
順位 選⼿名 所属団体名 第2⾃由得点 対象⼤会

1 伊藤 正樹 株式会社東栄住宅 S 強化指定選⼿
2 上⼭ 容弘 株式会社ベンチャーバンク S 強化指定選⼿
3 外村 哲也 アムス・インターナショナル株式会社 S 強化指定選⼿
4 岸 ⼤貴 株式会社ポピンズ S 強化指定選⼿
5 堺 亮介 ⾦沢星稜⼤学 S 強化指定選⼿
6 棟朝 銀河 セイコー S 強化指定選⼿
7 藤⽥ 隆之介 三⽊プーリ A 強化指定選⼿
8 海野 ⼤透 静岡産業⼤学クラブ A 強化指定選⼿
9 安藤 諒 星稜クラブ A 強化指定選⼿
10 ⾕⼝ 遼平 静岡産業⼤学クラブ A 強化指定選⼿
11 宮野 冬⾺ 星稜クラブ A 強化指定選⼿
12 中園 貴登 ⾦沢学院⼤学クラブ A 強化指定選⼿
13 ⽯川 和 ⾦沢学院⼤学クラブ 60.030 全⽇本年齢別
14 ⽥崎 勝史 TOKYO SPORTS ACADEMY 59.850 全⽇本年齢別
15 野村 綾之介 ⾦沢学院⼤学 57.905 学⽣選⼿権
16 市川 隆太 静岡産業⼤学 57.760 学⽣選⼿権
17 藤⽥ 将徳 ⽇本体育⼤学 57.365 学⽣選⼿権
18 折⽥ 侑翼 フリーエアースポーツクラブ 57.305 全⽇本年齢別
19 明⽯ 凌 流通経済⼤学 57.235 学⽣選⼿権
20 ⼭⽥ ⼤翔 星稜クラブ 57.070 全⽇本年齢別
21 宇⽥ ⼤志 ⾦沢学院⼤学クラブ 56.810 全⽇本年齢別
22 永⽥ 信弥 静岡産業⼤学 56.805 学⽣選⼿権
23 菅原 正哉 静岡産業⼤学クラブ 56.660 全⽇本年齢別
24 岸 凌⼤ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 56.610 全⽇本年齢別
25 藤元 匠 ⾦沢学院⾼等学校 56.460 ⾼校選⼿権
26 中村 匠吾 静岡産業⼤学クラブ 56.415 全⽇本年齢別
27 宮野 隼⼈ ⾦沢学院⾼等学校 56.335 ⾼校選⼿権
28 坂本 鷹志 株式会社ゼウス・エンタープライズ 56.330 全⽇本年齢別
29 新⾕ 亮介 星稜クラブ 56.125 全⽇本年齢別
30 上野 隼輔 星稜クラブ 56.070 全⽇本年齢別
31 ⻄岡 隆成 キタイスポーツクラブ 55.915 全⽇本年齢別
32 ⽚岡 雄貴 ⾦沢学院⼤学 55.595 学⽣選⼿権
33 桐⽣ ⼀輝 ⽇本⼤学 54.910 学⽣選⼿権
34 下出 康介 ⾦沢学院⼤学 54.900 学⽣選⼿権
35 河村 拓⼰ ⾦沢学院⼤学 54.860 学⽣選⼿権
36 豊後 輝道 星稜⾼等学校 54.755 ⾼校選⼿権
37 ⽯⽥ 孝 ⾦沢学院⾼等学校 54.670 ⾼校選⼿権
38 菊地 智周 ⼤泉スワロー体育クラブ/東京学芸⼤学 54.375 全⽇本年齢別
39 脇⽥ 洋介 静岡産業⼤学 54.370 学⽣選⼿権
40 植⽥ 太郎 ⾦沢学院⼤学クラブ 54.345 ⻄⽇本選⼿権
41 伊藤 祐規 星稜クラブ 54.265 全⽇本年齢別
42 ⼤内 颯 ⾦沢学院⼤学 54.035 学⽣選⼿権
43 太村 明裕 ⾦沢学院⼤学クラブ 53.875 全⽇本年齢別
44 井関 駿太 星稜⾼等学校 53.870 ⾼校選⼿権
45 ⽥崎 匠 ⾦沢学院⼤学クラブ 53.865 全⽇本年齢別
46 ⼩川 結⽣ 宮崎産業経営⼤学 53.675 学⽣選⼿権
47 荒⾕ 穂⾼ 星稜クラブ 53.605 全⽇本年齢別
48 牧野 悠利 ⾦沢学院⼤学 53.590 学⽣選⼿権
49 岡⽥ 陸⾶ ⾦沢学院⼤学クラブ 53.535 全⽇本年齢別
50 笹本 陸 ⽇本体育⼤学 53.410 学⽣選⼿権
51 髙橋 京佑 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 53.395 ⾼校選⼿権
52 中⾕ ⿓⾺ ⾦沢学院⼤学 53.110 学⽣選⼿権
53 豊⽥ 秀真 ⼤泉スワロー体育クラブ 53.100 全⽇本年齢別
54 寺沢 健太 ⼤泉スワロー体育クラブ 52.735 全⽇本年齢別
55 ⼭崎 凌空 釧路ＴＣアクティヴ 52.730 ジュニア
56 都⽵ 奏翔 アベノジュニアトランポリンクラブ 52.705 全⽇本年齢別
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57 伊藤 佑真 スポーツクラブテン・フォーテイー 52.695 ジュニア
58 ⽚岡 拓朗 ⾦沢学院⼤学クラブ 52.690 全⽇本年齢別
59 ⼩松 駿 Atsugibonfire 52.665 全⽇本年齢別
60 ⾦⼦ 歩夢 ⼤泉スワロー体育クラブ 52.575 ジュニア
61 千葉 和⾳ feliz.milano 52.435 東⽇本選⼿権
62 瀬⾕ 真⼀ エアリアルドリーム 52.415 東⽇本選⼿権
63 重⽥ 祐都 上野学園トランポリンクラブ 52.260 全⽇本年齢別
64 ⾵呂⾕ 幸汰 静岡産業⼤学 52.245 学⽣選⼿権
65 愛敬 亮我 群⾺オンリーワンスポーツクラブ 52.215 全⽇本年齢別
66 中野 晴⼤ 星稜⾼等学校 51.915 ⾼校選⼿権
67 秦 颯⼠ 星稜クラブ 51.760 全⽇本年齢別
68 鈴⽊ 蒼⼤ ⼤泉スワロー体育クラブ 51.695 ジュニア
69 ⽯井 祐雅 静岡産業⼤学クラブ 51.670 全⽇本年齢別
70 中⼭ 偉⽃ 堺ハイパードリーム 51.640 全⽇本年齢別
71 鈴⽊ ⼤⼼ ⼋千代松陰⾼等学校 51.320 ⾼校選⼿権
72 美⽥ 靖⽂ アインストランポリンクラブ 51.215 全⽇本年齢別
73 島⽥ 諒太 ヒロセホールディングス株式会社 51.170 東⽇本選⼿権
74 奥⼭ ⼤雅 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 51.110 全⽇本年齢別
75 松本 航翔 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 51.090 全⽇本年齢別
76 林 ⻯雅 アベノジュニアトランポリンクラブ 51.025 ジュニア
77 清⽔ ⼤空 桐蔭横浜⼤学 50.850 学⽣選⼿権
78 佐藤 ⽂紀 エアリアルドリーム 50.840 東⽇本選⼿権
79 ⽯井 柊 静岡産業⼤学クラブ 50.650 全⽇本年齢別
80 中⼭ ⼼輝 ⾦沢学院⼤学クラブ 50.635 全⽇本年齢別
81 吹⽥ 太⼀ ⾦沢学院⼤学クラブ 50.510 全⽇本年齢別
