
Ｎｏ 選手氏名 フリガナ 所 属 Ｎｏ 選手氏名 フリガナ 所 属
1 髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ 1 重田 祐都 シゲタ ユウト 上野学園トランポリンクラブ
2 鈴⽊ 奈菜美 スズキ ナナミ 日本体育大学トランポリンクラブ 2 嶋川 優将 シマカワ ユウマ Atsugi bonfire
3 ⽴⽯ 静玖 タテイシ シズク 大館市トランポリンクラブ 3 清水 大空 シミズ スカイ アポロメディカル
4 ⼟井畑知⾥ ドイハタチサト 三菱電機株式会社 4 菅原 正哉 スガワラ マサヤ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
5 徳永 唯花 トクナガ ユイカ 上野学園トランポリンクラブ 5 鈴⽊ 蒼大 スズキ ソウタ 大泉スワロー体育クラブ
6 中村 咲希 ナカムラ サキ フリーエアースポーツクラブ 6 平 大和 タイラ ヤマト 南陽ジュニアトランポリンクラブ
7 桐生 莉沙 キリュウ リサ 大泉スワロー体育クラブ 7 髙橋 京佑 タカハシ ケイスケ フリーエアースポーツクラブ
8 中村 風稀 ナカムラ フウキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ／東京農業大学 8 髙山 陽聖 タカヤマ ヨウセイ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
9 名倉 沙織 ナクラ サオリ スポーツクラブ テン・フォーティー 9 ⽯川 潤 イシカワ ジュン 慶應義塾
10 舟越 愛実 フナコシ マナミ ＮＰＯ法人かみのやまスポーツクラブ 10 千葉 和⾳ チバ カズネ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
11 保坂 一翔 ホサカ ヒナリ TOKYO SPORTS ACADEMY 11 寺沢 健太 テラサワ ケンタ 大泉スワロー体育クラブ
12 桜井  美輝 サクライ ミキ 大泉スワロー体育クラブ 12 小板橋 京汰 コイタバシ キョウタ スポーツクラブ テン・フォーティー
13 松浦 日夏乃 マツウラ ヒナノ Atsugi bonfire 13 那知上 貴士 ナチガミ タカシ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
14 松多 冠奈 マツダ カンナ 日本体育大学トランポリンクラブ 14 吹田 太一 フキタタイチ トランポリンアカデミー
15 三澤 優華 ミサワ ユウカ アポロメディカル 15 藤田 将徳 フジタ ショウトク 日本体育大学トランポリンクラブ
16 美田 佳穂 ミタ カホ 日本体育大学トランポリンクラブ 16 宮内 優希 ミヤウチ ユウキ 大泉スワロー体育クラブ
17 山田 紗菜 ヤマダ アヤナ 株式会社ルミネ 17 大嶋 諒人 オオシマ リョウト 日本体育大学トランポリンクラブ
18 浅⾒ 杏樹 アサミ アンジュ 慶應義塾 18 本橋 柚希 モトハシ ユズキ Atsugi bonfire
19 浅⾒ 桃⼦ アサミ モモコ 文教大学トランポリン部 19 森 晴太郎 モリ ハルタロウ フリーエアースポーツクラブ
20 ⽯井 舞乃 イシイ マノ 大泉スワロー体育クラブ 20 森下 正崇 モリシタ マサタカ ベルデスポーツクラブ
21 今井 典奈 イマイ ノリナ Atsugi bonfire 21 藤田 隆之介 フジタ リュウノスケ 日本体育大学トランポリンクラブ
22 遠藤 ⾹奈 エンドウ カナ 日本体育大学トランポリンクラブ 22 鈴⽊ 輝一 スズキ テルカズ 慶應義塾
23 岡嶋 ⾥歩 オカジマ リホ 大泉スワロー体育クラブ 23 菊地 智周 キクチ トモナリ 大泉スワロー体育クラブ
24 岡田 楓佳 オカダ フウカ Atsugi bonfire 24 愛敬 亮我 アイキョウ リョウガ 群馬オンリーワンスポーツクラブ
25 児玉 朱莉 コダマ アカリ 大泉スワロー体育クラブ 25 荒⽊ 琢磨 アラキ タクマ ＴＡＲget
26 佐⽵ 玲奈 サタケ レイナ アポロメディカル 26 有松 大地 アリマツ ダイチ 大泉スワロー体育クラブ
27 佐藤 優菜 サトウ ユウナ TOKYO SPORTS ACADEMY 27 池野 友崇 イケノ トモタカ 日本体育大学トランポリンクラブ
28 篠嶋 理紗 シノジマ リサ 日本体育大学トランポリンクラブ 28 ⽯井 祐雅 イシイ ユウガ スポーツクラブ テン・フォーティー／東京学館高等学校

29 角⼒山 美妃 スモウヤマ ミキ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 29 板橋 良太 イタバシ リョウタ Gale（ゲイル）
