
12⽉14⽇ (⾦)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 後藤 雄介 ゴトウ ユウスケ 北⾒⼯業⼤学
2 熊澤 貴⼤ クマザワ タカヒロ 静岡産業⼤学クラブ
3 中村 晋也 ナカムラ シンヤ トランポリンクラブRARA
4 森下 正崇 モリシタ マサタカ ベルデスポーツクラブ
5 上原 透流 ウエハラ トオル ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
6 栗⽥ 啓介 クリタ ケイスケ 学習院⼤学
7 ⼭﨑 ⼤司 ヤマザキ ダイシ 慶應義塾⼤学
8 浦辻 康成 ウラツジ コウセイ ⼤⽇トランポリンクラブ
9 板橋 快 イタバシ カイ Gale
10 森 ⼀磨 モリ カズマ 茨城⼤学
11 江藤 弘 エトウ ヒロム 北⾒⼯業⼤学
12 ⾵呂⾕ 幸汰 フロタニ コウタ 静岡産業⼤学クラブ
13 野⼝ 祐治 ノグチ ユウジ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
14 岩⽥ 優佑 イワタ ユウ 慶應義塾⼤学
15 ⼩柴 雄⼤ コシバ ユウダイ スポーツクラブ テン・フォーテイー
16 下堀 格史 シモホリ タダシ 北⾒⼯業⼤学
17 板橋 良太 イタバシ リョウタ スポーツクラブ テン・フォーテイー
18 ⼭本 康滉 ヤマモト ヤスアキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
19 ⽊渕 ⼤輝 キブチ タイキ 北⾒⼯業⼤学
20 ⽯⽥ 武 イシダ タケル 阪南⼤学クラブ
21 中島 聖也 ナカジマ セイヤ 慶應義塾⼤学
22 河⼝ 優真 カワグチ ユウマ 阪南⼤学クラブ
23 ⿃潟 秀哉 トリガタ シュウヤ トランポリンクラブKITAMI
24 奥⽥ 健吾 オクダ ケンゴ 阪南⼤学クラブ
25 杉村 悟弥 スギムラ サトヤ 静岡産業⼤学クラブ
26 梅原 正成 ウメハラ マサシゲ 富⽥林トランポリンクラブ
27 島津 知弘 シマヅ トモヒロ 静岡産業⼤学クラブ
28 ⾕島 優平 ヤジマ ユウヘイ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
29 泉 陽介 イズミ ヨウスケ 津別トランポリンクラブ
30 笠原 陸 カサハラ リク スポーツクラブ テン・フォーテイー

1 ⼭下 忠洋 ヤマシタ タダヒロ PiCTuRES:quÉ
2 ⾚塚 洋⼈ アカツカ ヒロト トランポリンクラブKITAMI
3 原⽥ 利夫 ハラダ トシオ スポーツクラブ テン・フォーテイー
4 平⽥ 克也 ヒラタ カツヤ トランポリンクラブ・トゥイーク
5 荒川 寿 アラカワ ヒサシ ＡＲＡ10
6 永井 祐⼆ ナガイ ユウジ ⽩⾺トランポリンクラブ

19才~29才 男⼦ (マスターズ)

50才以上 男⼦ (マスターズ)

スターティングオーダー Ａ台

G1

G2

G3



スターティングオーダー Ａ台

12⽉15⽇ (⼟)

11〜12才 ⼥⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 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
2 ⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ アインストランポリンクラブ
3 盛 美然 モリ ミノリ ウイングトランポリンクラブ
4 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
5 BREEANA GAMBOA Philippines
6 中⽥ 楽々 ナカダ ララ ⼩松イルカクラブ
7 新野 愛莉 シンノ アイリ ⾼槻トランポリンクラブ
8 丸⼭ ⼼華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
9 ⾼泉 詩茉 タカイズミ シマ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
10 ⼤⽵ 結⿇ オオタケ ユマ ベルデスポーツクラブ
11 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ
12 髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ
13 表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire
14 河本 和 カワモト ナゴミ Phoenix Trampoline School
15 新井 沙彩 アライ サアヤ パレスＳＣ
16 松浦 茉希 マツウラ マキ Phoenix Trampoline School
17 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
18 勝森 天⾳ カツモリ アマネ キタイスポーツクラブ
19 森⼭ 柚葉 モリヤマ ユズハ ⾚城トランポリンクラブ
20 髙橋 明⾥ タカハシ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
21 ⽥中 杏奈 タナカ アンナ トランポリンクラブONOGAMI
22 ⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ キタイスポーツクラブ
23 須川 蘭 スガワ ラン 泉南ジュニアトランポリンクラブ
24 菊川 瑞⼼ キクカワ ミズミ キタイスポーツクラブ
25 鈴⽊ ⽇和 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ
26 花房 凛 ハナブサ リン 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
27 横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ
28 ⻄村 優佳 ニシムラ ユウカ ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ
29 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
30 成⽥ 亜弥⾹ ナリタ アヤカ Rainbow
31 濱⼝ 爽⽻ ハマグチ サワ シープクラブ
32 ⼩池 姫菜 コイケ ヒメナ ⾚城トランポリンクラブ
33 中村 ⾹菜 ナカムラ カナ ⾦沢クリール
34 奥⼭ ⼼結 オクヤマ ミユ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
35 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
36 ⽊暮 ⽇菜乃 キグレ ヒナノ ⾚城トランポリンクラブ
37 DIANA LEE RAMOS Philippines
38 ⾕好 真琴 タニヨシ マコト ⾼槻トランポリンクラブ
39 本⽥ 紗渚 ホンダ サナ ジョイスポーツクラブ相模原

