
⼥⼦ 10才以下
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 ⼀川 友那 イチカワ ユナ 熊本トランポリンクラブ
2 丸本 桃佳 マルモト モモカ サンスピリッツ端野
3 神⽥ 美砂 カンダ ミサ ⼩松イルカクラブ
4 湊⾕ 幸歩 ミナトヤ ユキホ ⼠別トランポリン協会
5 向後 優澄⾳ コウゴ ユズネ ジョイスポーツクラブ相模原
6 関⼝ 結菜 セキグチ ユイナ ⼤宮レインボートランポリンクラブ
7 古⽥ 稟温 フルタ リオン vivace
8 中村 ⼀華 ナカムラ イチカ 熊本トランポリンクラブ
9 ⻄川 初花 ニシカワ ウイナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
10 吉村 花凛 ヨシムラ カリン ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
11 ⻄⽥ 真実⼦ ニシダ マミコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
12 坂井 莉⾥ サカイ リリ シープクラブ
13 秋⼭ ⼼⾳ アキヤマ ココネ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
14 ⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School
15 ⽮野 登良 ヤノ ミラ WASEDA Club 2000
16 後藤 彩⼼ ゴトウ アコ さくらトランポリン
17 奥村 紗帆 オクムラ サホ Sfida
18 船中 碧 フナナカ アオイ イアスファミリースポーツクラブ
19 ⼤上 茉桜 オオガミ マオ Cygnet Trampoline Club
20 尾花 真央 オバナ マオ アインストランポリンクラブ
21 菅原 ひかる スガワラ ヒカル スポーツクラブ テン・フォーテイー
22 杉本 紗弥 スギモト サヤ 七塚ジュニア
23 相原 ⾥名 アイハラ リナ ⼤泉スワロー体育クラブ
24 林 ⼩桜 ハヤシ ココロ フリーエアースポーツクラブ
25 ⼭本 夏未 ヤマモト ナツミ 津別トランポリンクラブ
26 天内 李⾳ テンナイ リノン SeveC
27 松岡 周 マツオカ アマネ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
28 ⾨間 彩恵 モンマ アヤノ さくらトランポリン
29 松井 いぶき マツイ イブキ リトルウインズ勝⼭
30 虻川 藤乃 アブカワ フジノ ⼤館市トランポリンクラブ
31 ⽊⾕ 遥菜 キタニ ハルナ ⾼槻トランポリンクラブ
32 ⼭崎 ⾐徳 ヤマザキ イノリ ジョイスポーツクラブ相模原
33 髙橋 葵 タカハシ アオイ Pureトランポリンクラブ
34 千葉 更紗 チバ サラサ ⼗勝トランポリン倶楽部
35 ⼋⽥ 彩愛 ハッタ サエ ⾦沢クリール
36 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ ジョイスポーツクラブ相模原
37 ⽯⽥ 倫沙⼼ イシダ リサコ フリーエアースポーツクラブ
38 関⼝ 美優 セキグチ ミユ 群⾺ソレイユ
39 室野 ななこ ムロノ ナナコ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
40 塚本 莉⼦ ツカモト リコ ⾦沢クリール
41 佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
42 髙橋 纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ
43 村上 梨紗 ムラカミ リサ キタイスポーツクラブ
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A 台

44 ⼭崎 ⾹凛 ヤマザキ カリン 越⾕トランポリンクラブ
45 上野 さゆり ウエノ サユリ ピーターパントランポリンクラブ
46 ⽶⽥ 悠⾳ ヨネダ ユオン ⾦沢ジャンパーズクラブ
47 川畑 葉栞 カワハタ ハナ ⼤泉スワロー体育クラブ
48 倉野 琴⽻ クラノ コトハ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
49 中島 凜愛 ナカジマ リア パレスＳＣ
50 ⽊⼾⼝ 結⾐ キドグチ ユイ Cygnet Trampoline Club
51 千代延 有⾥ チヨノブ ユリ 堺ハイパードリーム
52 寺⽥ 美桜 テラダ ミオ キタイスポーツクラブ
53 野原 ⽉夏 ノハラ ルナ ⼗勝トランポリン倶楽部
54 ⻄條 希彩 サイジョウ ノア Phoenix Trampoline School
55 草野 咲果 クサノ サキカ 富⽥林トランポリンクラブ
56 齋藤 柊⾥ サイトウ シュリ ⾚城トランポリンクラブ
57 酒⾕ ⾵花 サカタニ フウカ キタイスポーツクラブ
58 網 ひかり アミ ヒカリ ⾦沢ジャンパーズクラブ
59 ⻄井 空 ニシイ ソラ いかるがペガサスクラブ
60 ⼩島 ⼼奈 オジマ ココナ フリーエアースポーツクラブ
61 佐藤 凛 サトウ リン ⼗勝トランポリン倶楽部
62 関 未優 セキ ミユウ Cygnet Trampoline Club
63 奥村 杏美 オクムラ アミ Sfida
64 柿内 颯 カキウチ サヤ 静岡トランポリンクラブ
65 林 いろ葉 ハヤシ イロハ アインストランポリンクラブ
66 渡辺 聖来 ワタナベ セイラ フリーエアースポーツクラブ
67 藤川 光⽻ フジカワ カヌハ ⾚城トランポリンクラブ
68 當間 みのり トウマ ミノリ 越⾕トランポリンクラブ
69 秦 爽 ハタ サワカ Phoenix Trampoline School
70 卯嶋 瑠⾵ ウジマ ルカ Sfida
71 ⼤⽊ 真央 オオキ マオ フリーエアースポーツクラブ
72 孕⽯ 那菜 ハラミイシ ナナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
73 ⽥中 陽笑 タナカ ヒワラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
74 ⻄畠 空杏 ニシバタ ソア Rainbow
75 ⽊村 ⽻瑠 キムラ ハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
76 松本 陽葵 マツモト ヒマリ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
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⼥⼦ 11-12才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 芳賀 まひる ハガ マヒル 美深トランポリンクラブ
2 ⾼⽥ 未郁 タカダ ミクニ スポーツクラブ テン・フォーテイー
3 縄⽥ 琉⽻ ナワタ ルウ シープクラブ
4 ⾼森 梨紗 タカモリ リサ 七塚ジュニア
5 清⻑ 千紘 キヨナガ チヒロ ⾦沢クリール
6 都⽵ 結花 ツヅク ユウカ アベノジュニアトランポリンクラブ
7 勝森 天⾳ カツモリ アマネ キタイスポーツクラブ
8 ⽵内 莉⼦ タケウチ リコ アベノジュニアトランポリンクラブ
9 ⿑藤 優海 サイトウ ユウナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
10 井村 ⽇保 イムラ ヒヨリ ビッグスプリング
11 若⼭ 光莉 ワカヤマ ヒカリ ⼗勝トランポリン倶楽部
12 出雲 なのん イズモ ナノン MTCホッパーズ
13 ⼩⼭ 紅 コヤマ ベニ 堺ハイパードリーム
14 太⽥ 結菜 オオタ ユナ 七塚ジュニア
15 松岡 さくら マツオカ サクラ SeveC
16 ⼭縣 七々海 ヤマガタ ナナミ アドバンストランポリンクラブ
17 齋藤 颯花 サイトウ ソヨカ ⾚城トランポリンクラブ
18 ⼩⽥切 茉由 オタギリ マユウ Pureトランポリンクラブ
19 稲垣 和花 イナガキ ワカ スポーツクラブ テン・フォーテイー
20 箱崎 ひいろ ハコザキ ヒイロ TOKYO SPORTS ACADEMY
21 奥⼭ ⼼結 オクヤマ ミユ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
22 紅林 真奈 クレバヤシ マナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
23 花房 凛 ハナブサ リン 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
24 河本 宙菜 カワモト ヒナ TSRスポーツクラブ
25 岩⽥ よつ葉 イワタ ヨツハ SeveC
26 中⽥ 楽々 ナカダ ララ ⼩松イルカクラブ
27 丸⼭ ⼼華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
28 須川 蘭 スガワ ラン 泉南ジュニアトランポリンクラブ
29 本道 らら ホンドウ ララ ミラクル1
30 ⽊暮 ⽇菜乃 キグレ ヒナノ ⾚城トランポリンクラブ
31 榊原 芯 サカキバラ マナカ TSRスポーツクラブ
32 澤⽥ 守杏 サワダ モモ アドバンストランポリンクラブ
33 ⼩島 温花 オジマ ノドカ フリーエアースポーツクラブ
34 新野 愛莉 シンノ アイリ ⾼槻トランポリンクラブ
35 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
36 ⽰野 佑奈 シメノ ユウナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
37 菅原 瑠莉 スガワラ ルリ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
38 ⼤藤 彩 オオドウ アヤ リトルウインズ勝⼭
39 ⽯⽥ 美咲希 イシダ ミサキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
40 ⼤森 華穂 オオモリ カホ アインストランポリンクラブ
41 ⼩野 友愛 オノ ユウア リトルジャガーズ
42 佐々⽊ ⾥桜 ササキ リオ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
43 ⽥中 希湖 タナカ キコ アベノジュニアトランポリンクラブ
44 ⿊瀬 美麗 クロセ ミレイ サンスピリッツ端野
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45 ⽯井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ
46 ⿊⽊ 叶歩 クロキ カナホ ⾼槻トランポリンクラブ
47 中⻄ 乃愛 ナカニシ ノア 七塚ジュニア
48 仲本 琴菜 ナカモト コトナ スポーツクラブ テン・フォーテイー
49 ⼤⽵ 琴⽻ オオタケ コトネ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
50 松浦 茉希 マツウラ マキ Phoenix Trampoline School
51 ⼩池 姫菜 コイケ ヒメナ ⾚城トランポリンクラブ
52 福永 安⾥ フクナガ アンリ ⾦沢ジャンパーズクラブ
53 坂⼝ 璃⾳ サカグチ リオン 熊本トランポリンクラブ
54 ⾼泉 詩茉 タカイズミ シマ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
55 池⽥ このは イケダ コノハ シープクラブ
56 俵 芽⽣ タワラ メイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
57 ⼤久保 杜苺 オオクボ トモ ⾦沢トランポリンクラブ
58 中村 天美 ナカムラ アマミ キタイスポーツクラブ
59 ⼩野 乃愛 オノ ダイア ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
60 ⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ キタイスポーツクラブ
61 永⽥ 穂乃花 ナガタ ホノカ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
62 濱⼝ 爽⽻ ハマグチ サワ シープクラブ
63 ⼩室 ⽇和 コムロ ヒヨリ 七塚ジュニア
64 船井 美⽻ フナイ ミウ アベノジュニアトランポリンクラブ
65 成⽥ 亜弥⾹ ナリタ アヤカ Rainbow
66 南 栞奈 ミナミ カンナ ⼩松イルカクラブ
67 ⻄⽥ 和⼼ ニシダ ナゴミ ジャンピング・キューブ
68 下牧 蓮奈 シモマキ レナ リトルウインズ勝⼭
69 表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire
70 正⽊ 咲花 マサキ サクラ キタイスポーツクラブ
71 髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ
72 松村 遥 マツムラ ハルカ SeveC
73 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ
74 五⼗住 知穂 イソズミ チホ スペースウォーク
75 中野 陽彩 ナカノ ヒイロ TOKYO SPORTS ACADEMY
76 ⽥中 杏奈 タナカ アンナ トランポリンクラブONOGAMI
77 横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ
78 ⾼原 紅葉 タカハラ モミジ ⽩⾺トランポリンクラブ
79 菅原 ⼩雪 スガワラ コユキ サンスピリッツ端野
80 髙橋 希星 タカハシ キラリ 釧路ＴＣアクティヴ
81 福世 ⼸⽉ フクヨ ユズキ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
82 辻⽥ 花凛 ツジタ カリン アベノジュニアトランポリンクラブ
83 ⼤⽊ 彩 オオキ アヤ フリーエアースポーツクラブ
84 ⾕好 真琴 タニヨシ マコト ⾼槻トランポリンクラブ
85 柏葉 幸⾳ カシバ ユキネ 津別トランポリンクラブ
86 ⻄⽥ 可奈⼦ ニシダ カナコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
87 佐藤 ⽲暖 サトウ カノン スペースウォーク
88 ⻘地 真睦 アオチ マチカ ⾦沢学院⼤学クラブ
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89 ⼩野 夏実 オノ ナツミ 富⽥林トランポリンクラブ
90 ⼩村 咲七 コムラ サナ ⾦沢ジャンパーズクラブ
91 森⼭ 柚葉 モリヤマ ユズハ ⾚城トランポリンクラブ
92 ⼩林 ⾥琉希 コバヤシ リルキ リトルジャガーズ
93 今崎 妃菜汐 イマサキ ヒナタ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
94 髙橋 明⾥ タカハシ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
95 ⻄村 優佳 ニシムラ ユウカ ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ
96 ⾦⽥ あおい カネダ アオイ 熊本トランポリンクラブ
97 下⻄ 美凪 シモニシ ミナギ アベノジュニアトランポリンクラブ
98 ⽥鍬 りいな タクワ リイナ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
99 河本 和 カワモト ナゴミ Phoenix Trampoline School
100 堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 浜松トランポリンクラブ
101 ⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ アインストランポリンクラブ
102 内潟 佳奈 ウチカタ カナ 宇ノ気クラブ
103 室野 ももこ ムロノ モモコ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
104 中村 ⾹菜 ナカムラ カナ ⾦沢クリール
105 ⾼橋 美⾳ タカハシ ミオ ⽇本クリード
106 松浦 佑那 マツウラ ユイナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
107 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
108 菊川 瑞⼼ キクカワ ミズミ キタイスポーツクラブ
109 福川 留那 フクカワ ルナ シープクラブ
110 鈴⽊ ⽇和 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ
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⼥⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 今泉 愛⽣ イマイズミ アキ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
2 ⽣地 世奈 オイジ セイナ vivace
3 ⽯本 唯花 イシモト ユイカ 熊本トランポリンクラブ
4 芽本 和叶 カヤモト ヨリカ スポーツクラブ テン・フォーテイー
5 ⼩野 晴茄 オノ ハルナ アインストランポリンクラブ
6 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
7 杉森 ⾵⾹ スギモリ フウカ イアスファミリースポーツクラブ
8 ⼟⽥ 理結 ツチダ リユ アドバンストランポリンクラブ
9 迎 まりな ムカエ マリナ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
10 ⽵内 愛詩 タケウチ マコト ⼗勝トランポリン倶楽部
11 髙⽥ 暖乃 タカタ ノノ 星稜クラブ

