⑨



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

ジャパンオープン兼全日本社会人　男子

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 筑間 友久ｼｭﾃﾌｧﾝ チクマ トモヒサ ｼｭﾃﾌｧﾝ 日本体育大学クラブ

2 入江 朗 イリエ アキラ 阪南大学クラブ

3 Lewis Bartlett ルイス バートレット GBR

4 岸 大貴 キシ ダイキ 金沢学院大学クラブ

5 藤田 将徳 フジタ ショウトク 日本体育大学クラブ

6 岡田 紳之介 オカダ シンノスケ 阪南大学クラブ

7 中村 隆誠 ナカムラ リュウセイ 日本体育大学クラブ

8 伊藤 正樹 イトウ マサキ 株式会社東栄住宅

9 堺 亮介 サカイ リョウスケ 星稜クラブ

10 山口 学 ヤマグチ マナブ アパホテル株式会社

11 中田 大輔* ナカタ ダイスケ J-POWER

12 棟朝 銀河 ムネトモ ギンガ 慶應義塾

13 門田 賢樹 モンデン サトキ 静岡産業大学クラブ

14 石井 純 イシイ ジュン 阪南大学クラブ

15 那知上 貴士* ナチガミ タカシ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

16 白坂 健志 シラサカ ケンシ 静岡産業大学クラブ

17 島田 諒太 シマダ リョウタ 金沢学院大学クラブ

18 永田 信弥 ナガタ シンヤ 星稜クラブ

19 Keegan Soehn キーガン ソーエン CAN

20 坂本 鷹志* サカモト タカシ 株式会社ゼウス・エンタープライズ

21 安原 健太 ヤスハラ ケンタ 阪南大学クラブ

22 瀬谷 真一* セタニ シンイチ STYLE

23 藤田 隆之介 フジタ リュウノスケ 日本体育大学クラブ

24 加藤 尭彦 カトウ タカヒコ 大泉スワロー体育クラブ

25 安藤 諒 アンドウ リョウ 星稜クラブ

26 大谷 龍太郎 オオタニ リュウタロウ 日本体育大学クラブ

27 森 晴太郎 モリ ハルタロウ フリーエアースポーツクラブ

28 川西 隆由樹* カワニシ タカユキ STYLE

29 木口 暁遥 キグチ トシハル フリーエアースポーツクラブ

30 高橋 和馬* タカハシ カズマ STYLE

31 千葉 和音 チバ カズネ 大泉スワロー体育クラブ

32 上山 容弘 ウエヤマ ヤスヒロ モンパルテ

33 藤原 壮輝 フジワラ ソウキ 星稜クラブ

34 板橋 良太 イタバシ リョウタ 日本体育大学クラブ

35 荒木 タクマ* アラキ タクマ TARget

36 池野 友崇 イケノ トモタカ 日本体育大学クラブ

37 市川 隆太 イチカワ リュウタ 星稜クラブ

38 Andrei Yudin アンドレイ ユジン RUS

39 吉村 祐太 ヨシムラ ユウタ 日本体育大学クラブ

40 宮野 冬馬 ミヤノ トウマ 星稜クラブ

41 谷 貴文 タニ タカフミ 日本体育大学クラブ

42 嶋川 優将* シマカワ ユウマ Atsugi bonfire

43 谷口 遼平 タニグチ リョウヘイ 静岡産業大学クラブ

44 植田 太郎 ウエダ タロウ 金沢学院大学クラブ

45 伊藤 大輔 イトウ ダイスケ 日本体育大学クラブ

46 白崎 佑和 シラサキ ユウヤ 金沢学院大学クラブ

47 田崎 勝史 タサキ カツフミ 日本体育大学クラブ

*ジャパンオープン部門および全日本社会人部門にエントリー

⑪

⑫

⑬

⑩



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

スタートリスト　Ｂ台

12月19日 (金)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 横谷 香織 ヨコタニ カオリ NPO江戸崎スポーツクラブ

