
平成27年8月7日

団体代表者各位

第43回西日本トランポリン競技選手権大会

関係書類の送付について

猛暑の候、皆々様に於かれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
標記大会の詳細日程が確定いたしました。
ご案内と共に能登半島輪島市のご好意が盛りだくさんの表記大会へのご来県を心よ
りお待ち申し上げます。

■添付書類
1　本書

2　大会日程表
3　公式練習割表
4　競技進行表
5　スタートリスト

◇　競技カードは当日受付へ提出して下さい。
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第43回西日本選手権大会日程表

９月１１日（金）

会場設営
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付



時　間

輪島市 1 輪島市 3 中能登 1

羽咋 7 羽咋 2 羽咋 1

9:00 ジャンパーズ 3 宇ノ気 3 宇ノ気 2

～ キャッツアイ 3 七塚 2 七塚 2

9:40 シグネットつばた 1 シグネットつばた 1 シグネットつばた 4

プラッツ 1 ジャンパーズ 3

キャッツアイ 4

15 16 13

七塚 1 金沢クリール 4 プラッツ 3

9:40 ビッグスプリング 2 ピーターパン 1 キャッツアイ 3

～ 星稜ジュニア 3 白山ジュニア 2 星稜ジュニア 2

10:20 ピーターパン 6 小松大谷 6 ピーターパン 2

加賀体 1 シープ 1 小松大谷 2

金沢トランポリン 2 パレススポーツ 1 白山ジュニア 2

15 15 14

金沢クリール 3 金沢学院大学 16 金沢学院大学（高男、大男） 14

10:20 白山ジュニア 11

～ 勝山ジャンピング 1

11:00 15 16 14

小松イルカ 7 星稜クラブ 14 金沢クリール 2

11:00 金沢学院大学 4 金沢学院大学（一般） 2 小松イルカ 3

～ 富山パレス 1 金沢トランポリン 1

11:40 パレススポーツ 3 ビッグスプリング 2

野々市ジュニア 1

阪南市 2

金沢学院大学（中女） 2

15 16 13

Aｍbitious 5 小松イルカ 3 星稜クラブ 10

11:40 リトルウインズ勝山 2 加賀体 1 高槻 1

～ 阪南市 1 金沢トランポリン 2 富山パレス 1

12:20 高槻 3 ビッグスプリング 2 阪南大学ジュニア 2

トミオカ 4 野々市ジュニア 2

リトルウインズ勝山 1

阪南市 1

西クレン 1

金沢学院大学（中男） 2

15 15 14

アベノジュニア 14 高槻 2 キタイスポーツクラブ 11

12:20 大阪狭山 1 アベノジュニア 8 アベノジュニア 3

～ アベノETC 1

13:00 トミオカ 3

15 14 14

泉南トラスト 2 泉南トラスト 4 阪南大学クラブ 9

13:00 キタイスポーツクラブ 12 キタイスポーツクラブ 5 堺ハイパードリーム 1

～ ALULA 1 堺ハイパードリーム 3 Aｍbitious 2

13:40 浜松修学舎 3 泉南ジュニア 2

15 15 14

堺ハイパードリーム 6 阪南大学クラブ 8 静岡トランポリン 3

泉南ジュニア 3 Aｍbitious 4 大阪狭山 1

13:40 熊取T.T.T 3 富田林 1 浜松修学舎 7

～ スキップ 2 帝塚山学院 1 スキップ 1

14:20 城南静岡高校 1

イアス・ファミリー 1

14 14 14

静岡トランポリン 6 熊取T.T.T 3 帝塚山学院 8

14:20 浜松トランポリン 3 NPOアスレ 4 アドバンス 3

～ 浜松キッズ 1 スキップ 2 ARA10 1

15:00 焼津高等学校 5 NPOアスレ 2

浜松Jr. 4 静岡大成高校 1

14 15 14

広島県新市 1 静岡トランポリン 2 Vivace 4

アドバンス 6 チャイルド 1 富田林 7

15:00 Vivace 5 静岡産業大学 5 チームサイモン京都 2

～ ARA10 1 アドバンス 3 チャイルド 1

15:40 ぶるーすかい神戸 1 フォルテ 1

ケンケン 2

浜松トランポリン 1

14 15 14

NPOアスレ 6 Vivace 8 静岡産業大学 8

15:40 フォルテ 3 広島県新市 1 フォルテ 1

～ 長岡京市 5 長岡京市 6 バンビ 1

16:20 広島県新市 1

長岡京市 3

14 15 14

公式練習表 

低学年女子・中学男子・高学年女子

大学女子・一般男女

低学年男子・中学女子

・高校男子・大学男子
高学年男子・高学年女子

A　台 B　台 C　台