30 伊藤 佑真 イトウ ユウマ スポーツクラブ テン・フォーティー
31 上山 容弘 ウエヤマ ヤスヒロ 株式会社ベンチャーバンク
32 薄田 雄太 ウスダ ユウタ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)
33 中村 大樹 ナカムラ ヒロキ 慶應義塾
34 笠井 明日翔 カサイ アスカ 日本体育大学トランポリンクラブ
35 ⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム 大泉スワロー体育クラブ
36 川井 郁生 カワイ イクオ 慶應義塾
37 桐生 一輝 キリュウ カズキ 大泉スワロー体育クラブ
38 豊田 秀真 トヨダ シュウマ 大泉スワロー体育クラブ
39 ⻄條 太介 サイジョウ ダイスケ フェイム・クラブ
40 坂本  鷹志 サカモトタカシ 株式会社ゼウス・エンタープライズ
41 笹本 陸 ササモト リク 日本体育大学トランポリンクラブ
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Ｎｏ 選手氏名 フリガナ 所 属 Ｎｏ 選手氏名 フリガナ 所 属
1 杉浦 愛生 スギウラ アオイ 文教大学トランポリン部 1 岡﨑 優太 オカザキ ユウタ 慶應義塾
2 杉山 小咲希 スギヤマ チサキ 大泉スワロー体育クラブ 2 池田 晟齊 イケダ セナ Atsugi bonfire
3 鈴⽊ 菜々 スズキ ナナ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ） 3 ⽯井 智也 イシイ トモヤ スポーツクラブ テン・フォーティー
4 ⽵澤 ななか タケザワ ナナカ 群馬オンリーワンスポーツクラブ 4 稲垣 翔太 イナガキ ショウタ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
5 ⻄ 春⾹ ニシ ハルカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 5 畑田 匠 ハタダ タクミ 慶應義塾
6 ⻄岡 穂波 ニシオカ ホナミ 日本体育大学トランポリンクラブ 6 奥山 大雅 オクヤマ タイガ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
7 沼尻 千果 ヌマジリ チカ 上野学園トランポリンクラブ 7 押田 和真 オシダ カズマ Atsugi bonfire
8 ⻑⾕川 南実 ハセガワ ミナミ リトルジャガーズ 8 加藤 勇也 カトウ ユウヤ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ
9 濱田 怜奈 ハマダ レナ 群馬オンリーワンスポーツクラブ 9 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugi bonfire
10 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugi bonfire 10 狩野 ⻯成 カノウ リュウセイ 赤城トランポリンクラブ
11 福岡 千尋 フクオカ チヒロ 上野学園トランポリンクラブ 11 栗田 啓介 クリタ ケイスケ 学習院大学
12 本多 瞳 ホンダ ヒトミ 慶應義塾 12 小林 由弥 コバヤシ ユウヤ 大館市トランポリンクラブ
13 藤井 琴弓 フジイ コトミ リトルジャガーズ 13 小松 駿 コマツ シュン Atsugi bonfire
14 逸⾒ 莉央奈 ヘンミ リオナ 伊勢崎オンリーワンクラブ 14 齋藤 悟 サイトウ サトル トランポリンクラブONOGAMI
15 細⾕ 明日⾹ ホソヤ アスカ 前橋市⽴前橋高等学校体操部 15 高橋 孝基 タカハシ アツキ フェイム・クラブ
16 前田 春妃 マエダ ハルヒ ひなぎく 16 田中 銀弥 タナカ ギンヤ 上野学園トランポリンクラブ
17 宮⻄ 陽菜 ミヤニシ ヒナ ウイング トランポリン クラブ 17 吉田 陸 ヨシダ リク sfida (スフィーダ)
18 ⻫藤 友莉 サイトウ ユリ Atsugi bonfire 18 德永 麟太郎 トクナガ リンタロウ ＴＡＲget
19 佐藤 桃⾹ サトウ モモカ ベルデスポーツクラブ 19 ⻑澤 一寿 ナガサワ カズヒサ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
20 中山 きひろ ナカヤマ キヒロ U.S.Cクワトロ 20 針生 淳平 ハリウ ジュンペイ 相馬トランポリンクラブ
