
団体男子　１０才以下 団体男子　１３－１５才

所属団体名 選手名 フリガナ 所属団体名 選手名 フリガナ

前野 凜太郎 マエノ リンタロウ 廣川 風野 ヒロカワ フウヤ

名取 漣音 ナトリ レオン 青山 昂生 アオヤマ イブキ

髙木 惇平 タカギ ジュンペイ 舛岡 孝太郎 マスオカ コウタロウ

崎浜 寧王 サキハマ ネオ 金子 歩夢 カネコ アユム

石渡 永人 イシワタ エイト 寺沢 健太 テラサワ ケンタ

三木 湊斗 ミキ アツト 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ

増本 黎 マスモト レイ 稲垣 翔太 イナガキ ショウタ

財部 吉平 タカラベ キッペイ 郷原 伊晴 ゴウハラ イハル

財部　 天吾 タカラベ テンゴ 梶山 詠一 カジヤマ エイイチ

神山 空駕 カミヤマ クウガ 近藤 馨 コンドウ カオル

越智 勇巴 オチ イサト 小澤 航平 オザワ コウヘイ

早稲田 陵貴 ワセダ ミサキ 齋藤 瑠 サイトウ リュウ

団体男子　１１-１２才 永田 泰我 ナガタ タイガ

林 良磨 ハヤシ カズキヨ

所属団体名 選手名 フリガナ 横山 遊士 ヨコヤマ ユウシ

桜井 大輝 サクライ タイキ

村石 雄陽 ムライシ ユウヒ 長山 元 ナガヤマ ハジメ

桐生 直輝 キリュウ ナオキ 中村 智哉 ナカムラ トモヤ

浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ

橋本 祥利 ハシモト ショウリ

長谷川 碧人 ハセガワ アオト 一川 澄人 イチカワ スミト

山出 涼雅 ヤマデ リョウガ 矢野 慎太郎 ヤノ シンタロウ

東 生紘 ヒガシ キヅナ

村上 遥音 ムラカミ ハルト

勝井 俊翔 カツイ シュント

福永 凛希 フクナガ リノ

中井 大翔 ナカイ ヤマト

西村 奏汰 ニシムラ カナタ

峰 琢磨 ミネ タクマ

薬師堂 涼雅 ヤクシドウ リョウガ

東 叶芽 ヒガシ カナメ

谷内 泰斗 タニウチ タイト

TSRスポーツクラブ

上野学園トランポリンクラブ

大泉スワロー体育クラブ

サンスピリッツ端野

キタイスポーツクラブ

大泉スワロー体育クラブ

Atsugibonfire

アベノジュニアトランポリンクラブ

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

Phoenix Trampoline School

熊本トランポリンクラブ

熊本トランポリンクラブ

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

大泉スワロー体育クラブ

白山ジュニアトランポリンクラブ



団体女子　１０才以下 団体女子　１１-１２才

所属団体名 選手名 フリガナ 所属団体名 選手名 フリガナ

千葉 更紗 チバ サラサ 若山 光莉 ワカヤマ ヒカリ

野原 惺来 ノハラ セラ 野原 月夏 ノハラ ルナ

桐木 結風 キリキ ユイカ 佐藤 凛 サトウ リン

千葉 野々杏 チバ ノノア

小林 麻唯 コバヤシ マイ

栗原 咲有 クリハラ サユ 黒瀬 美麗 クロセ ミレイ

牛島 楓 ウシジマ カエデ 菅原 小雪 スガワラ コユキ

杉野 ヒカル スギノ ヒカル 丸本 桃佳 マルモト モモカ

佐藤 柚希 サトウ ユズキ

相原 里名 アイハラ リナ

川畑 葉栞 カワハタ ハナ 髙橋 纏 タカハシ マトイ

泉谷 望来 イズミヤ ミライ 髙橋 葵 タカハシ アオイ

長沼 亜佐美 ナガヌマ アサミ 関口 美優 セキグチ ミユ

小島 心奈 オジマ ココナ 花房 凛 ハナブサ リン

林 小桜 ハヤシ ココロ 田中 陽笑 タナカ ヒワラ

石田 倫沙心 イシダ リサコ 長澤 優来 ナガサワ ユラ

渡辺 聖来 ワタナベ セイラ

向後 優澄音 コウゴ ユズネ

酒谷 風花 サカタニ フウカ 原 茉央 ハラ マオ

村上 梨紗 ムラカミ リサ 篠原 凜 シノハラ リン

吉嶺 歩花 ヨシミネ アユカ

寺田 美桜 テラダ ミオ 俵 芽生 タワラ メイ

