
⼥⼦
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 吉川 海⽉ ヨシカワ ミツキ ジュニアスポーツクラブ・フィール
2 飯⽥  理彩 イイダ リサ ⽇本クリード
3 ⾼良 ⼼菜 タカラ ココナ ケンケン体操・トランポリンクラブ
4 ⾼橋  雛⾥ タカハシ ヒナリ ⽇本クリード
5 南  あかり ミナミ アカリ ⽇本クリード
6 平尾 夏葉 ヒラオ ナツハ ジュニアスポーツクラブ・フィール
7 神奈川 凛々⼦ カナガワ リリコ ⽇本クリード
8 鈴⽊  花野 スズキ カノ ⽇本クリード
9 知念 由花 チネン ユカ ケンケン体操・トランポリンクラブ
10 東 未唯 アズマ ミユ ケンケン体操・トランポリンクラブ
11 杉浦 夢菜 スギウラ ユメナ 静岡産業⼤学クラブ
12 池⽥ 琴葉 イケダ コトハ ⽇本クリード
13 杉浦 姫菜 スギウラ ヒメナ 静岡産業⼤学クラブ
14 松尾 ⾐⾥⼦ マツオ エリコ ⽇本クリード
15 宮原 夢⽣ ミヤハラ メイ ジュニアスポーツクラブ・フィール

男⼦
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 松永 哲 マツナガ サトル ⽇本クリード
2 草ケ⾕ 剛 クサガヤ タケシ 城南静岡⾼校
3 ⼤⼭  侑晟 オオヤマ ユウセイ ⽇本クリード
4 ⼜吉 建⽃ マタヨシ ケント 静岡産業⼤学クラブ
5 北川 未来 キタガワ ミライ ⽇本クリード
6 市川 萌瑠 イチカワ モユル TARget
7 ⽊下 宗 キノシタ ソウ ⽇本クリード
8 ⾼野 剛 タカノ ゴウ TARget
9 千葉  敬⼀郎 チバ ケイイチロウ ⽇本クリード
10 ⾜⽴ 将磨 アダチ ショウマ 相好トランポリンクラブ
11 杉浦 隼平 スギウラ ジュンペイ 静岡産業⼤学クラブ
12 岡 宙男 オカ ソラオ ⽇本クリード
13 杉浦 祥太郎 スギウラ ショウタロウ 静岡産業⼤学クラブ
14 ⾓倉 慧⼀郎 スミクラ ケイイチロウ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
15 南 拓⽃ ミナミ タクト ⽇本クリード
16 菅井 尚英 スガイ タカヒデ ⽇本クリード
17 森島 威吹 モリシマ イブキ ジュニアスポーツクラブ・フィール
18 浦野 裕貴 ウラノ ユウキ 静岡産業⼤学クラブ
19 野沢 匡史 ノザワ マサフミ ⽇本クリード
20 ⽊澤 元太 キザワ ゲンタ キタイスポーツクラブ
21 ⾼橋  優真 タカハシ ユウマ ⽇本クリード

第14回全⽇本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技選⼿権⼤会
タンブリング スタートリスト

⑦

⑧

⑨



G カテゴリー No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名
1 秋⼭ 華穂 アキヤマ カホ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
2 佐野  碧姫 さの たまき ⽇本クリード
3 ⻫藤 友莉 サイトウ ユリ Atsugibonfire
4 千葉 結⽉ チバ ユヅキ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
5 奥⽥ 珠冬 オクダ ミフユ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
6 ⼜吉 夢奈 マタヨシ ユメナ ケンケン体操・トランポリンクラブ
1 ⾼橋 麗⾥ タカハシ ウラリ ⽇本クリード
2 ⾼良 ⼼菜 タカラ ココナ ケンケン体操・トランポリンクラブ
3 南  あかり ミナミ アカリ ⽇本クリード
4 ⿑藤 楓華 サイトウ フウカ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
5 村⼭  咲乃 ムラヤマ サクノ ⽇本クリード
6 波多野 姫良 ハタノ キラ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
7 坪井 綾⾳ ツボイ アヤネ ARA10
8 ⽵澤 ななか タケザワ ななか 伊勢崎オンリーワンクラブ
9 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
10 髙橋 紅葉 タカハシ クレハ 伊勢崎オンリーワンクラブ