G2

G3

G4

G1



スターティングオーダー Ａ台
40 ⽯井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ
41 南 栞奈 ミナミ カンナ ⼩松イルカクラブ
42 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
43 ⿑藤 優海 サイトウ ユウナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
44 櫻井 陽菜 サクライ ハルナ ⼩松イルカクラブ
45 堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 浜松トランポリンクラブ
46 ⽯⽥ 美咲希 イシダ ミサキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
47 中村 天美 ナカムラ アマミ キタイスポーツクラブ
48 ⻄⽥ 可奈⼦ ニシダ カナコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
49 清⻑ 千紘 キヨナガ チヒロ ⾦沢クリール
50 河本 宙菜 カワモト ヒナ TSRスポーツクラブ
51 松井 若葉 マツイ ワカバ ベルデスポーツクラブ
52 俵 芽⽣ タワラ メイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
53 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
54 ⼤⽊ 彩 オオキ アヤ フリーエアースポーツクラブ
55 ⼩⼭ 紅 コヤマ ベニ 堺ハイパードリーム
56 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
57 縄⽥ 琉⽻ ナワタ ルウ シープクラブ
58 JULIANA RODRIGUEZ Philippines
59 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

17〜18才 ⼥⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 ⼩林 和 コバヤシ ナゴミ ⾦沢学院⼤学クラブ
2 梅井 舞⾹ ウメイ マイカ 富⽥林トランポリンクラブ
3 野村 菜⽉美 ノムラ ナツミ 星稜クラブ
4 加藤 楓夏 カトウフウカ フリーエアースポーツクラブ
5 ⼯藤 ⼣莉 クドウ ユリ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
6 今井 薫桃 イマイ クルミ ⾦沢学院⼤学クラブ
7 ⽴⽯ 静玖 タテイシ シズク ⼤館市トランポリンクラブ
8 ⽵嵜 姫花 タケザキ ヒメカ 静岡産業⼤学クラブ
9 岡嶋 ⾥歩 オカジマ リホ ⼤泉スワロー体育クラブ
10 徳永 唯花 トクナガ ユイカ 上野学園トランポリンクラブ
11 後藤 未来 ゴトウ ミキ 浜松修学舎⾼等学校
12 東 彩乃 ヒガシ アヤノ ⾦沢学院⼤学クラブ
13 飯尾 萌々葉 イイオ モモハ 前橋市⽴前橋⾼等学校体操部
14 増崎 アンヌ マスザキ アンヌ キタイスポーツクラブ
15 ⼟⽣ いつき ハブ イツキ ⾦沢学院⼤学クラブ
16 ⻘⽊ ⾵海 アオキフウカ スポーツクラブ テン・フォーテイー/東京学館⾼等学校
17 沼尻 千果 ヌマジリ チカ 上野学園トランポリンクラブ
18 奥井 寧々 オクイ ネネ フリーエアースポーツクラブ/⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校体操部
19 杉元 美波 スギモト ミナミ ⾦沢学院⼤学クラブ
20 過⾜ 結 ヨギアシ ユイ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
21 奥野 有季 オクノ ユキ キタイスポーツクラブ
22 櫻井 葉⽉ サクライ ハヅキ ⾦沢学院⼤学クラブ
23 秋⼭ 千咲 アキヤマ チサキ 阪南⼤学クラブ
24 児⽟ 明⾹⾥ コダマ アカリ 浜松修学舎⾼等学校
25 佐野 実優 サノ ミユウ フリーエアースポーツクラブ