示野 佑奈 シメノ ユウナ

西條 希彩 サイジョウ ノア 丸山 心華 マルヤマ ココカ

秦 爽 ハタ サワカ 西川 初花 ニシカワ ウイナ

久堀 由華 クボリ ユカ

南 栞奈 ミナミ カンナ

山百 蓮音 ヤマヒャク ハスネ 櫻井 陽菜 サクライ ハルナ

松岡 周 マツオカ アマネ 神田 美砂 カンダ ミサ

清久 愛乃音 キヨク アノン

池永 柑菜 イケナガ カンナ 中村 香菜 ナカムラ カナ

八田 彩愛 ハッタ サエ

一川 友那 イチカワ ユナ 塚本 莉子 ツカモト リコ

原 菜月 ハラ ナツキ

大塚 葉月 オオツカ ハヅキ 小室 日和 コムロ ヒヨリ

谷内 利帆 タニウチ リホ 太田 結菜 オオタ ユナ

杉本 紗弥 スギモト サヤ

坂井 莉里 サカイ リリ

福川 留那 フクカワ ルナ

山本 笑子 ヤマモト ワコ

団体女子　１１-１２才

孕石 那菜 ハラミイシ ナナ

所属団体名 選手名 フリガナ 木村 羽瑠 キムラ ハル

尾花 真央 オバナ マオ 吉村 花凜 ヨシムラ カリン

林 いろ葉 ハヤシ イロハ

大森 華穂 オオモリ カホ 中村 天美 ナカムラ アマミ

勝森 天音 カツモリ アマネ

小溝 華凜 コミゾ カリン 羽手原 桜 ハデワラ サクラ

佐藤 禾暖 サトウ カノン 石井 あみる イシイ アミル

宮野 木綿 ミヤノ ユウ

池上 愛子 イケガミ マコ 都竹 結花 ツヅク ユウカ

下西 美凪 シモニシ ミナギ

坂口 璃音 サカグチ リオン 辻田 花凜 ツジタ カリン

富松 凉々 トミマツ スズ 竹内 莉子 タケウチ リコ

金田 あおい カネダ アオイ

釜元 莉奈 カマモト リナ

冨永 奈緒 トミナガ ナオ 河本 和 カワモト ナゴミ

堀 友梨香 ホリ ユリカ 松浦 茉希 マツウラ マキ

牧 杏菜 マキ アンナ 片岡 美羽音 カタオカ ミハネ

熊本トランポリンクラブ

Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

キタイスポーツクラブ

フリーエアースポーツクラブ

大泉スワロー体育クラブ

風連トランポリン少年団

十勝トランポリン倶楽部

スペースウォーク

アインストランポリンクラブ

熊本トランポリンクラブ

泉南ジュニアトランポリンクラブ

Phoenix Trampoline School

アベノジュニアトランポリンクラブ

Phoenix Trampoline School

小松イルカクラブ

金沢クリール

七塚ジュニア

シープクラブ

ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

キタイスポーツクラブ

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

十勝トランポリン倶楽部

サンスピリッツ端野

Pureトランポリンクラブ

厚木FUSiONスポーツクラブ

ジョイスポーツクラブ相模原



団体女子　１３－１５才

所属団体名 選手名 フリガナ
角力山 美妃 スモウヤマ ミキ

髙橋 琳 タカハシ リン
山木 咲々 ヤマキ ササ

吉田 紗羅 ヨシダ サラ
柴田 遥雅 シバタ ハルカ
山越 寧々 ヤマコシ ネネ

櫛引 心温 クシビキ コノン
仲本 琴菜 ナカモト コトナ
稲垣 和花 イナガキ ワカ

千葉 夢咲 チバ ミサキ
矢ヶ部 楓 ヤカベ フウ

宇田川 日菜子 ウダガワ ヒナコ

石坂 漣 イシザカ レン
三吉 菜月 ミヨシ ナツキ

小栁津 楓花 オヤイヅ フウカ

髙田 暖乃 タカタ ノノ
池下 かの子 イケシタ カノコ
加納 彩葉 カノウ イロハ
木村 心春 キムラ コハル

都原 彩加 トハラ アヤカ
縄田 琉羽 ナワタ ルウ
中田 楽々 ナカダ ララ
南 玲奈 ミナミ レナ

橋詰 涼那 ハシヅメ スズナ
松井 心羽 マツイ コハネ
山内 抹緒 ヤマウチ マオ

山本 若伽奈 ヤマモト ワカナ
木村 佑那 キムラ ユイナ
中村 若葉 ナカムラ ワカバ
坪井 綾音 ツボイ アヤネ

宮地 柚妃 ミヤチ ユズキ
