
出場権獲得
2017.08.26 現在

No. 対象⼤会 予選通過 選⼿名 所属団体名 予選得点
1 強化指定 伊藤 正樹 株式会社東栄住宅
2 強化指定 棟朝 銀河 エアリアルドリーム
3 強化指定 岸 ⼤貴 株式会社ポピンズ
4 強化指定 堺 亮介 星稜クラブ
5 強化指定 ⾕⼝ 遼平 静岡産業⼤学クラブ
6 強化指定 外村 哲也 アムス・インターナショナル株式会社
7 強化指定 上⼭ 容弘 JHC
8 強化指定 宮野 冬⾺ 星稜クラブ
9 強化指定 坂本 鷹志 株式会社ゼウス・エンタープライズ
10 強化指定 島⽥ 諒太 ⾦沢学院⼤学クラブ
11 強化指定 ⽥崎 勝史 TOKYOSPORTSACADEMY
12 強化指定 植⽥ 太郎 ⾦沢学院⼤学クラブ
13 強化指定 ⽯川 和 ⾦沢学院⼤学クラブ
14 強化指定 安藤 諒 星稜クラブ
15 強化指定 藤⽥ 隆之介 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
16 年齢別 社会⼈ 中⽥ ⼤輔 エアリアルドリーム 101.870
17 年齢別 社会⼈ 川⻄ 隆由樹 エアリアルドリーム 101.355
18 年齢別 社会⼈ ⼤⾕ ⿓太郎 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 100.960
19 年齢別 社会⼈ 瀬⾕ 真⼀ エアリアルドリーム 100.855
20 年齢別 社会⼈ 野⽥ 亮太 RISE 97.940
21 年齢別 社会⼈ 藤川 智朗 PhoenixTrampolineSchool 91.390
22 年齢別 社会⼈ ⾨⽥ 賢樹 RISE 78.170
23 年齢別 社会⼈ 嶋川 優将 Atsugibonfire 64.740
24 年齢別 社会⼈ 筑間 友久ｼｭﾃﾌｧﾝ 釧路ＴＣアクティヴ 49.180
25 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 明⽯ 凌 流通経済⼤学 109.405
26 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 中園 貴登 ⾦沢学院⼤学 108.310
27 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 市川 隆太 静岡産業⼤学 107.275
28 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 永⽥ 信弥 静岡産業⼤学 107.140
29 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 菊地 智周 東京学芸⼤学 104.860
30 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 森 晴太郎 ⼤⼿前⼤学 104.525
31 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 脇⽥ 洋介 静岡産業⼤学 104.500
32 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 宇⽥ ⼤志 ⾦沢学院⼤学 103.915
33 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 笹本 陸 ⽇本体育⼤学 103.845
34 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ ⼩川 結⽣ 宮崎産業経営⼤学 102.790
35 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 海野 ⼤透 浜松修学舎⾼等学校 104.710
36 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 野村 綾之介 ⼤阪府⽴⾦剛⾼等学校 104.485
37 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 ⽚岡 雄貴 ⾦沢学院⾼等学校 104.045
38 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 折⽥ 侑翼 東京都⽴淵江⾼等学校 103.915
39 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 藤⽥ 将徳 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校 103.380
40 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 新⾕ 亮介 星稜⾼等学校 101.900
41 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 伊藤 祐規 星稜⾼等学校 101.715
42 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 桐⽣ ⼀輝 ⽇本⼤学豊⼭⾼等学校 101.460