G7

G8

G9

G5

G6



スターティングオーダー Ａ台

ジャパンオープン兼全⽇本社会⼈ 男⼦
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 折⽥ 侑翼 オリタ ユラ フリーエアースポーツクラブ
2 堺 亮介 サカイ リョウスケ 星稜クラブ
3 清⽔ ⼤空 シミズ スカイ アポロメディカル
4 藤川 智朗** フジカワ トモロウ Phoenix Trampoline School
5 中村 匠吾 ナカムラ ショウゴ 静岡産業⼤学クラブ
6 Dominic CLARKE Australia
7 ⽯川 和 イシカワ ヤマト ⾦沢学院⼤学クラブ
8 菅井 慶太* スガイ ケイタ エアリアルドリーム
9 ⽥崎 匠 タサキ タクミ ⾦沢学院⼤学クラブ
10 下出 康介 シモデ コウスケ ⾦沢学院⼤学クラブ
11 菅原 正哉 スガワラ マサヤ 静岡産業⼤学クラブ
12 宮野 冬⾺ ミヤノ トウマ 星稜クラブ
13 牧野 悠利 マキノ ユウリ ⾦沢学院⼤学クラブ
14 DEORELAR FRANCISCO Philippines
15 藤元 匠 フジモト タクミ ⾦沢学院⼤学クラブ
16 明⽯ 凌 アカシ リョウ フリーエアースポーツクラブ
17 ⼤内 颯 オオウチ ハヤタ ⾦沢学院⼤学クラブ
18 橋本 考弘 ハシモト タカヒロ 静岡産業⼤学クラブ
19 ⽥崎 勝史* タサキ カツフミ TOKYO SPORTS ACADEMY
20 ⼩川 結⽣ オガワ ユウキ T.C Ultimate
21 中⾕ ⿓⾺ ナカタニ リョウマ ⾦沢学院⼤学クラブ
22 ⽚岡 雄貴 カタオカ ユウキ ⾦沢学院⼤学クラブ
23 Lleyton PAGETT Australia
24 JESUS BENJAMIN MENDOZA, JR Philippines
25 ⾕⼝ 遼平 タニグチ リョウヘイ 静岡産業⼤学クラブ
26 桐⽣ ⼀輝 キリュウ カズキ ⼤泉スワロー体育クラブ
27 島⽥ 諒太* シマダ リョウタ ヒロセホールディングス株式会社
28 植⽥ 太郎* ウエダ タロウ ⾦沢学院⼤学クラブ
29 和⽥ 岳⼤ ワダ タケヒロ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
30 佐藤 ⽂紀* サトウ トモキ エアリアルドリーム
31 ⽯井 裕雅 イシイ ユウガ 静岡産業⼤学クラブ
32 ⼩松 駿 コマツ シュン Atsugibonfire
33 野村 綾之介 ノムラ リョウノスケ ⾦沢学院⼤学クラブ
34 藤⽥ 将徳 フジタ ショウトク ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
35 中園 貴登 ナカゾノ タカト ⾦沢学院⼤学クラブ
36 薄⽥ 雄太** ウスダ ユウタ PiCTuRES:quÉ
37 海野 ⼤透 ウンノ ヒロト 静岡産業⼤学クラブ
38 ⼤嶋 諒⼈ オオシマ リョウト ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
39 永⽥ 信弥 ナガタ シンヤ 静岡産業⼤学クラブ
40 宇⽥ ⼤志 ウダ タイシ ⾦沢学院⼤学クラブ
41 瀬⾕ 真⼀* セタニ シンイチ エアリアルドリーム
42 ⾜⽴ 将磨** アダチ ショウマ 相好トランポリンクラブ
43 笠原 武晃 カサハラ タツアキ 静岡産業⼤学クラブ
44 Liam CHRISTIE Australia
45 笹本 陸 ササモト リク ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
46 上野 隼輔 ウエノ シュンスケ 星稜クラブ
47 上⼭ 容弘* ウエヤマ ヤスヒロ 株式会社ベンチャーバンク
48 坂本 鷹志* サカモト タカシ 株式会社ゼウス・エンタープライズ
49 菊地 智周 キクチ トモナリ ⼤泉スワロー体育クラブ/東京学芸⼤学
50 藤⽥ 隆之介* フジタ リュウノスケ 三⽊プーリ
51 河村 拓⼰ カワムラ タクミ ⾦沢学院⼤学クラブ
52 ⼭⽥ ⼤翔 ヤマダ ヒロト 星稜クラブ
53 岸 ⼤貴* キシ ダイキ 株式会社ポピンズ
54 棟朝 銀河* ムネトモ ギンガ セイコー
55 岸 凌⼤ キシ リョウタ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

* JO+全⽇本社会⼈
** 全⽇本社会⼈のみ

G10

G11

G14

G12

G13



12⽉14⽇ (⾦)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 森下 瑶⼦ モリシタ ヨウコ ベルデスポーツクラブ
2 川⼝ 瑞⾹ カワグチ ミズカ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
3 ⼭下 紀⼦ ヤマシタ ノリコ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
4 成⽥ 華 ナリタ ハナ 富⽥林トランポリンクラブ
5 嶋守 花⾳ シマモリ カノン 慶應義塾⼤学
6 菊池 理沙 キクチ リサ スポーツクラブ テン・フォーテイー
7 松浦 ⽇夏乃 マツウラ ヒナノ Sｋｙ Bｏｕｎｃｅ
8 平河 すみれ ヒラカワ スミレ 慶應義塾⼤学
9 細⾕ 明⽇⾹ ホソヤ アスカ 育英⼤学トランポリンクラブ
10 ⽩⽯ 麗奈 シライシ レナ 北⾒⼯業⼤学
11 武林 優⾹ タケバヤシ ユウカ スポーツクラブ テン・フォーテイー
12 鈴⽊ 奈菜美 スズキ ナナミ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
13 杉⽥ 理絵奈 スギタ リエナ 慶應義塾⼤学
14 堀 沙綾 ホリ サアヤ 学習院⼤学
15 松平 夏希 マツダイラ ナツキ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

