
【競技】　10歳以下　男子

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－1 1 濱　川　　　陸 はまかわ　りく 松本トランポリンクラブ 長野

K－1 2 平　岡　天　真 ひらおか　てんしん 白馬トランポリンクラブ 長野

K－1 3 端　田　亮　太 はなだ　りょうた ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－1 4 佐　治　慶　一 さじ　けいいち ＴＳＣ 滋賀

K－1 5 山　出　涼　雅 やまで　りょうが ピーターパントランポリンクラブ 石川

K－1 6 今　西　澄　桜 いまにし　すおう ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－1 7 大　藤　和　輝 おおどう　かずき リトルウィンズ勝山 福井

K－1 8 尾　倉　遼　太 おぐら　りょうた 野々市ジュニア 石川

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－1 1 安　江　彩　和 やすえ　さわ ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－1 2 中　島　凜　愛 なかじま　りあ パレスＳＣ 富山

K－1 3 米　田　悠　音 よねだ　ゆおん 金沢ジャンパーズ 石川

K－1 4 松　井　いぶき まつい　いぶき リトルウィンズ勝山 福井

K－1 5 室　野　ななこ むろの　ななこ 白山ジュニアトランポリンクラブ 石川

K－2 6 北　村　理　菜 きたむら　りな 野々市ジュニア 石川

K－2 7 松　本　陽　葵 まつもと　ひまり キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－2 8 吉　谷　葵　衣 よしたに　あおい ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－2 9 羽田野　友　妃 はたの　ゆき 松本トランポリンクラブ 長野

K－2 10 大　脇　芽　実 おおわき　めみ ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－2 11 中　濱　鈴　菜 なかはま　れな 新潟ポップコーン 新潟

K－2 12 西　川　初　花 にしかわ　ういな キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－2 13 八　田　彩　愛 はった　さえ 石川代表 石川

K－2 14 野　上　結衣子 のがみ　ゆいこ ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－2 15 今　井　明　彩 いまい　めい ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－2 16 西　田　真実子 にしだ　まみこ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－2 17 安　江　彩　果 やすえ　いろは ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－3 1 松　本　悠　生 まつもと　ゆうせい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－3 2 加　藤　瑚　舶 かとう　こはく ピーターパントランポリンクラブ 石川

K－3 3 四　辻　愁　凱 よつつじ　しゅうが ビックスプリング 石川

K－3 4 牧　野　　　伍 まきの　たすく キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

【競技】 10歳以下　女子

【競技】 11歳～12歳　男子



K－3 5 奥　　　琉　登 おく　りゅうと リトルウィンズ勝山 福井

K－3 6 中　田　悠　暉 なかた　ゆうき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－3 7 森　田　健　吾 もりた　けんご ビッグスプリング 石川

K－3 8 冨　田　泰　生 とみた　たいせい ＴＳＣ 滋賀

K－3 9 福　島　頼　生 ふくしま　らいき 白馬トランポリンクラブ 長野

K－3 10 尾　倉　遥　仁 おぐら　はると 野々市ジュニア 石川

K－3 11 橋　本　祥　利 はしもと　しょうり 白山ジュニアトランポリンクラブ 石川

K－3 12 番　所　駿　斗 ばんしょ　はやと 金沢トランポリンクラブ 石川

K－4 13 長谷川　碧　人 はせがわ　あおと 石川代表 石川

K－4 14 中　濱　翔　太 なかはま　しょうた 新潟ポップコーン 新潟

K－4 15 伊　藤　主　悦 いとう　ちから 新潟ポップコーン 新潟

K－4 16 寺　本　悠　人 てらもと　ゆうと 金沢ジャンパーズ 石川

K－4 17 清　水　媛　斗 しみず　ひめと キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－4 1 青　地　　真　睦 あおじ　まちか 金沢学院クラブ 石川

K－4 2 俵　　　　芽　生 たわら　めい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－4 3 端　田　　彩　伽 はなだ　あやか ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－4 4 佐々木　　里　桜 ささき　りお ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－4 5 丸　山　心　華 まるやま　ここか キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－4 6 牧　　　咲　良 まき　さくら ピーターパントランポリンクラブ 石川