12 ⼩林 陽花 コバヤシ ヒヨリ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
13 松井 ⼼⽻ マツイ コハネ リトルウインズ勝⼭
14 ⻄ 千咲葵 ニシ チサキ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
15 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
16 加藤 陽 カトウ ヒナタ Phoenix Trampoline School
17 川村 梨花 カワムラ リカ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
18 宮崎 樹莉亜 ミヤザキ ジュリア スペースウォーク
19 近藤 愛空 コンドウ アコ Pureトランポリンクラブ
20 上⽥ うらら ウエダ ウララ キタイスポーツクラブ
21 園⽥ 百合⼦ ソノダ ユリコ 帝塚⼭学院トランポリン部
22 伊吹 千夢 イブキ チユ Phoenix Trampoline School
23 ⼭⽊ 咲々 ヤマキ ササ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

24 倉⽥ 陽加 クラタ ハルカ SeveC
25 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
26 櫻井 愛菜 サクライ エナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
27 川村 真菜 カワムラ マナ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
28 松村 渚 マツムラ ナギサ SeveC
29 吉本 そら ヨシモト ソラ サンスピリッツ端野
30 村本 七海 ムラモト ナナミ イアスファミリースポーツクラブ
31 坪井 綾⾳ ツボイ アヤネ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
32 林 璃奈 ハヤシ リナ アベノジュニアトランポリンクラブ
33 ⾚⽯ みらい アカイシ ミライ TSRスポーツクラブ
34 勝⽥ 万⾥奈 カツタ マリナ WASEDA Club 2000
35 佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ ⼤館市トランポリンクラブ

36 吉⽥ 莉琉 ヨシダ マリル NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ
37 伊藤 瑠伽 イトウ ルカ Rainbow
38 ⾕好 未菜 タニヨシ ミナ ⾼槻トランポリンクラブ
39 森元 美涼 モリモト ミスズ Cygnet Trampoline Club
40 遠藤 翠那 エンドウ スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY
41 柴⽥ 遥雅 シバタ ハルカ Sfida
42 都原 彩加 トハラ アヤカ ⼩松イルカクラブ
43 髙𣘺 実⾥ タカハシ ミリ TSRスポーツクラブ
44 岩井 瞳 イワイ ヒトミ スポーツクラブ テン・フォーテイー
45 藤井 琴⼸ フジイ コトミ リトルジャガーズ
46 ⼤⽯ ⽉彩 オオイシ ツキサ 静岡トランポリンクラブ

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
個⼈競技

C 台

1

2

3

4



⼥⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
個⼈競技

C 台

47 枡⽥ 翔⼦ マスダ ショウコ 帝塚⼭学院トランポリン部

48 宮⻄ 陽菜 ミヤニシ ヒナ ウイングトランポリンクラブ
49 ⻄ 春⾹ ニシ ハルカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
50 ⾈越 愛実 フナコシ マナミ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
51 中村 若葉 ナカムラ ワカバ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
52 ⼤藤 愛 オオドウ アイ リトルウインズ勝⼭
53 池⽥ ⿇保 イケダ マホ イアスファミリースポーツクラブ
54 ⽚⼭ 藍 カタヤマ アイ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
55 向島 未紗 ムコウジマ ミサ 宇ノ気クラブ
56 宮本 奈津 ミヤモト ナツ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
57 岩垣 伶 イワガキ レイ 熊取T.T.T.
58 ⾇岡 ゆらら マスオカ ユララ サンスピリッツ端野
59 ⼩⽯ 和奈 コイシ ワカナ 熊本トランポリンクラブ

60 吉⽥ 紗羅 ヨシダ サラ Sfida
61 佐久間 優名 サクマ ユウナ ⾵連トランポリン少年団
62 播磨 ここね ハリマ ココネ キタイスポーツクラブ
63 廣瀬 万奈美 ヒロセ マナミ 浜松トランポリンクラブ
64 ⼤倉 愛⾹ オオクラ アイカ 堺ハイパードリーム
65 橋詰 涼那 ハシヅメ スズナ リトルウインズ勝⼭
66 ⼩出 あすか コイデ アスカ MTCホッパーズ
67 六⾞ 綾乃 ムグルマ アヤノ いかるがペガサスクラブ
68 保坂 ⼀翔 ホサカ ヒナリ TOKYO SPORTS ACADEMY
69 児⽟ 朱梨 コダマ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
70 三吉 菜⽉ ミヨシ ナツキ ジョイスポーツクラブ相模原
71 ⽥中 沙季 タナカ サキ ⼩松イルカクラブ