1 梅⽥ 薫⾥ ウメダ カオリ Phoenix Trampoline School
2 柿原 純⼦ カキハラ ジュンコ スポーツクラブ テン・フォーテイー
3 ⽚岡 ⾹織 カタオカ カオリ Phoenix Trampoline School
4 ⽵内 砂智⼦ タケウチ サチコ PiCTuRES:quÉ
5 阿久津 園⼦ アクツ ソノコ ⽇本クリード
6 ⼩林 かおる コバヤシ カオル スポーツクラブ テン・フォーテイー
7 薄⽥ 奈美⾹ ウスダ ナミカ PiCTuRES:quÉ
8 中庭 廣⼦ ナカニワ ヒロコ ⽇本クリード
9 迫⽥ 由美⼦ サコダ ユミコ Phoenix Trampoline School
10 櫻井 美齢 サクライ ビレイ スポーツクラブ テン・フォーテイー
11 遠⼭ 光 トオヤマ ヒカル アベノETC
12 ⼭⽥ 千恵 ヤマダ チエ スポーツクラブ テン・フォーテイー

19才~29才 ⼥⼦ (マスターズ)

40才〜49才 ⼥⼦ (マスターズ)

スターティングオーダー Ｂ台

G1

G2



スターティングオーダー Ｂ台
12⽉15⽇ (⼟)

10才以下 ⼥⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 ⻄⽥ 真実⼦ ニシダ マミコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
2 釜元 莉奈 カマモト リナ Phoenix Trampoline School
3 太⽥ 優歩 オオタ ユア 静岡トランポリンクラブ
4 秦 爽 ハタ サワカ Phoenix Trampoline School
5 中村 百花 ナカムラ モモカ チャイルドトランポリンクラブ
6 ⼋⽥ 彩愛 ハッタ サエ ⾦沢クリール
7 ⻄川 初花 ニシカワ ウイナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
8 那須野 花菜 ナスノ ハナ 静岡トランポリンクラブ
9 ⽥中 陽笑 タナカ ヒワラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
10 髙橋 纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ
11 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
12 関 未優 セキ ミユウ Cygnet Trampoline Club
13 松本 陽葵 マツモト ヒマリ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
14 ⼭崎 ⾐徳 ヤマザキ イノリ ジョイスポーツクラブ相模原
15 ⻑澤 優来 ナガサワ ユラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
16 ⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School
17 ⼭上 和 ヤマガミ ナゴミ U.S.C クワトロ
18 川畑 葉栞 カワハタ ハナ ⼤泉スワロー体育クラブ
19 千代延 有⾥ チヨノブ ユリ 堺ハイパードリーム
20 神⽥ 美砂 カンダ ミサ ⼩松イルカクラブ
21 酒⾕ ⾵花 サカタニ フウカ キタイスポーツクラブ
22 柿内 颯 カキウチ サヤ 静岡トランポリンクラブ
23 ⾼嶋 琉菜 タカシマ ルナ 静岡トランポリンクラブ
24 升⾕ 優希 マスタニ ユウキ イアスファミリースポーツクラブ
25 中島 凜愛 ナカジマ リア パレスＳＣ
26 虻川 藤乃 アブカワ フジノ ⼤館市トランポリンクラブ
27 齋藤 来⽻ サイトウ コハネ vivace
28 ⻄畠 空杏 ニシバタ ソア Rainbow
29 村上 梨紗 ムラカミ リサ キタイスポーツクラブ
30 野原 ⽉夏 ノハラ ルナ ⼗勝トランポリン倶楽部
31 関⼝ 美優 セキグチ ミユ 群⾺ソレイユ
32 藤川 光⽻ フジカワ カヌハ ⾚城トランポリンクラブ
33 塚本 莉⼦ ツカモト リコ ⾦沢クリール
34 寺⽥ 美桜 テラダ ミオ キタイスポーツクラブ
35 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ ジョイスポーツクラブ相模原
36 ⻄⼭ 璃⼦ ニシヤマ リコ Phoenix Trampoline School
37 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
38 関⼝ 結菜 セキグチ ユイナ TSRスポーツクラブ
39 相原 ⾥名 アイハラ リナ ⼤泉スワロー体育クラブ
40 佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
41 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
42 ⼩⽥原 愛莉 オダワラ アイリ ⼩松イルカクラブ
43 髙橋 柚稀 タカハシ ユズキ Pureトランポリンクラブ
44 林 ⼩桜 ハヤシ ココロ フリーエアースポーツクラブ
45 向後 優澄⾳ コウゴ ユズネ ジョイスポーツクラブ相模原
46 古⽥ 稟温 フルタ リオン vivace
47 林 いろ葉 ハヤシ イロハ アインストランポリンクラブ
48 髙橋 葵 タカハシ アオイ Pureトランポリンクラブ
49 ⻄條 希彩 サイジョウ ノア Phoenix Trampoline School
50 坂井 莉⾥ サカイ リリ シープクラブ
51 ⾼橋 緑環 タカハシ ミカン 群⾺ソレイユ