　予　選 ※グループ毎に１５分間アップ後試技（３本確約ではあるが３０秒ルールを守る事）　

Ｇ 部門 部門 部門

8：30 ～ 9：10 1 1 ～ 13 1 ～ 13 1 ～ 8

9：10 ～ 9：50 2 14 ～ 27 14 ～ 28 9 ～ 17

9：50 ～ 10:30 3 28 ～ 41 29 ～ 43 1 ～ 14

10：30 ～ 11:15 4 42 ～ 55 1 ～ 13 15 ～ 29

11：15 ～ 12：00 5 56 ～ 69 中学男子 14 ～ 27 30 ～ 45

12：00 ～ 12：45 6 70 ～ 83 28 ～ 40 46 ～ 61

13：20 ～ 14：10 7 84 ～ 97 1 ～ 13 62 ～ 77

14：10 ～ 15：00 8 98 ～ 111 14 ～ 27 1 ～ 12

15：00 ～ 15:50 9 1 ～ 12 28 ～ 41 13 ～ 25

15:50 ～ 16:40 10 13 ～ 25 42 ～ 56 26 ～ 38

16:40 ～ 17:30 11 26 ～ 38 大学女子 1 ～ 15 1 ～ 10

一般女子 1 ～ 6

一般男子 1 ～ 6

8:30 ～ 8:45 1 低学年女子 1 ～ 10 低学年男子 1 ～ 10

8:45 ～ 9:00 2 高学年女子 1 ～ 10 中学男子 1 ～ 10 中学女子 1 ～ 10

9:00 ～ 9:15 3 高学年男子 1 ～ 10 高校女子 1 ～ 10

9:15 ～ 9：30 4 大学女子 1 ～ 10 高校男子 1 ～ 10

9：30 ～ 9：45 5
一般女子
一般男子

1
１

～
6
6

大学男子 1 ～ 10

10:00 ～ 10:35 1 低学年女子 1 ～ 10 低学年男子 1 ～ 10

10:35 ～ 11:10 2 高学年女子 1 ～ 10 中学男子 1 ～ 10

11:10 ～ 11:45 3 高学年男子 1 ～ 10 中学女子 1 ～ 10

11:45 ～ 12:20 4 高校女子 1 ～ 10 高校男子 1 ～ 10

12:20 ～ 12:55 5 大学女子 1 ～ 10 大学男子 1 ～ 10

12:55 ～ 13:30 6
一般女子
一般男子

1
１

～
6
6

※選手紹介　１5分間アップ後試技

13:40 ～ 14:40 1 オープン女子 1 ～ 10 オープン男子 1 ～ 10

　９月１２日（土）　部門別予選　８時半～（開館８時）　※進行状況により随時繰り上げて行います

競技進行表

　９月１１日（金）　公式練習　開会式（１６時半〜）　歓迎レセプション（１８時～）

C　台

試技順試技順

A　台 B　台

　９月１３日（日）　部門別決勝　オープン決勝　　 　※進行状況により随時繰り上げて行います

選手数　479　名

時間 試技順

　　　　　　　　　　１０分間　休　憩　　　　　（オープン出場選手練習可）

　９月２２日（日）　 ※決勝練習

17:30 18:20～ 12 39

低学年男子

中学女子

低学年女子

昼　　食

高学年女子

閉会式　

※選手紹介　２本アップ後試技　決　勝

　オープン決勝

11 ～ 20
大学男子

～

高学年男子

高校男子
高校女子

50



小学生低学年男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 村上　遥音 むらかみ　はると キタイスポーツクラブ

2 松本　悠生 まつもと　ゆうせい キャッツアイKANAZAWA

3 牧野　伍 まきの　たすく キャッツアイKANAZAWA

4 番所　駿斗 ばんしょ　はやと 金沢トランポリンクラブ

5 長谷川　碧人 はせがわ　あおと 白山ジュニア

6 林　真央 はやし　まひろ vivace

7 寺本　悠人 てらもと　ゆうと 金沢ジャンパーズクラブ

8 清水　媛斗 しみず　ひめと キャッツアイKANAZAWA

9 甚野　桔平 じんの　きっぺい 泉南ジュニアトランポリンクラブ

10 池上　大和 いけがみ　やまと 富田林トランポリンクラブ

11 橋本　祥利 はしもと　しょうり 白山ジュニア

12 畠山　瑠衣斗 はたけやま　るいと 静岡トランポリンクラブ

13 豊崎　悠真 とよさき　ゆうま 堺ハイパードリーム

14 鬼村　和葉 おにむら　かずは 長岡京市トランポリンクラブ

15 池上　一颯 いけがみ　いぶき 富田林トランポリンクラブ

16 馬野　翔伍 うまの　しょうご 阪南市トランポリンクラブ

17 西村　奏汰 にしむら　かなた スキップクラブ

小学生低学年女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 清長　千紘 きよなが　ちひろ 金沢クリール