G カテゴリー No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名
1 兒⽟  結⾐ コダマ ユイ ⽇本クリード
2 松本 唯⼦ マツモト ユイコ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
3 ⼤平 澪絆 オオヒラ ミオナ ARA10
4 波多野 妃彩 ハタノ ヒイロ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
5 ⾼橋 美⾳ たかはし みお ⽇本クリード
1 郡司  もも グンジ もも ⽇本クリード
2 逸⾒ 莉央奈 ヘンミ リオナ 伊勢崎オンリーワンクラブ
3 ⾼橋  雛⾥ タカハシ ヒナリ ⽇本クリード
1 知念 由花 チネン ユカ ケンケン体操・トランポリンクラブ
2 鈴⽊ 花野 スズキ カノ ⽇本クリード
3 東 未唯 アズマ ミユ ケンケン体操・トランポリンクラブ
4 松尾 ⾐⾥⼦ マツオ エリコ ⽇本クリード
5 松浦 ⽇夏乃 マツウラ ヒナノ Atsugibonfire
6 池⽥  琴葉 イケダ コトハ ⽇本クリード
7 坪井 侑奈 ツボイ ユキナ ARA10
8 梅津 藍 ウメツ アイ ⽇本クリード

⼥⼦
15〜16才

①

②

第14回全⽇本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技選⼿権⼤会
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⼥⼦
11〜12才

⼥⼦
13〜14才

⼥⼦
17才以上

⼥⼦
10才以下



第14回全⽇本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技選⼿権⼤会
ダブルミニトランポリン スタートリスト

G カテゴリー No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名
1 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
2 南 拓⽃ ミナミ タクト ⽇本クリード
3 三⽊ 瑛⽃ ミキ エイト Atsugibonfire
1 ⽮野 碧空 ヤノ ソラ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
2 ⽊村 侑聖 キムラ ユウセイ 伊勢崎オンリーワンクラブ
3 本橋 政希 モトハシ ショウキ Atsugibonfire
4 ⻫藤 瑠 サイトウ リュウ ⽇本クリード
5 橘  徹⼼ タチバナ テッシン ⽇本クリード
6 三⽊ 天⽃ ミキ タカト Atsugibonfire

G カテゴリー No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名
1 岡 宙男 オカ ソラオ ⽇本クリード
2 ⼤⼭  侑晟 オオヤマ ユウセイ ⽇本クリード
1 市川 萌瑠 イチカワ モユル TARget
2 ⼭本 隆世 ヤマモト リュウセイ 伊勢崎オンリーワンクラブ
3 池⽥ 晟⿑ イケダ セナ Atsugibonfire
4 ⾼野 剛 タカノ ゴウ TARget
5 ⻑﨑 虹輝 ナガサキ コウキ 伊勢崎オンリーワンクラブ
6 本橋 柚希 モトハシ ユズキ Atsugibonfire

G カテゴリー No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名
1 ⼩松 駿 コマツ シュン Atsugibonfire
2 野沢 匡史 ノザワ マサフミ ⽇本クリード
3 永⽥ 信弥 ナガタ シンヤ 静岡産業⼤学クラブ
4 押⽥ 和真 オシダ カズマ Atsugibonfire
5 ⽊下 宗 キノシタ ソウ ⽇本クリード
6 和泉 ⿓城 イズミ リュウキ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ
7 ⿊⽊ 康太 クロキ コウタ ⽇本クリード
8 来島 歩 クルシマ アユム 静岡産業⼤学クラブ
9 ⾜⽴ 将磨 アダチ ショウマ 相好トランポリンクラブ
10 笠原 ⾠晃 カサハラ タツアキ 静岡産業⼤学クラブ
11 ⻄ 颯⼈ ニシ ハヤト 近畿⼤学附属⾼等学校
12 嶋川 優将 シマカワ ユウマ Atsugibonfire
13 武⽥ 優 タケダ マサル ⽇本クリード
14 芝尾 慧 シバオ ケイ Atsugibonfire
15 菅井 尚英 スガイ タカヒデ ⽇本クリード
16 千葉  敬⼀郎 チバ ケイイチロウ ⽇本クリード
17 市川 悠樹 イチカワ ユウキ 静岡産業⼤学クラブ
18 中村 千尋 ナカムラ チヒロ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ
19 脇⽥ 洋介 ワキタ ヨウスケ 静岡産業⼤学クラブ

男⼦
17才以上

③
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⑥

男⼦
13〜14才

男⼦
11〜12才

男⼦
15〜16才

男⼦
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