72 ⾓⽥ 萌華 ツノダ モエカ 熊本トランポリンクラブ
73 近藤 愛海 コンドウ マナミ Pureトランポリンクラブ
74 宮崎 亜優 ミヤザキ アユ Phoenix Trampoline School
75 本道 やや ホンドウ ヤヤ ミラクル1
76 乃村 朋紀花 ノムラ ホノカ 津別トランポリンクラブ
77 ⽥中 愛海 タナカ アミ アベノジュニアトランポリンクラブ
78 中島 愛羅 ナカジマ アイラ パレスＳＣ
79 岸野 こなつ キシノ コナツ アベノジュニアトランポリンクラブ
80 笠井 琳花 カサイ リンカ ⾼槻トランポリンクラブ
81 上野 瑞歩 ウエノ ミズホ SeveC
82 ⼭本 瑠菜 ヤマモト ルナ 津別トランポリンクラブ
83 濱⼝ 初芽 ハマグチ ウメ シープクラブ

84 ⽊村 ⼼春 キムラ コハル 星稜クラブ
85 ⼭内 抹緒 ヤマウチ マオ リトルウインズ勝⼭
86 福⽥ 菜都美 フクダ ナツミ アドバンストランポリンクラブ
87 島⽥ 明⽇菜 シマダ アスナ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
88 ⼩溝 真凜 コミゾ マリン スペースウォーク
89 加納 彩葉 カノウ イロハ 星稜クラブ
90 川島 茉鈴 カワシマ マリン 熊取T.T.T.
91 櫛引 ⼼温 クシビキ コノン スポーツクラブ テン・フォーテイー
92 ⽔⼝ 明⾳ ミズグチ アノン Phoenix Trampoline School
93 杉⼭ ⼩咲希 スギヤマ チサキ ⼤泉スワロー体育クラブ
94 杉元 鈴奈 スギモト レイナ ⽟名トランポリンクラブ
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95 ⾼⾒ 菜々⼦ タカミ ナナコ ⼩松イルカクラブ

96 渡邊 椎菜 ワタナベ シイナ スポーツクラブ テン・フォーテイー
97 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
98 坂⽥ 遥菜 サカタ ハルナ アベノジュニアトランポリンクラブ
99 岡崎 祐⽉ オカザキ ユヅキ アベノジュニアトランポリンクラブ
100 ⼩⽥原 愛奈 オダハラ アイナ ⾼槻トランポリンクラブ
101 佐藤 陽葵 サトウ ハルキ サンスピリッツ端野
102 ⼭北 実来 ヤマキタ ミライ イアスファミリースポーツクラブ
103 ⽻⽣ 菜波 ハニュウ ナナミ 越⾕トランポリンクラブ
104 古杉 夏希 コスギ ナツキ 静岡トランポリンクラブ
105 池下 かの⼦ イケシタ カノコ 星稜クラブ
106 加藤 ⿇美 カトウ アサミ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
107 南 あかり ミナミ アカリ ⽇本クリード

108 ⽯⿊ 双葉 イシグロ フタバ vivace
109 前⽥ 春妃 マエダ ハルヒ ひなぎく
110 中村 かんな ナカムラ カンナ WASEDA Club 2000
111 阿部 ⾥緒菜 アベ リオナ vivace
112 船⼭ 采野 フナヤマ コトノ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
113 當間 いまり トウマ イマリ 越⾕トランポリンクラブ
114 ⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ
115 ⼩出 はるか コイデ ハルカ MTCホッパーズ
116 ⽔野 桜花 ミズノ サクラ アドバンストランポリンクラブ
117 ⼭本 若伽奈 ヤマモト ワカナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
118 ⻑⾕川 南実 ハセガワ ミナミ リトルジャガーズ
119 ⼤坂 多真美 オオサカ タマミ 熊本トランポリンクラブ

120 林 佳歩 ハヤシ カホ リトルウインズ勝⼭
121 宮沢 海帆 ミヤザワ ミホ ⽩⾺トランポリンクラブ
122 ⽩崎 真唯 シラサキ マイ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
123 松村 悠花 マツムラ ユウカ ⾳更トランポリンクラブ
124 ⻫藤 奏良 サイトウ ソラ ⼩松イルカクラブ
125 渡瀬 百虹 ワタセ モモコ 浜松修学舎中学校
126 朝⼭ ⼼暖 アサヤマ ココア アインストランポリンクラブ
127 佐藤 彩乃 サトウ アヤノ 帝塚⼭学院トランポリン部
128 吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ アインストランポリンクラブ
129 出村 明⽇花 デムラ アスカ 宇ノ気クラブ
130 中沢 千愛 ナカザワ チナリ TOKYO SPORTS ACADEMY
131 松本 奈優 マツモト ナユウ ⼩松イルカクラブ

132 丸⼭ 珠璃 マルヤマ ジュリ ⾦沢学院⼤学クラブ
133 櫻井 いろは サクライ イロハ Team Machida
134 岩本 純果 イワモト アヤカ アベノジュニアトランポリンクラブ
135 加藤 瑠菜 カトウ ルナ 津別トランポリンクラブ
136 柏⽊ 望可 カシワギ ノノカ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
137 溜渕 茉菜 タマリブチ マナ 熊本トランポリンクラブ
138 野⼝ 春⾹ ノグチ ハルカ アベノジュニアトランポリンクラブ
139 松本 友⾥ マツモト ユリ 上野学園トランポリンクラブ
140 宮地 柚妃 ミヤチ ユズキ vivace
141 川畑 萌花 カワハタ モエカ Phoenix Trampoline School
142 ⾼原 つらら タカハラ ツララ ⽩⾺トランポリンクラブ
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143 ⽮ヶ部 楓 ヤカベ フウ フリーエアースポーツクラブ
144 岸 実憂 キシ ミユウ 七塚ジュニア
145 勝⽥ 優莉奈 カツタ ユリナ WASEDA Club 2000
146 ⽯坂 漣 イシザカ レン ジョイスポーツクラブ相模原
147 松岡 暖乃 マツオカ ハルノ アベノジュニアトランポリンクラブ
148 楠 玲弥 クスノキ レイミ 熊本トランポリンクラブ
149 加藤 萌歌 カトウ モエカ vivace
150 塩原 佳歩 シオハラ カホ パレスＳＣ
151 曽⾕ 楓夏 ソダニ フウカ ⾦沢学院⼤学クラブ
152 ⽯井 舞乃 イシイ マノ ⼤泉スワロー体育クラブ
153 森松 はるか モリマツ ハルカ vivace
154 村松 郁⾳ ムラマツ フミネ 群⾺ソレイユ
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男⼦ 10才以下
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 江尻 愛翔 エジリ マナト ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
2 ⼤藤 和輝 オオドウ カズキ リトルウインズ勝⼭
3 池⽥ 冴蓮 イケダ カレン Atsugibonfire
4 ⽵中 優騎 タケナカ ユウキ サンスピリッツ端野
5 ⽚岡 遼⾺ カタオカ リョウマ Phoenix Trampoline School
6 神⼭ 空駕 カミヤマ クウガ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
7 遠藤 悠來 エンドウ ユウライ TOKYO SPORTS ACADEMY
8 中野 東 ナカノ アズマ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
9 東 叶芽 ヒガシ カナメ 熊本トランポリンクラブ
10 兼平 陽季 カネヒラ ハルキ 津別トランポリンクラブ

11 ⼤⾕ 颯⼤ オオタニ ソウタ 富⽥林トランポリンクラブ
12 阿久津 瑛拓 アクツ エイタ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
13 ⾕好 健琉 タニヨシ タケル ⾼槻トランポリンクラブ
14 中井 ⼤翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School
15 ⻘⼭ 雅哉 アオヤマ マサヤ サンスピリッツ端野
16 塚本 遥 ツカモト ハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
17 ⽮野 豊⼠ ヤノ トシ WASEDA Club 2000
18 ⾈越 晃信 フナコシ アキノブ NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ
19 廣川 陽⼟ ヒロカワ ハルト サンスピリッツ端野
20 庭瀬 典儒 ニワセ テンジュ Phoenix Trampoline School

21 ⼾⽔ 三喜 トミズ ミツキ ⾦沢クリール
22 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire
23 三⽊ 瑛⽃ ミキ エイト Atsugibonfire
24 関 絢翔 セキ アヤト ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
25 鈴⽊ 旬 スズキ シュン ⾵連トランポリン少年団
26 ⼤給 想⼤ オギュウ ソウタ Phoenix Trampoline School
27 柳本 快燈 ヤナギモ カイト ⾳更トランポリンクラブ
28 中野 馨太郎 ナカノ ケイタロウ TOKYO SPORTS ACADEMY
29 近藤 伍樹 コンドウ イツキ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
30 川嶋 太⼀ カワシマ タイチ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会

31 駒津 太珂 コマツ タイガ ⾵連トランポリン少年団
32 ⽯渡 永⼈ イシワタ エイト Atsugibonfire
33 滝岡 伶慈 タキオカ リョウジ シープクラブ
34 渡辺 太⼀ ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ
35 峰 琢磨 ミネ タクマ Phoenix Trampoline School
36 ⾼橋 優真 タカハシ ユウマ ⽇本クリード
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37 ⿊⽊ 瞭 クロキ リョウ アベノジュニアトランポリンクラブ
38 ⻫藤 逞 サイトウ タクマ プラッツトランポリンクラブ
39 ⼭出 涼雅 ヤマデ リョウガ ピーターパントランポリンクラブ
40 新野 晃弘 シンノ アキヒロ ⾼槻トランポリンクラブ
41 今井 ⼤翔 イマイ ダイト Phoenix Trampoline School

