
【大会日程】 12月3日（日）
9:00 開場
9:15 審判会議
9:35 監督会議
9:55 開会式
10:15 競技開始

　個人競技を実施
13:25 昼休憩ならびに午前の部表彰、シンクロフリー練習
14:30 シンクロ競技
16:30 競技終了、片付け、閉会式準備
17:00 閉会式

【競技日程】
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競技進行グループ
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7名 10:15 10;45 3本 園児女子 9名 10:15 10;45 3本
バッジテスト２～１級

男子・女子
4+6
10名

10:15 10;45 3本

9名 10;45 11:15 3本 小学校低学年男子① 11名 10;45 11:15 3本
バッジテスト５～３級

男子・女子
8+6
10名

10;45 11:15 3本

9名 11:15 11:45 3本 小学校低学年男子② 10名 11:15 11:45 3本

8名 11:45 12:15 3本 小学校高学年男子 10名 11:45 12:15 3本

6+8
14名

12:15 12:55 3本 小学校高学年女子① 13名 12:15 12:55 3本

4+6
10名

12:55 13:35 3本 小学校高学年女子② 13名 12:55 13:35 3本

13組 14:30 15:20 2本 シンクロCクラス予選 13組 14:30 15:20 2本

6組 15:20 16:00 3本 シンクロB+Aクラス予選・決勝 6組 15:20 16:00 3本

8組 16:00 16:30 2本 シンクロCクラス決勝 8組 16:00 16:30 2本

注意注意注意注意
アップに関しては、長時間台に乗っているようなことのなきよう、配慮をお願い致します。
主催者にて進行にの妨げになると判断した場合、主審、審判長、競技役員より注意をさせていただく場合がございます。
日程は早まる可能性がありますので早まる場合、順次繰り上げて実施いたします。

第25回　イーストジャパントランポリンフェスタ　大会日程

17:00～　小学生高学年、中学生、高校生以上クラスならびにシンクロ各クラス表彰式＋閉会式

ミドル台

13:35～14:30　昼休憩　　園児クラス・小学校低学年クラス・バッジテストクラス表彰 および台移動

小学校低学年女子②

小学校低学年女子①

Ａ台

シンクロCクラス予選

シンクロB+Aクラス予選・決勝

シンクロCクラス決勝

カッティング　16：30～17:00

高校生以上男子・女子

競技進行グループ

園児男子

中学生男子・女子

Ｂ台

小学校低学年女子③

13:45～14:30　シンクロ出場者　フリー練習　



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。

バッジテストクラス２～１級女子 バッジテストクラス２～１級男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 赤津　みなみ あかつ　みなみ NPOファミリートランポリンクラブ 1 渋谷　匠吾 しぶや　しょうご NPOファミリートランポリンクラブ
2 岡田　菜々美 おかだ　ななみ ホップ・ステップ・ジャンプ 2 田畑　孝樹 たばた　こうき NPOファミリートランポリンクラブ
3 鈴木　彩夏 すずき　あやか MTCホッパーズ 3 橋元　悠記 はしもと　ゆうき MTCホッパーズ
4 林　美沙希 はやし　みさき ホップ・ステップ・ジャンプ 4 藤澤　准聖 ふじさわ　じゅんせい ホップ・ステップ・ジャンプ
5 福島　未祐菜 ふくしま　みゆな MTCホッパーズ
6 鬼塚　碧空 おにつか　みく ひなぎく

バッジテストクラス５～３級女子 バッジテストクラス５～３級男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 赤坂　心羽 あかさか　みはね MTCホッパーズ 1 林　和暁 はやし　かずあき ホップ・ステップ・ジャンプ
2 小渕　紗友良 おぶち　さゆら wing-horse 2 田畑　孝麿 たばた　こうま NPOファミリートランポリンクラブ
3 津田　希望 つだ　のぞみ MTCホッパーズ 3 諏訪元　心太郎 すわもと　しんたろう ひなぎく
4 畑中　桂香 はたなか　けいか ひなぎく 4 新保　智颯 しんぼ　ちはや ひなぎく
5 山岡　李沙子 やまおか　りさこ MTCホッパーズ 5 小渕　愛竜 おぶち　あいる wing-horse
6 山田　苺佳 やまだ　まいか MTCホッパーズ 6 内田　周佑 うちだ　しゅうゆ wing-horse