G1

G5

G2

G3

G4



スターティングオーダー Ｂ台

13〜14才 男⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 ⻑⼭ 元 ナガヤマ ハジメ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
2 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
3 中⼭ 偉⽃ ナカヤマ ヨリト 堺ハイパードリーム
4 中村 智哉 ナカムラ トモヤ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
5 河江 公庸 カワエ コウヨウ ⾳更トランポリンクラブ
6 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
7 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
8 菊川 景⽣ キクカワ ケイショウ キタイスポーツクラブ
9 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
10 美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ アインストランポリンクラブ
11 増崎 源⼠ マスザキ ゲント キタイスポーツクラブ
12 ⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム ⼤泉スワロー体育クラブ
13 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
14 浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
15 熊⽥ 貴 クマタ タカシ Rainbow
16 永嶌 恒理 ナガシマ コウスケ U.S.C クワトロ
17 寺沢 健太 テラサワ ケンタ ⼤泉スワロー体育クラブ
18 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
19 荒⽊ 陸 アラキ リク スポーツクラブ テン・フォーテイー
20 ⼤崎 歩夢 オオサキ アユム ジョイスポーツクラブ相模原
21 髙野 ⼀平 タカノ イッペイ ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ
22 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
23 浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ Cygnet Trampoline Club
24 奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
25 野⽥ ⿓之介 ノダ リュウノスケ ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ
26 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
27 武⽥ 倫弥 タケダ トモヤ 釧路ＴＣアクティヴ

17〜18才 男⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 福丸 ⼒也 フクマル リキヤ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
2 池⽥ 晟⿑ イケダ セナ Atsugibonfire
3 荒⾕ 穂⾼ アラヤ ホダカ 星稜クラブ
4 髙橋 京佑 タカハシ ケイスケ フリーエアースポーツクラブ
5 近藤 稜仁 コンドウ リョウト フリーエアースポーツクラブ
6 ⼭本 陸⼈ ヤマモト リクト ⾦沢学院⼤学クラブ
7 ⽚岡 滉基 カタオカ コウキ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
8 新⾕ 亮介 シンタニ リョウスケ 星稜クラブ
9 三好 唯⽃ ミヨシ ユイト 慶應義塾⾼等学校
10 中野 晴⼤ ナカノ ハルト 星稜クラブ
11 ⽯川 悠⾺ イシカワ ユウマ 慶應義塾⾼等学校
12 押⽥ 和真 オシダ カズマ Atsugibonfire
13 重⽥ 祐都 シゲタ ユウト 上野学園トランポリンクラブ
14 延藤 巧真 ノブトウ タクマ 慶應義塾⾼等学校
15 髙⼭ 陽聖 タカヤマ ヨウセイ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
16 ⽯⽥ 孝 イシダ タカシ ⾦沢学院⼤学クラブ
17 岡⽥ 陸⾶ オカダ リクト ⾦沢学院⼤学クラブ
18 永井 元 ナガイ ハジメ 静岡トランポリンクラブ/静岡県⽴科学技術⾼等学校
19 鈴⽊ 陸⽃ スズキ リクト 浜松修学舎⾼等学校

G10
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スターティングオーダー Ｂ台
ジャパンオープン兼全⽇本社会⼈ ⼥⼦

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 野中 ⿇由 ノナカ マユ 阪南⼤学クラブ
2 ⼭⽥ 紗菜* ヤマダ アヤナ 株式会社ルミネ
3 Imogen FLORIAN Australia
4 ⽥村 夏々 タムラ ナナ 阪南⼤学クラブ
5 上村 恵梨奈 カミムラ エリナ ⼗勝トランポリン倶楽部
6 Kira WARD Australia
7 桜井 美輝 サクライ ミキ ⼤泉スワロー体育クラブ
8 松多 冠奈 マツダ カンナ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
9 松波 愛⾥ マツナミ アイリ フリーエアースポーツクラブ
10 杉⾕ 櫻花 スギタニ オウカ 星稜クラブ
11 今井 典奈 イマイ ノリナ Atsugibonfire
12 松原 知穂 マツバラ チホ アベノジュニアトランポリンクラブ
13 Lauren SAMPSON Australia
14 櫻井 愛菜 サクライ エナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
15 Amy LEWIS Australia
16 ⼟屋 志絵莉 ツチヤ シエリ ジャンピング・キューブ/麗澤⼤学
17 名倉 沙織 ナクラ サオリ スポーツクラブ テン・フォーテイー
18 岸 彩乃* キシ アヤノ ⾦沢学院⼤学クラブ
19 朝⽇ しずく アサヒ シズク vivace
20 太村 成⾒ タムラ ナルミ ⾦沢学院⼤学クラブ
21 ⽥中 結⼦ タナカ ユウコ ⾦沢学院⼤学クラブ
22 佐藤 優菜 サトウ ユウナ TOKYO SPORTS ACADEMY
23 ⻄岡 穂波 ニシオカ ホナミ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
24 佐⽵ 玲奈* サタケ レイナ アポロメディカル
25 Shaun SWADLING Australia
26 桐⽣ 莉沙 キリュウ リサ ⼤泉スワロー体育クラブ
27 Leanne Van RENSBURG Australia
28 岡⽥ 楓佳 オカダ フウカ Atsugibonfire
29 堂前 ひかる ドウマエ ヒカル ⾦沢学院⼤学クラブ
30 美⽥ 佳穂 ミタ カホ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
31 LUVICAR JANINE PADILLA Philippines
32 ⾼⽊ 裕美 タカギ ユミ ⾦沢学院⼤学クラブ
33 ⼟井畑 知⾥* ドイハタ チサト 三菱電機株式会社
34 増崎 セリナ マスザキ セリナ キタイスポーツクラブ/近畿⼤学附属⾼等学校
35 中村 優希 ナカムラ ユウキ フリーエアースポーツクラブ
36 岡⽥ 亜実 オカダ アミ キタイスポーツクラブ
37 Abbie WATTS Australia
38 篠嶋 理紗 シノジマ リサ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
39 浅⾒ 杏樹 アサミ アンジュ 慶應義塾⼤学
40 安⽥ ゆうき ヤスタ ユウキ ⾦沢学院⼤学クラブ
41 宇⼭ 芽紅* ウヤマ メグ スポーツクラブ テン・フォーテイー
42 ⾚井 なつみ アカイ ナツミ ⾦沢学院⼤学クラブ