82 ⾜⽴ 将磨 相好トランポリン倶楽部 50.190 ⻄⽇本選⼿権
83 髙⼭ 陽聖 ⼭形県⽴南陽⾼等学校 50.030 ⾼校選⼿権
84 平 ⼤和 ⼭形県⽴⻑井⾼等学校 49.915 ⾼校選⼿権
85 結城 理輝 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 49.770 全⽇本年齢別
86 ⻑⼭ 元 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 49.740 ジュニア
87 ⻄村 貫汰 Phoenix Trampoline School 49.635 ジュニア
88 樋⼝ 永悟 津⽥学園⾼等学校 49.555 ⾼校選⼿権
89 和⽥ 岳⼤ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 49.525 全⽇本年齢別
90 中村 智哉 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 49.200 ジュニア
91 浦辻 泰成 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 49.170 ジュニア
92 菊川 景⽣ キタイスポーツクラブ 48.940 ジュニア
93 ⾦沢 成哉 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 48.850 ジュニア
94 加藤 ⼀城 ビッグスプリング 48.835 ジュニア
95 宮内 優希 ⼤泉スワロー体育クラブ 48.820 全⽇本年齢別
96 佐々⽊ 悠⼈ 北海道釧路湖陵⾼等学校 48.655 ⾼校選⼿権
97 池⽥ 晟⿑ 神奈川県⽴厚⽊北⾼等学校 48.655 ⾼校選⼿権
98 武⽥ 倫弥 釧路ＴＣアクティヴ 48.550 ジュニア
99 ⻲⾕ 拓⼈ プラッツトランポリンクラブ 48.515 ジュニア
100 滝沢 毅 スポーツクラブテン・フォーテイー 48.260 全⽇本年齢別
101 中島 聖也 慶應義塾⼤学 48.060 全⽇本年齢別
102 藤川 智朗 Phoenix Trampoline School 48.020 ⻄⽇本選⼿権
103 ⼭本 陸⼈ ⾦沢学院⼤学クラブ 48.015 全⽇本年齢別
104 ⾚塚 光 北海道北⾒商業⾼等学校 48.005 ⾼校選⼿権
105 吉村 匡貴 アベノジュニアトランポリンクラブ 48.000 ジュニア
106 ⾕殿 ⼤騎 アドバンストランポリンクラブ 48.000 ジュニア
107 岡﨑 優太 慶應義塾⾼等学校 47.930 ⾼校選⼿権
108 浅⾹ 智尋 CygnetTrampolineClub 47.890 ジュニア
109 ⽥中 創⼤ ⼩松イルカクラブ 47.825 ジュニア
110 河江 公庸 ⾳更トランポリンクラブ 47.715 ジュニア
111 増崎 源⼠ キタイスポーツクラブ 47.665 ジュニア
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112 熊⽥ 貴 Rainbow 47.490 ジュニア
113 熊⾕ 天慈 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 47.470 ジュニア
114 藤井 希昇 ⾼槻トランポリンクラブ 47.430 全⽇本年齢別
115 中村 ⼤樹 慶應義塾⼤学 47.385 学⽣選⼿権
116 稲垣 陽介 上野学園⾼等学校 47.340 ⾼校選⼿権
117 永井 元 静岡トランポリンクラブ/静岡科学技術⾼等学校 47.285 全⽇本年齢別
118 本松 真拓 スペースウォーク 47.250 ジュニア
119 ⽯⽥ 武 阪南⼤学クラブ 47.125 全⽇本年齢別
120 中⼭ 依亮 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 47.125 全⽇本年齢別
121 ⽥中 ⽩⾶ 上野学園⾼等学校 47.000 ⾼校選⼿権
122 永⽥ 泰我 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ 46.960 全⽇本年齢別
123 市川 萌瑠 浜松修学舎⾼等学校 46.955 ⾼校選⼿権
124 河江 蒼⽣ 釧路⼯業⾼等専⾨学校 46.905 ⾼校選⼿権
125 永嶌 恒理 U.S.Cクワトロ 46.870 ジュニア
126 森元 隼⼈ 上野学園トランポリンクラブ 46.705 全⽇本年齢別
127 ⻑⾕川 琥太 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 46.565 ジュニア
128 中村 徳真 イアスファミリースポーツクラブ 46.555 ジュニア
129 岩倉 魁⼠ トランポリンクラブKITAMI 46.550 ジュニア
130 安永 連 霞ヶ浦⾼等学校 46.490 ⾼校選⼿権
131 市川 太妃 静岡トランポリンクラブ 46.355 ジュニア
132 齋藤 悟 トランポリンクラブONOGAMI 46.240 全⽇本年齢別
133 ⼩泉 秀⽃ 北海道名寄⾼等学校 46.220 ⾼校選⼿権
134 ⼤﨑 瑛⽃ ⾼知県⽴⼭⽥⾼等学校 46.160 ⾼校選⼿権
135 河⼝ 優真 阪南⼤学クラブ 46.040 全⽇本年齢別
136 牧野 励弥 福岡県⽴⼩倉南⾼等学校 46.035 ⾼校選⼿権
137 柳⽥ 昊世 アドバンストランポリンクラブ 45.970 ジュニア
138 鈴⽊ 将聖 東京学館⾼等学校 45.715 ⾼校選⼿権
139 畑⽥ 匠 慶應義塾⾼等学校 45.705 ⾼校選⼿権
140 武⽥ 直樹 ⼤⽇トランポリンクラブ 45.405 ⻄⽇本選⼿権
141 阪本 裕 阪南⼤学⾼等学校 45.360 ⾼校選⼿権
142 ⾦⼦ 慶汰 さくらトランポリン 45.235 ジュニア
143 楠 海侑 熊本県⽴熊本⾼等学校 45.165 ⾼校選⼿権
144 那知上 貴⼠ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 45.035 東⽇本選⼿権
145 松尾 唯冬 イアスファミリースポーツクラブ 44.880 ジュニア
146 鈴⽊ 晃太 Sfida 44.855 ジュニア
147 ⻲⽥ 瑛⼼ スポーツクラブテン・フォーテイー 44.775 全⽇本年齢別
