
試技順 所属

1 小倉　正太郎 おぐら　しょうたろう SSUスポーツクラブ磐田

2 伊藤　蓮斗 いとう　れんと 浜っ子保育園

3 鈴木　颯斗 すずき　はやと 浜っ子保育園

4 高嶋　聡一郎 たかしま　そういちろう 静岡トランポリンクラブ

5 鈴木　望央 すずき　みひろ 浜っ子保育園

6 疋田　智輝 ひきた　もとき 浜っ子保育園

7 寺井　亮翔 てらい　りょうが SSUスポーツクラブ磐田

8 佐原　怜飛 さはら　れくと 浜っ子保育園

9 木下　朔太郎 きのした　さくたろう 浜っ子保育園

10 慶田元　真太郎 けだもと　しんたろう 浜っ子保育園

氏　名

幼児男子



試技順 所属

1 兼松　美羽 かねまつ　みう 浜っ子保育園

2 山本　珠彩 やまもと　みいろ NPOアスレT.C

3 竹本　珠花 たけもと　しゅか 静岡トランポリンクラブ

4 神谷　結愛 かみや　ゆな 浜っ子保育園

5 鈴木　恋 すずき　れん 浜っ子保育園

6 安間　陽葵 あんま　ひまり SSUスポーツクラブ磐田

氏　名

幼児女子



試技順 所属

1 小川　遼大 おがわ　りょうた ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

2 井上　颯人 いのうえ　はやと 浜松Jr.T・C

3 野又　綾晟 のまた　りょうせい 天竜トランポリンクラブ

4 鈴木　颯人 すずき　はやと 浜松トランポリンクラブ

5 森　美越 もり　みこし 静岡トランポリンクラブ

6 内山　航成 うちやま　こうせい NPOアスレT.C

7 小林　颯斗 こばやし　はやと 笠井トランポリンクラブ

氏　名

小学1年生男子



試技順 所属

1 佐々木　優奈 ささき　ゆうな NPOアスレT.C

2 丸尾　凜 まるお　りん ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

3 鈴木　優雛 すずき　ゆひな 浜松Jr.T・C

4 田子内　小羽 たこない　こはね 浜松Jr.T・C

5 糠谷　晴子 ぬかや　はるこ ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

6 杉浦　麻瑚 すぎうら　まこ 天竜トランポリンクラブ

7 徳増　美羽 とくます　みう SSUトランポリンクラブ

8 増田　芽生 ますだ　めい 御前崎トランポリンクラブ

9 御手洗　咲希 みたらし　さき 笠井トランポリンクラブ

10 山石　恵利那 やまいし　えりな SSUスポーツクラブ磐田

11 野末　りこ のずえ　りこ チャイルドトランポリンクラブ

12 渡辺　香穂 わたなべ　かほ SSUスポーツクラブ磐田

13 加藤　愛樹 かとう　らな NPOアスレT.C

14 又平　莉里 またひら　りり ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

15 望月　風花 もちづき　ふうか 静岡トランポリンクラブ

氏　名

小学1年生女子



試技順 所属

1 山本　夏生 やまもと　かい NPOアスレT.C

2 疋田　圭吾 ひきだ　けいご 天竜トランポリンクラブ

3 平松　登羽 ひらまつ　とわ NPOアスレT.C

4 増田　恭万 ますだ　きょうま 御前崎トランポリンクラブ

5 高栁　吏矩 たかやなぎ　りく 浜松Jr.T・C

6 山本　心陽 やまもと　こころ NPOアスレT.C

7 倉島　佳佑 くらしま　けいすけ ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

8 藤田　煌大 ふじた　こうだい 浜松Jr.T・C

9 大庭　将真 おおば　しょうま ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

氏　名

小学2年生男子



試技順 所属

1 梅原　麻衣 うめはら　まい 静岡トランポリンクラブ

2 安藤彩恵 あんどう　さえ ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

3 落合柚稀 おちあいゆずき チャイルドトランポリンクラブ

4 中村百花 なかむらももか チャイルドトランポリンクラブ

5 村松　叶南 むらまつ　かなん SSUトランポリンクラブ

6 柿内　颯 かきうち　さや 静岡トランポリンクラブ

7 竹下凛 たけした　りん ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

8 倉野　琴羽 くらの　ことは NPOアスレT.C

9 白幡　穂采 しらはた　ほとり SSUスポーツクラブ磐田