7 石山　優弥 いしやま　ゆうや MTCホッパーズ
8 赤坂　友栄 あかさか　ともはる MTCホッパーズ

園児クラス　女子 園児クラス　男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 今泉　愛心 いまいずみ　あこ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 1 石渡　永人 いしわた　えいと 日本体育大学クラブ
2 大上　茉桜 おおがみ　まお Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ） 2 阿出川　冠 あでがわ　かむり 大泉スワロー体育クラブ
3 河村　颯華 かわむら　ふうか ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 3 金子　颯杜 かねこ　はやと 日本体育大学クラブ
4 菅家　世名 かんけ　せな Pureジュニアトランポリンクラブ 4 齋藤　募 さいとう　つのる Sky Bounce
5 笹野　礼那 ささの　れな ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 5 坂井　誠賢 さかい　せいけん 大泉スワロー体育クラブ
6 畑　妃莉 はた　ひまり ベルデスポーツクラブ 6 佐々木　薫 ささき　かおる 日本体育大学クラブ
7 牧野　愛生 まきの　あいる ピーストランポリンクラブ 7 加藤　宗一郎 かとう　そういちろう 大泉スワロー体育クラブ
8 柳田　薫 やなぎだ　かおる ベルデスポーツクラブ
9 山田　ちひろ やまだ　ちひろ ピーストランポリンクラブ

第25回　イーストジャパントランポリンフェスタ
個人競技　スタートリスト



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。

第25回　イーストジャパントランポリンフェスタ
個人競技　スタートリスト

小学校低学年クラス女子 小学校低学年クラス男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 阿出川　璃瑠 あでがわ　りる ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 1 相原　良煕 あいはら　りょうき スポーツクラブ　テン・フォーティー
2 安部　里咲 あべ　りさ スポーツクラブ　テン・フォーティー 2 飯島　悠貴 いいじま　ゆうき スポーツクラブ　テン・フォーティー
3 石田　更紗 いしだ　さらさ ベルデスポーツクラブ 3 飯田　康介 いいだ　こうすけ NPO江戸崎スポーツクラブ
4 大熊　七翠 おおくま　ななみ スポーツクラブ　テン・フォーティー 4 江尻　愛翔 えじり　まなと ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
5 加藤　桜子 かとう　さくらこ NPO江戸崎スポーツクラブ 5 加藤　芽生 かとう　めい スポーツクラブ　テン・フォーティー
6 金井　泉貴 かない　みずき MTCホッパーズ 6 小暮　悠斗 こぐれ　ゆうと Pureジュニアトランポリンクラブ
7 兼松　詩乃 かねまつ　しの NPO江戸崎スポーツクラブ 7 斉藤　雄飛 さいとう　ゆうひ スポーツクラブ　テン・フォーティー
8 河村　紅音 かわむら　あかね ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 8 三本松　博希 さんぼんまつ　ひろき スポーツクラブ　テン・フォーティー
9 後藤　彩心 ごとう　あこ さくらトランポリン 9 志垣　智洋 しがき　ともひろ ベルデスポーツクラブ
10 笹野　愛那 ささの　まな ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 10 庄司　智悠 しょうじ　ともはる ひなぎく
11 佐藤　舞花 さとう　まいか ベルデスポーツクラブ 11 滝澤　順心 たきざわ　まさむね スポーツクラブ　テン・フォーティー
12 鈴木　麗音 すずき　れね MTCホッパーズ 12 豊田　笙喜 とよだ　しょうき Pureジュニアトランポリンクラブ
13 髙橋　柚稀 たかはし　ゆずき Pureジュニアトランポリンクラブ 13 仲　雄吾 なか　ゆうご Sky Bounce（ｽｶｲﾊﾞｳﾝｽ）
14 多田　志織 ただ　しおり スポーツクラブ　テン・フォーティー 14 畑　勇吹 はた　いぶき ベルデスポーツクラブ
15 友田　和花 ともだ　のどか MTCホッパーズ 15 花房　昴 はなぶさ　すばる 厚木FUSiONスポーツクラブ
16 鳥山　唯奈 とりやま　ゆいな さくらトランポリン 16 福島　豊季明 ふくしま　ときあ MTCホッパーズ
17 中井　凜 なかい　りん スポーツクラブ　テン・フォーティー 17 水田　和樹 みずた　かずき スポーツクラブ　テン・フォーティー
18 長澤　優来 ながさわ　ゆら 厚木FUSiONスポーツクラブ 18 山上　粋志 やまがみ　ただし U.S.C　クワトロ
19 中谷　ののか なかたに　ののか ピーストランポリンクラブ 19 山崎　蒼透 やまざき　あおと Sky Bounce（ｽｶｲﾊﾞｳﾝｽ）
20 中西　花 なかにし　はな Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ） 20 山崎　蒼人 やまざき　あおと スポーツクラブ　テン・フォーティー
21 舟生　真雅 ふにゅう　まみや スポーツクラブ　テン・フォーティー 21 山崎　今稔 やまざき　いまじん スポーツクラブ　テン・フォーティー
22 古沢　珠己 ふるさわ　たまき Pureジュニアトランポリンクラブ
23 松井　柚子 まつい　ゆず Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ）
24 松本　咲穂 まつもと　さきほ スポーツクラブ　テン・フォーティー
25 門間　彩恵 もんま　あやの さくらトランポリン
26 山上　和 やまがみ　なごみ U.S.C　クワトロ