2 北村 泰江 キタムラ ヨシエ すいぶるクラブ

3 勝山 里美 カツヤマ サトミ PiCTuRES:quÉ

4 関 早紀子 セキ サキコ PiCTuRES:quÉ

5 内田 育代 ウチダ イクヨ スキップクラブ

6 出坂 節子 デサカ セツコ すいぶるクラブ

7 土井畑 智美 ドイハタ トモミ スキップクラブ

1 インカー 恵理子 インカー エリコ フライングキッズトランポリンクラブ

2 田辺 奈美香 タナベ ナミカ PiCTuRES:quÉ

3 遠山 光 トオヤマ ヒカル アベノETC

4 鈴木 裕子 スズキ ユウコ スポーツクラブ　テン・フォーティー

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 服部 乃梨子 ハットリ ノリコ PiCTuRES:quÉ

1 末永 朱音 スエナガ アナネ 慶應義塾

2 廣瀬 実幸 ヒロセ ミユキ 厚木健康体操センター

3 斉藤 結依 サイトウ ユイ 日本体育大学クラブ

4 鈴木 美紅 スズキ ミク 慶應義塾

5 薄井 琴未 ウスイ コトミ STYLE

6 下地 美裕 シモジ ミヒロ ベルデスポーツクラブ

7 本多 瞳 ホンダ ヒトミ 慶應義塾

8 都成 沙季 トナリ サキ アベノETC

②

50才以上　女子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

40～49才　女子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

①

30～39才　女子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)

19～29才　女子(ﾏｽﾀｰｽﾞ)



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

スタートリスト　Ｂ台

12月20日 (土)

10才以下　女子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 渡瀬 百虹 ワタセ モモコ 浜松トランポリンクラブ

2 黒田 真央 クロダ マオ 日本体育大学クラブ

3 宮地 柚妃 ミヤチ ユズキ vivace

4 石黒 日人美 イシグロ ヒトミ トータスクラブ

5 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugi bonfire

6 宮西 陽菜 ミヤニシ ヒナ 青森バラニーズ

7 大倉 愛香 オオクラ アイカ 堺ハイパードリーム

8 奥山 心結 オクヤマ ミユ 厚木健康体操センター

9 阿部 恭子 アベ キョウコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

10 矢ヶ部 楓 ヤカベ フウ フリーエアースポーツクラブ

11 岡崎 祐月 オカザキ ユヅキ アベノジュニアトランポリンクラブ

12 廣瀬 万奈美 ヒロセ マナミ 浜松トランポリンクラブ

13 池田 望愛 イケダ ノア Atsugi bonfire

14 丸山 心華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

15 要海 百音 ヨウカイ モモ アベノジュニアトランポリンクラブ

16 田中 杏奈 タナカ アンナ 群馬ソレイユ

17 斉藤 友莉 サイトウ ユリ Atsugi bonfire

18 草刈 菜夏 クサカリ ナナ 浜松トランポリンクラブ

19 大桐 彩聖 オオギリ アヤセ キタイスポーツクラブ

20 清長 千紘 キヨナガ チヒロ 金沢クリール

21 山本 若伽奈 ヤマモト ワカナ NPOアスレT.C

22 石田 美咲希 イシダ ミサキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

23 佐藤 友咲 サトウ ユキ NPOアスレT.C

24 小松 悠月 コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ

25 藤元 美羽 フジモト ミウ 金沢クリール

26 播磨 ここね ハリマ ココネ キタイスポーツクラブ

27 松岡 鈴奈 マツオカ スズナ 厚木FUSiONスポーツクラブ

28 杉山 小咲希 スギヤマ チサキ 大泉スワロー体育クラブ

29 宮崎 樹莉亜 ミヤザキ ジュリア AIRFLOAT

30 野口 春香 ノグチ ハルカ アベノジュニアトランポリンクラブ

31 江藏 百花 エゾウ モモカ 群馬ソレイユ

32 伊吹 千夢 イブキ チユ 泉南トラストトランポリンクラブ

33 小山 紅 コヤマ ベニ 堺ハイパードリーム

34 本多 琉那 ホンダ ルナ フリーエアースポーツクラブ

35 田中 希湖 タナカ キコ アベノジュニアトランポリンクラブ

36 堀内 咲来 ホリウチ サクラ 浜松トランポリンクラブ

37 池田 朝音 イケダ トモネ 金沢クリール

②

③

①



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

13・14才　女子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 岡田 亜実 オカダ アミ キタイスポーツクラブ