K－4 7 新　井　沙　彩 あらい　さあや パレススポーツクラブ 富山

K－5 8 大　藤　　　彩 おおどう　あや リトルウィンズ勝山 福井

K－5 9 今　崎　妃菜汐 いまさき　ひなた 白山ジュニアトランポリンクラブ 石川

K－5 10 広　瀬　怜　楠 ひろせ　れいな 松本トランポリンクラブ 長野

K－5 11 関　　　真　優 せき　まひろ ピーターパントランポリンクラブ 石川

K－5 12 下　牧　蓮　奈 しもまき　れな リトルウィンズ勝山 福井

K－5 13 大久保　杜　苺 おおくぼ　とも 金沢トランポリンクラブ 石川

K－5 14 西　田　可奈子 にしだ　かなこ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－5 15 安　江　紅　彩 やすえ　くれあ ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－5 16 北　本　珠　己 きたもと　みこ 野々市ジュニア 石川

K－5 17 室　野　ももこ むろの　ももこ 白山ジュニアトランポリンクラブ 石川

K－5 18 高　森　奏　楽 たかもり　そら ピーターパントランポリンクラブ 石川

K－5 19 杓　子　妃　奈 しゃくし　ひな リトルウィンズ勝山 福井

K－6 20 阿　部　華　蓮 あべ　かれん ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－6 21 中　尾　愛　香 なかお　まなか ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－6 22 久　保　桜　子 くぼ　さくらこ 金沢学院クラブ 石川

K－6 23 井　村　日　保 いむら　ひより 石川代表 石川

【競技】 11歳～12歳女子の部



K－6 24 塩　島　も　も しおじま　もも 白馬トランポリンクラブ 長野

K－6 25 横　山　ゆ　ず よこやま　ゆず 新潟ポップコーン 新潟

K－6 26 野　上　莉奈子 のがみ　りなこ ＭＩＫＡＷＡジュニアトランポリンクラブ 石川

K－6 27 大　髙　希　実 おおたか　のぞみ ＴＳＣ 滋賀

K－6 28 松　本　由　衣 まつもと　ゆい ＴＳＣ 滋賀

K－6 29 西　村　優　佳 にしむら　ゆうか 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ 長野

K－6 30 示　野　佑　奈 しめの　ゆうな キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－6 31 高　原　紅　葉 たかはら　もみじ 白馬トランポリンクラブ 長野

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－7 1 加　藤　一　城 かとう　かずき ビッグスプリング 石川

K－7 2 橋　本　泉　流 はしもと　いずる 金沢ジャンパーズ 石川

K－7 3 中　口　逞　虎 なかぐち　てとら 金沢トランポリンクラブ 石川

K－7 4 長谷川　琥　太 はせがわ　こうた 白山ジュニアトランポリンクラブ 石川

K－7 5 水　艸　佑　月 みずくさ　ゆづき ＴＳＣ 滋賀

K－7 6 熊　谷　天　慈 くまがい　てんじ 石川代表 石川

K－7 7 吉　田　昊　世 よしだ　こうせい 金沢学院大学クラブ 石川

K－7 8 本　田　佳　輝 ほんだ　よしき ＴＳＣ 滋賀

K－7 9 牧　野　　　匠 まきの　たくみ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－8 1 阿　部　恭　子 あべ　きょうこ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－8 2 高　原　つらら たかはら　つらら 白馬トランポリンクラブ 長野

K－8 3 酒　井　結　衣 さかい　ゆい 石川代表 石川

K－8 4 曽　谷　楓　夏 そだに　ふうか 金沢学院大学クラブ 石川

K－8 5 山　内　美　緒 やまうち　みお リトルウィンズ勝山 福井

K－8 6 林　　　佳　歩 はやし　かほ リトルウィンズ勝山 福井

K－8 7 橋　詰　涼　那 はしづめ　すずな 鯖江体操スクール 福井

K－8 8 粟　森　　　咲 あわもり　さき 金沢学院大学クラブ 石川

K－8 9 石　村　萌々菜 いしむら　ももな 加賀体トランポリンクラブ 石川

K－8 10 山　内　抹　緒 やまうち　まお リトルウィンズ勝山 福井

K－8 11 中　島　愛　羅 なかじま　あいら パレススポーツクラブ 富山

K－8 12 松　井　心　羽 まつい　こはね リトルウィンズ勝山 福井

K－8 13 久　保　乃　愛 くぼ　のあ リトルウィンズ勝山 福井

K－8 14 宮　本　奈　津 みやもと　なつ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

【競技】 13歳～14歳　男子

【競技】 13歳～14歳　女子



グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－9 1 宮　村　旭　陽 みやむら　あさひ 金沢トランポリンクラブ 石川

K－9 2 松　本　航　翔 まつもと　こうしょう キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 石川