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。

第25回　イーストジャパントランポリンフェスタ
個人競技　スタートリスト

小学校高学年クラス女子 小学校高学年クラス男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 渡部　楓 わたなべ　かえで NPO江戸崎スポーツクラブ 1 足立　創 あだち　そう ベルデスポーツクラブ
2 山田　ゆい やまだ　ゆい ピーストランポリンクラブ 2 石川　雅治 いしかわ　まさはる ピーストランポリンクラブ
3 山田　菜々美 やまだ　ななみ スポーツクラブ　テン・フォーティー 3 板橋　穂高 いたばし　ほたか スポーツクラブ　テン・フォーティー
4 山崎　虹香 やまざき　にこ Sky Bounce（ｽｶｲﾊﾞｳﾝｽ） 4 伊藤　鍵太 いとう　けんた スポーツクラブ　テン・フォーティー
5 山口 小春 やまぐち こはる 厚木FUSiONスポーツクラブ 5 桒原　仰大 くわはら　こうた MTCホッパーズ
6 牧野　愛琴 まきの　まかと ピーストランポリンクラブ 6 柴田　琉詩 しばた　りゅうし Pureトランポリンクラブ
7 星　美鈴 ほし　みすず 厚木FUSiONスポーツクラブ 7 髙垣　寛太郎 たかがき　かんたろう スポーツクラブ　テン・フォーティー
8 舟生　彩織 ふにゅう　さおり スポーツクラブ　テン・フォーティー 8 三浦　真弥 みうら　しんや MTCホッパーズ
9 野口　花鈴 のぐち　かりん さくらトランポリン 9 毛利　匠 もうり　たくみ スポーツクラブ　テン・フォーティー
10 仲　雪花 なか　ゆきか Sky Bounce（ｽｶｲﾊﾞｳﾝｽ） 10 渡部　祥亮 わたなべ　よしあき MTCホッパーズ
11 高﨑　枝里 たかさき　えり ピーストランポリンクラブ
12 庄司　遥香 しょうじ　はるか ひなぎく
13 下條　琳音 しもじょう　りお ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
14 下條　未來 しもじょう　みく ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
15 笹野　琉那 ささの　るな ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
16 佐々木　葵 ささき　あおい スポーツクラブ　テン・フォーティー
17 小林　美咲 こばやし　みさき Pureトランポリンクラブ
18 小島　凜穏 こじま　りおん フリットフラップ
19 岡田　悠楓 おかだ　ゆうか スポーツクラブ　テン・フォーティー
20 岡﨑　恋遥 おかざき　れんか Pureジュニアトランポリンクラブ
21 大竹　結麻 おおたけ　ゆま ベルデスポーツクラブ
22 今泉　愛未 いまいずみ　あみ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
23 稲垣　和花 いながき　わか スポーツクラブ　テン・フォーティー
24 出雲　なのん いずも　なのん MTCホッパーズ
25 飯田　真由 いいだ　まゆ NPO江戸崎スポーツクラブ
26 飯田　千尋 いいだ　ちひろ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

中学生クラス女子 中学生クラス男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 渡邊　椎菜 わたなべ　しいな スポーツクラブ　テン・フォーティー 1 佐藤　輝弥 さとう　てるや NPO江戸崎スポーツクラブ
2 鳥山　夏希 とりやま　なつき さくらトランポリン 2 櫻井　悠貴 さくらい　ゆうき 厚木FUSiONスポーツクラブ
3 高﨑　茉実 たかさき　まみ ピーストランポリンクラブ 3 桒原　基輝 くわはら　もとき MTCホッパーズ
4 財津　花衣 ざいつ　かえ MTCホッパーズ 4 川口　滉平 かわぐち　こうへい Pureジュニアトランポリンクラブ
5 小出　はるか こいで　はるか MTCホッパーズ 5 飯田　琉介 いいだ　りゅうすけ NPO江戸崎スポーツクラブ
6 小出　あすか こいで　あすか MTCホッパーズ 6 荒木　陸 あらき　りく スポーツクラブ　テン・フォーティー
7 茅本　和叶 かやもと　よりか スポーツクラブ　テン・フォーティー
8 勝又　美結 かつまた　みゆ MTCホッパーズ