2 都竹　結花 つづく　ゆうか アベノジュニアトランポリンクラブ

3 古田　みなつ ふるた　みなつ 長岡京市トランポリンクラブ

4 北野　佑来 きたの　ゆうら アベノジュニアトランポリンクラブ

5 縄田　琉羽 なわた　るう シープクラブ

6 池田　朝音 いけだ　ともね 金沢クリール

7 片岡　美羽音 かたおか　みはね 泉南トラストトランポリンクラブ

8 濱口　爽羽 はまぐち　さわ 白山ジュニア

9 大藤　彩 おおどう　あや リトルウインズ勝山

10 小川　珠季 おがわ　たまき 白山ジュニア

11 谷好　真琴 たによし　まこと 高槻トランポリンクラブ

12 中村　天美 なかむら　あまみ キタイスポーツクラブ

13 西田　可奈子 にしだ　かなこ キャッツアイKANAZAWA

14 佐々木　結愛 ささき　ゆあ 長岡京市トランポリンクラブ

15 久堀　喜子 くぼり　きこ 熊取T.T.T

16 南　栞奈 みなみ　かんな 小松イルカクラブ

17 田中　希湖 たなか　きこ アベノジュニアトランポリンクラブ

18 神田　美砂 かんだ　みさ 小松イルカクラブ

19 下西　美凪 しもにし　みなぎ アベノジュニアトランポリンクラブ

20 西村　怜南 にしむら　れな 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

21 勝森　天音 かつもり　あまね キタイスポーツクラブ

22 正木　咲花 まさき　さくら キタイスポーツクラブ

23 永田　穂乃花 ながた　ほのか NPOアスレT.C

24 草刈　菜夏 くさかり　なな 浜松トランポリンクラブ

25 俵　芽生 たわら　めい キャッツアイKANAZAWA

26 岸本　梨那 きしもと　りいな シグネットつばた

27 須川　蘭 すがわ　らん 泉南トラストトランポリンクラブ

28 佐藤　星苗 さとう　せな NPOアスレT.C

29 井村　日保 いむら　ひより ビッグスプリング

第4３回西日本選手権大会スタートリスト



30 大川　莉子 おおかわ　りこ アドバンストランポリンクラブ

31 梶原　莉緒 かじはら　りお トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

32 根来　杏 ねごろ　あん 堺ハイパードリーム

33 又吉　夢奈 またよし　ゆめな ケンケン体操・トランポリンクラブ

34 辻田　花凜 つじた　かりん アベノジュニアトランポリンクラブ

35 鈴木　日和 すずき　ひより 静岡トランポリンクラブ

36 大西　楓 おおにし　かえで トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

37 松浦　佑那 まつうら　ゆいな NPOアスレT.C

38 益田　唯菜 ますだ　ゆいな Ambitious

39 丸山　心華 まるやま　ここか キャッツアイKANAZAWA

40 玉置　めい たまき　めい 阪南市トランポリンクラブ

41 示野　佑奈 しめの　ゆうな キャッツアイKANAZAWA

42 谷　綾乃 たに　あやの 堺ハイパードリーム

43 田鍬　りいな たくわ　りいな 泉南トラストトランポリンクラブ

小学生高学年男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 中井　幸哉 なかい　ゆきや フォルテトランポリンクラブ

2 橋本　泉流 はしもと　いずる 金沢ジャンパーズクラブ

3 川端　湖羽琥 かわばた　こはく アベノジュニアトランポリンクラブ

4 牧野　匠 まきの　たくみ キャッツアイKANAZAWA

5 松本　航翔 まつもと　こうしょう キャッツアイKANAZAWA

6 中山　偉斗 なかやま　よりと 堺ハイパードリーム

7 西村　貫汰 にしむら　かんた スキップクラブ

8 結城　理輝 ゆうき　りき 白山ジュニア

9 山口　遥人 やまぐち　はると アベノジュニアトランポリンクラブ

10 市川　太妃 いちかわ　たい 静岡トランポリンクラブ

11 長谷川　琥太 はせがわ　こうた 白山ジュニア

12 田中　壮汰 たなか　そうた 浜松Jr.トランポリンクラブ

13 浦辻　泰成 うらつじ　たいせい Ambitious

14 番所　龍哉 ばんしょ　りゅうや 金沢トランポリンクラブ

15 岡野　一真 おかの　かずま 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

16 川村　友也 かわむら　ともや キタイスポーツクラブ

17 吉村　匡貴 よしむら　まさき アベノジュニアトランポリンクラブ

18 常川　大翔 つねかわ　やまと 富山パレスJTC

19 福島　丈 ふくしま　じょう アベノジュニアトランポリンクラブ

20 谷殿　大騎 たにどの　ひろき アドバンストランポリンクラブ

21 川﨑　慎也 かわさき　しんや 高槻トランポリンクラブ

22 永田　泰我 ながた　たいが NPOアスレT.C

23 田村　幸大 たむら　ゆきと 金沢ジャンパーズクラブ

24 田中　創大 たなか　そうた 小松イルカクラブ

25 鈴木　駿介 すずき　しゅんすけ 浜松Jr.トランポリンクラブ

26 吉田　昊世 よしだ　こうせい 金沢学院大学クラブ

27 曾布川　零次 そふかわ　れいじ 静岡トランポリンクラブ

28 山田　乃亜 やまだ　のあ TRAMPORINE CLUB ALULA

29 宮村　旭陽 みやむら　あさひ 金沢トランポリンクラブ

30 細田　尋平 ほそだ　じんぺい Ambitious

31 増埼　源士 ますざき　げんと キタイスポーツクラブ

32 熊田　貴 くまた　たかし 金沢クリール

33 西岡　隆成 にしおか　りゅうせい キタイスポーツクラブ

34 行澤　俊輝 ゆくざわ　しゅんき 長岡京市トランポリンクラブ

35 片川　陽暉 かたがわ　はるき 堺ハイパードリーム

36 村口　平匠 むらぐち　こうしょう パレススポーツクラブ

37 瀧谷　柾晴 たきたに　まさはる 阪南市トランポリンクラブ

38 都竹　奏翔 つづく　かなと アベノジュニアトランポリンクラブ



39 入澤　聡大 いりざわ　そうた パレススポーツクラブ

40 上田　怜央 うえだ　れお 金沢ジャンパーズクラブ

41 長山　元 ながやま　はじめ Ambitious

42 菊川　景生 きくかわ　けいしょう キタイスポーツクラブ

43 永吉　夏都 ながよし　なつと スキップクラブ

44 林　竜雅 はやし　りゅうが アベノジュニアトランポリンクラブ

45 加藤　一城 かとう　かずき ビッグスプリング

46 津田　光佑 つだ　こうすけ 勝山ジャンピング

47 西本　大剛 にしもと　だいご 泉南ジュニアトランポリンクラブ

48 笹部　宏斗 ささべ　ひろと キタイスポーツクラブ

49 津田　翔悟 つだ　しょうご 白山ジュニア

50 中村　智哉 なかむら　ともや Ambitious

小学生高学年女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 小山　紅 こやま　べに 堺ハイパードリーム