加藤 萌歌 カトウ モエカ

伊藤 羽生加 イトウ ハナカ

小松 悠月 コマツ ユヅキ
播磨 ここね ハリマ ココネ
野村 彩羽 ノムラ アヤハ

林 璃奈 ハヤシ リナ
田中 希湖 タナカ キコ
船井 美羽 フナイ ミウ

小野 晴茄 オノ ハルナ
吉村 紅子 ヨシムラ アカネ
大西 楓 オオニシ カエデ

五十住 知穂 イソズミ チホ
宮崎 樹莉亜 ミヤザキ ジュリア
小溝 真凜 コミゾ マリン

小石 和奈 コイシ ワカナ
大坂 多真美 オオサカ タマミ

堤 結菜 ツツミ ユイナ
石本 唯花 イシモト ユイカ

南陽ジュニアトランポリンクラブ

Sfida

熊本トランポリンクラブ

小松イルカクラブ

リトルウインズ勝山

ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

スポーツクラブ　テン・フォーティー

フリーエアースポーツクラブ

ジョイスポーツクラブ相模原

星稜クラブ

vivace

キタイスポーツクラブ

アベノジュニアトランポリンクラブ

アインストランポリンクラブ

スペースウォーク



Ａ台　個人競技　女子　１０才以下

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 林 小桜 ハヤシ ココロ フリーエアースポーツクラブ

2 山崎 衣徳 ヤマザキ イノリ ジョイスポーツクラブ相模原

3 石井 彩葉 イシイ アヤハ TOKYO SPORTS ACADEMY
4 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

5 栗原 咲有 クリハラ サユ 風連トランポリン少年団

6 矢野 登良 ヤノ ミラ WASEDA Club 2000

7 髙橋 柚稀 タカハシ ユズキ Pureトランポリンクラブ

8 坂本 玲奈 サカモト レナ SeveC
9 横石 塁 ヨコイシ ルイ キタイスポーツクラブ

10 秦 爽 ハタ サワカ Phoenix Trampoline School

11 久保 果凜 クボ カリン 福岡トランポリンクラブ

12 徳原 伊音 トクハラ イト トランポリンみやざき
13 千葉 更紗 チバ サラサ 十勝トランポリン倶楽部

14 田辺 采子 タナベ アコ サンスピリッツ端野

15 伊藤　 凛 イトウ リン 釧路ＴＣアクティヴ

16 川畑 葉栞 カワハタ ハナ 大泉スワロー体育クラブ

17 虻川 藤乃 アブカワ フジノ 大館市トランポリンクラブ

18 門間 彩恵 モンマ アヤノ さくらトランポリン

19 相原 里名 アイハラ リナ 大泉スワロー体育クラブ

20 大上 茉桜 オオガミ マオ Cygnet Trampoline Club

21 大木 真央 オオキ マオ フリーエアースポーツクラブ

22 谷内 風花 ヤチ フウカ プラッツトランポリンクラブ

23 唐澤 凛 カラサワ リン 金沢クリール

24 齋藤 来羽 サイトウ コハネ vivace

25 村上 梨紗 ムラカミ リサ キタイスポーツクラブ

26 久堀 由華 クボリ ユカ Phoenix Trampoline School
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 栗森 佳奈穂 クリモリ カナホ いかるがペガサスクラブ
29 大塚 葉月 オオツカ ハヅキ 熊本トランポリンクラブ
30 一川 友那 イチカワ ユナ 熊本トランポリンクラブ
31 佐野 桃 サノ モモ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
32 吉嶺 歩花 ヨシミネ アユカ キタイスポーツクラブ

33 望月 風花 モチヅキ フウカ 静岡トランポリンクラブ(TR)
34 米田 悠音 ヨネダ ユオン 金沢ジャンパーズクラブ
35 若浦 彩乃 ワカウラ アヤノ プラッツトランポリンクラブ
36 渡辺 聖来 ワタナベ セイラ フリーエアースポーツクラブ
37 合寳 凛菜 ガッポウ リンナ TOKYO SPORTS ACADEMY