21 森元 美涼 モリモト ミスズ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ） 21 福丸 ⼒也 フクマル リキヤ 日本体育大学トランポリンクラブ
22 山⽊ 咲々 ヤマキ ササ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 22 宮内 翼 ミヤウチ タクミ 大泉スワロー体育クラブ
23 佐藤 桃佳 サトウ モモカ 大館市トランポリンクラブ 23 田中 白飛 タナカ ハクト MTCホッパーズ
24 山崎 未来 ヤマザキ ミライ 日本体育大学トランポリンクラブ 24 村上  尚 ムラカミ ナオ フェイム・クラブ
25 齋藤 綾 サイトウ アヤ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会 25 本橋 政希 モトハシ ショウキ Atsugi bonfire
26 山下 紀⼦ ヤマシタ ノリコ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 26 村⽯ 雄陽 ムライシ ユウヒ 大泉スワロー体育クラブ
27 平河 すみれ ヒラカワ スミレ 慶應義塾 27 山本 康晃 ヤマモト ヤスアキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
28 倉持 輝星 クラモチ キラリ U.S.Cクワトロ 28 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
29 佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ 大館市トランポリンクラブ 29 岩田 優佑 イワタ ユウ 慶應義塾
30 ⻘⽊ 文⾹ アオキ アヤカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 30 稲垣 陽介 イナガキ ヨウスケ 上野学園トランポリンクラブ
31 ⻘⽊ 風海 アオキ フウカ スポーツクラブ テン・フォーティー／東京学館高等学校 31 永嶌 恒理 ナガシマ コウスケ U.S.Cクワトロ
32 池井 彩花 イケイ アヤカ スポーツクラブ テン・フォーティー 32 中島 聖也 ナカジマ セイヤ 慶應義塾
33 ⽯田 美咲希 イシダ ミサキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 33 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
34 伊藤 恵怜奈 イトウ エレナ 大泉スワロー体育クラブ 34 安藤 勇 アンドウ イサミ sfida (スフィーダ)
35 川浪 凜 カワナミリン トランポリンアカデミー 35 浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ）
36 ⽊村 彩菜 キムラ アヤナ 群馬オンリーワンスポーツクラブ
37 櫛引 心温 クシビキ コノン スポーツクラブ テン・フォーティー
38 小松 芽生 コメツメイ トランポリンアカデミー
39 近藤 愛海 コンドウ マナミ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ
40 齊藤 優海 サイトウ ユウナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
41 森下 瑶⼦ モリシタ ヨウコ ベルデスポーツクラブ
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Ｎｏ 選手氏名 フリガナ 所 属 Ｎｏ 選手氏名 フリガナ 所 属
1 鈴⽊ 沙奈 スズキ サナ 文教大学トランポリン部 1 田中 優大 タナカ ユウタ トランポリンクラブONOGAMI
2 鈴⽊ 裕⼦ スズキ ユウコ スポーツクラブ テン・フォーティー 2 千葉 保尚 チバホタカ トランポリンアカデミー
3 須田 明花 スダ トモカ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 3 中島 健登 ナカジマ ケント 上野学園トランポリンクラブ
4 関 未優 セキ ミユウ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ） 4 ⽯川 悠馬 イシカワ ユウマ 慶應義塾
5 関口 美輝 セキグチ ミキ 群馬ソレイユ 5 須永 春輝 スナガ ハルキ 文教大学トランポリン部
6 大門 叶奈⼦ ダイモン カナコ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 6 中野 碧 ナカノ ハクト 上野学園トランポリンクラブ