10 吉村　花凜 よしむら　かりん 御前崎トランポリンクラブ

11 金本衣織 かねもといおり チャイルドトランポリンクラブ

12 榎土　莉菜 えのきど　まりな 浜松Jr.T・C

13 中村　瑠那 なかむら　るな SSUスポーツクラブ磐田

14 岩谷　咲那 いわがや　さな NPOアスレT.C

15 松村日真莉 まつむら　ひまり ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

16 那須野　花菜 なすの　はな 静岡トランポリンクラブ

17 高嶋　琉菜 たかしま　るな 静岡トランポリンクラブ

18 永井　桜 ながい　さくら NPOアスレT.C

氏　名

小学2年生女子



試技順 所属

1 西口　星矢 にしぐち　せいや 浜松トランポリンクラブ

2 山石　悠真 やまいし　ゆうま SSUスポーツクラブ磐田

3 大場　珀翔 おおば　はくと 静岡トランポリンクラブ

4 鈴木　悠斗 すずき　ゆうと 浜松トランポリンクラブ

5 川端　凛太郎 かわばた　りんたろう 浜松Jr.T・C

6 山下　大翔 やました　だいと チャイルドトランポリンクラブ

7 山口　健 やまぐち　たける 天竜トランポリンクラブ

8 御手洗　大暉 みたらし　たいき 笠井トランポリンクラブ

9 小林　一真 こばやし　かずま 笠井トランポリンクラブ

小学3年生男子

氏　名



試技順 所属

1 佐々木　愛華 ささき　あいか NPOアスレT.C

2 鈴木　晴翔 すずき　はるか SSUスポーツクラブ磐田

3 鈴木　なな すずき　なな NPOアスレT.C

4 小倉　清花 おぐら　さやか SSUスポーツクラブ磐田

5 加藤　幸永 かとう　さえ 浜松Jr.T・C

6 三室　菜那 みむろ　なな 浜松Jr.T・C

7 鈴木　祐里 すずき　ゆうり NPOアスレT.C

8 野中　粋希 のなか　いぶき 浜松Jr.T・C

9 本田　彩乃 ほんだ　あやの ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

10 雪山　日南花 ゆきやま　ひなか 浜松Jr.T・C

11 木村　羽瑠 きむら　はる NPOアスレT.C

12 紅林　真奈 くればやし　まな NPOアスレT.C

13 三上　優夏 みかみ　ゆな 焼津高校クラブ

14 笹原　釉菜 ささはら　ゆうな 浜松Jr.T・C

15 三谷　梓月 みたに　しづき チャイルドトランポリンクラブ

16 鈴木　杏優 すずき　あゆう 浜松Jr.T・C

氏　名

小学3年生女子



試技順 所属

1 八木　大地 やぎ　だいち 浜松Jr.T・C

2 大長　聡太 だいちょう　そうた 静岡トランポリンクラブ

3 熊切　隆希 くまきり　りゅうき SSUスポーツクラブ磐田

4 岡本　暖生 おかもと　はるき ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

5 疋田　誉人 ひきだ　よしと 天竜トランポリンクラブ

6 横山　航士 よこやま　こうし SSUスポーツクラブ磐田

7 豊田　純永 とよだ　じゅんと ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

氏　名

小学4年生男子



試技順 所属

1 石上　凜夏 いしがみ　りんか 湖西トランポリンクラブ

2 村本　有柚香 むらもと　ゆずか 天竜トランポリンクラブ

3 山下　紗慧 やました　さえ SSUスポーツクラブ磐田

4 井上　穂香 いのうえ　ほのか 浜松Jr.T・C

5 糠谷　慧暉 ぬかや　けいき ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

6 福与　弓月 ふくよ　ゆづき NPOアスレT.C

7 渡辺　このは わたなべ　このは 浜松トランポリンクラブ

8 荒井　絆奈 あらい　きずな NPOアスレT.C

9 杉井　美園 すぎい　みその ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

10 渡辺　優衣 わたなべ　ゆい 天竜トランポリンクラブ

11 河合　純怜 かわい　すみれ 浜松Jr.T・C

氏　名

小学4年生女子



試技順 所属

1 稲垣　陽太 いながき　ひなた ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

2 鈴木　雅人 すずき　まさと 浜松Jr.T・C

3 富田　陽太 とみた　ひなた ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