2 厚治 理詩里 アツヂ リシェリ 日本体育大学クラブ

3 中村 咲希 ナカムラ サキ フリーエアースポーツクラブ

4 大久保 茉実 オオクボ マミ 浜松修学舎

5 玉田 凛 タマダ リン 星稜ジュニア

6 櫻井 葉月 サクライ ハズキ NPO江戸崎スポーツクラブ

7 佐藤 結奈 サトウ ユナ NPO法人かみのやまスポーツクラブ

8 鵜飼 彩華 ウカイ アヤカ vivace

9 林 真帆 ハヤシ マホ キタイスポーツクラブ

10 新垣 瞳 アラカキ ヒトミ 阪南市トランポリンクラブ

11 奥津 充子 オクツ アツコ AIRFLOAT

12 奥井 寧々 オクイ ネネ フリーエアースポーツクラブ

13 植田 歩未 ウエダ アユミ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

14 福岡 千尋 フクオカ チヒロ 上野学園トランポリンクラブ

15 小澤 千菜里 オザワ チナリ 大泉スワロー体育クラブ

16 髙田 彩華 タカダ アヤカ オンリーワンクラブ

17 森下 瑶子 モリシタ ヨウコ ベルデスポーツクラブ

18 辻本 妃那 ツジモト ヒナ 静岡トランポリンクラブ

19 大野 舞衣 オオノ マイ 厚木FUSiONスポーツクラブ

20 奥野 有季 オクノ ユキ キタイスポーツクラブ

21 笹木 　遥 ササキ ハルカ 小松イルカクラブ

22 本多 ゆん ホンダ ユン フリーエアースポーツクラブ

23 伊藤 千奈里 イトウ チナリ 浜松修学舎

24 今井 薫桃 イマイ クルミ 群馬クレイドル

25 野村 菜月美 ノムラ ナツミ 星稜クラブ

26 濱田 怜奈 ハマダ レナ オンリーワンクラブ

27 青木 風海 アオキ フウカ 松本トランポリンクラブ

28 増崎 アンヌ マスザキ アンヌ キタイスポーツクラブ

29 清長 春花 キヨナガ ハルカ 金沢クリール

30 安藤 陽香 アンドウ ハルカ キタイスポーツクラブ

31 杉林 泉美 スギバヤシ  イズミ 小松イルカクラブ

32 吉澤 愛視 ヨシザワ メグミ フリーエアースポーツクラブ

33 佐野 実優 サノ ミユウ フリーエアースポーツクラブ

34 後藤 未来 ゴトウ ミキ 浜松修学舎

35 庄司 実生 ショウジ ミナリ 厚木健康体操センター

36 東 彩乃 ヒガシ アヤノ スポーツクラブ　テン・フォーティー

37 元角 沙羽 ゲンカク サワ 星稜ジュニア

38 郷原 仁夏 ゴウハラ ニイナ NPO江戸崎スポーツクラブ

39 逸見 莉央奈 ヘンミ リオナ オンリーワンクラブ

40 前田 結衣 マエダ ユイ NPO法人かみのやまスポーツクラブ

41 岡嶋 里歩 オカジマ リホ 大泉スワロー体育クラブ

42 徳永 唯花 トクナガ ユイカ スポーツクラブ　テン・フォーティー

43 村松 杏純 ムラマツ アスミ 群馬ソレイユ

44 仁平 菜絵 ニヒラ ナエ フリーエアースポーツクラブ

45 中田 楓夏 ナカタ フウカ ウイングトランポリンクラブ

④
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川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

17・18才　男子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 大嶋 諒人 オオシマ リョウト 阪南市トランポリンクラブ