7 高泉 詩茉 タカイズミ シマ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会 7 ⻄ 勇哉 ニシ ユウヤ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
8 髙田 彩華 タカダ アヤカ 群馬オンリーワンスポーツクラブ 8 野口 祐治 ノグチ ユウジ スポーツクラブ テン・フォーティー
9 高田 未郁 タカダ ミクニ スポーツクラブ テン・フォーティー 9 三森 菖悟 ミツモリ ショウゴ ひなぎく
10 髙野 悠 タカノ ユウ 文教大学トランポリン部 10 渡辺 太一 ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ
11 高橋 葵 タカハシ アオイ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 11 大森 朝陽 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
12 松井 咲良 マツイ サクラ ベルデスポーツクラブ 12 ⾕上 将吾 タニガミ ショウゴ 文教大学トランポリン部
13 髙橋 菜花 タカハシ ナノカ 文教大学トランポリン部 13 ⽊村 駿介 キムラ シュンスケ 慶應義塾
14 齋藤 柊⾥ サイトウ シュリ 赤城トランポリンクラブ 14 大上 颯斗 オオガミ サヤト Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ）
15 高橋 怜那 タカハシ レナ 文教大学トランポリン部 15 倉持 晴天 クラモチ ハル U.S.Cクワトロ
16 関口 美優 セキグチ ミユ 群馬ソレイユ 16 名取 友弥 ナトリ ユウヤ sfida (スフィーダ)
17 髙山 奈々 タカヤマ ナナ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 17 浅妻 謙吾 アサツマ ケンゴ 文教大学トランポリン部
18 田口 結梨奈 タグチ ユリナ 文教大学トランポリン部 18 佐藤 和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ
19 ⽵内 砂智⼦ タケウチ サチコ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク) 19 川﨑 悠河 カワサキ ユウガ U.S.Cクワトロ
20 田中 杏奈 タナカ アンナ トランポリンクラブONOGAMI 20 信濃 颯馬 シナノ ソウマ 文教大学トランポリン部
21 虻川 藤乃 アブカワ フジノ 大館市トランポリンクラブ 21 延藤 巧真 ノブトウ タクマ 慶應義塾
22 角田 彩夏 ツノダ アヤカ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 22 吉田 陽貴 ヨシダ ハルキ 文教大学トランポリン部
23 佐藤 花⾳ サトウ カノン 上野学園トランポリンクラブ 23 ⻘⽊ 陸翔 アオキ リクト sfida (スフィーダ)
24 寺田 海月 テラダ カルナ 上野学園トランポリンクラブ 24 馬場 泰希 ババ タイキ 慶應義塾
25 當間 いまり トウマ イマリ 越⾕トランポリンクラブ 25 ⽯川 和輝 イシカワ カズキ 文教大学トランポリン部
26 當間 みのり トウマ ミノリ 越⾕トランポリンクラブ 26 山下 忠洋 ヤマシタ タダヒロ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)
27 仲 小雪 ナカ コユキ Sky Bounce （スカイバウンス） 27 阿久津 瑛拓 アクツ エイタ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
28 高橋 明⾥ タカハシ アカリ 大泉スワロー体育クラブ 28 池田 冴蓮 イケダ カレン Atsugi bonfire
29 ⻑尾 美優 ナガオ ミ ユ 若草トランポリンクラブ 29 板橋 快 イタバシ カイ Gale（ゲイル）
30 仲本 琴菜 ナカモト コトナ スポーツクラブ テン・フォーティー 30 市川 萌瑠 イチカワ モユル ＴＡＲget
31 新妻 佳奈 ニイツマ カナ 学習院大学 31 川田 尚弥 カワタ ナオヤ 文教大学トランポリン部
32 野口 安実 ノグチ アミ 上野学園トランポリンクラブ 32 市原 爽 イチハラ ソウ 日本体育大学トランポリンクラブ