42 ⼤⻄ 良玖 オオニシ リク アインストランポリンクラブ
43 佐藤 和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ
44 ⽔島 孝⼠郎 ミズシマ コウシロウ 阪南市トランポリンクラブ
45 ⼭崎 凌⼤ ヤマザキ リョウタ 釧路ＴＣアクティヴ
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男⼦ 11-12才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 岩⽥ 命 イワタ ミコト SeveC
2 村上 遥⾳ ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ
3 寿 ⿓成 コトブキ リュウセイ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
4 ⻑⾕川 碧⼈ ハセガワ アオト ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
5 桐⽣ 直輝 キリュウ ナオキ ⼤泉スワロー体育クラブ
6 中⽥ 悠暉 ナカタ ユウキ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
7 梅井 颯汰 ウメイ ソウタ 富⽥林トランポリンクラブ
8 番所 駿⽃ バンショ ハヤト ⾦沢トランポリンクラブ
9 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ ⼤泉スワロー体育クラブ
10 近藤 馨 コンドウ カオル TSRスポーツクラブ

11 ⾚⽯ 泰雅 アカイシ タイガ ⼗勝トランポリン倶楽部
12 平⽊ 塁 ヒラキ ルイ 釧路ＴＣアクティヴ
13 齋藤 成輝 サイトウ ナルキ トランポリンクラブONOGAMI
14 ⼭⽥ 純平 ヤマダ ジュンペイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
15 ⼤森 朝陽 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
16 深川 柚稀 フカガワ ユズキ 美深トランポリンクラブ
17 ⾇岡 孝太郎 マスオカ コウタロウ サンスピリッツ端野
18 三浦 慧太 ミウラ ケイタ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
19 ⾺野 翔伍 ウマノ ショウゴ 阪南市トランポリンクラブ
20 桜井 ⼤輝 サクライ タイキ ⼤泉スワロー体育クラブ

21 松本 悠⽣ マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
22 ⽔⼝ 明哉 ミズグチ メイヤ Phoenix Trampoline School
23 池上 ⼤和 イケガミ ヤマト 富⽥林トランポリンクラブ
24 権隨 洸⽮ ゴンズイ コウヤ 釧路ＴＣアクティヴ
25 ⼾⽔ 琴⼤ トミズ コトヒロ ⾦沢クリール
26 柏⽊ 志仁 カシワギ サネヒト ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
27 南 拓⽃ ミナミ タクト ⽇本クリード
28 松永 昊晴 マツナガ コウセイ ⾵連トランポリン少年団
29 橋本 祥利 ハシモト ショウリ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
30 松岡 ⿓吾 マツオカ リュウゴ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

31 中川 廣紀 ナカガワ ヒロキ ⾦沢クリール
32 奥 琉登 オク リュウト リトルウインズ勝⼭
33 ⿑藤 瑠 サイトウ リュウ TSRスポーツクラブ
34 寺本 悠⼈ テラモト ユウト ⾦沢ジャンパーズクラブ
35 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
36 中原 康晴 ナカハラ コウセイ サクセススポーツクラブ
37 ⻄村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School
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男⼦ 11-12才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
個⼈競技

B 台

38 四辻 愁凱 ヨツツジ シュウガ ビッグスプリング
39 ⼩澤 航平 オザワ コウヘイ TSRスポーツクラブ
40 川⼝ 渓翔 カワグチ ケイト トランポリンクラブKITAMI

41 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
42 庭瀬 怜儒 ニワセ リョウジュ Phoenix Trampoline School
43 ⽯井 智也 イシイ トモヤ スポーツクラブ テン・フォーテイー
44 占部 雄成 ウラベ ユウセイ サクセススポーツクラブ
45 楳⽥ 凌⽞ ウメダ リョウゲン 釧路ＴＣアクティヴ
46 菅原 優弥 スガワラ ユウヤ トランポリンクラブKITAMI
47 瀧⾕ 優⼤ タキタニ ユウタ 阪南市トランポリンクラブ
48 牧野 伍 マキノ タスク キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
49 柳本 駿燈 ヤナギモト ハヤト ⾳更トランポリンクラブ
50 古瀨 翔⼤ フルセ ショウタ さくらトランポリン

51 ⾕内 泰⽃ タニウチ タイト 熊本トランポリンクラブ
52 伊藤 悠希 イトウ ユウキ イアスファミリースポーツクラブ
53 豊崎 悠真 トヨサキ ユウマ 堺ハイパードリーム
54 ⼤道 光⻯ オオミチ ヒリュウ トランポリンクラブKITAMI
55 ⽊暮 恒太 キグレ コウタ ⾚城トランポリンクラブ
56 ⻄ 勇哉 ニシ ユウヤ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
57 ⽥⼭ 雄貴 タヤマ ユウキ 中能登ジュニアトランポリンクラブ
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男⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 三森 菖悟 ミツモリ ショウゴ ひなぎく
2 ⼀川 澄⼈ イチカワ スミト 熊本トランポリンクラブ
3 蝦名 築 エビナ キズク サンスピリッツ端野
4 永嶌 恒理 ナガシマ コウスケ U.S.C クワトロ
5 ⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム ⼤泉スワロー体育クラブ
6 宮内 優希 ミヤウチ ユウキ ⼤泉スワロー体育クラブ
7 吉村 匡貴 ヨシムラ マサキ アベノジュニアトランポリンクラブ
8 細⽥ 尋平 ホソダ ジンペイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
9 ⽯原 巧⼰ イシハラ タクミ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
10 荒⽊ 陸 アラキ リク スポーツクラブ テン・フォーテイー

11 ⼭崎 凌空 ヤマザキ リク 釧路ＴＣアクティヴ
12 原⽥ 司⾺ ハラダ シバ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
13 市川 太妃 イチカワ タイ 静岡トランポリンクラブ
14 ⽥中 優⼤ タナカ ユウタ トランポリンクラブONOGAMI
15 岩倉 魁⼠ イワクラ カイト トランポリンクラブKITAMI
16 ⽥中 創⼤ タナカ ソウタ ⼩松イルカクラブ
17 本⽥ ⼤智 ホンダ タイチ スペースウォーク
18 ⼤崎 歩夢 オオサキ アユム ジョイスポーツクラブ相模原
19 稲垣 翔太 イナガキ ショウタ 上野学園トランポリンクラブ
20 福井 輝⿓ フクイ キリュウ 七塚ジュニア
21 岩﨑 碧 イワサキ アオイ ⼤館市トランポリンクラブ

22 郷原 伊晴 ゴウハラ イハル 上野学園トランポリンクラブ
23 澤邉 煌 サワベ コウ ⼩松イルカクラブ
24 熊⽥ 貴 クマタ タカシ Rainbow
25 ⻘⼭ 昂⽣ アオヤマ イブキ サンスピリッツ端野
26 永吉 夏都 ナガヨシ ナツト Phoenix Trampoline School
27 中村 徳真 ナカムラ トクマ イアスファミリースポーツクラブ
28 澤邉 敬 サワベ ケイ ⼩松イルカクラブ
29 鈴⽊ 晃太 スズキ コウタ Sfida
30 奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
31 ⻘⽊ 陸翔 アオキ リクト Sfida
32 伊藤 佑真 イトウ ユウマ スポーツクラブ テン・フォーテイー

33 増崎 源⼠ マスザキ ゲント キタイスポーツクラブ
34 中⼭ 偉⽃ ナカヤマ ヨリト 堺ハイパードリーム
35 河江 公庸 カワエ コウヨウ ⾳更トランポリンクラブ
36 松本 航翔 マツモト コウショウ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
37 ⻄岡 隆成 ニシオカ リュウセイ キタイスポーツクラブ
38 ⻄村 貫汰 ニシムラ カンタ Phoenix Trampoline School
39 松尾 唯冬 マツオ ユイト イアスファミリースポーツクラブ
40 永⽥ 泰我 ナガタ タイガ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
個⼈競技
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男⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
個⼈競技

A 台

41 ⻑⾕川 琥太 ハセガワ コウタ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
42 中村 智哉 ナカムラ トモヤ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
43 都⽵ 奏翔 ツヅク カナト アベノジュニアトランポリンクラブ

44 菊川 景⽣ キクカワ ケイショウ キタイスポーツクラブ
45 橋本 泉流 ハシモト イズル ⾦沢ジャンパーズクラブ
46 横澤 晴稀 ヨコサワ ハルキ ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ
47 ⾕殿 ⼤騎 タニドノ ヒロキ アドバンストランポリンクラブ
48 ⻲⾕ 拓⼈ カメタニ タクト プラッツトランポリンクラブ
49 東 ⽣紘 ヒガシ キヅナ 熊本トランポリンクラブ
50 ⻲⽥ 瑛⼼ カメダ エイシン スポーツクラブ テン・フォーテイー
51 中⼭ 依亮 ナカヤマ イスケ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
52 結城 理輝 ユウキ リキ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
53 ⽮野 慎太郎 ヤノ シンタロウ 熊本トランポリンクラブ
54 ⼟屋 ⾶結 ツチヤ ヒユイ スポーツクラブ テン・フォーテイー