38 泉谷 望来 イズミヤ ミライ 大泉スワロー体育クラブ

39 奥村 紗帆 オクムラ サホ Sfida

40 野原 惺来 ノハラ セラ 十勝トランポリン倶楽部

41 山本 夏未 ヤマモト ナツミ 津別トランポリンクラブ

42 牛島 楓 ウシジマ カエデ 風連トランポリン少年団

43 髙橋 結 タカハシ ユイ 群馬ソレイユ

44 大熊 七翠 オオクマ ナナミ スポーツクラブ　テン・フォーティー

45 小島 心奈 オジマ ココナ フリーエアースポーツクラブ

46 上野 さゆり ウエノ サユリ 白山ジュニアトランポリンクラブ

47 紺谷 知花 コンタニ チカ SeveC

48 西畠 空杏 ニシバタ ソア Rainbow

49 西田 真実子 ニシダ マミコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

50 河村 紅音 カワムラ アカネ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

①

②

③

④

⑤



51 卯嶋 瑠風 ウジマ ルカ Sfida

52 加藤 桜子 カトウ サクラコ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

53 桐木 結風 キリキ ユイカ 十勝トランポリン倶楽部

54 小林 麻唯 コバヤシ マイ 風連トランポリン少年団

55 高橋 緑環 タカハシ ミカン 群馬ソレイユ

56 長沼 亜佐美 ナガヌマ アサミ 大泉スワロー体育クラブ

57 石田 倫沙心 イシダ リサコ フリーエアースポーツクラブ

58 関口 結菜 セキグチ ユイナ TSRスポーツクラブ

59 松本 陽葵 マツモト ヒマリ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

60 網 ひかり アミ ヒカリ 金沢ジャンパーズクラブ

61 千代延 有里 チヨノブ ユリ 堺ハイパードリーム

62 寺田 美桜 テラダ ミオ キタイスポーツクラブ

63 山百 蓮音 ヤマヒャク ハスネ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

64 升谷 優希 マスタニ ユウキ イアスFSC

65 中村 彩瑠 ナカムラ アイル トランポリンみやざき

66 野村 花奈実 ノムラ カナミ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

67 湊谷 幸歩 ミナトヤ ユキホ 士別トランポリン協会

68 権隨 かりん ゴンズイ カリン 釧路ＴＣアクティヴ

69 杉野 ヒカル スギノ ヒカル 風連トランポリン少年団

70 松尾 咲空 マツオ サラ 宮崎Trampoline Club  Ｍ.SUNSHINE

71 酒谷 風花 サカタニ フウカ キタイスポーツクラブ

72 神川 菜穂子 カミカワ ナホコ キタイスポーツクラブ

73 西條 希彩 サイジョウ ノア Phoenix Trampoline School

74 清久 愛乃音 キヨク アノン 泉南ジュニアトランポリンクラブ

75 池永 柑菜 イケナガ カンナ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

76 東堂 綾華 トウドウ アヤカ アドバンストランポリンクラブ

77 有馬 由華 アリマ ユカ AIRFLOAT

78 谷内 利帆 タニウチ リホ 熊本トランポリンクラブ

79 米井 英恵 ヨネイ ハナエ オワゾトランポリンクラブ

80 堀 友響 ホリ ユウキ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

81 小見田 彩有里 コミタ サユリ 八代トランポリンクラブ

82 原 菜月 ハラ ナツキ 熊本トランポリンクラブ

83 尾崎 心春 オザキ コハル リトルウインズ勝山

⑦

⑧

⑥



Ｂ台　個人競技　女子　１１・１２才

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名
1 山崎 香凛 ヤマザキ カリン 越谷トランポリンクラブ

2 横石 優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ

3 當間 みのり トウマ ミノリ 越谷トランポリンクラブ

4 若山 光莉 ワカヤマ ヒカリ 十勝トランポリン倶楽部

5 出雲 なのん イズモ ナノン MTCホッパーズ
6 釜元 莉奈 カマモト リナ Phoenix Trampoline School

7 髙橋 葵 タカハシ アオイ Pureトランポリンクラブ

8 天内 李音 テンナイ リノン SeveC

9 坂本 心歩 サカモト シホ SeveC

10 寺澤 美翔 テラザワ ミサネ アベノジュニアトランポリンクラブ

11 羽手原 桜 ハデワラ サクラ キタイスポーツクラブ

12 示野 佑奈 シメノ ユウナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

13 西川 初花 ニシカワ ウイナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

14 中村 香菜 ナカムラ カナ 金沢クリール

15 小村 咲七 コムラ サナ 金沢ジャンパーズクラブ

16 谷井 葵 タニイ アオイ 金沢ジャンパーズクラブ

17 神田 美砂 カンダ ミサ 小松イルカクラブ

18 須川 蘭 スガワ ラン 泉南ジュニアトランポリンクラブ

19 谷好 真琴 タニヨシ マコト 相好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 鈴木 菜々子 スズキ ナナコ 風連トランポリン少年団