148 ⽚岡 誠⼀ Phoenix Trampoline School 44.770 全⽇本年齢別
149 押⽥ 和真 神奈川県⽴厚⽊北⾼等学校 44.750 ⾼校選⼿権
150 ⼤崎 歩夢 ジョイスポーツクラブ相模原 44.660 ジュニア
151 橋本 泉流 ⾦沢ジャンパーズクラブ 44.535 ジュニア
152 ⼾⽥ 智稀 福岡県⽴北九州⾼等学校 44.515 ⾼校選⼿権
153 細⽥ 尋平 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 44.460 ジュニア
154 酒井 奨吾 宇ノ気クラブ 44.160 ジュニア
155 鈴⽊ 駿 北海道北⾒柏陽⾼等学校 44.140 ⾼校選⼿権
156 上⽥ 怜央 ⾦沢ジャンパーズクラブ 44.130 ジュニア
157 ⿊屋 瑞貴 熊本県⽴熊本北⾼等学校 44.095 ⾼校選⼿権
158 稲垣 翔太 上野学園トランポリンクラブ 43.970 ジュニア
159 ⾕川 ⽞ 静岡学園⾼等学校 43.855 ⾼校選⼿権
160 郷原 伊晴 上野学園トランポリンクラブ 43.745 ジュニア
161 野⼝ 祐治 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 43.745 全⽇本年齢別
162 菅原 ⼤和 サンスピリッツ端野 43.635 ジュニア
163 東 ⽣紘 熊本トランポリンクラブ 43.525 ジュニア
164 ⼟屋 ⾶結 スポーツクラブテン・フォーテイー 43.475 ジュニア
165 福井 輝⿓ 七塚ジュニア 43.390 ジュニア
166 庭瀬 公儒 初芝富⽥林⾼等学校 43.305 ⾼校選⼿権
167 ⽚⽊ 蓮 京都府⽴桂⾼等学校 43.120 ⾼校選⼿権
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168 岩﨑 碧 ⼤館市トランポリンクラブ 42.910 ジュニア
169 齋籐 瑞気 浜松修学舎⾼等学校 42.780 ⾼校選⼿権
170 蝦名 築 サンスピリッツ端野 42.760 ジュニア
171 ⽮野 慎太郎 熊本トランポリンクラブ 42.755 ジュニア
172 ⾺場 泰希 慶應義塾⾼等学校 42.710 ⾼校選⼿権
173 中野 碧 上野学園⾼等学校 42.460 ⾼校選⼿権
174 澤邉 煌 ⼩松イルカクラブ 42.335 ジュニア
175 横澤 晴稀 ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ 42.290 ジュニア
176 中野 友詠 岡⼭県⽴倉敷古城池⾼等学校 42.165 ⾼校選⼿権
177 澤邉 敬 ⼩松イルカクラブ 42.115 ジュニア
178 ⽥中 優⼤ トランポリンクラブONOGAMI 42.075 ジュニア
179 ⼭本 明輝 北海道北⾒柏陽⾼等学校 42.005 ⾼校選⼿権
180 ⼀川 澄⼈ 熊本トランポリンクラブ 41.815 ジュニア
181 ⽔⾕ ⼀波 FeetBounce 41.755 全⽇本年齢別
182 鈴⽊ 陸⽃ 浜松修学舎⾼等学校 41.655 ⾼校選⼿権
183 桑 良伍 阪南⼤学⾼等学校 41.370 ⾼校選⼿権
184 ⽯川 悠⾺ 慶應義塾⾼等学校 41.285 ⾼校選⼿権
185 ⽯原 巧⼰ Ｗｉｎｇ・ＲａｎａＫＵＭＡＭＯＴＯ 41.225 ジュニア
186 ⽊村 駿介 慶應義塾⾼等学校 40.925 ⾼校選⼿権
187 蓑⽥ 政明 熊本県⽴熊本北⾼等学校 40.915 ⾼校選⼿権
188 梶⼭ 詠⼀ 上野学園トランポリンクラブ 40.860 ジュニア
189 早狩 浩平 京都BTC 40.770 ⻄⽇本選⼿権
190 ⼭⼝ 修規 七塚ジュニア 40.720 ジュニア
191 ⻘⽊ 陸翔 Sfida 40.680 ジュニア
192 廣川 ⾵野 サンスピリッツ端野 40.310 ジュニア
193 宮川 泰輔 WASEDA Club 2000 40.100 ジュニア
194 松本 凌 ⼩松⼤⾕⾼等学校 39.925 全⽇本年齢別
195 ⽯川 潤 慶應義塾⼤学 39.890 学⽣選⼿権
196 岩内 康太朗 群⾺県⽴前橋南⾼等学校 39.790 ⾼校選⼿権
197 森 康晟 浜松修学舎⾼等学校 39.735 ⾼校選⼿権
198 ⼤⻄ 春瑠 アドバンストランポリンクラブ 39.430 ジュニア
199 瀬部 伶⽃ 阪南⼤学⾼等学校 39.255 ⾼校選⼿権
200 中⼝ 逞⻁ ⾦沢トランポリンクラブ 39.180 ジュニア
201 今井 達貴 阪南⼤学⾼等学校 38.795 ⾼校選⼿権
202 海野 凌平 静岡⼤成⾼等学校 38.660 ⾼校選⼿権
203 荒川 由章 宮崎県⽴⼩林秀峰⾼等学校 38.655 ⾼校選⼿権
204 福原 良 阪南⼤学⾼等学校 38.410 ⾼校選⼿権
205 原⽥ 司⾺ Ｗｉｎｇ・ＲａｎａＫＵＭＡＭＯＴＯ 38.345 ジュニア
206 ⾜⽴ 修造 群⾺県⽴前橋清陵⾼等学校 38.110 ⾼校選⼿権
207 ⼋⽊ ⼀乃⼤ FreeStyle 38.045 ⻄⽇本選⼿権
208 延藤 巧真 慶應義塾⾼等学校 37.925 ⾼校選⼿権
209 稲葉 悠莉也 浜松修学舎⾼等学校 37.705 ⾼校選⼿権
210 浪本 陸功 熊本学園⼤学附属⾼等学校 37.590 ⾼校選⼿権
211 ⼩澤 卓哉 浜松修学舎⾼等学校 37.545 ⾼校選⼿権
212 中島 祐樹 阪南⼤学⾼等学校 37.390 ⾼校選⼿権
213 岩村 京助 浜松修学舎⾼等学校 37.340 ⾼校選⼿権
214 冨⽥ 新 阪南⼤学⾼等学校 36.830 ⾼校選⼿権
215 千葉 ⿓⽣ 阪南⼤学⾼等学校 36.720 ⾼校選⼿権
216 鈴⽊ 輝⼀ 慶應義塾⼤学 35.280 学⽣選⼿権
217 ⻘⼭ 昂⽣ サンスピリッツ端野 34.550 ジュニア
218 ⽚岡 滉基 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 33.955 全⽇本年齢別
219 堀江 兼世 愛知県⽴東郷⾼等学校 30.130 ⾼校選⼿権
220 ⾼橋 孝基 尚志⾼等学校 29.715 ⾼校選⼿権
221 宇津宮 匠 常磐⾼等学校 26.615 ⾼校選⼿権
222 奥井 良輔 フリーエアースポーツクラブ 26.380 全⽇本年齢別
223 吉⽥ 将 Airy Tramp Yamagata 25.565 東⽇本選⼿権
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224 ⼭本 壮真 北海道北⾒柏陽⾼等学校 22.495 ⾼校選⼿権