33 髙橋 ⾹菜 タカハシ カナ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ） 33 鈴⽊ 晃太 スズキ コウタ sfida (スフィーダ)
34 花房 凛 ハナブサ リン 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 34 今井 太陽 イマイ タイヨウ アポロメディカル
35 羽生 菜波 ハニュウ ナナミ 越⾕トランポリンクラブ 35 渡邉 裕貴 ワタナベ ユウキ 慶應義塾
36 福士 奈望 フキシナホ トランポリンアカデミー 36 大城 敦史 オオシロ アツシ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
37 藤川 光羽 フジカワ カヌハ 赤城トランポリンクラブ 37 南 和希 ミナミ カズキ 慶應義塾
38 田中 陽笑 タナカ ヒワラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 38 柏⽊ 志仁 カシワギ サネヒト ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
39 藤田 優⾥ フジタ ユリ 上野学園トランポリンクラブ 39 三好 唯斗 ミヨシ ユイト 慶應義塾
40 船山 采野 フナヤマ コトノ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会 40 ⾦⼦ 慶汰 カネコ ケイタ さくらトランポリン
41 堀 彩菜 ホリ アヤナ フェイム・クラブ 41 狩野 泰成 カノウ タイセイ 赤城トランポリンクラブ
42 佐藤 真央 サトウ マオ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会 42 鎌田 康生 カマタ コウセイ 上野学園トランポリンクラブ
43 堀 沙綾 ホリ サアヤ 学習院大学 43 川嶋 太一 カワシマ タイチ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
44 高橋 纏 タカハシ マトイ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 44 ⽊村 侑聖 キムラ ユウセイ 群馬オンリーワンスポーツクラブ
45 松井 若葉 マツイ ワカバ ベルデスポーツクラブ 45 桐生 直輝 キリュウ ナオキ 大泉スワロー体育クラブ
46 松田 明梨 マツダ アカリ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 46 郷原 伊晴 ゴウハラ イハル 上野学園トランポリンクラブ
47 松本 友⾥ マツモト ユリ 上野学園トランポリンクラブ 47 寿 龍成 コトブキ リュウセイ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
48 三島⽊ 愛奈 ミシマキ マナ フェイム・クラブ 48 齋藤 成輝 サイトウ ナルキ トランポリンクラブONOGAMI
49 佐藤 梨⾳ サトウ リノン 群馬ソレイユ 49 大野 翼 オオノ ツバサ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
50 皆川 琴美 ミナガワ コトミ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 50 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugi bonfire
51 村松 杏純 ムラマツ アスミ 前橋市⽴前橋高等学校体操部 51 桜井 大輝 サクライ タイキ 大泉スワロー体育クラブ
52 村松 郁⾳ ムラマツ フミネ 群馬ソレイユ 52 大森 拓馬 オオモリ タクマ 上野学園トランポリンクラブ
53 八巻 朱⾳ ヤマキ アカネ 学習院大学 53 佐藤 良賢 サトウ ヨシノリ 上野学園トランポリンクラブ
54 山崎 ⾹凛 ヤマザキ カリン 越⾕トランポリンクラブ 54 清水 琉希 シミズ リュウキ 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団
55 湯本 芽久 ユモト メグ 群馬ソレイユ 55 関 絢翔 セキ アヤト ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
56 過足 結 ヨギアシ ユイ 日本体育大学トランポリンクラブ 56 田代 広樹 タシロ ヒロキ 相馬トランポリンクラブ
57 横溝 恵真 ヨコミゾ エマ 上野学園トランポリンクラブ
58 吉田 沙羅 ヨシダ サラ sfida (スフィーダ)