4 林　良磨 はやし　かずきよ NPOアスレT.C

5 古屋　豪 ふるや　ごう 天竜トランポリンクラブ

6 稲垣　晴太 いながき　はるた ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

7 雪山　佳寛 ゆきやま　よしひろ 浜松Jr.T・C

8 山田　翔 やまだ　しょう 浜松トランポリンクラブ

9 鈴木　寿 すずき　ひさし NPOアスレT.C

氏　名

小学5年生男子



試技順 所属

1 神谷　有咲 かみや　ありさ 浜松トランポリンクラブ

2 岩谷　美璃 いわがや　みり NPOアスレT.C

3 柴田　優良 しばた　ゆら 静岡産業大学クラブ

4 横山　咲花 よこやま　さやか NPOアスレT.C

5 本田　千晏 ほんだ　ちはる ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

6 山本　珠月 やまもと　みつき NPOアスレT.C

7 杉浦　琴葉 すぎうらことは 天竜トランポリンクラブ

8 松本　佳莉菜 まつもと　かりな ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

9 佐藤　陽音 さとう　ひなた NPOアスレT.C

10 山田　頌子 やまだ　しょうこ 湖西トランポリンクラブ

氏　名

小学5年生女子



試技順 所属

1 土屋　輝太郎 つちや　こうたろう ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

2 藤田　健吾 ふじた　けんご SSUスポーツクラブ磐田

3 横山　遊士 よこやま　ゆうし NPOアスレT.C

4 山﨑　爽汰 やまざき　そうた ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

5 十河　香月 そごう　かづき 笠井トランポリンクラブ

6 谷川　季 たにかわ　とき 静岡トランポリンクラブ

氏　名

小学6年生男子



試技順 所属

1 小倉　和花 おぐら　のどか SSUスポーツクラブ磐田

2 海野　未花 うんの　みか 笠井トランポリンクラブ

3 佐藤　香蓮 さとう　かれん ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

4 水野　胡幸 みずの　こゆき 焼津高校クラブ

5 木村　胡葉 きむら　このは NPOアスレT.C

6 渡辺　未夢 わたなべ　みゆ 天竜トランポリンクラブ

7 鈴木　みのり すずき　みのり NPOアスレT.C

氏　名

小学6年生女子



試技順 所属

1 村本　駿太 むらもと　はやた 天竜トランポリンクラブ

中学生男子

氏　名



試技順 所属

1 片山　智稀 かたやま　ともき 焼津高校クラブ

2 横井　香澄 よこい　かすみ 静岡トランポリンクラブ

3 山田　果歩 やまだ　かほ NPOアスレT.C

4 松前　こはる まつまえ　こはる 静岡大成中学校

5 松浦　風夏 まつうら　ふうか 焼津高校クラブ

6 秋山　紗愛乃 あきや　まさえの チャイルドトランポリンクラブ

7 稲葉　楓那 いなば　ふうな 浜松Jr.T・C

8 吉田　まな よしだ　まな 焼津高校クラブ

氏　名

中学生女子



試技順 所属

1 池久　保葵 いけくぼ　あおい ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

2 鈴木　和宗 すずき　かずむね 掛川市トランポリンクラブ

3 海野　凌平 うんの　りょうへい 静岡大成高等学校

4 太田　智己 おおた　ともき 掛川市トランポリンクラブ

5 渡部　海斗 わたべ　かいと 静岡大成高等学校

氏　名

高校生男子



試技順 所属

1 赤松　一稀 あかまつ　いつき 焼津高等学校

2 吉田　悠香 よしだ　ゆうか 焼津高等学校

3 片岡　もえ かたおか　もえ 焼津高等学校

4 村松　佳音 むらまつ　かのん 静岡大成高等学校

5 臼井　麻帆 うすい　まほ 焼津高等学校

氏　名

高校生女子



試技順 所属

1 鎌田　拓実 かまた　たくみ 掛川市トランポリンクラブ

2 藤田　嘉司 ふじた　よしじ 掛川トランポリンクラブ愛好会

3 中村　多希留 なかむら　たける チャイルドトランポリンクラブ

4 馬場　卓 ばば　たかし 掛川トランポリンクラブ愛好会

5 樋口　侑樹 ひぐち　ゆうき ＡＩＲ　ＲＡＹ掛川トランポリンクラブ

6 矢内　修治 やうち　しゅうじ 掛川トランポリンクラブ愛好会

氏　名

一般男子



試技順 所属