2 甚野　彩羽 じんの　あやは 泉南ジュニアトランポリンクラブ

3 古杉　夏希 こすぎ　なつき 静岡トランポリンクラブ

4 穂積　涼 ほづみ　すずか ぶるーすかい神戸

5 坂室　有紗 さかむろ　ありさ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

6 小林　弓月 こばやし　ゆづき ピーターパンTC

7 森松　はるか もりまつ　はるか vivace

8 小野　晴茄 おの　はるな トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

9 廣瀬　万奈美 ひろせ　まなみ 浜松トランポリンクラブ

10 曽谷　楓夏 そだに　ふうか ピーターパンTC

11 池下　かの子 いけした　かのこ ピーターパンTC

12 南保　亜衣莉 なんぼ　あいり 小松イルカクラブ

13 今町　僚花 いままち　りょうか 星稜ジュニア

14 澤田　守杏 さわだ　もも アドバンストランポリンクラブ

15 山本　若伽奈 やまもと　わかな NPOアスレT.C

16 田坂　日菜 たさか　ひな 広島県新市トランポリンクラブ

17 田中　沙季 たなか　さき 小松イルカクラブ

18 鈴木　珠理 すずき　じゅり 浜松キッズ

19 播磨　ここね はりま　ここね キタイスポーツクラブ

20 渡瀬　百虹 わたせ　ももこ 浜松トランポリンクラブ

21 藤元　美羽 ふじもと　みう　 金沢クリール

22 石村　萌々菜 いしむら　ももな 加賀体トランポリンクラブ

23 塚本　未桜 つかもと　みお NPOアスレT.C

24 佐藤　友咲 さとう　ゆき NPOアスレT.C

25 辻本　葉月 つじもと　はづき 堺ハイパードリーム

26 河島　千空 かわしま　ちひろ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

27 坪井　綾音 つぼい　あやね ARA10

28 浜田　優希 はまだ　ゆうき 金沢クリール

29 城野　七海 じょうの　ななみ パレススポーツクラブ

30 友永　ほのか ともなが　ほのか 高槻トランポリンクラブ

31 小松　悠月 こまつ　ゆづき キタイスポーツクラブ

32 福田　菜都美 ふくだ　なつみ アドバンストランポリンクラブ

33 川村　梨花 かわむら　りか 白山ジュニア

34 宮﨑　亜優 みやざき　あゆ 大阪狭山トランポリンクラブ

35 岩井　美羽 いわい　みう 星稜ジュニア

36 藤村　紗凪 ふじむら　さな キタイスポーツクラブ

37 野口　春香 のぐち　はるか アベノジュニアトランポリンクラブ

38 水野　桜花 みずの　さくら アドバンストランポリンクラブ



39 平野　愛奈 ひらの　あいな 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

40 谷好　未菜 たによし　みな 高槻トランポリンクラブ

41 林　佳歩 はやし　かほ リトルウインズ勝山

42 滝川　亜依 たきがわ　あい 静岡トランポリンクラブ

43 稲葉　楓那 いなば　ふうな 浜松Jr.トランポリンクラブ

44 朝山　心暖 あさやま　ここあ トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

45 大藤　愛 おおどう　あい リトルウインズ勝山

46 林　亜弥奈 はやし　あやな 堺ハイパードリーム

47 川島　茉鈴 かわしま　まりん 熊取T.T.T

48 宮地　柚妃 みやち　ゆずき vivace

49 林　璃奈 はやし　りな アベノジュニアトランポリンクラブ

50 南　玲奈 みなみ　れな 小松イルカクラブ

51 粟森　咲 あわもり　さき 金沢学院大学クラブ

52 二野　千芽 ふたの　ちが 白山ジュニア

53 酒井　結衣 さかい　ゆい ピーターパンTC

54 高見　菜々子 たかみ　ななこ 小松イルカクラブ

55 大倉　愛香 おおくら　あいか 堺ハイパードリーム

56 岸野　こなつ きしの　こなつ アベノジュニアトランポリンクラブ

57 寺口　結衣 てらぐち　ゆい 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

58 鬼村　海咲 おにむら　みさき 長岡京市トランポリンクラブ

59 都原　彩加 とはら　あやか 小松イルカクラブ

60 大石　月彩 おおいし　つきさ 静岡トランポリンクラブ

61 土田　理結 つちだ　りゆ アドバンストランポリンクラブ

62 加藤　萌歌 かとう　もえか vivace

63 谷内　萌笑 やち　もえみ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

64 岩本　純果 いわもと　あやか アベノジュニアトランポリンクラブ

65 小田原　春奈 おだわら　はるな 小松イルカクラブ

66 片山　藍 かたやま　あい NPOアスレT.C

67 上野　瑞歩 うえの　みずほ シグネットつばた

68 大桐　彩聖 おおぎり　あやせ キタイスポーツクラブ

69 阿部　里緒菜 あべ　りおな vivace

70 岡崎　祐月 おかざき　ゆづき アベノジュニアトランポリンクラブ

71 能崎　佑奈 のざき　ゆうな 星稜ジュニア

72 坂村　美瑠 さかむら　みる 白山ジュニア

73 小川　夏季 おがわ　なつき 白山ジュニア

74 池口　采弥 いけぐち　ことみ フォルテトランポリンクラブ

75 米谷　月那 こめたに　つきな 七塚ジュニア

76 高田　暖乃 たかた　のの 金沢学院大学クラブ