2 中西 裕也 ナカニシ ユウヤ 星稜クラブ

3 田崎 匠 タサキ タクミ 金沢クリール

4 中村 匠吾 ナカムラ ショウゴ 高槻トランポリンクラブ

5 飯田 出 イイダ イズル 前橋市立前橋高等学校

6 吉澤 陸 ヨシザワ リク 厚木FUSiONスポーツクラブ

7 奥 升吾 オク ショウゴ 阪南市トランポリンクラブ

8 脇田 洋介 ワキタ ヨウスケ 静岡産業大学クラブ

9 比嘉 光 ヒガ ヒカリ 静岡産業大学クラブ

10 今井 匠馬 イマイ タクマ 金沢学院大学クラブ

11 芝尾 慧 シバオ ケイ Atsugi bonfire

12 川田 俊樹 カワダ トシキ 慶應義塾

13 市川 悠樹 イチカワ ユウキ 静岡産業大学クラブ

14 大城 仁 オオシロ ジン 慶應義塾

15 山本 康滉 ヤマモト ヤスアキ 厚木健康体操センター

16 永井 裕也 ナガイ ユウヤ 金沢学院大学クラブ

⑧

⑨



川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

ジャパンオープン兼全日本社会人　女子

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 小久保 美伶 コクボ ミレイ 日本体育大学クラブ

2 太村 成見 タムラ ナルミ 金沢学院大学クラブ

3 平野 里歩 ヒラノ リホ 星稜クラブ

4 Irina Kundius イリーナ クンディウス RUS

5 杉谷 櫻花 スギタニ オウカ 星稜ジュニア

6 森 ひかる モリ ヒカル フリーエアースポーツクラブ

7 上村 恵梨奈 カミムラ エリナ 金沢学院大学クラブ

8 富田 ひとみ トミタ ヒトミ 日本体育大学クラブ

9 土井畑 知里 ドイハタ チサト 日本体育大学クラブ

10 山口 晴緒 ヤマグチ ハルオ 阪南大学クラブ

11 村山 優里 ムラヤマ ユリ フリーエアースポーツクラブ

12 佐藤 優菜 サトウ ユウナ とねりkindergartenスポーツクラブ

13 半田 萌里 ハンダ モエリ 泉南トラストトランポリンクラブ

14 松原 知穂 マツバラ チホ アベノジュニアトランポリンクラブ

15 蒔田 桃子 マキタ モモコ 金沢学院大学クラブ

16 松本 萌 マツモト メグミ 阪南大学クラブ

17 Amanda Harris アマンダ ハリス GBR

18 倉持 真央* クラモチ マオ フリーエアースポーツクラブ

19 森田 千尋 モリタ チヒロ 日本体育大学クラブ

20 宇山 芽紅 ウヤマ メグ 金沢学院大学クラブ

21 大宮 沙梨華 オオミヤ サリカ キタイスポーツクラブ

22 佐竹 玲奈 サタケ レイナ 日本体育大学クラブ

23 岸 彩乃 キシ アヤノ 金沢学院大学クラブ

24 名倉 沙織 ナクラ サオリ 日本体育大学クラブ

25 大谷 茉由 オオタニ マユ 阪南大学クラブ

26 松多 冠奈 マツダ カンナ 星稜クラブ

27 東本 麻由 ヒガシモト マユ 阪南大学クラブ

28 音成 眞紀子* オトナリ マキコ Atsugi bonfire

29 高木 裕美 タカギ ユミ NPO江戸崎スポーツクラブ

30 山田 紗菜 ヤマダ アヤナ 日本体育大学クラブ

31 Samantha Smith サマンサ スミス CAN

32 高森 萌子 タカモリ モエコ 厚木FUSiONスポーツクラブ

33 吉村 美憂 ヨシムラ ミユ 金沢学院大学クラブ

34 桐生 莉沙 キリュウ リサ 大泉スワロー体育クラブ

35 宮田 幸音 ミヤタ ユキネ 東京女子体育大学

36 寺前 麻菜美* テラマエ マナミ 阪南大学クラブ

37 西村 美紅 ニシムラ ミク 金沢学院大学クラブ

38 山下 はるな* ヤマシタ ハルナ 静岡産業大学クラブ

39 小早川 理奈 コバヤカワ リナ 阪南大学クラブ

40 中野 蘭菜 ナカノ ラナ 星稜クラブ

41 中村 優希 ナカムラ ユウキ フリーエアースポーツクラブ

42 服部 佳奈 ハットリ カナ 日本体育大学クラブ

*ジャパンオープン部門および全日本社会人部門にエントリー
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川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

スタートリスト　Ｃ台

12月20日 (土)

11・12才　男子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 宇津宮 匠 ウツミヤ タクミ AIRFLOAT