55 ⾦⼦ 慶汰 カネコ ケイタ さくらトランポリン
56 林 ⻯雅 ハヤシ リュウガ アベノジュニアトランポリンクラブ
57 熊⾕ 天慈 クマガイ テンジ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
58 横⼭ 遊⼠ ヨコヤマ ユウシ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
59 本松 真拓 モトマツ マヒロ スペースウォーク
60 浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
61 ⼩林 由弥 コバヤシ ユウヤ ⼤館市トランポリンクラブ
62 滝沢 毅 タキザワ ツヨシ スポーツクラブ テン・フォーテイー
63 ⼤⻄ 春瑠 オオニシ ハル アドバンストランポリンクラブ
64 浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ Cygnet Trampoline Club
65 廣川 ⾵野 ヒロカワ フウヤ サンスピリッツ端野
66 鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ ⼤泉スワロー体育クラブ

67 ⼭⼝ 修規 ヤマグチ シュウキ 七塚ジュニア
68 梶⼭ 詠⼀ カジヤマ エイイチ 上野学園トランポリンクラブ
69 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
70 加藤 ⼀城 カトウ カズキ ビッグスプリング
71 美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ アインストランポリンクラブ
72 柳⽥ 昊世 ヤナギダ コウセイ アドバンストランポリンクラブ
73 寺沢 健太 テラサワ ケンタ ⼤泉スワロー体育クラブ
74 豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ ⼤泉スワロー体育クラブ
75 齋藤 悟 サイトウ サトル トランポリンクラブONOGAMI
76 菅原 ⼤和 スガワラ ヤマト サンスピリッツ端野
77 上⽥ 怜央 ウエダ レオ ⾦沢ジャンパーズクラブ

78 中⼝ 逞⻁ ナカグチ テトラ ⾦沢トランポリンクラブ
79 武⽥ 倫弥 タケダ トモヤ 釧路ＴＣアクティヴ
80 酒井 奨吾 サカイ ショウゴ 宇ノ気クラブ
81 川﨑 悠河 カワサキ ユウガ U.S.C クワトロ
82 宮川 泰輔 ミヤガワ タイスケ WASEDA Club 2000
83 ⻑⼭ 元 ナガヤマ ハジメ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
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⼥⼦ 10才以下
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

草野 咲果 クサノ サキカ 富⽥林トランポリンクラブ
千代延 有⾥ チヨノブ ユリ 堺ハイパードリーム
寺⽥ 美桜 テラダ ミオ キタイスポーツクラブ
村上 梨紗 ムラカミ リサ キタイスポーツクラブ
⽶⽥ 悠⾳ ヨネダ ユオン ⾦沢ジャンパーズクラブ
内潟 佳奈 ウチカタ カナ 宇ノ気クラブ
川畑 葉栞 カワハタ ハナ ⼤泉スワロー体育クラブ
相原 ⾥名 アイハラ リナ ⼤泉スワロー体育クラブ
松岡 周 マツオカ アマネ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
酒⾕ ⾵花 サカタニ フウカ キタイスポーツクラブ
網 ひかり アミ ヒカリ ⾦沢ジャンパーズクラブ
天内 李⾳ テンナイ リノン SeveC
髙橋 葵 タカハシ アオイ Pureトランポリンクラブ
髙橋 纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ
渡瀬 百虹 ワタセ モモコ 浜松修学舎中学校
中村 若葉 ナカムラ ワカバ ＮＰＯアスレＴＣ
⼀川 友那 イチカワ ユナ 熊本トランポリンクラブ
中村 ⼀華 ナカムラ イチカ 熊本トランポリンクラブ
野原 ⽉夏 ノハラ ルナ ⼗勝トランポリン倶楽部
千葉 更紗 チバ サラサ ⼗勝トランポリン倶楽部
林 ⼩桜 ハヤシ ココロ フリーエアースポーツクラブ
尾花 真央 オバナ マオ アインストランポリンクラブ
⽯⽥ 倫沙⼼ イシダ リサコ フリーエアースポーツクラブ
⼤⽊ 真央 オオキ マオ フリーエアースポーツクラブ
奥村 紗帆 オクムラ サホ Sfida
卯嶋 瑠⾵ ウジマ ルカ Sfida
丸本 桃佳 マルモト モモカ サンスピリッツ端野
⼭本 夏未 ヤマモト ナツミ 津別トランポリンクラブ
松本 陽葵 マツモト ヒマリ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
⻄⽥ 真実⼦ ニシダ マミコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
⼋⽥ 彩愛 ハッタ サエ ⾦沢クリール
塚本 莉⼦ ツカモト リコ ⾦沢クリール
倉野 琴⽻ クラノ コトハ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
吉村 花凛 ヨシムラ カリン ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技
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⼥⼦ 10才以下
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技

A 台

林 いろ葉 ハヤシ イロハ アインストランポリンクラブ
⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School
⼩島 ⼼奈 オジマ ココナ フリーエアースポーツクラブ
渡辺 聖来 ワタナベ セイラ フリーエアースポーツクラブ
⽥中 陽笑 タナカ ヒワラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
古⽥ 稟温 フルタ リオン vivace
関 未優 セキ ミユウ Cygnet Trampoline Club
孕⽯ 那菜 ハラミイシ ナナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
⾨間 彩恵 モンマ アヤノ さくらトランポリン
後藤 彩⼼ ゴトウ アコ さくらトランポリン
奥村 杏美 オクムラ アミ Sfida
佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ feliz.milano
秦 爽 ハタ サワカ Phoenix Trampoline School
⻄條 希彩 サイジョウ ノア Phoenix Trampoline School
神⽥ 美砂 カンダ ミサ ⼩松イルカクラブ
坂井 莉⾥ サカイ リリ シープクラブ
⽊⼾⼝ 結⾐ キドグチ ユイ Cygnet Trampoline Club
⽊村 ⽻瑠 キムラ ハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
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⼥⼦ 11-12才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

⽯井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ
横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ
清⻑ 千紘 キヨナガ チヒロ ⾦沢クリール
澤⽥ 守杏 サワダ モモ アドバンストランポリンクラブ
河本 宙菜 カワモト ヒナ TSRスポーツクラブ
榊原 芯 サカキバラ マナカ TSRスポーツクラブ
花房 凛 ハナブサ リン 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 浜松修学舎
松浦 佑那 マツウラ ユイナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
⼩野 乃愛 オノ ダイア ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
中村 天美 ナカムラ アマミ キタイスポーツクラブ
勝森 天⾳ カツモリ アマネ キタイスポーツクラブ
佐々⽊ ⾥桜 ササキ リオ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
室野 ももこ ムロノ モモコ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
⼩島 温花 オジマ ノドカ フリーエアースポーツクラブ
⼩野 友愛 オノ ユウア リトルジャガーズ
縄⽥ 琉⽻ ナワタ ルウ シープクラブ
濱⼝ 爽⽻ ハマグチ サワ シープクラブ
⻘地 真睦 アオチ マチカ ⾦沢学院⼤学クラブ
松村 遥 マツムラ ハルカ SeveC
⿑藤 優海 サイトウ ユウナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
奥⼭ ⼼結 オクヤマ ミユ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
正⽊ 咲花 マサキ サクラ キタイスポーツクラブ
⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ キタイスポーツクラブ
南 栞奈 ミナミ カンナ ⼩松イルカクラブ
都⽵ 結花 ツヅク ユウカ アベノジュニアトランポリンクラブ
⼩⽥切 茉由 オタギリ マユウ Pureトランポリンクラブ
関⼝ 美優 セキグチ ミユ 群⾺ソレイユ
井村 ⽇保 イムラ ヒヨリ ビッグスプリング
松岡 さくら マツオカ サクラ SeｖｅＣ
⽥中 希湖 タナカ キコ アベノジュニアトランポリンクラブ
辻⽥ 花凛 ツジタ カリン アベノジュニアトランポリンクラブ
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⼥⼦ 11-12才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技

B 台

箱崎 ひいろ ハコザキ ヒイロ TOKYO SPORTS ACADEMY
中野 陽彩 ナカノ ヒイロ TOKYO SPORTS ACADEMY
⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ アインストランポリンクラブ
⽯⽥ 美咲希 イシダ ミサキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
仲本 琴菜 ナカモト コトナ スポーツクラブ テン・フォーテイー
⼩林 ⾥琉希 コバヤシ リルキ リトルジャガーズ
中⽥ 楽々 ナカダ ララ ⼩松イルカクラブ
今崎 妃菜汐 イマサキ ヒナタ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
俵 芽⽣ タワラ メイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
丸⼭ ⼼華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
⽥鍬 りいな タクワ リイナ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
須川 蘭 スガワ ラン 泉南ジュニアトランポリンクラブ
菊川 瑞⼼ キクカワ ミズミ キタイスポーツクラブ
⼩⼭ 紅 コヤマ ベニ 堺ハイパードリーム
太⽥ 結菜 オオタ ユナ 七塚ジュニア
杉本 紗弥 スギモト サヤ 七塚ジュニア
⼩室 ⽇和 コムロ ヒヨリ 七塚ジュニア
中⻄ 乃愛 ナカニシ ノア 七塚ジュニア
下牧 蓮奈 シモマキ レナ リトルウインズ勝⼭
松井 いぶき マツイ イブキ リトルウインズ勝⼭
髙橋 希星 タカハシ キラリ 釧路ＴＣアクティヴ
芳賀 まひる ハガ マヒル 美深町トランポリン協会
⼩村 咲七 コムラ サナ ⾦沢ジャンパーズクラブ
福永 安⾥ フクナガ アンリ ⾦沢ジャンパーズクラブ
河本 和 カワモト ナゴミ Phoenix Trampoline School
松浦 茉希 マツウラ マキ Phoenix Trampoline School
⽰野 佑奈 シメノ ユウナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
⻄川 初花 ニシカワ ウイナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire
永⽥ 穂乃花 ナガタ ホノカ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
⼤⽊ 彩 オオキ アヤ フリーエアースポーツクラブ
⼤⽵ 琴⽻ オオタケ コトネ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
出村 明⽇花 デムラ アスカ 宇ノ気クラブ
向島 未紗 ムコウジマ ミサ 宇ノ気クラブ
中村 ⾹菜 ナカムラ カナ ⾦沢クリール
⾼森 梨紗 タカモリ リサ 七塚ジュニア
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⼥⼦ 11-12才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技