225 井上 優介 阪南⼤学⾼等学校 21.925 ⾼校選⼿権
226 三森 菖悟 ひなぎく 21.760 ジュニア
227 近藤 稜仁 フリーエアースポーツクラブ 21.710 全⽇本年齢別
228 笠原 武晃 静岡産業⼤学クラブ 20.875 全⽇本年齢別
229 永吉 夏都 Phoenix Trampoline School 20.750 ジュニア
230 德永 麟太郎 埼⽟県⽴春⽇部⾼等学校 19.515 ⾼校選⼿権
231 本⽥ ⼤智 スペースウォーク 19.155 ジュニア
232 三好 唯⽃ 慶應義塾⾼等学校 16.170 ⾼校選⼿権
233 橋本 考弘 静岡産業⼤学 15.320 学⽣選⼿権
234 ⻄村 隆司 ⾼槻トランポリンクラブ 15.290 ⻄⽇本選⼿権
235 ⻄⽥ 将規 阪南⼤学クラブ 14.000 全⽇本年齢別
236 和⽥ 勝宏 FeetBounce 13.920 全⽇本年齢別
237 横⼭ 遊⼠ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ 9.750 ジュニア
238 薄⽥ 雄太 PiCTuRES:quÉ 8.985 東⽇本選⼿権
239 ⼤嶋 諒⼈ ⽇本体育⼤学 6.165 学⽣選⼿権
240 横⽥ 雄帆 ⾦沢学院⼤学クラブ 6.160 ⻄⽇本選⼿権
241 福丸 ⼒也 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 5.070 全⽇本年齢別
242 南 和希 慶應義塾⾼等学校 4.750 ⾼校選⼿権
243 ⼤城 敦史 聖ウルスラ学院英智⾼等学校 4.670 ⾼校選⼿権
244 ⼩林 由弥 ⼤館市トランポリンクラブ 2.200 ジュニア
245 有松 ⼤地 Japan 0.000 年齢別最終選考会



順位 選⼿名 所属団体名 第2⾃由得点 対象⼤会

1 森 ひかる ⾦沢学院⼤学 SA 強化指定選⼿
2 ⼟井畑 知⾥ 三菱電機株式会社 SA 強化指定選⼿
3 佐⽵ 玲奈 アポロメディカル S 強化指定選⼿
4 岸 彩乃 ⾦沢学院⼤学クラブ S 強化指定選⼿
5 ⾼⽊ 裕美 ⾦沢学院⼤学クラブ S 強化指定選⼿
6 宇⼭ 芽紅 スポーツクラブ テン・フォーテイー S 強化指定選⼿
7 名倉 沙織 法政⼤学 S 強化指定選⼿
8 ⼭⽥ 紗菜 株式会社ルミネ S 強化指定選⼿
9 杉⾕ 櫻花 ⾦沢星稜⼤学 A 強化指定選⼿
10 桐⽣ 莉沙 ⼤泉スワロー体育クラブ A 強化指定選⼿
11 岡⽥ 亜実 ⼤阪偕星学園⾼等学校 A 強化指定選⼿
12 増崎 セリナ キタイスポーツクラブ/近畿⼤学附属⾼等学校 53.595 年齢別最終選考会
13 太村 成⾒ ⾦沢学院⼤学 52.405 学⽣選⼿権
14 半⽥ 萌⾥ 阪南⼤学クラブ 52.340 全⽇本年齢別
15 ⽥中 沙季 ⼩松イルカクラブ 52.135 ジュニア
16 ⽥中 結⼦ ⾦沢学院⼤学 52.065 学⽣選⼿権
17 櫻井 愛菜 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ 52.040 ジュニア
18 奥野 有季 キタイスポーツクラブ 51.880 年齢別最終選考会
19 安⽥ ゆうき ⾦沢学院⼤学 51.680 学⽣選⼿権
20 播磨 ここね キタイスポーツクラブ 51.640 全⽇本年齢別
21 東 彩乃 ⾦沢学院⾼等学校 51.410 ⾼校選⼿権
22 佐藤 優菜 早稲⽥⼤学 51.185 学⽣選⼿権
23 上⽥ うらら キタイスポーツクラブ 51.000 全⽇本年齢別
24 ⻄村 美紅 ⾦沢学院⼤学クラブ 50.880 全⽇本年齢別
25 ⾕⼝ 空 ⾦沢星稜⼤学 50.760 学⽣選⼿権
26 中村 ⾵稀 厚⽊FUSiONスポーツクラブ/東京農業⼤学 50.620 全⽇本年齢別
27 保坂 ⼀翔 TOKYO SPORTS ACADEMY 50.595 全⽇本年齢別
28 ⼩松 悠⽉ キタイスポーツクラブ 50.425 全⽇本年齢別
29 坪井 侑奈 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ 50.335 全⽇本年齢別
30 櫻井 葉⽉ ⾦沢学院⾼等学校 50.330 ⾼校選⼿権
31 岸野 こころ ⼤阪府⽴東住吉⾼等学校 50.265 ⾼校選⼿権
32 篠嶋 理紗 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 50.220 全⽇本年齢別
33 松原 知穂 アベノジュニアトランポリンクラブ 50.075 全⽇本年齢別
34 徳永 唯花 上野学園⾼等学校 49.970 ⾼校選⼿権
35 桜井 美輝 ⽴教⼤学 49.880 学⽣選⼿権
36 野村 菜⽉美 星稜クラブ 49.865 年齢別最終選考会
37 藤⽥ 海⾥ ⾦沢学院⼤学クラブ 49.780 全⽇本年齢別
38 松波 愛⾥ フリーエアースポーツクラブ 49.775 全⽇本年齢別
39 松本 純怜 星稜クラブ 49.545 全⽇本年齢別
40 今井 薫桃 ⾦沢学院⾼等学校 49.415 ⾼校選⼿権
41 ⼩野 晴茄 アインストランポリンクラブ 49.390 全⽇本年齢別
42 三澤 優華 アポロメディカル/⽇⼤豊⼭⼥⼦⾼校体操部 49.385 全⽇本年齢別
43 ⾚井 なつみ ⾦沢学院⼤学クラブ 49.365 全⽇本年齢別
44 笹⽊ 遥 ⼩松⼤⾕⾼等学校 49.270 全⽇本年齢別
45 ⼩林 陽花 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 49.240 全⽇本年齢別
46 ⼭本 真⾐ 星稜⾼等学校 49.205 ⾼校選⼿権
47 ⼭下 はるな 静岡産業⼤学クラブ 49.185 全⽇本年齢別
48 ⽊村 ⼼春 星稜クラブ 49.035 ジュニア
49 ⼟屋 志絵莉 麗澤⼤学 48.990 学⽣選⼿権
50 上村 恵梨奈 ⼗勝トランポリン倶楽部 48.940 全⽇本年齢別
51 浅⾒ 杏樹 慶應義塾⼤学 48.900 全⽇本年齢別
52 佐藤 ⾳葉 ⼤館市トランポリンクラブ 48.855 ジュニア
53 秋⼭ 千咲 阪南⼤学クラブ 48.850 全⽇本年齢別
54 堂前 ひかる ⾦沢学院⼤学 48.830 学⽣選⼿権
55 森 ⽂乃 兵庫県⽴尼崎⼩⽥⾼等学校 48.725 ⾼校選⼿権