K－9 3 長　崎　和　真 ながさき　かずま 松本トランポリンクラブ 長野

K－9 4 常　川　大　翔 つねかわ　やまと パレススポーツクラブ 富山

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－10 1 湯　浅　美　音 ゆあさ　みおん パレススポーツクラブ 富山

K－10 2 大　藤　　　愛 おおどう　あい リトルウィンズ勝山 福井

K－10 3 中　野　未　来 なかの　みく ピーターパントランポリンクラブ 石川

K－10 4 山　出　雪　乃 やまで　ゆきの ピーターパントランポリンクラブ 石川

K－10 5 塩　原　佳　歩 しおはら　かほ パレススポーツクラブ 滋賀

K－10 6 丸　山　珠　璃 まるやま　じゅり 金沢学院大学クラブ 石川

K－10 7 宮　沢　海　帆 みやざわ　みほ 白馬トランポリンクラブ 長野

K－10 8 北　村　梨　彩 きたむら　りさ 野々市ジュニア 石川

K－10 9 大久保　菜　央 おおくぼ　なお 金沢トランポリンクラブ 石川

K－10 10 田　山　舞　美 たやま　まみ 石川代表 石川

K－10 11 馬場先　優　羽 ばばさき　ゆう 加賀体トランポリンクラブ 石川

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－9 1 平　田　　　涼 ひらた　りょう ＴＣアレンテ 石川

K－9 2 桑　山　祐　一 くわやま　ゆういち ＴＣアレンテ 石川

K－9 3 山　口　兼　宗 やまぐち　けんしゅう 野々市ジュニア 石川

K－9 4 武　田　直　樹 たけだ　なおき 滋賀県立大学ＯＢ 滋賀

K－9 5 藤　本　悠　史 ふじもと　ゆうし 松本トランポリンクラブ 長野

K－9 6 長谷川　晶　俊 はせがわ　まさとし リトルウィンズ勝山 福井

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－10 1 虎　本　　　京 とらもと　みやこ ＴＣアレンテ 石川

【競技】 15歳～16歳　女子

【競技】 17歳以上　女子

【競技】 17歳以上　男子

【競技】 15歳～16歳　男子



グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－14 1 冨　田　信　吾 とみた　しんご ＲＡ高島 滋賀

K－14 2 蔭　山　椋　平 かげやま　りょうへい 滋賀県立大学 滋賀

K－14 3 西　田　　　禎 にした　ただし ＴＣアレンテ 石川

K－14 4 蓑　地　　　洋 みのじ　ひろし ＴＣアレンテ 石川

K－14 5 髙　橋　克　幸 たかはし　かつゆき 滋賀県立大学 滋賀

K－14 6 栃　沢　一　義 とちざわ　かずよし パレスＳＣ 富山

K－14 7 今　村　　　簾 いまむら　れん 滋賀県立大学 滋賀

K－14 8 林　　　信　吾 はやし　しんご ＴＣアレンテ 石川

K－14 9 片　岡　　　駿 かたおか　しゅん 滋賀県立大学 滋賀

K－14 10 宇　野　圭　祐 うの　けいすけ 滋賀県立大学 滋賀

K－14 11 土　肥　一　成 どい　かずなり パレスＳＣ 富山

グループ 試技順 氏　　名 ふりがな 所　　属 県名

K－13 1 八　田　莉　絵 はった　りえ ＴＣアレンテ 石川

K－13 2 上　野　沙　彩 うえの　さや 滋賀県立大学 滋賀

K－13 3 長　村　優　香 おさむら　ゆうか 滋賀県立大学 滋賀

K－13 4 大　邊　真　子 おおべ　まこ ＴＣアレンテ 石川

K－13 5 松　井　早　苗 まつい　さなえ リトルウィンズ勝山 福井

K－13 6 山　口　悠　衣 やまぐち　ゆい 滋賀県立大学 滋賀

K－13 7 奥　村　　　優 おくむら　ゆう 滋賀県立大学 滋賀

K－13 8 谷　川　奈津美 たにがわ　なつみ 滋賀県立大学 滋賀

K－13 9 山　川　真　弓 やまかわ　まゆみ パレスＳＣ 富山

K－13 10 永　田　裕　佳 ながた　ゆうか 滋賀県立大学 滋賀

K－13 11 吉　田　有　花 よしだ　ゆか ＴＣアレンテ 石川

【競技】 一般 B　男子

【競技】 一般 B　女子