* JO+全⽇本社会⼈

G14
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G12



12⽉14⽇ (⼟)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 ⻑澤 ⼀寿 ナガサワ カズヒサ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
2 川井 弘幸 カワイ ヒロユキ スポーツクラブ テン・フォーテイー
3 武⽥ 直樹 タケダ ナオキ ⼤⽇トランポリンクラブ
4 會⽥ 靖 アイダ ヤスシ スポーツクラブ テン・フォーテイー
5 井⾕ 拓也 イタニ タクヤ Phoenix Trampoline School
6 ⼩川 忠久 オガワ タダヒサ vivace
7 那知上 貴⼠ ナチガミ タカシ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
8 添⽥ 壮⼀ ソエダ ソウイチ スポーツクラブ テン・フォーテイー
9 野⼝ 陽⼀郎 ノグチ ヨウイチロウ スポーツクラブ テン・フォーテイー

1 佐藤 裕之 サトウ ヒロユキ PiCTuRES:quÉ
2 川崎 純司 カワサキ ジュンジ スポーツクラブ テン・フォーテイー
3 ⽚岡 誠⼀ カタオカ セイイチ Phoenix Trampoline School
4 ⼩林 卓 コバヤシ タク PiCTuRES:quÉ
5 加藤 政幸 カトウ マサユキ 海⽼名トランポリンクラブ
6 川村 好弘 カワムラ ヨシヒロ アベノETC
7 ⽯⼭ 武 イシヤマ タケシ アベノETC

1 松尾 ⾐⾥⼦ マツオ エリコ ⽇本クリード
2 旗 由⾹利 ハタ ユカリ ジョイスポーツクラブ相模原
3 千葉 藍 チバ アイ ⽇本クリード
4 中尾 美保 ナカオ ミホ ⽇本クリード
5 ⾓⽥ 理恵 ツノダ リエ ⾚城トランポリンクラブ
6 加藤 晴美 カトウ ハルミ 海⽼名トランポリンクラブ
7 ⼩川 彩⼦ オガワ アヤコ トランポリン チームラビット
8 吉澤 陽⼦ ヨシザワ ヨウコ ⽇本クリード

1 ⼩堀 和⼦ コボリ カズコ チーム跳跳
2 鈴⽊ 裕⼦ スズキ ユウコ スポーツクラブ テン・フォーテイー
3 関 早紀⼦ セキ サキコ PiCTuRES:quÉ
4 ⽔科 公⼦ ミズシナ キミコ スポーツクラブ テン・フォーテイー
5 三浦 玲⼦ ミウラ レイコ トランポリンクラブ・トゥイーク
6 鈴⽊ 恵⼦ スズキ ケイコ スポーツクラブ テン・フォーテイー

50才以上 ⼥⼦ (マスターズ)

G2

スターティングオーダー Ｃ台

30才~39才 男⼦ (マスターズ)

40才~49才 男⼦ (マスターズ)

G1

39才~39才 ⼥⼦ (マスターズ)



スターティングオーダー Ｃ台

10才以下 男⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 中井 ⼤翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School
2 三⽊ 瑛⽃ ミキ エイト Atsugibonfire
3 三本松 博希 サンボンマツ ヒロキ スポーツクラブ テン・フォーテイー
4 阿久津 瑛拓 アクツ エイタ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
5 近藤 伍樹 コンドウ イツキ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
6 池⽥ 冴蓮 イケダ カレン Atsugibonfire
7 ⾕好 健琉 タニヨシ タケル ⾼槻トランポリンクラブ
8 ⽚岡 遼⾺ カタオカ リョウマ Phoenix Trampoline School
9 佐藤 和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ
10 久保⽥ 匠 クボタ タクミ ⽩⾺トランポリンクラブ
11 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire
12 中野 馨太郎 ナカノ ケイタロウ TOKYO SPORTS ACADEMY
13 川嶋 太⼀ カワシマ タイチ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
14 江尻 愛翔 エジリ マナト ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
15 JOHN ANDREI PERALTA Philippines
16 林 真央 ハヤシ マヒロ vivace
17 峰 琢磨 ミネ タクマ Phoenix Trampoline School
18 渡辺 太⼀ ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ
19 ⽯渡 永⼈ イシワタ エイト Atsugibonfire
20 ⼤⻄ 良玖 オオニシ リク アインストランポリンクラブ
21 齋藤 募 サイトウ ツノル トランポリンクラブONOGAMI
22 関 絢翔 セキ アヤト ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
23 神⼭ 空駕 カミヤマ クウガ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
24 ⼾⽔ 三喜 トミズ ミツキ ⾦沢クリール
25 庭瀬 典儒 ニワセ テンジュ Phoenix Trampoline School
26 ⼭上 粋志 ヤマガミ タダシ U.S.C クワトロ
27 松本 素良 マツモト ソラ ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