59 渡辺 ⾥奈 ワタナベ リナ スターサファイア郡山トランポリンクラブ
60 許斐 さくら コノミ サクラ 慶應義塾
61 工藤 凪紗 クドウ ナギサ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
62 合阪 はるな アイサカ ハルナ 学習院大学
63 秋山 心⾳ アキヤマ ココネ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
64 飯尾 萌々葉 イイオ モモハ 前橋市⽴前橋高等学校体操部
65 板垣 咲来 イタガキ サキ 伊勢崎オンリーワンクラブ
66 井上 穂奈美 イノウエ ホナミ 上野学園トランポリンクラブ
67 井上 遊貴 イノウエ ユウキ ひなぎく
68 今泉 愛生 イマイズミ アキ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
69 薄田 奈美⾹ ウスダ ナミカ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)

⼥   ⼦  Ｃ クラス 男   ⼦  Ｃ クラス



第４１回東日本トランポリン競技選手権大会 スタートリスト
（個人競技）

Ｎｏ 選手氏名 フリガナ 所 属
70 宇田川 日菜⼦ ウダガワ ヒナコ フリーエアースポーツクラブ
71 大河原 千尋 オオカワラ チヒロ スターサファイア郡山トランポリンクラブ
72 大⽊ 彩 オオキ アヤ フリーエアースポーツクラブ
73 大城 あずさ オオシロ アズサ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
74 大⽵ 琴羽 オオタケ コトネ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
75 岡澤 しずく オカザワ シズク 上野学園トランポリンクラブ
76 岡本 莉奈 オカモト リナ フリーエアースポーツクラブ
77 奥村 杏美 オクムラ アミ 越⾕トランポリンクラブ
78 奥山 心結 オクヤマ ミユ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
79 小田切 茉由 オタギリ マユウ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ
80 落合 琴梨 オチアイ コトリ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ）

81 表 舞華 オモテ マイカ Atsugi bonfire
82 甲斐 美紀 カイ ミキ 文教大学トランポリン部
83 柿原 純⼦ カキハラ ジュンコ スポーツクラブ テン・フォーティー
84 柏⽊ 望可 カシワギ ノノカ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
85 加藤 麻美 カトウ アサミ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
86 加藤 真美亜 カトウ マミア 海⽼名トランポリンクラブ
87 菅野 鈴美麗 カンノ スミレ 若草トランポリンクラブ
88 ⽊暮 日菜乃 キグレ ヒナノ 赤城トランポリンクラブ
89 岸和 ⾹奈 キシワ カナ 文教大学トランポリン部
90 ⽊⼾口 結⾐ キドグチ ユイ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ）

91 工藤 夕莉 クドウ ユリ 日本体育大学トランポリンクラブ
92 工藤 葵 クドウアオイ トランポリンアカデミー
93 栗原 ひなた クリハラ ヒナタ リトルジャガーズ
94 ⿊須 寿々⼥ クロススズメ トランポリンアカデミー
95 小池 姫菜 コイケ ヒメナ 赤城トランポリンクラブ
96 小暮 菜央 コグレ ナオ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ
97 小林 ⾥琉希 コバヤシ リルキ リトルジャガーズ
98 小松 由依 コマツ ユイ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
99 近藤 愛空 コンドウ アコ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ
100 齋藤 颯花 サイトウ ソヨカ 赤城トランポリンクラブ
101 佐久間 葵 サクマ アオイ 上野学園トランポリンクラブ
102 佐久間 珠央 サクマ タマオ 上野学園トランポリンクラブ