56 増崎 アンヌ キタイスポーツクラブ 48.690 全⽇本年齢別
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57 吉村 紅⼦ アインストランポリンクラブ 48.680 全⽇本年齢別
58 ⽩崎 真唯 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 48.530 ジュニア
59 松多 冠奈 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 48.485 全⽇本年齢別
60 ⽯井 舞乃 ⼤泉スワロー体育クラブ 48.310 全⽇本年齢別
61 児⽟ 朱梨 ⼤泉スワロー体育クラブ 48.250 ジュニア
62 岡⽥ 楓佳 Atsugibonfire 48.215 全⽇本年齢別
63 池下 かの⼦ 星稜クラブ 48.210 全⽇本年齢別
64 佐野 実優 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 48.200 ⾼校選⼿権
65 ⼜吉 幹奈 ⾦沢学院⼤学クラブ 48.140 全⽇本年齢別
66 佐藤 友咲 静岡産業⼤学クラブ 48.125 全⽇本年齢別
67 ⼩⽥原 由佳 星稜⾼等学校 48.020 ⾼校選⼿権
68 乾 結⽻ アドバンストランポリンクラブ 47.975 全⽇本年齢別
69 美⽥ 佳穂 ⽇本体育⼤学 47.955 学⽣選⼿権
70 末冨 穂⾹ 北海道北⾒柏陽⾼等学校 47.885 ⾼校選⼿権
71 加藤 愛歌 vivace 47.835 全⽇本年齢別
72 ⽮ヶ部 楓 フリーエアースポーツクラブ 47.825 全⽇本年齢別
73 ⽵嵜 玲奈 熊本トランポリンクラブ 47.625 ⻄⽇本選⼿権
74 岡嶋 ⾥歩 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 47.615 ⾼校選⼿権
75 奥井 寧々 フリーエアースポーツクラブ/⽇⼤豊⼭⼥⼦⾼校体操部 47.610 全⽇本年齢別
76 ⼩林 和 ⾦沢学院⼤学クラブ 47.605 全⽇本年齢別
77 伊吹 千夢 Phoenix Trampoline School 47.600 全⽇本年齢別
78 佐藤 歩実 Atsugibonfire 47.455 ジュニア
79 林 璃奈 アベノジュニアトランポリンクラブ 47.415 ジュニア
80 櫛引 ⼼温 スポーツクラブテン・フォーテイー 47.215 ジュニア
81 朝⽇ しずく 名古屋学院⼤学 47.215 学⽣選⼿権
82 ⻘⽊ ⾵海 東京学館⾼等学校 47.180 ⾼校選⼿権
83 近藤 愛海 Pureトランポリンクラブ 47.145 ジュニア
84 ⽟⽥ 凛 星稜ジュニア 47.070 全⽇本年齢別
85 野中 ⿇由 阪南⼤学 47.030 学⽣選⼿権
86 中村 未咲希 千葉県⽴幕張総合⾼等学校 46.925 ⾼校選⼿権
87 今井 典奈 Atsugibonfire 46.865 全⽇本年齢別
88 坪井 綾⾳ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ 46.820 全⽇本年齢別
89 ⽥村 夏々 阪南⼤学クラブ 46.820 全⽇本年齢別
90 遠藤 翠那 TOKYO SPORTS ACADEMY 46.650 ジュニア
91 勝⽥ 万⾥奈 WASEDA Club 2000 46.585 ジュニア
92 ⼭本 若伽奈 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ 46.570 全⽇本年齢別
93 ⼤築 花⾳ 北海道美深⾼等学校 46.455 ⾼校選⼿権
94 ⻑澤 萌栞 ⿃取県⽴⽶⼦⾼等学校 46.455 ⾼校選⼿権
95 野⼝ 春⾹ アベノジュニアトランポリンクラブ 46.425 全⽇本年齢別
96 楠 玲弥 熊本トランポリンクラブ 46.355 ジュニア
97 ⽴⽯ 静玖 秋⽥県⽴⼤館鳳鳴⾼等学校 46.310 ⾼校選⼿権
98 ⻄村 愛 ⾦沢学院⼤学クラブ 46.225 全⽇本年齢別
99 中村 咲希 フリーエアースポーツクラブ 46.210 全⽇本年齢別
100 関⼝ 叶恵 フリーエアースポーツクラブ 46.165 全⽇本年齢別
101 ⻑⾕川 南実 リトルジャガーズ 46.125 全⽇本年齢別
102 宮地 柚妃 vivace 46.095 ジュニア
103 ⾈越 愛実 南陽ジュニアトランポリンクラブ 46.070 ジュニア
104 岸 実憂 七塚ジュニア 46.035 ジュニア
105 ⽯坂 漣 ジョイスポーツクラブ相模原 45.955 ジュニア
106 齋藤 綾 宮城県泉松陵⾼等学校 45.935 ⾼校選⼿権
107 ⼤倉 愛⾹ 堺ハイパードリーム 45.855 ジュニア
108 岩本 純果 アベノジュニアトランポリンクラブ 45.830 ジュニア
109 ⻫藤 奏良 ⼩松イルカクラブ 45.685 ジュニア
110 ⽵嵜 妃花 静岡産業⼤学クラブ 45.655 全⽇本年齢別
111 浅⾒ 桃⼦ ⽂教⼤学 45.650 全⽇本年齢別
112 朝⼭ ⼼暖 アインストランポリンクラブ 45.610 全⽇本年齢別
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113 佐々⽊ 李梨 阪南⼤学クラブ 45.560 全⽇本年齢別
114 坂⽥ 遥菜 アベノジュニアトランポリンクラブ 45.520 ジュニア
115 渡瀬 百虹 浜松修学舎中学校 45.490 ジュニア
116 藤井 琴⼸ リトルジャガーズ 45.485 ジュニア
117 ⾓⼒⼭ 美妃 南陽ジュニアトランポリンクラブ 45.475 ジュニア
118 ⾇岡 ゆらら サンスピリッツ端野 45.475 ジュニア
119 辻村 いちか 北海道美深⾼等学校 45.435 ⾼校選⼿権
120 岸野 こなつ アベノジュニアトランポリンクラブ 45.415 全⽇本年齢別
121 中沢 千愛 TOKYO SPORTS ACADEMY 45.380 ジュニア
122 鵜飼 彩華 愛知県⽴⼀宮興道⾼等学校 45.325 ⾼校選⼿権
123 乃村 朋紀花 津別トランポリンクラブ 45.260 ジュニア
124 ⽥⼭ 舞美 ⾦沢学院⼤学クラブ 45.220 全⽇本年齢別
125 ⻄ 咲葵 泉南ジュニアトランポリンクラブ 45.170 ジュニア
126 ⽵内 愛詩 ⼗勝トランポリン倶楽部 45.125 ジュニア