22 奥村 杏美 オクムラ アミ Sfida

23 船中 碧 フナナカ アオイ イアスFSC

24 勝森 天音 カツモリ アマネ キタイスポーツクラブ

25 向後 優澄音 コウゴ ユズネ ジョイスポーツクラブ相模原

26 濱田 遥乃 ハマダ ハルノ トランポリンみやざき

27 下牧 蓮奈 シモマキ レナ リトルウインズ勝山

28 池永 葉月 イケナガ ハヅキ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

29 吉村 花凜 ヨシムラ カリン ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

30 飯田 真由 イイダ マユ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

31 古田 稟温 フルタ リオン vivace

32 林 いろ葉 ハヤシ イロハ アインストランポリンクラブ

33 石井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ

34 俵 芽生 タワラ メイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

35 池上 愛子 イケガミ マコ スペースウォーク

36 高田 未郁 タカダ ミクニ スポーツクラブ　テン・フォーティー

37 松井 いぶき マツイ イブキ リトルウインズ勝山

38 橋口 怜生 ハシグチ リオ 玉名トランポリンクラブ

39 花房 凛 ハナブサ リン 厚木FUSiONスポーツクラブ

40 太田 結菜 オオタ ユナ 七塚ジュニア

①

②

③

④



41 佐藤 凛 サトウ リン 十勝トランポリン倶楽部

42 南 栞奈 ミナミ カンナ 小松イルカクラブ

43 北本 珠己 キタモト ミコ 野々市ジュニア

44 木戸口 結衣 キドグチ ユイ Cygnet Trampoline Club

45 河本 和 カワモト ナゴミ Phoenix Trampoline School

46 関口 美優 セキグチ ミユ Pureトランポリンクラブ

47 吉田 実佑 ヨシダ ミユウ vivace

48 牧 杏菜 マキ アンナ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

49 下西 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

50 中村 天美 ナカムラ アマミ キタイスポーツクラブ

51 菅原 小雪 スガワラ コユキ サンスピリッツ端野

52 佐藤 柚希 サトウ ユズキ サンスピリッツ端野

53 小溝 華凜 コミゾ カリン スペースウォーク

54 菅原 ひかる スガワラ ヒカル スポーツクラブ　テン・フォーティー

55 丸野 千果 マルノ チカ トランポリンクラブRARA

56 八田 彩愛 ハッタ サエ 金沢クリール

57 大久保 杜苺 オオクボ トモ 金沢トランポリンクラブ

58 坂口 璃音 サカグチ リオン 熊本トランポリンクラブ

59 長澤 優来 ナガサワ ユラ 厚木FUSiONスポーツクラブ

60 野原 月夏 ノハラ ルナ 十勝トランポリン倶楽部

61 太田 優歩 オオタ ユア 静岡トランポリンクラブ(TR)

62 松浦 茉希 マツウラ マキ Phoenix Trampoline School

63 野村 仁菜 ノムラ ニイナ Rainbow

64 大森 華穂 オオモリ カホ アインストランポリンクラブ

65 野口 花鈴 ノグチ カリン さくらトランポリン

66 黒瀬 美麗 クロセ ミレイ サンスピリッツ端野

67 福川 留那 フクカワ ルナ シープクラブ

68 原 茉央 ハラ マオ ジョイスポーツクラブ相模原

69 大木 彩 オオキ アヤ フリーエアースポーツクラブ

70 富松 凉々 トミマツ スズ 熊本トランポリンクラブ

71 田中 陽笑 タナカ ヒワラ 厚木FUSiONスポーツクラブ

72 小室 日和 コムロ ヒヨリ 七塚ジュニア

73 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ(TR)

74 北村 理菜 キタムラ リナ 野々市ジュニア

75 孕石 那菜 ハラミイシ ナナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

76 川俣 里桜 カワマタ リオ T.C Ultimate

77 五十嵐 愛莉 イガラシ アイリ vivace

78 内潟 佳奈 ウチカタ カナ 宇ノ気クラブ

79 杉本 紗弥 スギモト サヤ 七塚ジュニア

80 小池 姫菜 コイケ ヒメナ 赤城トランポリンクラブ

81 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

82 末次 蒼來 スエツグ ソラ AIRFLOAT
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83 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire

84 関 未優 セキ ミユウ Cygnet Trampoline Club

85 西山 璃子 ニシヤマ リコ Phoenix Trampoline School

86 稲山 柚羽 イナヤマ ユウハ vivace

87 冨永 奈緒 トミナガ ナオ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

88 田中 杏奈 タナカ アンナ wing-horse

89 辻田 花凜 ツジタ カリン アベノジュニアトランポリンクラブ

90 丸本 桃佳 マルモト モモカ サンスピリッツ端野

91 坂井 莉里 サカイ リリ シープクラブ

92 佐藤 禾暖 サトウ カノン スペースウォーク

93 塚本 莉子 ツカモト リコ 金沢クリール

94 千葉 野々杏 チバ ノノア 十勝トランポリン倶楽部

95 藤川 光羽 フジカワ カヌハ 赤城トランポリンクラブ

96 片岡 美羽音 カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School

97 前田 知花 マエダ チハル いかるがペガサスクラブ

98 山本 笑子 ヤマモト ワコ シープクラブ

99 篠原 凜 シノハラ リン ジョイスポーツクラブ相模原

100 金田 あおい カネダ アオイ 熊本トランポリンクラブ

101 那須野 花菜 ナスノ ハナ 静岡トランポリンクラブ(TR)