77 堀内　咲来 ほりうち　さくら 浜松トランポリンクラブ

78 阿部　恭子 あべ　きょうこ キャッツアイKANAZAWA

79 佐野　麻美 さの　あさみ 長岡京市トランポリンクラブ

80 立岡　遥 たつおか　はるか フォルテトランポリンクラブ

81 扇子　綾 おうぎ　あや ビッグスプリング

82 浜坂　萌音 はまさか　もね 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

83 小林　陽花 こばやし　ひより Ambitious

84 川村　真菜 かわむら　まな 白山ジュニア

85 川崎　望来 かわさき　みく 長岡京市トランポリンクラブ

86 岩垣　伶 いわがき　れい 熊取T.T.T

87 丸山　珠璃 まるやま　じゅり ピーターパンTC

88 齋藤　由弥 さいとう　ゆうみ アドバンストランポリンクラブ

89 吉村　紅子 よしむら　あかね トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

90 木村　心春 きむら　こはる トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

91 伊藤　真凛 いとう　まりん 静岡トランポリンクラブ



92 伊吹　千夢 いぶき　ちゆ 泉南トラストトランポリンクラブ

93 六車　なつこ むぐるま　なつこ アベノジュニアトランポリンクラブ

94 中村　茉美 なかむら　まう 白山ジュニア

95 真嶋　阿子 まじま　あこ vivace

96 川端　朔果 かわばた　さくら 浜松Jr.トランポリンクラブ

97 奥野　紗季 おくの　さき キタイスポーツクラブ

98 田鍬　るな たくわ　るな 泉南トラストトランポリンクラブ

99 坂田　遥菜 さかた　はるな アベノジュニアトランポリンクラブ

100 濱口　初芽 はまぐち　うめ 白山ジュニア

101 相輪　紗菜 あいわ　すず キタイスポーツクラブ

102 白崎　真唯 しらさき　まい 白山ジュニア

103 川崎　友奈 かわさき　ゆな 長岡京市トランポリンクラブ

104 峰　聖華 みね　せいか 熊取T.T.T

105 山岸　由実 やまぎし　ゆみ 輪島市トランポリンクラブ

106 渡辺　姫莉 わたなべ　ひまり 金沢学院大学クラブ

107 中村　若葉 なかむら　わかば NPOアスレT.C

108 加納　彩葉 かのう　いろは ピーターパンTC

109 上田　うらら うえだ　うらら キタイスポーツクラブ

110 松岡　暖乃 まつおか　はるの アベノジュニアトランポリンクラブ

111 西　千咲葵 にし　ちさき 泉南ジュニアトランポリンクラブ

中学生男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 宮野　隼人 みやの　はやと プラッツトランポリンクラブ

2 藤元　匠 ふじもと　たくみ 金沢クリール

3 太村　明裕 たむら　あきひろ 金沢学院大学クラブ

4 秦　颯士 はた　そうし スキップクラブ

5 本田　侑也 ほんだ　ゆうや 星稜クラブ

6 森山　慧 もりやま　けい Ambitious

7 岡田　成満 おかだ　なりみつ 宇ノ気クラブ

8 根本　裕基 ねもと　ゆうき ビッグスプリング

9 武藤　匡平 むとう　きょうへい vivace

10 市村　斗哉 いちむら　とうや キタイスポーツクラブ

11 細田　侑希 ほそだ　ともき vivace

12 油野　瑞貴 あぶらの　みずき 七塚ジュニア

13 片岡　拓朗 かたおか　たくろう Ambitious

14 岡田　陸飛 おかだ　りくと 金沢トランポリンクラブ

15 橋本　泰知 はしもと　たいち アドバンストランポリンクラブ

16 藤井　希昇 ふじい　きしょう 高槻トランポリンクラブ

17 永井　元 ながい　はじめ 静岡トランポリンクラブ

18 上田　乃維 うえだ　のい フォルテトランポリンクラブ

19 片木　蓮 かたぎ　れん 長岡京市トランポリンクラブ

20 山本　陸人 やまもと　りくと 金沢学院大学クラブ

21 上野　隼輔 うえの　しゅんすけ 宇ノ気クラブ

22 樋口　永悟 ひぐち　えいご vivace

23 薫森　海輝 しげもり　みき 小松イルカクラブ

24 中村駿一 なかむらしゅんいち NPOアスレT.C

25 堀江　兼世 ほりえ　けんせい vivace

26 中山　心輝 なかやま　もとき 堺ハイパードリーム

27 村谷　一磨 むらたに　かずま 宇ノ気クラブ

28 三島　康士朗 みしま　こうしろう 星稜クラブ

29 辻　将慶 つじ　まさよし 長岡京市トランポリンクラブ

30 真嶋　宗尚 まじま　むねたか vivace

31 豊後　輝道 ぶんご　てるみち 金沢クリール



32 湯川　勝太 ゆかわ　しょうた 長岡京市トランポリンクラブ

33 熊切　温基 くまきり　はるき 静岡産業大学クラブ

34 米谷　虹紀 こめたに　こうき 七塚ジュニア

35 平野　凌成 ひらの　りょうせい 羽咋ジュニア

36 井関　駿太 いせき　しゅんた 星稜クラブ

37 松岡　侑弥 まつおか　ゆうや 西クレントランポリンクラブ

38 芝　圭佑 しば　けいすけ キタイスポーツクラブ

39 中野　晴大 なかの　はると 星稜クラブ

40 又吉　健斗 またよし　けんと ケンケン体操・トランポリンクラブ

中学生女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 杉林　泉美   すぎばやし　いずみ 小松イルカクラブ