127 前⽥ 春妃 ひなぎく 45.115 ジュニア
128 ⼩溝 真凜 スペースウォーク 45.080 ジュニア
129 ⼤藤 愛 リトルウインズ勝⼭ 44.975 ジュニア
130 今泉 愛⽣ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 44.825 ジュニア
131 宮本 芽依 ⼤阪府⽴河南⾼等学校 44.800 ⾼校選⼿権
132 船⼭ 采野 ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ 44.790 ジュニア
133 勝⽥ 優莉奈 WASEDA Club 2000 44.715 ジュニア
134 宇⽥川 ⽇菜⼦ フリーエアースポーツクラブ 44.705 全⽇本年齢別
135 松本 奈優 ⼩松イルカクラブ 44.660 ジュニア
136 ⻑⾕部 ひなた ⼭形県⽴⽶沢興譲館⾼等学校 44.630 ⾼校選⼿権
137 ⾼⾒ 菜々⼦ ⼩松イルカクラブ 44.600 ジュニア
138 渡邊 椎菜 スポーツクラブテン・フォーテイー 44.570 ジュニア
139 ⼤坂 多真美 熊本トランポリンクラブ 44.550 ジュニア
140 川村 梨花 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 44.530 全⽇本年齢別
141 向島 未紗 宇ノ気クラブ 44.525 ジュニア
142 杉⼭ ⼩咲希 ⼤泉スワロー体育クラブ 44.500 全⽇本年齢別
143 川村 真菜 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 44.495 ジュニア
144 髙⽥ 暖乃 星稜クラブ 44.345 ジュニア
145 加藤 瑠菜 津別トランポリンクラブ 44.320 ジュニア
146 宮崎 樹莉亜 スペースウォーク 44.250 ジュニア
147 伊藤 恵怜奈 ⼤泉スワロー体育クラブ 44.235 全⽇本年齢別
148 ⽥中 愛海 アベノジュニアトランポリンクラブ 44.175 ジュニア
149 ⾈越 晴⾹ ⼭形県⽴⼭形北⾼等学校 44.120 ⾼校選⼿権
150 都原 彩加 ⼩松イルカクラブ 44.110 ジュニア
151 松村 渚 SeveC 43.995 ジュニア
152 杉元 美波 ⾦沢学院⼤学クラブ 43.980 全⽇本年齢別
153 上野 瑞歩 SeveC 43.975 ジュニア
154 岩井 瞳 スポーツクラブテン・フォーテイー 43.970 ジュニア
155 沼野 萌美 焼津⾼等学校 43.930 ⾼校選⼿権
156 加納 彩葉 星稜クラブ 43.900 ジュニア
157 ⽥鍬 るな 泉南ジュニアトランポリンクラブ 43.900 全⽇本年齢別
158 橋本 彩乃 帝塚⼭学院トランポリン部 43.865 全⽇本年齢別
159 佐藤 彩乃 帝塚⼭学院トランポリン部 43.860 ジュニア
160 森元 美涼 CygnetTrampolineClub 43.860 ジュニア
161 梅井 舞⾹ ⼤阪府⽴⾦剛⾼等学校 43.825 ⾼校選⼿権
162 加藤 萌歌 vivace 43.740 ジュニア
163 杉元 鈴奈 ⽟名トランポリンクラブ 43.710 ジュニア
164 曽⾕ 楓夏 ⾦沢学院⼤学クラブ 43.655 ジュニア
165 宮本 奈津 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 43.640 全⽇本年齢別
166 宮⻄ 陽菜 ウイングトランポリンクラブ 43.615 ジュニア
167 倉⽥ 陽加 SeveC 43.615 ジュニア
168 松村 悠花 ⾳更トランポリンクラブ 43.600 ジュニア
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169 島⽥ 明⽇菜 Ｗｉｎｇ・ＲａｎａＫＵＭＡＭＯＴＯ 43.600 ジュニア
170 出村 明⽇花 宇ノ気クラブ 43.475 ジュニア
171 ⼩⽯ 和奈 熊本トランポリンクラブ 43.460 ジュニア
172 滝川 真未 常葉⼤学付属常葉⾼等学校 43.450 ⾼校選⼿権
173 辻本 妃那 浜松修学舎⾼等学校 43.415 ⾼校選⼿権
174 迎 まりな Ｗｉｎｇ・ＲａｎａＫＵＭＡＭＯＴＯ 43.375 ジュニア
175 五⼗川 ひかる 阪南⼤学⾼等学校 43.375 ⾼校選⼿権
176 森松 はるか vivace 43.365 ジュニア
177 ⼤塚 敦⼦ 浦和第⼀⼥⼦⾼等学校 43.315 ⾼校選⼿権
178 岡崎 祐⽉ アベノジュニアトランポリンクラブ 43.245 ジュニア
179 ⼩出 はるか MTCホッパーズ 43.240 ジュニア
180 松本 友⾥ 上野学園トランポリンクラブ 43.210 ジュニア
181 村松 杏純 前橋市⽴前橋⾼等学校 43.125 ⾼校選⼿権
182 岡本 莉奈 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 43.105 ⾼校選⼿権
183 丸⼭ 珠璃 ⾦沢学院⼤学クラブ 43.105 ジュニア
184 中⼭ 夢奈 焼津⾼等学校 43.075 全⽇本年齢別
185 當間 いまり 越⾕トランポリンクラブ 43.050 ジュニア
186 岩垣 伶 熊取T.T.T. 42.980 ジュニア
187 加藤 ⿇美 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 42.940 ジュニア
188 ⼭⽊ 咲々 南陽ジュニアトランポリンクラブ 42.930 ジュニア
189 松岡 暖乃 アベノジュニアトランポリンクラブ 42.910 ジュニア
190 佐藤 陽葵 サンスピリッツ端野 42.890 ジュニア
191 ⻄ 春⾹ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 42.885 ジュニア
192 奥津 充⼦ 福岡県⽴⼩倉南⾼等学校 42.835 ⾼校選⼿権
193 六⾞ 綾乃 いかるがペガサスクラブ 42.810 ジュニア
194 廣⽥ 結南 湘南学園⾼等学校 42.795 ⾼校選⼿権
195 沼尻 千果 上野学園⾼等学校 42.790 ⾼校選⼿権
196 福⽥ 菜都美 アドバンストランポリンクラブ 42.745 ジュニア
197 古賀 鈴奈 熊本国府⾼等学校 42.740 ⾼校選⼿権