103 佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
104 志垣 はなえ シガキ ハナエ ベルデスポーツクラブ
105 柴田 遥雅 シバタ ハルカ sfida (スフィーダ)
106 柴田 怜 シバタレイ トランポリンアカデミー
107 清水 柊花 シミズ シュウカ 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団
108 真保 友加⾥ シンボ ユカリ アポロメディカル
109 菅原 ひかる スガワラ ヒカル スポーツクラブ テン・フォーティー

⼥   ⼦  Ｃ クラス



Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属 Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属
佐藤 優菜 サトウ ユウナ TOKYO SPORTS ACADEMY 豊田 秀真 トヨダ シュウマ 大泉スワロー体育クラブ
桜井 美輝 サクライ ミキ 大泉スワロー体育クラブ 鈴⽊ 蒼大 スズキ ソウタ 大泉スワロー体育クラブ
浅⾒ 杏樹 アサミ アンジュ 慶應義塾 本橋 柚希 モトハシ ユズキ Atsugi bonfire
浅⾒ 桃⼦ アサミ モモコ 文教大学 嶋川 優将 シマカワ ユウマ Atsugi bonfire
児玉 朱莉 コダマ アカリ 大泉スワロー体育クラブ 清水 大空 シミズ スカイ アポロメディカル
石井 舞乃 イシイ マノ 大泉スワロー体育クラブ 重田 祐都 シゲタ ユウト 上野学園トランポリンクラブ
角⼒⼭ 美妃 スモウヤマ ミキ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 石川 潤 イシカワ ジュン 慶應義塾
髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ 中村 大樹 ナカムラ ヒロキ 慶應義塾
⼟井畑知⾥ ドイハタチサト 三菱電機株式会社 大嶋 諒⼈ オオシマ リョウト 日本体育大学トランポリンクラブ
佐⽵玲奈 サタケレイナ アポロメディカル 笹本 陸 ササモト リク 日本体育大学トランポリンクラブ
⼭田 紗菜 ヤマダ アヤナ 株式会社ルミネ ⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム 大泉スワロー体育クラブ
桐生 莉沙 キリュウ リサ 大泉スワロー体育クラブ 寺沢 健太 テラサワ ケンタ 大泉スワロー体育クラブ
遠藤 ⾹奈 エンドウ カナ 日本体育大学トランポリンクラブ 森 晴太郎 モリ ハルタロウ フリーエアースポーツクラブ
鈴⽊ 奈菜美 スズキ ナナミ 日本体育大学トランポリンクラブ 髙橋 京佑 タカハシ ケイスケ フリーエアースポーツクラブ
松浦 日夏乃 マツウラ ヒナノ Atsugi bonfire 笠井 明日翔 カサイ アスカ 日本体育大学トランポリンクラブ
今井 典奈 イマイ ノリナ Atsugi bonfire 藤田 将徳 フジタ ショウトク 日本体育大学トランポリンクラブ
保坂 一翔 ホサカ ヒナリ TOKYO SPORTS ACADEMY 桐生 一輝 キリュウ カズキ 大泉スワロー体育クラブ
徳永 唯花 トクナガ ユイカ 上野学園トランポリンクラブ 有松 大地 アリマツ ダイチ 大泉スワロー体育クラブ
中村 咲希 ナカムラ サキ フリーエアースポーツクラブ 坂本鷹志 サカモトタカシ 株式会社ゼウス・エンタープライズ
岡嶋 ⾥歩 オカジマ リホ 大泉スワロー体育クラブ 上⼭容弘 ウエヤマヤスヒロ 株式会社ベンチャーバンク
美田 佳穂 ミタ カホ 日本体育大学トランポリンクラブ 髙⼭ 陽聖 タカヤマ ヨウセイ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
篠嶋 理紗 シノジマ リサ 日本体育大学トランポリンクラブ 平 大和 タイラ ヤマト 南陽ジュニアトランポリンクラブ

石井 祐雅 イシイ ユウガ スポーツクラブ テン・フォーティー
伊藤 佑真 イトウ ユウマ スポーツクラブ テン・フォーティー
池野 友崇 イケノ トモタカ 日本体育大学トランポリンクラブ
藤田 隆之介 フジタ リュウノスケ 日本体育大学トランポリンクラブ
川井 郁生 カワイ イクオ 慶應義塾
鈴⽊ 輝一 スズキ テルカズ 慶應義塾
菊地 智周 キクチ トモナリ 大泉スワロー体育クラブ
宮内 優希 ミヤウチ ユウキ 大泉スワロー体育クラブ

Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属 Ｎｏ 選手氏名 ふりがな 所 属