2 岸野　こころ きしの　こころ アベノジュニアトランポリンクラブ

3 安藤　陽香 あんどう　はるか キタイスポーツクラブ

4 勢力　麗 せいりき　うらら 帝塚山学院トランポリン部

5 酒井　莉菜    さかい　りな 阪南大学クラブジュニア

6 児玉　明香里 こだま　あかり NPOアスレT.C

7 松村　美咲 まつむら　みさき 泉南ジュニアトランポリンクラブ

8 森　文乃 もり　あやの アドバンストランポリンクラブ

9 増埼　アンヌ ますざき　あんぬ キタイスポーツクラブ

10 上田　雪乃 うえだ　ゆきの アドバンストランポリンクラブ

11 梅井　舞香 うめい　まいか 富田林トランポリンクラブ

12 林　真帆 はやし　まほ キタイスポーツクラブ

13 河合　華入 かわい　かいり イアス・ファミリースポーツクラブ

14 小田原　由佳 おだわら　ゆうか 小松イルカクラブ

15 今本　奈々子 いまもと　ななこ 七塚ジュニア

16 奥野　有季 おくの　ゆき キタイスポーツクラブ

17 河野　留奈 こうの　るな キタイスポーツクラブ

18 杉浦　彩季 すぎうら　さき 大阪狭山トランポリンクラブ

19 東　冴麦 ひがし　こはく シグネットつばた

20 吉永　結唯 よしなが　ゆい 阪南市トランポリンクラブ

21 松本　純怜 まつもと　すみれ 金沢ジャンパーズクラブ

22 高橋　由衣 たかはし　ゆい 野々市ジュニア

23 山下　香帆 やました　かほ 長岡京市トランポリンクラブ

24 加藤　愛歌 かとう　あいか vivace

25 曽山　舞 そやま　まい シグネットつばた

26 加藤　陽菜 かとう　はるな ビッグスプリング

27 冨田　ひかり とみた　ひかり 帝塚山学院トランポリン部

28 岡田　亜実 おかだ　あみ キタイスポーツクラブ

29 笹木　　遥 ささき　はるか 小松イルカクラブ

30 上田　春日 うえだ　かすが キタイスポーツクラブ

31 槌谷　利佳子 つちや　りかこ 帝塚山学院トランポリン部

32 池田　紗穂 いけだ　さほ 帝塚山学院トランポリン部

33 後藤　未来 ごとう　みき 浜松修学舎

34 松本　結羽 まつもと　ゆう チィルドトランポリンクラブ

35 玉田　凛 たまだ　りん 星稜ジュニア

36 秋山　千咲 あきやま　ちさき 阪南大学クラブジュニア

37 田嶋　杏梨 たじま　あんり 長岡京市トランポリンクラブ

38 西岡　由貴 にしおか　ゆき 帝塚山学院トランポリン部

39 斉藤　愛生 さいとう　あおい プラッツトランポリンクラブ

40 増埼　セリナ ますざき　せりな キタイスポーツクラブ

41 藤原　さくら ふじわら　さくら チームサイモン京都

42 谷内　華笑 やち　はなえ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

43 東　蒼葉 ひがし　あおば シグネットつばた



44 橋本　彩乃 はしもと　あやの 帝塚山学院トランポリン部

45 元角　沙羽 げんかく　さわ 星稜ジュニア

46 宮本　望央 みやもと　みお 宇ノ気クラブ

47 西　彩乃 にし　あやの 金沢学院大学クラブ

48 松岡　綾乃 まつおか　あやの シグネットつばた

49 大野　瑠菜 おおの　るな 富田林トランポリンクラブ

50 植田　歩未 うえだ　あゆみ Ambitious

51 宮﨑　七星 みやざき　ななせ キタイスポーツクラブ

52 西村　愛 にしむら　まな 金沢学院大学クラブ

53 根本　愛梨 ねもと　えり ビッグスプリング

54 西田　絵音里 にしだ　えおり キタイスポーツクラブ

55 又吉　志織 またよし　しおり 七塚ジュニア

56 吉田　亜依里 よしだ　あいり 宇ノ気クラブ

57 西原　夏穂 にしはら　かほ 広島県新市トランポリンクラブ

58 山本　真衣 やまもと　まい プラッツトランポリンクラブ

59 野村　菜月美 のむら　なつみ 星稜クラブ

60 伊藤　百花 いとう　ももか 浜松修学舎

61 岸部　実奈子 きしべ　みなこ 帝塚山学院トランポリン部

62 森　　ほのか もり　ほのか 星稜クラブ

63 寺尾　美咲 てらお　みさき vivace

64 笹掛　未帆 ささがけ　みほ プラッツトランポリンクラブ

65 坂野　琴音 さかの　ことね 金沢ジャンパーズクラブ

66 田山　舞美 たやま　まみ 中能登ジュニアトランポリンクラブ

67 辻本　妃那 つじもと　ひな 静岡トランポリンクラブ

68 中野　実結 なかの　みゆ 帝塚山学院トランポリン部

69 坪井　侑奈 つぼい　ゆきな ARA10

70 滝川　真未 たきがわ　まみ 静岡トランポリンクラブ

71 乾　結羽 いぬい　ゆのは アドバンストランポリンクラブ

72 清長　春花 きよなが　はるか 金沢クリール

73 山出　雪乃 やまで　ゆきの ピーターパンTC

74 小林　和 こばやし　なごみ ピーターパンTC