198 加藤 陽 Phoenix Trampoline School 42.735 ジュニア
199 ⼭本 瑠菜 津別トランポリンクラブ 42.710 ジュニア
200 林 佳歩 リトルウインズ勝⼭ 42.515 ジュニア
201 池井 彩花 埼⽟県⽴越⾕⻄⾼等学校 42.420 ⾼校選⼿権
202 近藤 愛空 Pureトランポリンクラブ 42.360 ジュニア
203 ⽚⼭ 藍 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ 42.290 ジュニア
204 堀川 真良 熊本国府⾼等学校 41.960 ⾼校選⼿権
205 ⽔野 桜花 アドバンストランポリンクラブ 41.855 ジュニア
206 飯尾 萌々葉 前橋市⽴前橋⾼等学校 41.840 ⾼校選⼿権
207 中村 若葉 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ 41.830 ジュニア
208 阿部 ⾥緒菜 vivace 41.730 ジュニア
209 南 あかり ⽇本クリード 41.685 ジュニア
210 杉浦 彩季 ⼤阪府⽴⻑野⾼等学校 41.570 ⾼校選⼿権
211 ⽥之上 涼夏 帝塚⼭学院⾼等学校 41.545 ⾼校選⼿権
212 ⼤場 愛実 福岡県⽴北九州⾼等学校 41.505 ⾼校選⼿権
213 吉⽥ 紗羅 Sfida 41.415 ジュニア
214 ⽻⽣ 菜波 越⾕トランポリンクラブ 41.410 ジュニア
215 櫻井 いろは TeamMachida 41.400 ジュニア
216 笠井 琳花 ⾼槻トランポリンクラブ 41.320 ジュニア
217 中島 愛羅 パレスＳＣ 41.260 ジュニア
218 茅本 和叶 スポーツクラブテン・フォーテイー 41.160 ジュニア
219 猪俣 柚⼦⾹ ⿇布⼤学附属⾼等学校 41.160 ⾼校選⼿権
220 宮沢 海帆 ⽩⾺トランポリンクラブ 41.145 ジュニア
221 ⼟⽥ 理結 アドバンストランポリンクラブ 40.985 ジュニア
222 三吉 菜⽉ ジョイスポーツクラブ相模原 40.930 ジュニア
223 ⽥中 愛彩 埼⽟県⽴浦和東⾼等学校 40.930 ⾼校選⼿権
224 ⻘⽊ ⽂⾹ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 40.890 ジュニア
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225 ⼭下 ⾵⾹ 北海道旭川永嶺⾼等学校 40.870 ⾼校選⼿権
226 吉⽥ 莉琉 NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ 40.835 ジュニア
227 酒井 美咲 広尾学園⾼等学校 40.835 ⾼校選⼿権
228 ⻄⼭ 明⽇馨 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 40.790 ⾼校選⼿権
229 宮崎 亜優 Phoenix Trampoline School 40.780 ジュニア
230 鈴⽊ まゆ 東京都⽴荒川商業⾼等学校 40.755 ⾼校選⼿権
231 後藤 未来 浜松修学舎⾼等学校 40.715 ⾼校選⼿権
232 浜家 美和 岡⼭県⽴岡⼭⼀宮⾼等学校 40.695 ⾼校選⼿権
233 ⾚⽯ みらい TSRスポーツクラブ 40.685 ジュニア
234 溜渕 茉菜 熊本トランポリンクラブ 40.675 ジュニア
235 枡⽥ 翔⼦ 帝塚⼭学院トランポリン部 40.595 ジュニア
236 村松 郁⾳ 群⾺ソレイユ 40.530 ジュニア
237 髙𣘺 実⾥ TSRスポーツクラブ 40.520 ジュニア
238 吉村 美咲 奈良県⽴畝傍⾼等学校 40.450 ⾼校選⼿権
239 柏⽊ 望可 ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ 40.360 ジュニア
240 廣瀬 万奈美 浜松トランポリンクラブ 40.360 ジュニア
241 ⼩出 あすか MTCホッパーズ 40.175 全⽇本年齢別
242 塩原 佳歩 パレスＳＣ 40.055 ジュニア
243 ⽣地 世奈 vivace 39.970 ジュニア
244 鈴⽊ 菜々 東京都⽴江北⾼等学校 39.955 ⾼校選⼿権
245 ⻄⼭ 千晴 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 39.905 ⾼校選⼿権
246 ⼭北 実来 イアスファミリースポーツクラブ 39.895 ジュニア
247 過⾜ 結 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校 39.850 ⾼校選⼿権
248 川畑 萌花 Phoenix Trampoline School 39.795 ジュニア
249 ⾼原 つらら ⽩⾺トランポリンクラブ 39.790 ジュニア
250 ⼭下 留奈 北海道上川⾼等学校 39.750 ⾼校選⼿権
251 野⼝ 夏綺 法政⼤学⾼等学校 39.725 ⾼校選⼿権
252 ⼭内 抹緒 リトルウインズ勝⼭ 39.720 ジュニア
253 清⽔ 玲花 帝塚⼭学院⾼等学校 39.710 ⾼校選⼿権
254 古杉 夏希 静岡トランポリンクラブ 39.525 ジュニア
255 鈴⽊ 彩⾳ 帝塚⼭学院⾼等学校 39.440 ⾼校選⼿権
256 藤原 さくら ⽴命館⾼等学校 39.400 ⾼校選⼿権
257 嘉数 渚 東京都⽴野津⽥⾼等学校 39.245 ⾼校選⼿権
258 宮⼝ ⼣葵 尚絅⾼等学校 39.190 ⾼校選⼿権
259 ⽯橋 奈々 ⼥⼦聖学院⾼等学校 39.030 ⾼校選⼿権
260 川島 茉鈴 熊取T.T.T. 39.030 ジュニア
261 鈴⽊ 莉李花 浜松修学舎⾼等学校 39.020 ⾼校選⼿権
262 ⾅井 ⿇帆 焼津⾼等学校 39.000 ⾼校選⼿権
263 ⽵川 絢葉 北海道釧路北陽⾼等学校 38.975 ⾼校選⼿権
264 ⼤⽯ ⽉彩 静岡トランポリンクラブ 38.855 ジュニア
265 三島⽊ 愛奈 福島県⽴郡⼭東⾼等学校 38.800 ⾼校選⼿権
266 森本 景⽉ 岡⼭県⽴倉敷⻘陵⾼等学校 38.700 ⾼校選⼿権
267 今泉 和歌⼦ 明星学園⾼等学校 38.685 ⾼校選⼿権
268 村本 七海 イアスファミリースポーツクラブ 38.560 ジュニア