102 丸山 心華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

103 櫻井 陽菜 サクライ ハルナ 小松イルカクラブ

104 髙橋 纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ

105 田中 心結 タナカ ミユ トランポリンみやざき

106 木暮 日菜乃 キグレ ヒナノ 赤城トランポリンクラブ

107 栗森 祐穂 クリモリ ユウホ いかるがペガサスクラブ

108 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

109 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

110 堀 友梨香 ホリ ユリカ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

111 尾花 真央 オバナ マオ アインストランポリンクラブ

112 岩田 よつ葉 イワタ ヨツハ SeveC

113 木村 羽瑠 キムラ ハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

114 宮野 木綿 ミヤノ ユウ スペースウォーク

115 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

116 西井 空 ニシイ ソラ いかるがペガサスクラブ

117 黒木　叶歩 クロキ　カナホ 高槻トランポリンクラブ

⑪
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Ｃ台　個人競技　女子　１３－１５才

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire

2 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
3 縄田 琉羽 ナワタ ルウ 小松イルカクラブ

4 倉田 陽加 クラタ ハルカ SeveC

5 大坂 多真美 オオサカ タマミ 熊本トランポリンクラブ

6 佐藤 音葉 サトウ オトハ 大館市トランポリンクラブ

7 羽生 菜波 ハニュウ ナナミ 越谷トランポリンクラブ
8 石田 美咲希 イシダ ミサキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

9 表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire

10 都原 彩加 トハラ アヤカ 小松イルカクラブ

11 佐々木 咲乃 ササキ サキノ 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団

12 當間 いまり トウマ イマリ 越谷トランポリンクラブ

13 小林 里琉希 コバヤシ リルキ リトルジャガーズ

14 木村 心春 キムラ コハル 星稜クラブ

15 宮本 奈津 ミヤモト ナツ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

16 伊藤 瑠伽 イトウ ルカ Rainbow

17 小林 希美 コバヤシ ノゾミ 風連トランポリン少年団

18 髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ

19 今泉 愛生 イマイズミ アキ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

20 中田 楽々 ナカダ ララ 小松イルカクラブ

21 高森 梨紗 タカモリ リサ 七塚ジュニア

22 山本 若伽奈 ヤマモト ワカナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

23 坪井 綾音 ツボイ アヤネ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

24 林 璃奈 ハヤシ リナ アベノジュニアトランポリンクラブ

25 岡本 彩愛 オカモト サラ 福岡トランポリンクラブ

26 蝦名 真花 エビナ マナカ サンスピリッツ端野

27 石井 舞乃 イシイ マノ 大泉スワロー体育クラブ

28 中沢 千愛 ナカザワ チナリ TOKYO SPORTS ACADEMY

29 小野 友愛 オノ ユウア リトルジャガーズ

30 河島 千空 カワシマ チヒロ 星稜クラブ

31 松村 渚 マツムラ ナギサ SeveC

32 橋詰 涼那 ハシヅメ スズナ リトルウインズ勝山

33 木村 佑那 キムラ ユイナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

34 中根 菜遥 ナカネ ナノハ 浜松Ｊｒ.トランポリンクラブ(ＴＲ)

35 廣瀬 万奈美 ヒロセ マナミ 浜松トランポリンクラブ（TR)

36 谷好 未菜 タニヨシ ミナ 相好トランポリンクラブ

37 大西 楓 オオニシ カエデ アインストランポリンクラブ

38 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

39 澤田 守杏 サワダ モモ アドバンストランポリンクラブ

40 徳永 伊織 トクナガ イオリ 福岡トランポリンクラブ
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41 堤 結菜 ツツミ ユイナ 熊本トランポリンクラブ

