
団体戦結果   男子
10才以下

所属団体名 選手名 得点 合計点 順位
松本 悠生 42.350
清水 媛斗 35.905
牧野 伍 35.385
牧野 匠 38.100

梶山 詠一 35.360
佐藤 和真 29.065
渡辺 太一 29.650
田村 幸大 38.430
上田 怜央 38.125
寺本 悠人 34.935
三木 瑛斗 29.970
本橋 愛希 37.820
三木 天斗 32.955
本橋 政希 39.265
大橋 佳透 35.390
加藤 伸悟 2.100
梶山 輝一 33.385
野地 碧斗 37.800
平山 徳獅 34.055
宮田 桂輔 34.345

川端 湖羽琥 40.005
都竹 奏翔 45.550
福島 丈 42.425

吉村 匡貴 38.045
⻑⾕川 琥太 35.095
橋本 祥利 38.250

⻑⾕川 碧人 4.200
若松 恵吾 32.310
⾦沢 成哉 40.730
稲垣 翔太 37.650
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キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

フリーエアースポーツクラブ

⾦沢ジャンパーズクラブ

NAKAYOSHIトランポリンクラブ

Atsugi bonfire

白山ジュニアトランポリンクラブ

NPO江⼾崎スポーツクラブ

日本体育大学クラブ

アベノジュニアトランポリンクラブ

110.690



団体戦結果   男子
11-12才

所属団体名 選手名 得点 合計点 順位
山崎 凌空 45.330
竹川 陽貴 35.805
武田 倫弥 38.680
田中 優大 38.520
齋藤 悟 40.855
齋藤 隼 36.615

丸山 雄太 45.130
宮内 優希 43.300
⾦子 歩夢 42.260
鈴木 蒼大 40.925
⻄岡 隆成 48.210
川村 友也 44.420
菊川 景生 37.260
⻲田 瑛⼼ 39.215
伊藤 佑真 27.285
土屋 飛結 40.545
滝沢 毅 40.770

⻄村 貫汰 44.255
永吉 夏都 46.075
⾕口 敦紀 41.950

スキップクラブ

キタイスポーツクラブ

スポーツクラブ テン・フォーティー

129.890

132.280

120.530

釧路TC アクテイヴ

群馬クレイドル

大泉スワロー体育クラブ
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115.990

130.690
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団体戦結果   男子
13-15才

所属団体名 選手名 得点 合計点 順位
折田 侑翼 47.165
新⾕ 亮介 50.970
髙橋 京佑 49.275
近藤 稜仁 46.635
⻑島 拓海 46.230
髙山 陽聖 42.630
⼾田 和希 0.000
平 大和 44.845

中野 晴大 46.405
本田 侑也 44.000

三島 康士朗 46.770
井関 駿太 46.750
堀江 兼世 48.195
真嶋 宗尚 44.780
武藤 匡平 40.215
細田 侑希 32.450
鈴木 将聖 41.260
鈴木 大⼼ 47.240
大串 慶正 52.575
上野 隼輔 48.410
村⾕ 一磨 36.310
岡田 成満 41.405
石井 志周 40.195
安永 蓮 42.615

稲垣 陽介 18.675
高野 剛 43.400

德永 麟太郎 40.005
市川 萌瑠 38.485
山本 隆世 37.470
⻑崎 虹輝 35.735
髙橋 優斗 41.800
森本 杏平 45.895

NPO江⼾崎スポーツクラブ

TARget

伊勢崎オンリーワンクラブ

スポーツクラブ テン・フォーティー

宇ノ気クラブ

星稜クラブ

vivace

フリーエアースポーツクラブ

南陽ジュニアトランポリンクラブ
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