
⼥⼦
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 ⼤川 りあ オオカワ リア TSRスポーツクラブ
2 阿部 琴美 アベ コトミ キタイスポーツクラブ
3 橘 凛 タチバナ リン ⽇本クリード
4 鈴⽊ 花野 スズキ カノ 静岡産業⼤学クラブ
5 南 あかり ミナミ アカリ ⽇本クリード
6 北折 愛⾥ キタオリ エリ 名古屋経済⼤学⾼蔵⾼等学校
7 杉浦 夢菜 スギウラ ユメナ 静岡産業⼤学クラブ
8 神奈川 凜々⼦ カナガワ リリコ ⽇本クリード
9 平尾 夏葉 ヒラオ ナツハ ジュニアスポーツクラブ・フィール
10 松尾 ⾐⾥⼦ マツオ エリコ ⽇本クリード
11 古澤 彩芽 フルサワ アヤメ キタイスポーツクラブ
12 吉川 海⽉ ヨシカワ ミツキ ジュニアスポーツクラブ・フィール
13 村⼭ 咲乃 ムラヤマ サクノ ⽇本クリード
14 ⻄野 寧姫 ニシノ シズキ ⽇本クリード
15 杉浦 姫菜 スギウラ ヒメナ 静岡産業⼤学クラブ

男⼦
G No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 ⾼橋 優真 タカハシ ユウマ ⽇本クリード
2 夫⾺ 聖叶 フマ マサト Rainbow
3 ⾓倉 慧⼀郎 スミクラ ケイイチロウ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
4 岩下 零時 イワシタ レイジ Teamつばさ基地
5 清⽔ 冬⾺ シミズ トウマ Airextreme
6 折原 守仁 オリハラ モリヒト ジュニアスポーツクラブ・フィール
7 ⼤⼭ 侑晟 オオヤマ ユウセイ ⽇本クリード
8 ⻑⾕川 ⼤和 ハセガワ ヤマト ⽇本クリード
9 井上 諒⼀ イノウエ リョウイチ Teamつばさ基地
10 ⼭本 ⿓之介 ヤマモト リュウノスケ キタイスポーツクラブ
11 松永 哲 マツナガ サトル ⽇本クリード
12 南 拓⽃ ミナミ タクト ⽇本クリード
13 ⽊澤 元太 キザワ ゲンタ キタイスポーツクラブ
14 清⽔ 澪 シミズ レイ Airextreme
15 森⽥ 成爽 モリタ ナルアキ Teamつばさ基地
16 ⼜吉 健⽃ マタヨシ ケント 静岡産業⼤学クラブ
17 岩永 ⿓昇 イワナガ リュウショウ キタイスポーツクラブ
18 橘 徹⼼ タチバナ テッシン ⽇本クリード
19 草ケ⾕ 剛 クサガヤ タケシ 静岡産業⼤学クラブ
20 鎌⽥ 海央 カマタ ミヒロ TSRスポーツクラブ

第16回全⽇本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技選⼿権⼤会
タンブリング スターティングオーダー
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G8