42 朝留 百香 アサドメ モモカ 宮崎　FiRST　Trampoline Club

43 村松 郁音 ムラマツ フミネ 群馬ソレイユ

44 櫛引 心温 クシビキ コノン スポーツクラブ　テン・フォーティー

45 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

46 藤井 琴弓 フジイ コトミ リトルジャガーズ

47 堀内 咲来 ホリウチ サクラ 浜松修学舎中学校（ＴＲ）

48 成田 亜弥香 ナリタ アヤカ Rainbow

49 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

50 山北 実来 ヤマキタ ミライ イアスFSC

51 池田 麻保 イケダ マホ イアスFSC

52 田上 優里 タノウエ ユリ 福岡トランポリンクラブ

53 石本 唯花 イシモト ユイカ 熊本トランポリンクラブ

54 佐久間 優名 サクマ ユウナ 風連トランポリン少年団

55 山木 咲々 ヤマキ ササ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

56 森元 美涼 モリモト ミスズ MTCホッパーズ

57 宮沢 海帆 ミヤザワ ミホ 白馬トランポリンクラブ

58 南 玲奈 ミナミ レナ 小松イルカクラブ

59 山内 抹緒 ヤマウチ マオ リトルウインズ勝山

60 加藤 萌歌 カトウ モエカ vivace

61 宮崎 亜優 ミヤザキ アユ Phoenix Trampoline School

62 小野 晴茄 オノ ハルナ アインストランポリンクラブ

63 今井 春那 イマイ ハルナ アドバンストランポリンクラブ

64 小溝 真凜 コミゾ マリン スペースウォーク

65 権隨 ゆうか ゴンズイ ユウカ 釧路ＴＣアクティヴ

66 勝田 万里奈 カツタ マリナ WASEDA Club 2000

67 稲垣 和花 イナガキ ワカ スポーツクラブ　テン・フォーティー

68 千葉 夢咲 チバ ミサキ フリーエアースポーツクラブ

69 小栁津 楓花 オヤイヅ フウカ ジョイスポーツクラブ相模原

70 松井 心羽 マツイ コハネ リトルウインズ勝山

71 中村 若葉 ナカムラ ワカバ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

72 佐藤 友咲 サトウ ユキ 静岡産業大学クラブ(TR)

73 宮地 柚妃 ミヤチ ユズキ vivace

74 野村 彩羽 ノムラ アヤハ キタイスポーツクラブ

75 久堀 喜子 クボリ キコ Phoenix Trampoline School

76 水野 桜花 ミズノ サクラ アドバンストランポリンクラブ

77 野﨑 優 ノザキ ユウ オワゾトランポリンクラブ

78 髙橋 希星 タカハシ キラリ 釧路ＴＣアクティヴ

79 吉田 紗羅 ヨシダ サラ Sfida

80 山越 寧々 ヤマコシ ネネ Sfida
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81 仲本 琴菜 ナカモト コトナ スポーツクラブ　テン・フォーティー

82 矢ヶ部 楓 ヤカベ フウ フリーエアースポーツクラブ

83 堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 浜松修学舎中学校（ＴＲ）

84 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

85 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

86 長野 まほら ナガノ マホラ AIRFLOAT

87 五十住 知穂 イソズミ チホ スペースウォーク

88 本田 華寿伎 ホンダ カズキ オワゾトランポリンクラブ

89 小石 和奈 コイシ ワカナ 熊本トランポリンクラブ

90 小松 悠月 コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ

91 三吉 菜月 ミヨシ ナツキ ジョイスポーツクラブ相模原

92 遠藤 翠那 エンドウ スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY

93 山本 瑠菜 ヤマモト ルナ 津別トランポリンクラブ

94 石坂 漣 イシザカ レン ジョイスポーツクラブ相模原

95 播磨 ここね ハリマ ココネ キタイスポーツクラブ

96 清久 実日菜 キヨク ミヒナ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

97 柏葉 幸音 カシバ ユキネ 津別トランポリンクラブ

98 柴田 遥雅 シバタ ハルカ Sfida

99 加納 彩葉 カノウ イロハ 星稜クラブ

100 勝田 優莉奈 カツタ ユリナ WASEDA Club 2000

101 草刈 菜夏 クサカリ ナナ 静岡トランポリンクラブ(TR)

102 吉村 紅子 ヨシムラ アカネ アインストランポリンクラブ

103 杉元 鈴奈 スギモト レイナ 玉名トランポリンクラブ

104 齊藤 優海 サイトウ ユウナ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

105 清長 千紘 キヨナガ チヒロ 金沢クリール

106 髙田 暖乃 タカタ ノノ 星稜クラブ

107 宮崎 樹莉亜 ミヤザキ ジュリア スペースウォーク

108 池下 かの子 イケシタ カノコ 星稜クラブ

109 伊藤 羽生加 イトウ ハナカ vivace

110 鈴木 日和 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ(TR)

111 新野　愛莉 シンノ　アイリ 高槻トランポリンクラブ

112 笠井　琳花 カサイ　リンカ 高槻トランポリンクラブ
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Ｃ台　個人競技　男子　１０才以下