B 台

⾼⽥ 未郁 タカダ ミクニ スポーツクラブ テン・フォーテイー
菅原 ひかる スガワラ ヒカル スポーツクラブ テン・フォーテイー
五⼗住 知穂 イソズミ チホ スペースウォーク
佐藤 ⽲暖 サトウ カノン スペースウォーク
坂⼝ 璃⾳ サカグチ リオン 熊本トランポリンクラブ
⾦⽥ あおい カネダ アオイ 熊本トランポリンクラブ
菅原 ⼩雪 スガワラ コユキ サンスピリッツ端野
⿊瀬 美麗 クロセ ミレイ サンスピリッツ端野
池⽥ このは イケダ コノハ シープクラブ
福川 留那 フクカワ ルナ シープクラブ

鈴⽊ ⽇和 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ
森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ

下⻄ 美凪 シモニシ ミナギ アベノジュニアトランポリンクラブ
船井 美⽻ フナイ ミウ アベノジュニアトランポリンクラブ

⼤久保 杜苺 オオクボ トモ ⾦沢トランポリンクラブ
岩⽥ よつ葉 イワタ ヨツハ ＳｅｖｅＣ

稲垣 和花 イナガキ ワカ スポーツクラブ テン・フォーテイー
⾼橋 美⾳ タカハシ ミオ ⽇本クリード
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⼥⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

櫻井 愛菜 サクライ エナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
⽥中 沙季 タナカ サキ ⼩松イルカクラブ
髙𣘺 実⾥ タカハシ ミリ TSRスポーツクラブ
⾚⽯ みらい アカイシ ミライ TSRスポーツクラブ
加藤 ⿇美 カトウ アサミ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
廣瀬 万奈美 ヒロセ マナミ 浜松修学舎
宮崎 亜優 ミヤザキ アユ Phoenix Trampoline School
川畑 萌花 カワハタ モエカ Phoenix Trampoline School
古杉 夏希 コスギ ナツキ 静岡トランポリンクラブ
⽚⼭ 藍 カタヤマ アイ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
溜渕 茉菜 タマリブチ マナ 熊本トランポリンクラブ
杉元 鈴奈 スギモト レイナ ⽟名トランポリンクラブ
櫛引 ⼼温 クシビキ コノン スポーツクラブ テン・フォーテイー
藤井 琴⼸ フジイ コトミ リトルジャガーズ
加藤 陽 カトウ ヒナタ Phoenix Trampoline School
⽔⼝ 明⾳ ミズグチ アノン Phoenix Trampoline School
森元 美涼 モリモト ミスズ Cygnet Trampoline Club
坪井 綾⾳ ツボイ アヤネ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
杉⼭ ⼩咲希 スギヤマ チサキ ⼤泉スワロー体育クラブ
髙橋 明⾥ タカハシ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
松本 友⾥ マツモト ユリ 上野学園トランポリンクラブ
岩井 瞳 イワイ ヒトミ スポーツクラブ テン・フォーティー
佐藤 陽葵 サトウ ハルキ サンスピリッツ端野
柏葉 幸⾳ カシバ ユキネ 津別トランポリンクラブ
丸⼭ 珠璃 マルヤマ ジュリ ⾦沢学院⼤学クラブ
松村 渚 マツムラ ナギサ SeveC
倉⽥ 陽加 クラタ ハルカ SeveC
上野 瑞歩 ウエノ ミズホ SeveC
⼭内 抹緒 ヤマウチ マオ リトルウインズ勝⼭
松井 ⼼⽻ マツイ コハネ リトルウインズ勝⼭
⽊村 ⼼春 キムラ コハル 星稜クラブ
池下 かの⼦ イケシタ カノコ 星稜クラブ
林 佳歩 ハヤシ カホ リトルウインズ勝⼭
橋詰 涼那 ハシヅメ スズナ リトルウインズ勝⼭
林 璃奈 ハヤシ リナ アベノジュニアトランポリンクラブ
岸野 こなつ キシノ コナツ アベノジュニアトランポリンクラブ
児⽟ 朱梨 コダマ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
⽯井 舞乃 イシイ マノ ⼤泉スワロー体育クラブ
⾕好 未菜 タニヨシ ミナ ⾼槻トランポリンクラブ
⾕好 真琴 タニヨシ マコト ⾼槻トランポリンクラブ
佐久間 優名 サクマ ユウナ ⾵連トランポリン少年団
若⼭ 光莉 ワカヤマ ヒカリ ⼗勝トランポリン倶楽部
柴⽥ 遥雅 シバタ ハルカ Sfida
柏⽊ 望可 カシワギ ノノカ feliz.milano
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シンクロナイズド競技
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⼥⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技

C 台

播磨 ここね ハリマ ココネ キタイスポーツクラブ
上⽥ うらら ウエダ ウララ キタイスポーツクラブ
笠井 琳花 カサイ リンカ ⾼槻トランポリンクラブ
新野 愛莉 シンノ アイリ ⾼槻トランポリンクラブ
⼤倉 愛⾹ オオクラ アイカ 堺ハイパードリーム
⼭本 若伽奈 ヤマモト ワカナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
船⼭ 采野 フナヤマ コトノ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ ⼤館市トランポリンクラブ
岩本 純果 イワモト アヤカ アベノジュニアトランポリンクラブ
岡崎 祐⽉ オカザキ ユヅキ アベノジュニアトランポリンクラブ
岸 実憂 キシ ミユウ 七塚ジュニア
松本 奈優 マツモト ナユウ ⼩松イルカクラブ
岩垣 伶 イワガキ レイ 熊取T.T.T.
川島 茉鈴 カワシマ マリン 熊取T.T.T.
川村 梨花 カワムラ リカ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
⽩崎 真唯 シラサキ マイ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
⼩⽯ 和奈 コイシ ワカナ 熊本トランポリンクラブ
⼤坂 多真美 オオサカ タマミ 熊本トランポリンクラブ
勝⽥ 万⾥奈 カツタ マリナ WASEDA Club 2000
勝⽥ 優莉奈 カツタ ユリナ WASEDA Club 2000
⽥中 愛海 タナカ アミ アベノジュニアトランポリンクラブ
松岡 暖乃 マツオカ ハルノ アベノジュニアトランポリンクラブ
佐藤 彩乃 サトウ アヤノ 帝塚⼭学院トランポリン部
枡⽥ 翔⼦ マスダ ショウコ 帝塚⼭学院トランポリン部
⽮ヶ部 楓 ヤカベ フウ フリーエアースポーツクラブ
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
池⽥ ⿇保 イケダ マホ イアスファミリースポーツクラブ
村本 七海 ムラモト ナナミ イアスファミリースポーツクラブ
塩原 佳歩 シオハラ カホ パレスＳＣ
中島 愛羅 ナカジマ アイラ パレスＳＣ
⻄ 千咲葵 ニシ チサキ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ
加藤 瑠菜 カトウ ルナ 津別トランポリンクラブ
乃村 朋紀花 ノムラ ホノカ 津別トランポリンクラブ
朝⼭ ⼼暖 アサヤマ ココア アインストランポリンクラブ
吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ アインストランポリンクラブ
川村 真菜 カワムラ マナ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
曽⾕ 楓夏 ソダニ フウカ ⾦沢学院⼤学クラブ
吉⽥ 紗羅 ヨシダ サラ Sfida
⼭⽊ 咲々 ヤマキ ササ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
⾼⾒ 菜々⼦ タカミ ナナコ ⼩松イルカクラブ
都原 彩加 トハラ アヤカ ⼩松イルカクラブ
吉本 そら ヨシモト ソラ サンスピリッツ端野
⾇岡 ゆらら マスオカ ユララ サンスピリッツ端野
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⼥⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技