G1

G2



スターティングオーダー Ｃ台

12⽉15⽇ (⼟)

11〜12才 男⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 中川 廣紀 ナカガワ ヒロキ ⾦沢クリール
2 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
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 中⽥ 悠暉 ナカタ ユウキ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
5 ⻄村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School
6 ⿑藤 瑠 サイトウ リュウ TSRスポーツクラブ
7 ⼭⽥ 純平 ヤマダ ジュンペイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
8 ⼤⻑ 聡太 ダイチョウ ソウタ 静岡トランポリンクラブ
9 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
10 楳⽥ 凌⽞ ウメダ リョウゲン 釧路ＴＣアクティヴ
11 ⼾⽔ 琴⼤ トミズ コトヒロ ⾦沢クリール
12 村上 遥⾳ ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ
13 岡⽥ ⼤樹 オカダ タイキ U.S.C クワトロ
14 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ ⼤泉スワロー体育クラブ
15 豊崎 悠真 トヨサキ ユウマ 堺ハイパードリーム
16 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
17 髙垣 貫太郎 タカガキ カンタロウ スポーツクラブ テン・フォーテイー
18 ⼤森 朝陽 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
19 ⾚⽯ 泰雅 アカイシ タイガ ⼗勝トランポリン倶楽部
20 松本 悠⽣ マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
21 牧野 伍 マキノ タスク キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
22 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
23 ⽊暮 恒太 キグレ コウタ ⾚城トランポリンクラブ
24 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
25 近藤 馨 コンドウ カオル TSRスポーツクラブ
26 村⽯ 雄陽 ムライシ ユウヒ ⼤泉スワロー体育クラブ
27 SHANE FRANCIS PERALTA (空⽩) Philippines
28 桐⽣ 直輝 キリュウ ナオキ ⼤泉スワロー体育クラブ
29 庭瀬 怜儒 ニワセ リョウジュ Phoenix Trampoline School
30 柏⽊ 志仁 カシワギ サネヒト ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
31 齋藤 成輝 サイトウ ナルキ トランポリンクラブONOGAMI
32 ⻄ 勇哉 ニシ ユウヤ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
33 桜井 ⼤輝 サクライ タイキ ⼤泉スワロー体育クラブ/⽴教⼤学
34 渡部 優⼀ ワタナベ ユウイチ スポーツクラブ テン・フォーテイー
35 ⼩澤 航平 オザワ コウヘイ TSRスポーツクラブ
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スターティングオーダー Ｃ台