75 中山　夢奈 なかやま　ゆめな NPOアスレT.C

76 小山　多映子 こやま　たえこ 富山パレスJTC

77 長澤　萌栞 ながさわ　もえか フォルテトランポリンクラブ

高校生男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 堺　亮介 さかい　りょうすけ 星稜クラブ

2 野村　綾之介 のむら　りょうのすけ 富田林トランポリンクラブ

3 高崎　陽遥 たかさき　ひよう 阪南大学クラブ

4 橋本　考弘 はしもと　たかひろ 静岡産業大学クラブ

5 宮田　慈大 みやた　じだい チームサイモン京都

6 片岡　雄貴 かたおか　ゆうき 金沢学院大学クラブ

7 岸　凌大 きし　りょうた 小松大谷高等学校

8 吉岡　昇太 よしおか　しょうた 阪南大学クラブ

9 牧野　悠利 まきの　ゆうり 金沢学院大学クラブ

10 中谷　龍馬　 なかたに　りょうま 金沢学院大学クラブ

11 小見山　良颯 こみやま　つかさ バンビトランポリンクラブ

12 中西　裕也 なかにし　ゆうや 星稜クラブ

13 浅井　廉太 あさい　れんた 静岡城南高校

14 宇田　大志 うだ　たいし アベノジュニアトランポリンクラブ

15 寺尾　和哉 てらお　かずや vivace

16 片岡　滉基 かたおか　こうき アベノジュニアトランポリンクラブ

17 山田　大翔 やまだ　ひろと 星稜クラブ

18 河村　拓己 かわむら　たくみ 金沢学院大学クラブ



19 浦辻　康成 うらつじ　こうせい Ambitious

20 宇田　友晴 うだ　ともはる 浜松修学舎

21 宮野　冬馬 みやの　とうま 星稜クラブ

22 石田　武 いしだ　たける 阪南大学クラブ

23 和田　岳大 わだ　たけひろ 星稜クラブ

24 大内　颯 おおうち　はやた 金沢学院大学クラブ

25 磯口　諄 いそぐち　じゅん 浜松修学舎

26 松尾　昌奈 まつお　まさな 金沢学院大学クラブ

27 岡田　浩武 おかだ　ひろむ 小松大谷高等学校

28 伊藤　祐規 いとう　ゆうき 星稜クラブ

29 下出　康介 しもで　こうすけ 金沢学院大学クラブ

30 伊藤　俊厚 いとう　としひろ 浜松修学舎

31 島本　勇吾 しまもと　ゆうご 富田林トランポリンクラブ

32 中園　貴登 なかぞの　たかと 金沢学院大学クラブ

33 市川　隆太 いちかわ　りゅうた 星稜クラブ

34 海野　大透 うんの　ひろと 浜松修学舎

35 島津　知弘 しまず　ともひろ 浜松修学舎

36 石川　和 いしかわ　やまと 金沢学院大学クラブ

37 田崎　匠 たさき　たくみ 金沢クリール

38 安藤　諒 あんどう　りょう 星稜クラブ

高校生女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 柴田　知波 しばた　ちなみ vivace

2 谷嶋　花音 たにしま　かのん アベノジュニアトランポリンクラブ

3 杉谷　櫻花 すぎたに　おうか 星稜クラブ

4 森　若菜 もり　わかな アドバンストランポリンクラブ

5 野中　麻由 のなか　まゆ 焼津高等学校

6 朝日　しずく あさひ　しずく vivace

7 田村　夏々 たむら　なな 阪南大学クラブ

8 谷嶋　瑞綺 たにしま　みずき アベノジュニアトランポリンクラブ

9 美田　佳穂 みた　かほ トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

10 山岸　永実 やまぎし　えみ 輪島市トランポリンクラブ

11 大石　萌絵 おおいし　もえ 静岡大成高等学校

12 橋本　千絵美 はしもと　ちえみ 小松大谷高等学校

13 竹内　舞希 たけうち　まいき Ambitious

14 海野　玲奈 うんの　れな 焼津高等学校

15 谷口　夏穂 たにぐち　かほ 星稜クラブ

16 熊本　彩咲 くまもと　あさき 帝塚山学院トランポリン部

17 黒田　明日香 くろだ　あすか 金沢学院大学クラブ

18 藤田　葉月 ふじた　はづき 金沢学院大学クラブ

19 池ヶ谷　舞 いけがや　まい 浜松修学舎

20 太村　成見 たむら　なるみ 金沢学院大学クラブ

21 大門　音々 だいもん　ねね 星稜クラブ

22 山出　帆夏 やまで　ほのか ピーターパンTC

23 西原　優里奈 にしはら　ゆりな 広島県新市トランポリンクラブ

24 谷口　空 たにぐち　そら 星稜クラブ

25 川内　佑妃 かわち　ゆうき 阪南大学クラブ

26 川口　瑞香 かわぐち　みずか 熊取T.T.T

27 安田　ゆうき やすた　ゆうき 金沢学院大学クラブ

28 沖野　瑠華 おきの　るか 小松大谷高等学校

29 赤井　なつみ あかい　なつみ 金沢学院大学クラブ

30 武原　未菜 たけはら　みな 星稜クラブ

31 岡　夏生 おか　なつき チャイルドトランポリンクラブ

32 西川　瑠海 にしかわ　るうみ アベノジュニアトランポリンクラブ