269 吉⽥ まな 焼津⾼等学校 38.400 ⾼校選⼿権
270 志村 有⾐梨 帝塚⼭学院⾼等学校 38.390 ⾼校選⼿権
271 本道 やや ミラクル1 38.380 ジュニア
272 松井 ⼼⽻ リトルウインズ勝⼭ 38.305 ジュニア
273 橋詰 涼那 リトルウインズ勝⼭ 38.240 ジュニア
274 ⼾塚 雅 浜松修学舎⾼等学校 38.230 ⾼校選⼿権
275 吉野 さくら ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 38.200 ⾼校選⼿権
276 津浦 亜美 帝塚⼭学院⾼等学校 38.195 ⾼校選⼿権
277 杉森 ⾵⾹ イアスファミリースポーツクラブ 38.160 ジュニア
278 池⽥ ⿇保 イアスファミリースポーツクラブ 38.155 ジュニア
279 湯⽥ 佳李南 帝塚⼭学院⾼等学校 38.125 ⾼校選⼿権
280 髙橋 瑠 ⼭形学院⾼等学校 38.020 ⾼校選⼿権
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281 中村 かんな WASEDA Club 2000 37.920 ジュニア
282 松本 結⽻ 聖隷クリストファー⾼等学校 37.885 ⾼校選⼿権
283 渡辺 菜⽉ ⽇本⼤学東北⾼等学校 37.850 ⾼校選⼿権
284 出川 美⻘ 神奈川県⽴横浜平沼⾼等学校 37.730 ⾼校選⼿権
285 持⽊ 久珠⼦ ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 37.610 ⾼校選⼿権
286 丸⼭ さくら 阪南⼤学⾼等学校 37.590 ⾼校選⼿権
287 ⼤村 知優莉 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 37.410 ⾼校選⼿権
288 栗原 ひなた 上野学園⾼等学校 37.360 ⾼校選⼿権
289 ⽊下 美桜 阪南⼤学⾼等学校 37.290 ⾼校選⼿権
290 福岡 千尋 上野学園⾼等学校 37.190 ⾼校選⼿権
291 園⽥ 百合⼦ 帝塚⼭学院トランポリン部 37.155 ジュニア
292 ⼩⽥原 愛奈 ⾼槻トランポリンクラブ 37.140 ジュニア
293 松⽥ 梓 奈良県⽴奈良北⾼等学校 37.035 ⾼校選⼿権
294 ⽔江 爽佳 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 36.925 ⾼校選⼿権
295 ⽥中 雄理 静岡⼤成⾼等学校 36.920 ⾼校選⼿権
296 児⽟ 明⾹⾥ 浜松修学舎⾼等学校 36.865 ⾼校選⼿権
297 ⽚⾙ 陽花 群⾺県⽴前橋⼥⼦⾼等学校 36.570 ⾼校選⼿権
298 秋⼭ 紗良 帝塚⼭学院⾼等学校 36.420 ⾼校選⼿権
299 井上 陽菜乃 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 36.385 ⾼校選⼿権
300 ⼯藤 ⼣莉 ⽇本体育⼤学荏原⾼等学校 36.325 ⾼校選⼿権
301 吉⽥ 梨乃 帝塚⼭学院⾼等学校 36.275 ⾼校選⼿権
302 伊藤 瑠伽 Rainbow 36.060 ジュニア
303 平岩 遥佳 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 35.970 ⾼校選⼿権
304 村松 佳⾳ 静岡⼤成⾼等学校 35.745 ⾼校選⼿権
305 橋本 珠希 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 35.735 ⾼校選⼿権
306 佐久間 葵 上野学園⾼等学校 35.625 ⾼校選⼿権
307 中 萌⾥ ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 35.430 ⾼校選⼿権
308 柴⽥ 遥雅 Sfida 35.320 ジュニア
309 岡本 菜実 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 35.220 ⾼校選⼿権
310 ⽵内 ⿇⾥菜 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 34.280 ⾼校選⼿権
311 林 咲⾥ ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 34.065 ⾼校選⼿権
312 津川 美空 仙台⾼等専⾨学校 33.815 ⾼校選⼿権
313 ⻄岡 穂波 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 29.840 全⽇本年齢別
314 鈴⽊ 奈菜美 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 22.795 全⽇本年齢別
315 菅野 愛来 北海道名寄⾼等学校 19.440 ⾼校選⼿権
316 北畠 舞果 帝塚⼭学院⾼等学校 18.450 ⾼校選⼿権
317 吉本 そら サンスピリッツ端野 17.800 ジュニア
318 佐久 優名 ⾵連トランポリン少年団 17.590 ジュニア
319 佐々⽊ 彩 北海道釧路北陽⾼等学校 17.365 ⾼校選⼿権
320 齋藤 ⾥々⾹ 前橋育英⾼等学校 16.115 ⾼校選⼿権
321 渡邊 茉海 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 15.080 ⾼校選⼿権
322 ⼤野 ⾵花 北海道名寄⾼等学校 14.680 ⾼校選⼿権
323 酒井 莉菜 阪南⼤学⾼等学校 13.650 ⾼校選⼿権
324 中村 優希 フリーエアースポーツクラブ 10.110 東⽇本選⼿権
325 加藤 楓夏 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 9.705 ⾼校選⼿権
326 兼平 ⽔希 ⼤阪⼣陽丘学園⾼等学校 8.280 ⾼校選⼿権
327 ⽯⿊ 双葉 vivace 4.900 ジュニア
328 鈴⽊ 温 静岡⼤成⾼等学校 3.735 ⾼校選⼿権
329 ⽯本 唯花 熊本トランポリンクラブ 2.350 ジュニア
330 ⾕好 未菜 ⾼槻トランポリンクラブ 2.100 ジュニア
331 ⾓⽥ 萌華 熊本トランポリンクラブ 0.000 ジュニア