高校生以上クラス　女子 高校生以上クラス　男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 小川　彩子 おがわ　あやこ トランポリンチームラビット 1 草野　颯人 くさの　はやと MTCホッパーズ
2 笹野　美貴 ささの　みき グラスホッパーズ 2 金井　康賴 かない　やすのり MTCホッパーズ
3 金井　美穂 かない　みほ MTCホッパーズ 3 野口　陽一郎 のぐち　よういちろう スポーツクラブ　テン・フォーティー
4 滝沢　寛子 たきざわ　ひろこ SPIRIT 4 市原　爽 いちはら　そう 日本体育大学トランポリンクラブ
5 相田　優奈 あいだ　ゆうな さくらトランポリン
6 過足　結 よぎあし　ゆい 日本体育大学トランポリンクラブ



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。

シンクロナイズド競技　Cクラス

No. 選手名 ふりがな 所属 選手名 ふりがな 所属

1 市川　萌瑠 いちかわ　もゆる TARget 前田　春妃 まえだ　はるひ ひなぎく

2 酒井　美咲 さかい　みさき NAKAYOSHIトランポリンクラブ 今泉　愛生 いまいずみ　あき NAKAYOSHIトランポリンクラブ

3 梶山　詠一 かじやま　えいいち フリーエアースポーツクラブ 阿久津　瑛拓 あくつ　えいた NAKAYOSHIトランポリンクラブ

4 櫛引　心温 くしびき　このん スポーツクラブ　テン・フォーティー 関口　結菜 せきぐち　ゆいな スポーツクラブ　テン・フォーティー

5 小暮　菜央 こぐれ　なお Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 大門　叶奈子 だいもん　かなこ Ｐｕｒｅトランポリンクラブ

6 鈴木　菜々 すずき　なな
Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ）

鈴木　まゆ すずき　まゆ Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ）

7 木戸口　結衣 きどぐち　ゆい
Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ）

大上　颯斗 おおがみ　さやと Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ）

8 味岡　真央 あじおか　まお 茨城大学 森　一磨 もり　かずま 茨城大学

9 三森　菖悟 みつもり　しょうご ひなぎく 金子　慶汰 かねこ　けいた さくらトランポリン

10 関 早紀子 せき　さきこ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク) 藤原　ゆり子 ふじわら　ゆりこ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)

11 関　未優 せき　みゆう
Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ）

落合　琴梨 おちあい　ことり Cygnet  Trampoline  Club（シグネットトランポリンクラブ）

12 石井　智也 いしい　ともや スポーツクラブ　テン・フォーティー 高田　未郁 たかだ　みくに スポーツクラブ　テン・フォーティー

13 竹内　砂智子 たけうち　さちこ PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク) 藤沢　由佳 ふじさわ　ゆか PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク)

シンクロナイズド競技　Bクラス

No. 選手名 ふりがな 所属 選手名 ふりがな 所属

1 野口　祐治 のぐち　ゆうじ スポーツクラブ　テン・フォーティー 貫井　綺羅 ぬくい　きら スポーツクラブ　テン・フォーティー

2 森下　瑶子 もりした　ようこ ベルデスポーツクラブ 佐藤　桃香 さとう　ももか ベルデスポーツクラブ

3 福丸　力也 ふくまる　りきや 日本体育大学トランポリンクラブ 山崎　未来 やまざき　みらい 日本体育大学トランポリンクラブ

シンクロナイズド競技　Aクラス

No. 選手名 ふりがな 所属 選手名 ふりがな 所属

1 三澤　優華 みさわ　ゆうか アポロメディカル 清水　大空 しみず　すかい アポロメディカル

4 笹本　陸 ささもと　りく 日本体育大学トランポリンクラブ 美田　佳穂 みた　かほ 日本体育大学トランポリンクラブ

5 藤田　隆之介 ふじた　りゅうのすけ 日本体育大学トランポリンクラブ 藤田　将徳 ふじた　しょうとく 日本体育大学トランポリンクラブ

第25回　イーストジャパントランポリンフェスタ

シンクロ競技　スタートリスト