43 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 松尾 昌奈 ⾦沢学院⾼等学校 100.735
44 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 和⽥ 岳⼤ 星稜⾼等学校 100.235
45 ジュニア ジュニア ⻄岡 隆成 キタイスポーツクラブ 57.095
46 ジュニア ジュニア ⽚岡 拓朗 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 54.270
47 ジュニア ジュニア 藤元 匠 ⾦沢クリール 52.700
48 ジュニア ジュニア 鈴⽊ ⼤⼼ スポーツクラブテン・フォーテイー 51.985
49 ジュニア ジュニア 宮野 隼⼈ プラッツトランポリンクラブ 48.990
1 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 池野 友崇 ⽇本体育⼤学 102.705
2 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 ⼤嶋 諒⼈ ⽇本体育⼤学 102.140
3 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 浦辻 康成 関⻄⼤学 98.550
4 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 清川 敏史 ⾦沢学院⼤学 95.665
5 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 ⻄村 隆志 ⽴命館⼤学 95.510
6 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 笠井 明⽇翔 ⽇本体育⼤学 93.560
7 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 梅原 正成 森ノ宮医療⼤学 92.245
8 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 鈴⽊ 輝⼀ 慶應義塾⼤学 84.560
9 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 下出 康介 ⾦沢学院⼤学 80.505
10 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 ⼤内  颯 ⾦沢学院⼤学 70.970
11 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 ⽚岡 滉基 上宮⾼等学校 99.920
12 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 河村 拓⼰ ⾦沢学院⾼等学校 99.350
13 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 中⾕ ⿓⾺ ⾦沢学院⾼等学校 97.690
14 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 髙橋 京佑 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 97.385
15 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 近藤 稜仁 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 96.390
16 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 清⽔ ⼤空 神奈川県⽴百合丘⾼校 95.420
17 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 永井 元 静岡県⽴科学技術⾼等学校 95.090
18 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 ⼩松 駿 神奈川県⽴厚⽊北⾼等学校 94.960
19 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 有松 ⼤地 芝浦⼯業⼤学附属⾼等学校 94.955
20 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 重⽥ 祐都 上野学園⾼等学校 94.915
21 ジュニア 統⼀予選会 秦 颯⼠ PhoenixTrampolineSchool 51.630
22 ジュニア 統⼀予選会 豊⽥ 秀真 ⼤泉スワロー体育クラブ 51.150
23 ジュニア 統⼀予選会 ⾦⼦ 歩夢 ⼤泉スワロー体育クラブ 11.040
24 ジュニア 統⼀予選会 中⼭ ⼼輝 堺ハイパードリーム 10.290
25 ジュニア 統⼀予選会 豊後 輝道 ⾦沢クリール 2.600