⻄ 春⾹ ニシ ハルカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 小松 駿 コマツ シュン Atsugi bonfire
⻘⽊ 文⾹ アオキ アヤカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 池田 晟齊 イケダ セナ Atsugi bonfire
福岡 千尋 フクオカ チヒロ 上野学園トランポリンクラブ 吉田 陸 ヨシダ リク sfida (スフィーダ)
沼尻 千果 ヌマジリ チカ 上野学園トランポリンクラブ 安藤 勇 アンドウ イサミ sfida (スフィーダ)
藤井 琴弓 フジイ コトミ リトルジャガーズ 宮内 翼 ミヤウチ タクミ 大泉スワロー体育クラブ
櫛引 心温 クシビキ コノン スポーツクラブ テン・フォーティー 村石 雄陽 ムライシ ユウヒ 大泉スワロー体育クラブ
森元 美涼 モリモト ミスズ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ） 田中 銀弥 タナカ ギンヤ 上野学園トランポリンクラブ
佐藤 歩実 サトウ アユミ Aｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ 稲垣 陽介 イナガキ ヨウスケ 上野学園トランポリンクラブ
⽵澤 ななか タケザワ ナナカ 群馬オンリーワンスポーツクラブ ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ NPO江⼾崎スポーツクラブ
⽊村 彩菜 キムラ アヤナ 群馬オンリーワンスポーツクラブ 永嶌 恒理 ナガシマ コウスケ U.S.C クワトロ
伊藤 恵怜奈 イトウ エレナ 大泉スワロー体育クラブ 福丸 ⼒也 フクマル リキヤ 日本体育大学トランポリンクラブ
杉⼭ 小咲希 スギヤマ チサキ 大泉スワロー体育クラブ 加藤 勇也 カトウ ユウヤ Pureトランポリンクラブ
⻄岡 穂波 ニシオカ ホナミ 日本体育大学トランポリンクラブ 岩田 優佑 イワタ ユウ 慶應義塾
⼭崎 未来 ヤマザキ ミライ 日本体育大学トランポリンクラブ 中島 聖也 ナカジマ セイヤ 慶應義塾
細谷 明日⾹ ホソヤ アスカ 前橋市⽴前橋⾼等学校体操部 稲垣 翔太 イナガキ ショウタ NPO江⼾崎スポーツクラブ
近藤 愛海 コンドウ マナミ Pureトランポリンクラブ 上原 透流 ウエハラ トオル 筑波大学トランポリン同好会
鈴⽊ 菜々 スズキ ナナ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ） 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ NPO江⼾崎スポーツクラブ
斎藤 友莉 サイトウ ユリ Aｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ 石井 智也 イシイ トモヤ スポーツクラブ テン・フォーティー
佐藤 桃佳 サトウ モモカ 大館市トランポリンクラブ 本橋 政希 モトハシ ショウキ Atsugi bonfire
佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ 大館市トランポリンクラブ 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugi bonfire
森下 瑶⼦ モリシタ ヨウコ ベルデスポーツクラブ 浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ Cygnet  Trampoline  Club（ｼｸﾞﾈｯﾄ ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ ｸﾗﾌﾞ）

佐藤 桃⾹ サトウ モモカ ベルデスポーツクラブ 押田 和真 オシダ カズマ Aｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ
池井 彩花 イケイ アヤカ スポーツクラブ テン・フォーティー 岡﨑 優太 オカザキ ユウタ 慶應義塾
⻑谷川 南実 ハセガワ ミナミ リトルジャガーズ 畑田 匠 ハタダ タクミ 慶應義塾
濱田 怜奈 ハマダ レナ 群馬オンリーワンスポーツクラブ
逸⾒ 莉央奈 ヘンミ リオナ 伊勢崎オンリーワンクラブ
本多 瞳 ホンダ ヒトミ 慶應義塾
平河 すみれ ヒラカワ スミレ 慶應義塾
中⼭ きひろ ナカヤマ キヒロ U.S.Cクワトロ
倉持 輝星 クラモチ キラリ U.S.Cクワトロ
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