C 台

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
髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ
坂⽥ 遥菜 サカタ ハルナ アベノジュニアトランポリンクラブ
野⼝ 春⾹ ノグチ ハルカ アベノジュニアトランポリンクラブ
宮本 奈津 ミヤモト ナツ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
⻄⽥ 可奈⼦ ニシダ カナコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
⻫藤 奏良 サイトウ ソラ ⼩松イルカクラブ
近藤 愛海 コンドウ マナミ Pureトランポリンクラブ
近藤 愛空 コンドウ アコ Pureトランポリンクラブ
迎 まりな ムカエ マリナ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
島⽥ 明⽇菜 シマダ アスナ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
⻑⾕川 南実 ハセガワ ミナミ リトルジャガーズ
森松 はるか モリマツ ハルカ vivace
楠 玲弥 クスノキ レイミ 熊本トランポリンクラブ
⾓⽥ 萌華 ツノダ モエカ 熊本トランポリンクラブ
當間 いまり トウマ イマリ 越⾕トランポリンクラブ
⽻⽣ 菜波 ハニュウ ナナミ 越⾕トランポリンクラブ
宮地 柚妃 ミヤチ ユズキ vivace
加藤 萌歌 カトウ モエカ vivace
⼩野 晴茄 オノ ハルナ アインストランポリンクラブ
伊吹 千夢 イブキ チユ Phoenix Trampoline School
⽔野 桜花 ミズノ サクラ アドバンストランポリンクラブ
福⽥ 菜都美 フクダ ナツミ アドバンストランポリンクラブ
松村 悠花 マツムラ ユウカ ⾳更トランポリンクラブ
⽵内 愛詩 タケウチ マコト ⼗勝トランポリン倶楽部
髙⽥ 暖乃 タカタ ノノ 星稜クラブ
加納 彩葉 カノウ イロハ 星稜クラブ
宮沢 海帆 ミヤザワ ミホ ⽩⾺トランポリンクラブ
⾼原 つらら タカハラ ツララ ⽩⾺トランポリンクラブ
⼩林 陽花 コバヤシ ヒヨリ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
保坂 ⼀翔 ホサカ ヒナリ TOKYO SPORTS ACADEMY
⼩出 はるか コイデ ハルカ MTCホッパーズ
⼩出 あすか コイデ アスカ MTCホッパーズ
⼭北 実来 ヤマキタ ミライ イアスファミリースポーツクラブ
杉森 ⾵⾹ スギモリ フウカ イアスファミリースポーツクラブ
⼩溝 真凜 コミゾ マリン スペースウォーク
宮崎 樹莉亜 ミヤザキ ジュリア スペースウォーク
⽯⿊ 双葉 イシグロ フタバ vivace
⽣地 世奈 オイジ セイナ vivace
遠藤 翠那 エンドウ スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY
中沢 千愛 ナカザワ チナリ TOKYO SPORTS ACADEMY
⾈越 愛実 フナコシ マナミ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
⻄ 春⾹ ニシ ハルカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
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男⼦ 10才以下
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

⽚岡 遼⾺ カタオカ リョウマ Phoenix Trampoline School
⼤給 想⼤ オギュウ ソウタ Phoenix Trampoline School
⼾⽔ 三喜 トミズ ミツキ ⾦沢クリール
⼭出 涼雅 ヤマデ リョウガ ピーターパントランポリンクラブ
⽯渡 永⼈ イシワタ エイト Atsugibonfire
⾼橋 優真 タカハシ ユウマ ⽇本クリード
近藤 伍樹 コンドウ イツキ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
峰 琢磨 ミネ タクマ Phoenix Trampoline School
駒津 太珂 コマツ タイガ ⾵連トランポリン少年団
鈴⽊ 旬 スズキ シュン ⾵連トランポリン少年団
庭瀬 典儒 ニワセ テンジュ Phoenix Trampoline School
今井 ⼤翔 イマイ ダイト Phoenix Trampoline School
⼤藤 和輝 オオドウ カズキ リトルウインズ勝⼭
⿊⽊ 瞭 クロキ リョウ アベノジュニアトランポリン倶楽部
崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire
⼤⻄ 良玖 オオニシ リク アインストランポリンクラブ
三⽊ 瑛⽃ ミキ エイト Atsugibonfire
阿久津 瑛拓 アクツ エイタ NAKAYOSHIトランポリンクラブ
新野 晃弘 シンノ アキヒロ ⾼槻トランポリンクラブ
⾕好 健琉 タニヨシ タケル ⾼槻トランポリンクラブ
池⽥ 冴蓮 イケダ カレン Atsugibonfire
塚本 遥 ツカモト ハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
神⼭ 空駕 カミヤマ クウガ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
中井 ⼤翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School
中野 東 ナカノ アズマ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
⼤⾕ 颯⼤ オオタニ ソウタ 富⽥林トランポリンクラブ
佐藤 和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ
渡辺 太⼀ ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ
⻘⼭ 雅哉 アオヤマ マサヤ サンスピリッツ端野
⽵中 優騎 タケナカ ユウキ サンスピリッツ端野
中野 馨太郎 ナカノ ケイタロウ TOKYO SPORTS ACADEMY
遠藤 悠來 エンドウ ユウライ TOKYO SPORTS ACADEMY

C 台

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技

13

1

2

8

9

10

11

3

4

5

6

7

14

15

16

12

1

2



男⼦ 11-12才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

⾚⽯ 泰雅 アカイシ タイガ ⼗勝トランポリン倶楽部
本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
三浦 慧太 ミウラ ケイタ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
⻄ 勇哉 ニシ ユウヤ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
柏⽊ 志仁 カシワギ サネヒト ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
関 絢翔 セキ アヤト ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
⼾⽔ 琴⼤ トミズ コトヒロ ⾦沢クリール
中川 廣紀 ナカガワ ヒロキ ⾦沢クリール
⾺野 翔伍 ウマノ ショウゴ 阪南市トランポリンクラブ
瀧⾕ 優⼤ タキタニ ユウタ 阪南市トランポリンクラブ
桜井 ⼤輝 サクライ タイキ ⼤泉スワロー体育クラブ
桐⽣ 直輝 キリュウ ナオキ ⼤泉スワロー体育クラブ
⻄村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School
豊崎 悠真 トヨサキ ユウマ 堺ハイパードリーム
楳⽥ 凌⽞ ウメダ リョウゲン 釧路ＴＣアクティヴ
権隨 洸⽮ ゴンズイ コウヤ 釧路ＴＣアクティヴ
庭瀬 怜儒 ニワセ リョウジュ Phoenix Trampoline School
⽔⼝ 明哉 ミズグチ メイヤ Phoenix Trampoline School
若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
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
平⽊ 塁 ヒラキ ルイ 釧路ＴＣアクティヴ
⼭崎 凌⼤ ヤマザキ リョウタ 釧路ＴＣアクティヴ
番所 駿⽃ バンショ ハヤト ⾦沢トランポリンクラブ
岩⽥ 命 イワタ ミコト ＳｅｖｅＣ
⼤森 朝陽 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
寿 ⿓成 コトブキ リュウセイ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
松岡 ⿓吾 マツオカ リュウゴ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
池上 ⼤和 イケガミ ヤマト 富⽥林トランポリンクラブ
伊藤 悠希 イトウ ユウキ イアスファミリースポーツクラブ
⼤⻄ 春瑠 オオニシ ハル アドバンストランポリンクラブ
⾇岡 孝太郎 マスオカ コウタロウ サンスピリッツ端野
廣川 陽⼟ ヒロカワ ハルト サンスピリッツ端野
⾕内 泰⽃ タニウチ タイト 熊本トランポリンクラブ
東 叶芽 ヒガシ カナメ 熊本トランポリンクラブ
菅原 優弥 スガワラ ユウヤ トランポリンクラブKITAMI
川⼝ 渓翔 カワグチ ケイト トランポリンクラブKITAMI
松本 悠⽣ マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
村上 遥⾳ ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ
寺本 悠⼈ テラモト ユウト ⾦沢ジャンパーズクラブ
⻫藤 逞 サイトウ タクマ プラッツトランポリンクラブ
牧野 伍 マキノ タスク キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
⼭⽥ 純平 ヤマダ ジュンペイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
⼩澤 航平 オザワ コウヘイ TSRスポーツクラブ
⿑藤 瑠 サイトウ リュウ TSRスポーツクラブ

橋本 祥利 ハシモト ショウリ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
⻑⾕川 碧⼈ ハセガワ アオト ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
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男⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

中村 徳真 ナカムラ トクマ イアスファミリースポーツクラブ
松尾 唯冬 マツオ ユイト イアスファミリースポーツクラブ
蝦名 築 エビナ キズク サンスピリッツ端野
廣川 ⾵野 ヒロカワ フウヤ サンスピリッツ端野
鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ ⼤泉スワロー体育クラブ
豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ ⼤泉スワロー体育クラブ
稲垣 翔太 イナガキ ショウタ 上野学園トランポリンクラブ
梶⼭ 詠⼀ カジヤマ エイイチ 上野学園トランポリンクラブ
上⽥ 怜央 ウエダ レオ ⾦沢ジャンパーズクラブ
酒井 奨吾 サカイ ショウゴ 宇ノ気クラブ
中⼭ 依亮 ナカヤマ イスケ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
細⽥ 尋平 ホソダ ジンペイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
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
宮内 翼光 ミヤウチ タクミ 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
⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
永嶌 恒理 ナガシマ コウスケ U.S.Cクワトロ
永吉 夏都 ナガヨシ ナツト Phoenix Trampoline School
⻄村 貫汰 ニシムラ カンタ Phoenix Trampoline School
寺沢 健太 テラサワ ケンタ ⼤泉スワロー体育クラブ
⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム ⼤泉スワロー体育クラブ
中⽥ 悠暉 ナカタ ユウキ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
熊⽥ 貴 クマタ タカシ Rainbow
菊川 景⽣ キクカワ ケイショウ キタイスポーツクラブ
増崎 源⼠ マスザキ ゲント キタイスポーツクラブ
澤邉 敬 サワベ ケイ ⼩松イルカクラブ
澤邉 煌 サワベ コウ ⼩松イルカクラブ
林 ⻯雅 ハヤシ リュウガ アベノジュニアトランポリンクラブ
都⽵ 奏翔 ツヅク カナト アベノジュニアトランポリンクラブ
美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ アインストランポリンクラブ
吉村 匡貴 ヨシムラ マサキ アベノジュニアトランポリンクラブ
⽥中 創⼤ タナカ ソウタ ⼩松イルカクラブ
⻲⾕ 拓⼈ カメタニ タクト プラッツトランポリンクラブ
中村 智哉 ナカムラ トモヤ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
⻑⼭ 元 ナガヤマ ハジメ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
市川 太妃 イチカワ タイ 静岡トランポリンクラブ
⼟屋 ⾶結 ツチヤ ヒユイ スポーツクラブ テン．フォーティー
⾕殿 ⼤騎 タニドノ ヒロキ アドバンストランポリンクラブ
柳⽥ 昊世 ヤナギダ コウセイ アドバンストランポリンクラブ
岩倉 魁⼠ イワクラ カイト トランポリンクラブKITAMI
⼤道 光⻯ オオミチ ヒリュウ トランポリンクラブKITAMI
⼭崎 凌空 ヤマザキ リク 釧路ＴＣアクティヴ
武⽥ 倫弥 タケダ トモヤ 釧路ＴＣアクティヴ
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男⼦ 13-15才
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
シンクロナイズド競技