G6



⼥⼦
G カテゴリー No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 今井 結絆 イマイ ユズナ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
2 関⼝ 結菜 セキグチ ユイナ TSRスポーツクラブ
3 七尾 綾⾳ ナナオ アヤネ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
4 ⽵之下 なつみ タケノシタ ナツミ TSRスポーツクラブ
5 棟⽥ 琳⾳ ムネタ リノン ケンケン体操・トランポリンクラブ
1 ⽯塚 千遥 イシヅカ チハル ＡＲＡ10
2 松本 唯⼦ マツモト ユイコ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
3 ⼤平 澪絆 オオヒラ ミオナ ＡＲＡ10
4 髙橋 美⾳ タカハシ ミオ TSRスポーツクラブ
5 鈴⽊ 李彩 スズキ リサ ＡＲＡ10
1 榊原 芯 サカキバラ マナカ TSRスポーツクラブ
2 上原 梨鈴 ウエハラ リリ ケンケン体操・トランポリンクラブ
3 ⾚⽯ みらい アカイシ ミライ TSRスポーツクラブ
4 表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire
5 ⼜吉 夢奈 マタヨシ ユメナ ケンケン体操・トランポリンクラブ
1 ⾼良 ⼼菜 タカラ ココナ ケンケン体操・トランポリンクラブ
2 村⼭ 咲乃 ムラヤマ サクノ ⽇本クリード
3 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
4 南 あかり ミナミ アカリ ⽇本クリード
5 波多野 姫良 ハタノ キラ NPO法⼈ ユニオンスポーツクラブ
1 吉澤 陽⼦ ヨシザワ ヨウコ ⽇本クリード
2 ⾼⽥ 彩華 タカダ アヤカ 群⾺オンリーワンスポーツクラブ
3 松尾 ⾐⾥⼦ マツオ エリコ ⽇本クリード
4 東 未唯 アズマ ミユ ケンケン体操・トランポリンクラブ
5 板垣 咲来  イタガキ サキ 伊勢崎オンリーワンクラブ

G1

G2

13-14才

17才以上

10才以下
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11-12才

15-16才

masatoi
本大会は2019/12/31時点の年齢での参加となりますが、多数の所属団体がエントリーするカテゴリーを間違えているようです。参加カテゴリーにご不明点がありましたら、登録した選手の生年月日をご確認の上、TRA事業委員会までメールにてお問い合わせください。

なお、生年月日の間違いによるエントリー変更が多数発生した場合、スケジュールを組み直す可能性がありますので、その点についてはご了承ください。�
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ダブルミニトランポリン スターティングオーダー

男⼦
G カテゴリー No. 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire
2 ⾼橋 優真 タカハシ ユウマ ⽇本クリード
3 ⽯渡 永⼈ イシワタ エイト Atsugibonfire
1 ⻑⾕川 ⼤和 ハセガワ ヤマト ⽇本クリード
2 南 拓⽃ ミナミ タクト ⽇本クリード
3 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
1 近藤 馨 コンドウ カオル TSRスポーツクラブ
2 ⼩澤 航平 オザワ コウヘイ TSRスポーツクラブ
3 ⽊村 侑聖 キムラ ユウセイ 群⾺オンリーワンスポーツクラブ
4 ⿑藤 瑠 サイトウ リュウ TSRスポーツクラブ

15-16才 1 岩下 零時 イワシタ レイジ Teamつばさ基地
1 愛敬 亮我 アイキョウ リョウガ 群⾺オンリーワンスポーツクラブ
2 押⽥ 和真 オシダ カズマ Atsugibonfire
3 橋本 考弘 ハシモト タカヒロ 静岡産業⼤学クラブ
4 ⼯藤 慎⼀郎 クドウ シンイチロウ ⽇本クリード
5 市川 萌瑠 イチカワ モユル 浜松修学舎⾼等学校
6 佐藤 雄太 サトウ ユウタ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ
7 ⿊⽊ 康太 クロキ コウタ ⽇本クリード
8 ⼩松 駿 コマツ シュン Atsugibonfire
9 ⼩川 貴弘 オガワ タカヒロ Teamつばさ基地
10 千葉 敬⼀郎 チバケイイチロウ ⽇本クリード
11 ⾜⽴ 将磨 アダチ ショウマ 相好トランポリンクラブ
12 池⽥ 晟⿑ イケダ セナ Atsugibonfire
13 渡邊 孝博 ワタナベ タカヒロ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ
14 武⽥ 優 タケダ マサル ⽇本クリード
15 味⼾ 悠⾺ アジトユウマ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ
16 来島 歩 クルシマ アユム 徳洲会体操クラブ
17 和泉 ⿓城 イズミ リュウキ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ

G5

10才以下

11-12才
G3

13-14才

17才以上

G4