2 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

3 稲垣 陽介 イナガキ ヨウスケ NPO江戸崎スポーツクラブ

4 北村 匠 キタムラ タクミ とねりkindergartenスポーツクラブ

5 横澤 晴稀 ヨコザワ ハルキ 松本トランポリンクラブ

6 宮内 優希 ミヤウチ ユウキ 大泉スワロー体育クラブ

7 戸田 和希 トダ カズキ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

8 永吉 夏都 ナガヨシ ナツト スキップクラブ

9 豊後 輝道 ブンゴ テルミチ 金沢クリール

10 大島 涼介 オオシマ リョウスケ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

11 田中 優大 タナカ ユウタ 群馬ソレイユ

12 土肥 大悟 ドヒ ダイゴ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

13 鈴木 蒼大 スズキ ソウタ 大泉スワロー体育クラブ

14 本橋 柚希 モトハシ ユズキ Atsugi bonfire

15 西村 貫汰 ニシムラ カンタ スキップクラブ

16 安永 蓮 ヤスナガ レン NPO江戸崎スポーツクラブ

17 吹田 太一 フキタ タイチ トランポリンアカデミー

18 阿部 広空 アベ ヒロタカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

19 田中 白飛 タナカ ハクト MTCホッパーズ

20 豊田 秀真 トヨダ シュウマ 大泉スワロー体育クラブ

21 藤元 匠 フジモト タクミ 金沢クリール

22 西岡 隆成 ニシオカ リュウセイ キタイスポーツクラブ

23 堀江 兼世 ホリエ ケンセイ vivace

24 松本 航翔 マツモト コウショウ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

25 林 竜雅 ハヤシ リュウガ アベノジュニアトランポリンクラブ

26 草場 智之 クサバ トモユキ AIRFLOAT

27 中山 心輝 ナカヤマ モトキ 堺ハイパードリーム

28 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

29 金沢 壮樹 カナザワ ソウキ NPO江戸崎スポーツクラブ

30 平 大和 タイラ ヤマト 南陽ジュニアトランポリンクラブ

31 片岡 拓朗 カタオカ タクロウ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

32 丸山 雄太 マルヤマ ユウタ 大泉スワロー体育クラブ

33 三浦 一真 ミウラ カズマ vivace

34 秦 颯士 ハタ ソウシ スキップクラブ

➀
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川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

13・14才　男子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 海野 大透 ウンノ ヒロト 静岡トランポリンクラブ

2 重田 祐都 シゲタ ユウト 上野学園トランポリンクラブ

3 武藤 匡平 ムトウ キョウヘイ vivace

4 市村 斗哉 イチムラ トウヤ キタイスポーツクラブ

5 細田 侑希 ホソダ トモキ vivace

6 池田 晟齊 イケダ セナ Atsugi bonfire

7 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

8 田中 銀弥 タナカ ギンヤ MTCホッパーズ

9 堀江 一斗 ホリエ カズト vivace

10 小柴 裕之 コシバ ヒロユキ 群馬クレイドル

11 芝 圭佑 シバ ケイスケ キタイスポーツクラブ

12 中野 晴人 ナカノ ハルト 星稜クラブ

13 髙橋 優斗 タカハシ ユウト オンリーワンクラブ

14 薫森 海輝 シゲモリ  ミキ 小松イルカクラブ

15 髙山 陽聖 タカヤマ ヨウセイ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

16 新谷 亮介 シンタニ リョウスケ フリーエアースポーツクラブ

17 押田 和真 オシダ カズマ 厚木健康体操センター

18 折田 侑翼 オリタ ユラ フリーエアースポーツクラブ

19 三島 康士朗 ミシマ コウシロウ 星稜クラブ

20 樋口 永悟 ヒグチ エイゴ vivace

21 河原 誠一郎 カワハラ セイイチロウ 日本体育大学クラブ

22 森本 杏平 モリモト キョウヘイ オンリーワンクラブ

23 戸田 智希 トダ トモキ AIRFLOAT

24 飯田 航 イイダ ワタル 群馬クレイドル

25 髙橋 京佑 タカハシ ケイスケ フリーエアースポーツクラブ

26 有松 大地 アリマツ ダイチ 大泉スワロー体育クラブ

27 片岡 滉基 カタオカ コウキ アベノジュニアトランポリンクラブ

28 真嶋 宗尚 マジマ ムネタカ vivace

29 長島 拓海 ナガシマ タクミ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

⑥
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川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

15・16才　女子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 武原 未菜 タケハラ ミナ 星稜クラブ