第54回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 男⼦予選



出場権獲得
2017.08.06 現在

No. 対象⼤会 予選通過 選⼿名 所属団体名 予選得点
1 強化指定 岸 彩乃 ⾦沢学院⼤学クラブ
2 強化指定 ⾼⽊ 裕美 ⾦沢学院⼤学クラブ
3 強化指定 名倉 沙織 スポーツクラブ テン・フォーテイー
4 強化指定 中野 蘭菜 星稜クラブ
5 強化指定 森 ひかる ⾦沢学院⼤学クラブ
6 強化指定 ⼟井畑 知⾥ 三菱電機株式会社
7 強化指定 杉⾕ 櫻花 星稜クラブ
8 強化指定 佐⽵ 玲奈 アポロメディカル
9 強化指定 中村 優希 フリーエアースポーツクラブ
10 強化指定 宇⼭ 芽紅 ⾦沢学院⼤学クラブ
11 強化指定 松原 知穂 アベノジュニアトランポリンクラブ
12 強化指定 ⼭⽥ 紗菜 株式会社ルミネ
13 強化指定 岡⽥ 亜実 キタイスポーツクラブ
14 強化指定 桐⽣ 莉沙 ⼤泉スワロー体育クラブ
15 強化指定 太村 成⾒ ⾦沢学院⼤学クラブ
16 年齢別 社会⼈ ⾳成 眞紀⼦ Atsugibonfire 91.060
17 年齢別 社会⼈ ⼭下 はるな 静岡産業⼤学クラブ 90.675
18 年齢別 社会⼈ ⼭内 菜摘 静岡産業⼤学クラブ 86.695
19 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 佐藤 優菜 早稲⽥⼤学 97.700
20 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 安⽥ ゆうき ⾦沢学院⼤学 96.840
21 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ ⻄村 美紅 ⾦沢学院⼤学 95.905
22 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 松波 愛⾥ 聖徳⼤学 94.945
23 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 中村 ⾵稀 東京農業⼤学 94.505
24 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 堂前 ひかる ⾦沢学院⼤学 93.915
25 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ ⼤宮 沙梨華 相愛⼤学 93.235
26 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 篠嶋 理紗 ⽇本体育⼤学 92.445
27 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ ⼟屋 志絵莉 麗澤⼤学 92.120
28 全⽇本学⽣ 全⽇本学⽣ 美⽥ 佳穂 ⽇本体育⼤学 90.805
29 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 櫻井 葉⽉ ⾦沢学院⾼等学校 95.765
30 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 奥野 有季 ⼤阪学芸⾼等学校 95.370
31 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 ⽥中 結⼦ ⾦沢学院⾼等学校 95.335
32 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 ⾕⼝ 空 星稜⾼等学校 94.975
33 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 今井 薫桃 ⾦沢学院⾼等学校 94.250
34 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 東 彩乃 ⾦沢学院⾼等学校 94.170
35 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 徳永 唯花 上野学園⾼等学校 93.965
36 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 中村 咲希 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 93.660
37 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 川⼝ 瑞⾹ 帝塚⼭学院⾼等学校 93.115
38 ⾼校選⼿権 ⾼校選⼿権 秋⼭ 千咲 ⾹ヶ丘リベルテ⾼等学校 92.870
39 ジュニア ジュニア ⽥中 沙季 ⼩松イルカクラブ 51.790
40 ジュニア ジュニア 増崎 セリナ キタイスポーツクラブ 51.610
41 ジュニア ジュニア 岸野 こころ アベノジュニアトランポリンクラブ 49.990
42 ジュニア ジュニア 櫻井 愛菜 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 49.200
43 ジュニア ジュニア 乾 結⽻ アドバンストランポリンクラブ 48.615
1 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 松多 冠奈 ⽇本体育⼤学 90.595
2 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 ⼜吉 幹奈 ⾦沢学院⼤学 90.580
3 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 ⼭本 葉⽉ 阪南⼤学 90.380
4 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 今井 典奈 神奈川⼤学 90.315
5 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 遠藤 ⾹奈 ⽇本体育⼤学 90.020
6 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 岡⽥ 楓佳 横浜薬科⼤学 89.670
7 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 ⾚井 なつみ ⾦沢学院⼤学 89.475
8 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 ⽥村 夏々 阪南⼤学 81.325
9 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 朝⽇ しずく 名古屋学院⼤学 80.280
10 全⽇本学⽣ 統⼀予選会 半⽥ 萌⾥ 阪南⼤学 74.065
11 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 坪井 侑奈 静岡県⽴浜松湖東⾼等学校 92.590
12 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 佐野 実優 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 91.330
13 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 岡嶋 ⾥歩 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 89.805
14 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 本多 ゆん 茨城県⽴取⼿松陽⾼等学校 89.500
15 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 ⼤久保 茉実 浜松修学舎⾼等学校 89.255
16 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 ⼭崎 未来 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校 88.345
17 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 ⼤野 ⾵花 北海道名寄⾼等学校 87.605
18 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 野崎 真以 上野学園⾼等学校 87.310
19 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 沼尻 千果 上野学園⾼等学校 87.150
20 ⾼校選⼿権 統⼀予選会 平崎 優加 焼津⾼等学校 86.665
21 ジュニア 統⼀予選会 保坂 ⼀翔 TOKYOSPORTSACADEMY 48.495
22 ジュニア 統⼀予選会 ⼩林 陽花 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 47.925
23 ジュニア 統⼀予選会 ⻄ 千咲葵 泉南ジュニアトランポリンクラブ 47.735
24 ジュニア 統⼀予選会 ⼩松 悠⽉ キタイスポーツクラブ 41.980
25 ジュニア 統⼀予選会 ⽯井 舞乃 ⼤泉スワロー体育クラブ 41.045

第54回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 ⼥⼦予選


