
団体戦結果   ⼥⼦
10才以下

所属団体名 ⼥⼦個⼈ 得点 合計点 順位
⼩⽥原 春奈 38.540
神⽥ 美砂 35.300
南 栞奈 40.070

阿部 恭⼦ 38.580
丸山 心華 38.450

⻄⽥ 可奈⼦ 34.180
俵 芽生 36.110

吉村 紅⼦ 42.615
⼩野 晴茄 43.325
⼤⻄ 楓 41.990

朝山 心暖 41.870
清⻑ 千紘 40.680

⽯⿊ ⽇⼈美 36.430
池⽥ 朝音 40.945
伊吹 千夢 44.435
須川 蘭 36.330

⽥鍬 りいな 39.030
片岡 美羽音 38.395
矢ヶ部 楓 41.040
本多 琉那 41.535
中島 夏帆 37.035
浦山 美宇 35.975
髙山 奈々 36.265
髙橋 琳 37.000

皆川 琴美 30.345
⼩山 紅 38.660

辻本 葉⽉ 35.805
⾕ 綾乃 34.505
根来 杏 6.000

中沢 千愛 37.980
遠藤 翠那 38.385

箱崎 ひいろ 35.085
保坂 圭乃 35.490

岸野 こなつ 39.555
林 璃奈 39.590

⽥中 希湖 43.930
辻⽥ 花凜 40.440

⼩松イルカクラブ

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

113.910

113.140

127.930

118.055

121.860

トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

⾦沢クリール

泉南トラストトランポリンクラブ

フリーエアースポーツクラブ

123.960
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南陽ジュニアトランポリンクラブ

堺ハイパードリーム

とねりkindergartenスポーツクラブ

119.610

109.240

108.970

アベノジュニアトランポリンクラブ

111.855
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所属団体名 ⼥⼦個⼈ 得点 合計点 順位
池下 かの⼦ 42.145
⼩林 ⼸⽉ 39.500
酒井 結衣 38.850

播磨 ここね 42.225
正木 咲花 34.925
勝森 天音 33.730
増渕 梨海 12.300
鮎川 知央 33.065
齊藤 優海 35.740
佐藤 陽葵 11.780
蝦名 真花 38.655
⿊瀬 美麗 35.485

120.495

サンスピリッツ端野

NPO江⼾崎スポーツクラブ

キタイスポーツクラブ

ピーターパンTC

110.880

81.105

85.920
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団体戦結果   ⼥⼦
11-12才

所属団体名 選手名 得点 合計点 順位
 ⽥中 沙季 46.215
 南 玲奈 41.460

⾼⾒ 菜々⼦ 41.765
⻫藤 奏良 39.945
真嶋 阿⼦ 40.170
寺尾 美咲 33.575

阿部 ⾥緒菜 33.805
森松 はるか 38.520
要海 百音 44.185
野口 春香 42.400
岡崎 祐⽉ 42.090
岩本 純果 36.110
山出 雪乃 42.575
丸山 珠璃 35.920
曽⾕ 楓夏 39.235
加納 彩葉 34.140
⼩松 悠⽉ 44.380
⼤桐 彩聖 30.085

上⽥ うらら 42.595
相輪 紗菜 39.560
廣瀬 礼奈 40.200

三橋 こころ 38.270
⼩坂 奈津 36.940
池井 彩花 39.325
川村 梨花 38.950
白崎 真唯 35.900
川村 真菜 38.750
⼩川 夏季 37.715
木村 彩菜 39.305
髙橋 紅葉 40.850

竹澤 ななか 38.940
119.095
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117.730

⼩松イルカクラブ

キタイスポーツクラブ

vivace

アベノジュニアトランポリンクラブ

115.415

伊勢崎オンリーワンクラブ

白山ジュニアトランポリンクラブ

129.440

112.495

128.675

スポーツクラブ テン・フォーティー

ピーターパンTC

126.535

117.795



団体戦結果   ⼥⼦
13-15才

所属団体名 選手名 得点 合計点 順位
 ⼩⽥原 由佳 43.180

笹木 遥 38.875
杉林 泉美 45.090
笹掛 未帆 43.405
山本 真衣 45.725
⻫藤 愛生 38.880
今井 薫桃 44.785
平林 梨沙 45.240
齋藤 楓香 38.990
齋藤 友茄 40.015
吉澤 愛視 45.025
中村 咲希 44.275
本多 ゆん 44.620
仁平 菜絵 45.450

鈴木 はる奈 2.100
⻑⾕部 ひなた 1.800

髙橋 瑠 35.115
乾 結羽 41.785
森 文乃 44.710

梅野 萌佳 27.930
⻄川 実沙 42.095

野村 菜⽉美 48.475
森 ほのか 42.835
安藤 陽香 23.175
岡⽥ 亜実 50.930

増崎 セリナ 48.170
奥野 有季 48.240
廣⽥ 結南 0.000
⻑澤 未優 14.015
⼩松 佳奈 33.855
⼤野 舞衣 42.785

中村 未咲希 42.030
⼾倉 愛 39.510

徳永 唯花 48.480
東 彩乃 2.400
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5130.020スポーツクラブ テン・フォーティー

南陽ジュニアトランポリンクラブ

アドバンストランポリンクラブ

星稜クラブ

キタイスポーツクラブ

114.425

フリーエアースポーツクラブ

133.405

厚木FUSiONスポーツクラブ 90.655

128.010

130.040

135.095

39.015

⼩松イルカクラブ

プラッツトランポリンクラブ

群馬クレイドル

147.340

127.145



所属団体名 選手名 得点 合計点 順位
岸部 実奈⼦ 33.990
冨⽥ ひかり 35.190

勢⼒ 麗 17.100
橋本 彩乃 35.470
又吉 志織 41.035

今本 奈々⼦ 41.135
竹⾕ 凪紗 41.640
⼤野 華 39.645

宮野 汐音 42.895
⻄ 彩乃 42.255

土生 いつき 0.000
⻄村 愛 42.980

郷原 仁夏 38.650
沼尻 千果 40.410
櫻井 葉⽉ 43.885
竹下 ゆづ 40.015
福岡 千尋 39.540
井上 遊貴 0.000
濱⽥ 怜奈 42.180
板垣 咲来 36.195

逸⾒ 莉央奈 40.790
髙⽥ 彩華 39.095

122.945

79.555

122.065

13104.650

123.810

128.130

上野学園トランポリンクラブ

伊勢崎オンリーワンクラブ

帝塚山学院トランポリン部

七塚ジュニア

⾦沢学院⼤学クラブ

NPO江⼾崎スポーツクラブ
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