2 平崎 優加 ヒラザキ ユウカ 静岡トランポリンクラブ

3 金井 海裕 カナイ ミヒロ 日本大学豊山女子中学高等学校

4 桜井 美輝 サクライ ミキ 大泉スワロー体育クラブ

5 土屋 志絵莉 ツチヤ シエリ 星稜クラブ

6 松本 らな マツモト ラナ 日本体育大学クラブ

7 海野 玲奈 ウンノ レナ 焼津高等学校

8 谷口 佳寿 タニグチ ケイジュ 泉南トラストトランポリンクラブ

9 野中 麻由 ノナカ マユ SSUトランポリンクラブ

10 宮田 裕子 ミヤタ ユウコ 星稜ジュニア

11 田村 夏々 タムラ ナナ 阪南大学クラブ

12 中村 風稀 ナカムラ フウキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

13 鈴木 七海 スズキ ナナミ 焼津高等学校

14 手嶋 ひかる テシマ ヒカル 堺ハイパードリーム

15 谷口 夏穂 タニグチ カホ 星稜クラブ

16 柴田 知波 シバタ チナミ vivace

17 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

18 青木 菜々子 アオキ ナナコ 前橋市立前橋高等学校

19 谷嶋 花音 タニシマ カノン アベノジュニアトランポリンクラブ

20 池ヶ谷 舞 イケガヤ マイ 浜松修学舎

21 中野 智円 ナカノ チマル 金沢学院大学クラブ

22 細谷 明日香 ホソヤ アスカ 群馬ソレイユ

23 松波 愛里 マツナミ アイリ フリーエアースポーツクラブ

24 赤井 なつみ アカイ ナツミ 金沢学院大学クラブ

⑦
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川崎市長杯争奪2014国際トランポリンジャパンオープン

15・16才　男子(年齢別)

G 試技順 選　手　名 フ　リ　ガ　ナ 所　属　団　体　名

1 菅原 正哉 スガワラ マサヤ 厚木FUSiONスポーツクラブ

2 桐生 一輝 キリュウ カズキ 大泉スワロー体育クラブ

3 浦辻 康成 ウラツジ コウセイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

4 下出 康介 シモデ コウスケ 金沢学院大学クラブ

5 清水 大空 シミズ スカイ 日本体育大学クラブ

6 山田 大翔 ヤマダ ヒロト 星稜クラブ

7 中園 貴登 ナカゾノ タカト 金沢学院大学クラブ

8 川崎 航世 カワサキ コウセイ 慶應義塾

9 橋本 考弘 ハシモト タカヒロ 静岡産業大学クラブ

10 永井 雅人 ナガイ マサト 前橋市立前橋高等学校

11 佐々 一心 サッサ イッシン 慶應義塾

12 岸 凌大 キシ  リョウタ 小松イルカクラブ

13 宇田 大志 ウダ タイシ アベノジュニアトランポリンクラブ

14 藤澤 剛志 フジサワ ツヨシ 慶應義塾

15 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

16 片岡 雄貴 カタオカ ユウキ 泉南トラストトランポリンクラブ

17 中島 聖也 ナカジマ セイヤ 慶應義塾

18 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

19 早川 懐樹 ハヤカワ ナツキ vivace

20 荒金 海 アラカネ カイ Atsugi bonfire

21 髙田 脩平 タカダ シュウヘイ キタイスポーツクラブ

22 小松 駿 コマツ シュン Atsugi bonfire

23 藤本 悠史 フジモト ユウシ 前橋市立前橋高等学校

24 松瀬 友宏 マツセ トモヒロ 慶應義塾

25 浅井 廉太 アサイ レンタ 城南静岡高校

26 鈴木 皓介 スズキ コウスケ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

27 石川 和 イシカワ ヤマト 金沢学院大学クラブ

28 寺尾 和哉 テラオ カズヤ vivace

29 山﨑 大司 ヤマザキ ダイシ ベルデスポーツクラブ

30 岡田 浩武 オカダ ヒロム 小松大谷高等学校

31 小久保 誠二 コクボ セイジ 慶應義塾

32 明石 凌 アカシ リョウ フリーエアースポーツクラブ

33 島津 知弘 シマズ トモヒロ 浜松修学舎

34 和田 岳大 ワダ タケヒロ 金沢クリール

35 田中 優佑 タナカ ユウ 慶應義塾

36 水谷 勇貴 ミズタニ ユウキ 浜松修学舎
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