A 台

福井 輝⿓ フクイ キリュウ 七塚ジュニア
⼭⼝ 修規 ヤマグチ シュウキ 七塚ジュニア
菅原 ⼤和 スガワラ ヤマト サンスピリッツ端野
⻘⼭ 昂⽣ アオヤマ イブキ サンスピリッツ端野
松本 航翔 マツモト コウショウ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
結城 理輝 ユウキ リキ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
⼀川 澄⼈ イチカワ スミト 熊本トランポリンクラブ
⽮野 慎太郎 ヤノ シンタロウ 熊本トランポリンクラブ
本⽥ ⼤智 ホンダ タイチ スペースウォーク
本松 真拓 モトマツ マヒロ スペースウォーク
鈴⽊ 晃太 スズキ コウタ Sfida
浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ Cygnet Trampoline Club
中⼝ 逞⻁ ナカグチ テトラ ⾦沢トランポリンクラブ
四辻 愁凱 ヨツツジ シュウガ ビッグスプリング
熊⾕ 天慈 クマガイ テンジ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
⻑⾕川 琥太 ハセガワ コウタ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
⽯原 巧⼰ イシハラ タクミ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
原⽥ 司⾺ ハラダ シバ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
永⽥ 泰我 ナガタ タイガ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
橋本 泉流 ハシモト イズル ⾦沢ジャンパーズクラブ
加藤 ⼀城 カトウ カズキ ビッグスプリング

33

31

11

32

23

24

25

26

27

28

29

30



10才以下 13-15才
所属団体名 ⼥⼦個⼈ 所属団体名 選⼿名

関 未優 ⼭本 若伽奈
⼤上 茉桜 中村 若葉
⽊⼾⼝ 結⾐ 坪井 綾⾳
吉村 花凛 ⽚⼭ 藍
倉野 琴⽻ 伊吹 千夢
⽊村 ⽻瑠 加藤 陽
孕⽯ 那菜 宮崎 亜優
秦 爽 ⽔⼝ 明⾳
⻄條 希彩 遠藤 翠那
⽚岡 美⽻⾳ 中沢 千愛
卯嶋 瑠⾵ 保坂 ⼀翔
奥村 杏美 加藤 萌歌
奥村 紗帆 宮地 柚妃
寺⽥ 美桜 森松 はるか
酒⾕ ⾵花 ⽯⿊ 双葉
村上 梨紗 勝⽥ 万⾥奈
松本 陽葵 勝⽥ 優莉奈
⻄川 初花 中村 かんな
⻄⽥ 真実⼦ 吉村 紅⼦
安澤 陽菜 ⼩野 晴茄
向後 優澄⾳ 朝⼭ ⼼暖
⼭崎 ⾐徳 岡崎 祐⽉
⼩島 ⼼奈 岩本 純果
⼤⽊ 真央 坂⽥ 遥菜
渡辺 聖来 野⼝ 春⾹
林 ⼩桜 ⼭北 実来
佐藤 凛 杉森 ⾵⾹
千葉 更紗 村本 七海
野原 ⽉夏 池⽥ ⿇保

⼩松 悠⽉
11-12才 上⽥ うらら
所属団体名 選⼿名 播磨 ここね

永⽥ 穂乃花 吉本 そら
⼩野 乃愛 佐藤 陽葵
松浦 佑那 ⾇岡 ゆらら
福世 ⼸⽉ 芽本 和叶
下⻄ 美凪 岩井 瞳
辻⽥ 花凛 櫛引 ⼼温
⽥中 希湖 渡邊 椎菜
都⽵ 結花 橋詰 涼那
⽻⼿原 桜 ⼭内 抹緒
勝森 天⾳ 松井 ⼼⽻
正⽊ 咲花 林 佳歩
中村 天美 ⾓⽥ 萌華
丸⼭ ⼼華 ⼩⽯ 和奈
⽰野 佑奈 ⼤坂 多真美
⻄⽥ 可奈⼦ 楠 玲弥
俵 芽⽣ ⾼⾒ 菜々⼦
池⽥ このは 松本 奈優
縄⽥ 琉⽻ ⻫藤 奏良
福川 留那 ⽥中 沙季
濱⼝ 爽⽻ 加納 彩葉
稲垣 和花 池下 かの⼦
⾼⽥ 未郁 ⽊村 ⼼春
仲本 琴菜 髙⽥ 暖乃
奥⼭ ⼼結 児⽟ 朱梨
花房 凛 杉⼭ ⼩咲希
⽯⽥ 美咲希 ⽯井 舞乃
⼤⽵ 琴⽻ 加藤 瑠菜
⾼森 梨紗 ⼭本 瑠菜
⼩室 ⽇和 乃村 朋紀花
太⽥ 結菜 園⽥ 百合⼦
中⻄ 乃愛 佐藤 彩乃
今崎 妃菜汐 枡⽥ 翔⼦
佐々⽊ ⾥桜 ⾓⼒⼭ 美妃
室野 ももこ ⼭⽊ 咲々

⾈越 愛実
⻄ 春⾹
川村 真菜
川村 梨花
⽩崎 真唯

フリーエアースポーツクラブ

⼗勝トランポリン倶楽部
イアスファミリースポーツクラブ

⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ

南陽ジュニアトランポリンクラブ

TOKYO SPORTS ACADEMY

WASEDA Club 2000

キタイスポーツクラブ

サンスピリッツ端野

⼤泉スワロー体育クラブ

津別トランポリンクラブ

帝塚⼭学院トランポリン部

スポーツクラブ テン・フォーテイー

リトルウインズ勝⼭

熊本トランポリンクラブ

⼩松イルカクラブ

星稜クラブ

七塚ジュニア

アベノジュニアトランポリンクラブ

スポーツクラブ テン・フォーテイー

⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ

ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

キタイスポーツクラブ

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

シープクラブ

厚⽊FUSiONスポーツクラブ

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
団体競技 - ⼥⼦

アインストランポリンクラブ

Cygnet Trampoline Club

ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

Phoenix Trampoline School

Sfida

キタイスポーツクラブ

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

ジョイスポーツクラブ相模原

ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

Phoenix Trampoline School

vivace

アベノジュニアトランポリンクラブ



10才以下 13-15才
所属団体名 選⼿名 所属団体名 選⼿名

崎浜 寧王 浦辻 泰成
三⽊ 瑛⽃ 中⼭ 依亮
⽯渡 永⼈ 中村 智哉
池⽥ 冴蓮 ⻑⼭ 元
今井 ⼤翔 吉村 匡貴
中井 ⼤翔 都⽵ 奏翔
庭瀬 典儒 林 ⻯雅
峰 琢磨 菊川 景⽣
⻘⼭ 雅哉 ⻄岡 隆成
⽵中 優騎 増崎 源⼠
廣川 陽⼟ 蝦名 築

菅原 ⼤和
11-12才 ⻘⼭ 昂⽣
所属団体名 選⼿名 廣川 ⾵野

若松 恵吾 伊藤 佑真
寿 ⿓成 ⻲⽥ 瑛⼼
⼤森 朝陽 滝沢 毅
⽔⼝ 明哉 ⼟屋 ⾶結
⻄村 奏汰 ⼀川 澄⼈
庭瀬 怜儒 東 ⽣紘
⼭⽥ 純平 ⽮野 慎太郎
松本 悠⽣ ⽥中 創⼤
中⽥ 悠暉 澤邉 敬
牧野 伍 澤邉 煌
菅原 優弥 稲垣 翔太
川⼝ 渓翔 梶⼭ 詠⼀
⼤道 光⻯ 郷原 伊晴
権隨 洸⽮ ⾦⼦ 歩夢
楳⽥ 凌⽞ 寺沢 健太
平⽊ 塁 豊⽥ 秀真
宮内 翼光 鈴⽊ 蒼⼤
桐⽣ 直輝 熊⾕ 天慈
桜井 ⼤輝 結城 理輝

⻑⾕川 琥太

1

⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ

アベノジュニアトランポリンクラブ

スポーツクラブ テン・フォーテイー

熊本トランポリンクラブ

⼩松イルカクラブ

上野学園トランポリンクラブ

⼤泉スワロー体育クラブ

Phoenix Trampoline School

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

トランポリンクラブKITAMI

釧路ＴＣアクティヴ

⼤泉スワロー体育クラブ

第4回全⽇本トランポリン競技ジュニア選⼿権⼤会 スタートリスト
団体競技 - 男⼦

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ

Atsugibonfire

Phoenix Trampoline School

サンスピリッツ端野
キタイスポーツクラブ

サンスピリッツ端野