13〜14才 ⼥⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 ⽯井 舞乃 イシイ マノ ⼤泉スワロー体育クラブ
2 南 玲奈 ミナミ レナ ⼩松イルカクラブ
3 ⼩野 晴茄 オノ ハルナ アインストランポリンクラブ
4 遠藤 翠那 エンドウ スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY
5 中島 愛羅 ナカジマ アイラ パレスＳＣ
6 髙𣘺 実⾥ タカハシ ミリ TSRスポーツクラブ
7 宮⻄ 陽菜 ミヤニシ ヒナ ウイングトランポリンクラブ
8 船⼭ 采野 フナヤマ コトノ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
9 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
10 ⼤倉 愛⾹ オオクラ アイカ 堺ハイパードリーム
11 松井 咲良 マツイ サクラ ベルデスポーツクラブ
12 林 璃奈 ハヤシ リナ アベノジュニアトランポリンクラブ
13 佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ ⼤館市トランポリンクラブ
14 渡瀬 百虹 ワタセ モモコ 浜松修学舎中学校
15 ⾚⽯ みらい アカイシ ミライ TSRスポーツクラブ
16 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
17 佐藤 桃⾹ サトウ モモカ ベルデスポーツクラブ
18 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
19 ⽮ヶ部 楓 ヤカベ フウ フリーエアースポーツクラブ
20 播磨 ここね ハリマ ココネ キタイスポーツクラブ
21 ⼤⽵ 和花 オオタケ ノドカ ベルデスポーツクラブ
22 柏⽊ 望可 カシワギ ノノカ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
23 ⽯坂 漣 イシザカ レン ジョイスポーツクラブ相模原
24 仲 ⼩雪 ナカ コユキ Sｋｙ Bｏｕｎｃｅ
25 堀内 咲来 ホリウチ サクラ 浜松修学舎中学校
26 宮地 柚妃 ミヤチ ユズキ vivace
27 都原 彩加 トハラ アヤカ ⼩松イルカクラブ
28 笠井 琳花 カサイ リンカ ⾼槻トランポリンクラブ
29 宮本 奈津 ミヤモト ナツ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
30 伊藤 瑠伽 イトウ ルカ Rainbow
31 ⾕好 未菜 タニヨシ ミナ ⾼槻トランポリンクラブ
32 吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ アインストランポリンクラブ
33 中沢 千愛 ナカザワ チナリ TOKYO SPORTS ACADEMY
34 ⽊村 ⼼春 キムラ コハル 星稜クラブ
35 宮沢 海帆 ミヤザワ ミホ ⽩⾺トランポリンクラブ
36 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
37 ⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ
38 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
39 志垣 はなえ シガキ ハナエ ベルデスポーツクラブ
40 ⼭⽊ 咲々 ヤマキ ササ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
41 松本 奈優 マツモト ナユウ ⼩松イルカクラブ
42 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
43 ⽵内 愛詩 タケウチ マコト ⼗勝トランポリン倶楽部
44 宮崎 亜優 ミヤザキ アユ Phoenix Trampoline School
45 三吉 菜⽉ ミヨシ ナツキ ジョイスポーツクラブ相模原
46 廣瀬 万奈美 ヒロセ マナミ 浜松トランポリンクラブ
47 佐藤 友咲 サトウ ユキ 静岡産業⼤学クラブ
48 加藤 萌歌 カトウ モエカ vivace
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スターティングオーダー Ｃ台
15〜16才 ⼥⼦(年齢別)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 ⻄村 愛 ニシムラ マナ ⾦沢学院⼤学クラブ
2 ⼩⽥原 由佳 オダワラ ユウカ 星稜クラブ
3 川島 琉菜 カワシマ ルナ ⾦沢学院⼤学クラブ
4 ⽥中 沙季 タナカ サキ ⼩松イルカクラブ
5 岸野 こころ キシノ ココロ アベノジュニアトランポリンクラブ
6 ⻫藤 奏良 サイトウ ソラ ⼩松イルカクラブ
7 松本 純怜 マツモト スミレ 星稜クラブ
8 三澤 優華 ミサワ ユウカ アポロメディカル/⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校体操部
9 伊藤 恵怜奈 イトウ エレナ ⼤泉スワロー体育クラブ
10 村瀬 希実 ムラセ ノゾミ Rainbow
11 保坂 ⼀翔 ホサカ ヒナリ TOKYO SPORTS ACADEMY
12 近藤 愛海 コンドウ マナミ Pureトランポリンクラブ
13 森松 はるか モリマツ ハルカ vivace
14 FIONA MAE VENTENILLA Philippines
15 加藤 愛歌 カトウ アイカ vivace/聖霊⾼校
16 上⽥ うらら ウエダ ウララ キタイスポーツクラブ
17 ⽥⼭ 舞美 タヤマ マミ ⾦沢学院⼤学クラブ
18 岡本 莉奈 オカモト リナ フリーエアースポーツクラブ/⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校体操部
19 松本 結⽻ マツモト ユウ チャイルドトランポリンクラブ
20 ERIN ABANIEL Philippines
21 児⽟ 朱梨 コダマ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ

15〜16才 男⼦(年齢別)
G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 市川 太妃 イチカワ タイ 静岡トランポリンクラブ
2 市川 萌瑠 イチカワ モユル 浜松修学舎⾼等学校
3 庭瀬 公儒 ニワセ コウジュ Phoenix Trampoline School
4 ⼭崎 凌空 ヤマザキ リク 釧路ＴＣアクティヴ
5 安永 蓮 ヤスナガ レン ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
6 横澤 晴稀 ヨコサワ ハルキ ⻑野ＮＡＴＳトランポリンクラブ
7 松本 航翔 マツモト コウショウ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
8 中⼭ ⼼輝 ナカヤマ モトキ ⾦沢学院⼤学クラブ
9 JAMES ELLISON TAYCO Philippines
10 吹⽥ 太⼀ フキタ タイチ ⾦沢学院⼤学クラブ
11 ⻄村 貫汰 ニシムラ カンタ Phoenix Trampoline School
12 豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ ⼤泉スワロー体育クラブ
13 ⽚岡 拓朗 カタオカ タクロウ ⾦沢学院⼤学クラブ
14 井関 駿太 イセキ シュンタ 星稜クラブ
15 鈴⽊ ⼤⼼ スズキ ダイシン スポーツクラブ テン・フォーテイー
16 ⾺場 泰希 ババ タイキ 慶應義塾⾼等学校
17 ⽥中 優⼤ タナカ ユウタ トランポリンクラブONOGAMI
18 豊後 輝道 ブンゴ テルミチ 星稜クラブ
19 森元 隼⼈ モリモト ハヤト 上野学園トランポリンクラブ
20 鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ ⼤泉スワロー体育クラブ
21 秦 颯⼠ ハタ ソウシ 星稜クラブ
22 ⻄岡 隆成 ニシオカ リュウセイ キタイスポーツクラブ
23 永吉 夏都 ナガヨシ ナツト Phoenix Trampoline School
24 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
25 宮野 隼⼈ ミヤノ ハヤト ⾦沢学院⼤学クラブ
26 安藤 勇 アンドウ イサミ ⾦沢学院⼤学クラブ
27 相川 隼哉 アイカワ シュンヤ 慶應義塾⾼等学校
28 宮内 優希 ミヤウチ ユウキ ⼤泉スワロー体育クラブ
29 ⽥中 ⽩⾶ タナカ ハクト 上野学園トランポリンクラブ
30 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
31 鈴⽊ 駿 スズキ シュン トランポリンクラブKITAMI
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