1 小倉　仁世 おぐら　きみよ SSUスポーツクラブ磐田

一般女子

氏　名



小学生低学年シンクロ

試技順 所属

塚本　遥 つかもと　はる NPOアスレT.C

孕石　那菜 はらみいし　なな NPOアスレT.C

森　はっぴ もり　はっぴ 静岡トランポリンクラブ

太田　優歩 おおた　ゆあ 静岡トランポリンクラブ
2

1

氏名



小学生高学年シンクロ

試技順 所属

松浦　佑那 まつうら　ゆいな NPOアスレT.C

中村　若葉 なかむら　わかば NPOアスレT.C

堀内　柚花 ほりうち　ゆうか 浜松トランポリンクラブ

大石　茜 おおいし　あかね 浜松トランポリンクラブ

川端　朔果 かわばた　さくら 浜松Jr.T・C

中根　菜遥 なかね　なのは 浜松Jr.T・C

鈴木　日和 すずき　ひより 静岡トランポリンクラブ

曾布川　零次 そふかわ　れいじ 静岡トランポリンクラブ

堀内　咲来 ほりうち　さくら 浜松トランポリンクラブ

鈴木　珠理 すずき　じゅり 浜松キッズ

滝川　亜依 たきがわ　あい 静岡トランポリンクラブ

大石　月彩 おおいし　つきさ 静岡トランポリンクラブ

廣瀬　万奈美 ひろせ　まなみ 浜松トランポリンクラブ

草刈　菜夏 くさかり　なな 浜松トランポリンクラブ

小野　乃愛 おの　だいあ NPOアスレT.C

熊谷　貫汰 くまがい　かんた NPOアスレT.C

塚本　未桜 つかもと　みお NPOアスレT.C

永田　穂乃花 ながた　ほのか NPOアスレT.C

氏名

8

1
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6



中学生シンクロ

試技順 所属

天野　菜菜穂 あまの　ななほ NPOアスレT.C

熊谷　七海 くまがい　ななみ NPOアスレT.C

市川　太妃 いちかわ　たい 静岡トランポリンクラブ

永井　元 ながい　はじめ 静岡トランポリンクラブ

児玉　明香里 こだま　あかり NPOアスレT.C

片山　藍 かたやま　あい NPOアスレT.C

中村　駿一 なかむら　しゅんいち NPOアスレT.C

永田　泰我 ながた　たいが NPOアスレT.C
4

3

2

1

氏名



高校生シンクロ

試技順 所属

海野　玲奈 うんの　れな 焼津高等学校

野中　麻由 のなか　まゆ 焼津高等学校

皆見　春香 みなみ　はるか 静岡トランポリンクラブ

奥田　真子 おくだ　まこ 静岡トランポリンクラブ

衛藤　丈 えとう　たけし 静岡トランポリンクラブ

谷川　玄 たにかわ　はる 静岡トランポリンクラブ

大石　萌絵 おおいし　もえ 静岡大成高等学校

八島　未来 やしま　みく 静岡大成高等学校

岡　夏生 おか　なつき ﾁｬｲﾙﾄﾞﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

松本　竜弥 まつもと　たつや ﾁｬｲﾙﾄﾞﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

中山　夢奈 なかやまゆめな 焼津高等学校

沼野　萌美 ぬまの　もえみ 焼津高等学校

滝川　真未 たきがわ　まみ 静岡トランポリンクラブ

古杉　夏希 こすぎ　なつき 静岡トランポリンクラブ
7

氏名
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大学生シンクロ

試技順 所属

門田　賢樹 もんでん　さとき 静岡産業大学クラブ

鈴木　七海 すずき　ななみ 焼津高等学校

中村　匠吾 なかむら　しょうご 静岡産業大学クラブ

橋本　考弘 はしもと　たかひろ 静岡産業大学クラブ

市川　悠樹 いちかわ　ゆうき 静岡産業大学クラブ

笠原　武晃 かさはら　たつあき 静岡産業大学クラブ

岡田　灯音 おかだ　あかね 静岡産業大学クラブ

鈴木　紗衣 すずき　さえ 静岡産業大学クラブ

谷口　遼平 たにぐち　りょうへい 静岡産業大学クラブ

落合　由貴菜 おちあい　ゆきな 浜松トランポリンクラブ

永田　信弥 ながた　しんや 静岡産業大学クラブ

山本　若伽奈 やまもと　わかな NPOアスレT.C
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一般シンクロ

試技順 所属

杉浦　隼平 すぎうら　じゅんぺい 静岡産業大学クラブ

市川　隆太 いちかわ　りゅうた 静岡産業大学クラブ

脇田　洋介 わきた　ようすけ 静岡産業大学クラブ

大城　悠磨 おおしろ　ゆうま 静岡産業大学クラブ
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