33 高木　裕美 たかぎ　ゆみ 金沢学院大学クラブ

34 北野　千紘 きたの　ちひろ 野々市ジュニア

35 平崎　優加 ひらざき　ゆうか 焼津高等学校

36 青木　紗衣 あおき　さえ 金沢学院大学クラブ

37 田中　結子 たなか　ゆうこ 金沢学院大学クラブ

38 福嶋　香七絵 ふくしま　かなえ 小松大谷高等学校

39 鈴木　七海 すずき　ななみ 焼津高等学校

40 土屋　志絵莉 つちや　しえり 星稜クラブ

41 大久保　茉実 おおくぼ　まみ 浜松修学舎

42 中野　智丸 なかの　ちまる 金沢学院大学クラブ

43 成田　華 なりた　はな 富田林トランポリンクラブ

44 東野　里沙 ひがしの　りさ 加賀体トランポリンクラブ

45 堂前　ひかる どうまえ　ひかる 小松大谷高等学校

46 村田　楓夏 むらた　ふうか 星稜クラブ

47 西谷　真香 にしたに　まこ 星稜クラブ

48 宮田　裕子 みやた　　ゆうこ 星稜クラブ

49 今本　芽生 いまもと　めい 小松大谷高等学校

50 半田　萌里 はんだ　もえり 泉南トラストトランポリンクラブ

51 鈴木　菜央 すずき　なお 小松大谷高等学校

52 提坂　彩奈 さげさか　あやな 焼津高等学校

53 北川　佳那 きたがわ　かな 星稜クラブ

54 手嶋　ひかる てしま　ひかる 金沢学院大学クラブ

55 磯部　紗亜弥 いそべ　さあや 浜松修学舎

56 高橋　さやか たかはし　さやか 金沢トランポリンクラブ

大学生男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 安原　健太 やすはら　けんた 阪南大学クラブ

2 足立　将磨 あだち　しょうま 静岡産業大学クラブ

3 中尾　裕聖 なかお　ゆうせい 金沢学院大学クラブ

4 入江　朗 いりえ　あきら 阪南大学クラブ

5 谷口　遼平 たにぐち　りょうへい 静岡産業大学クラブ

6 今井　匠馬 いまい　たくま 金沢学院大学クラブ

7 脇田　洋介 わきた　ようすけ 静岡産業大学クラブ

8 板本　一真 いたもと　かずま 阪南大学クラブ

9 鈴木　宏介 すずき　こうすけ 金沢学院大学クラブ

10 門田　賢樹 もんでん　さとき 静岡産業大学クラブ

11 石井　純 いしい　じゅん 阪南大学クラブ

12 荒瀬　貴史 あらせ　たかふみ 阪南大学クラブ

13 清川　敏史 きよかわ　としふみ 金沢学院大学クラブ

14 深田　亜由武 ふかた　あゆむ 阪南大学クラブ

15 白坂　健志 しらさか　けんし 静岡産業大学クラブ

16 笠原　武晃 かさはら　たつあき 静岡産業大学クラブ

17 梅原　正成 うめはら　まさしげ 富田林トランポリンクラブ

18 植田　太郎 うえだ　たろう 金沢学院大学クラブ

19 西村　隆志 にしむら　たかし 高槻トランポリンクラブ

20 永田　信弥 ながた　しんや 静岡産業大学クラブ

大学生女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 山口　晴緒 やまぐち　はるお 阪南大学クラブ

2 藤井　桂子 ふじい　けいこ 金沢学院大学クラブ

3 岡田　灯音 おかだ　あかね 静岡産業大学クラブ

4 栗木　優香 くりき　ゆうか 金沢学院大学クラブ

5 小早川　理奈 こばやかわ　りな 阪南大学クラブ



6 勘島　碧 かんじま　みどり 野々市ジュニア

7 山本　葉月 やまもと　はづき 阪南大学クラブ

8 又吉　幹奈 またよし　かんな 金沢学院大学クラブ

9 西村　美紅 にしむら　みく 金沢学院大学クラブ

10 大谷　茉由 おおたに　まゆ 阪南大学クラブ

11 佐藤　萌香 さとう　もえか 熊取T.T.T

12 近藤　由里菜 こんどう　ゆりな vivace

13 吉村　美優 よしむら　みゆ 金沢学院大学クラブ

14 蒔田　桃子 まきた　ももこ 金沢学院大学クラブ

15 鈴木　紗衣 すずき　さえ 静岡産業大学クラブ

一般男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 藤川　智朗 ふじかわ　ともろう スキップクラブ

2 島田　諒太 しまだ　りょうた 金沢学院大学クラブ

3 吉村　祐太 よしむら　ゆうた 輪島市トランポリンクラブ

4 武田　直樹 たけだ　なおき アベノETC

5 白崎　佑和 しらさき　ゆうや 金沢学院大学クラブ

6 早狩　浩平 はやかり　こうへい 長岡京市トランポリンクラブ

一般女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 小菊　まりあ こぎく　まりあ パレススポーツクラブ

2 東本　麻由 ひがしもと　まゆ 阪南大学クラブ

3 寺前　麻菜美 てらまえ　まなみ 阪南大学クラブ

4 山内　菜摘 やまうち　なつみ 静岡産業大学クラブ

5 山下　はるな やました　はるな 静岡産業大学クラブ

6 西川　礼奈 にしかわ　れな 輪島市トランポリンクラブ