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 金井 那晃 カナイ トモヒロ 八代トランポリンクラブ

2 後藤 蒼之郎 ゴトウ ソウシロウ トランポリンみやざき

3 柳本 快燈 ヤナギモ カイト 音更トランポリンクラブ

4 早川 天恵 ハヤカワ テンケイ 熊本トランポリンクラブ

5 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

6 江尻 愛翔 エジリ マナト ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

7 庭瀬 典儒 ニワセ テンジュ Phoenix Trampoline School

8 加藤 宗一郎 カトウ ソウイチロウ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

9 髙木 惇平 タカギ ジュンペイ 大泉スワロー体育クラブ

10 室野 尊 ムロノ タケル 白山ジュニアトランポリンクラブ

11 尾倉 遼太 オグラ リョウタ 野々市ジュニア

12 財部　 天吾 タカラベ テンゴ アベノジュニアトランポリンクラブ

13 内園 和志 ウチゾノ カズシ 小林コスモス

14 名取 漣音 ナトリ レオン 大泉スワロー体育クラブ

15 俵 雄生 タワラ ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

16 大藤 和輝 オオドウ カズキ リトルウインズ勝山

17 越智 勇巴 オチ イサト Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

18 須川 勘太郎 スガワ カンタロウ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

19 安川 太真 ヤスカワ タイシン フリーエアースポーツクラブ

20 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire

21 片岡 遼馬 カタオカ リョウマ Phoenix Trampoline School

22 武田 光希 タケダ コウキ Sfida

23 遠藤 悠來 エンドウ ユウライ TOKYO SPORTS ACADEMY

24 須﨑 智也 スザキ トモヤ ジョイスポーツクラブ相模原

25 國井 大輝 クニイ ダイキ 浜松トランポリンクラブ（TR)

26 大西 良玖 オオニシ リク アインストランポリンクラブ

27 矢野 豊士 ヤノ トシ WASEDA Club 2000

28 渡辺 太一 ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ

29 三木 湊斗 ミキ アツト Atsugibonfire

30 谷好 健琉 タニヨシ タケル 相好トランポリンクラブ

31 早稲田 陵貴 ワセダ ミサキ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

32 前野 凜太郎 マエノ リンタロウ 大泉スワロー体育クラブ

33 石渡 永人 イシワタ エイト Atsugibonfire

34 増本 黎 マスモト レイ アベノジュニアトランポリンクラブ

35 滝岡 伶慈 タキオカ リョウジ シープクラブ

36 兼平 陽季 カネヒラ ハルキ 津別トランポリンクラブ

37 戸水 三喜 トミズ ミツキ 金沢クリール

38 財部 吉平 タカラベ キッペイ アベノジュニアトランポリンクラブ

39 阿部 慎司 アベ シンジ サンスピリッツ端野

40 神山 空駕 カミヤマ クウガ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

41 新野　晃弘 シンノ　アキヒロ 高槻トランポリンクラブ
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Ｂ台　個人競技　男子　１１・１２才

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 寿 龍成 コトブキ リュウセイ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

2 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

3 齋藤 成輝 サイトウ ナルキ wing-horse

4 豊崎 悠真 トヨサキ ユウマ 堺ハイパードリーム

5 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

6 土松 嵩虎 ツチマツ タカトラ vivace

7 山崎 凌大 ヤマザキ リョウタ 釧路ＴＣアクティヴ

8 加藤 芽生 カトウ メイ スポーツクラブ　テン・フォーティー

9 平山 徳獅 ヒラヤマ トクシ 厚木FUSiONスポーツクラブ

10 山出 涼雅 ヤマデ リョウガ 白山ジュニアトランポリンクラブ

11 四辻 愁凱 ヨツツジ シュウガ ビッグスプリング

12 黒木 瞭 クロキ リョウ アベノジュニアトランポリンクラブ

13 松永 昊晴 マツナガ コウセイ 風連トランポリン少年団

14 村石 雄陽 ムライシ ユウヒ 大泉スワロー体育クラブ

15 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire

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 村上 遥音 ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ

18 峰 琢磨 ミネ タクマ Phoenix Trampoline School

19 東 叶芽 ヒガシ カナメ 熊本トランポリンクラブ

20 加藤 弾 カトウ ダン 十勝トランポリン倶楽部

21 駒津 太珂 コマツ タイガ 風連トランポリン少年団

22 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

23 辻 虎太朗 ツジ コタロウ 輪島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 三浦 真弥 ミウラ シンヤ MTCホッパーズ

26 佐藤 和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ

27 山田 純平 ヤマダ ジュンペイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

28 戸水 琴大 トミズ コトヒロ 金沢クリール

29 福永 凛希 フクナガ リノ キタイスポーツクラブ

30 門脇 壮亮 カドワキ ソウスケ アドバンストランポリンクラブ

31 多良木 健太 タラギ ケンタ 八代トランポリンクラブ

32 青山 雅哉 アオヤマ マサヤ サンスピリッツ端野

33 桜井 大輝 サクライ タイキ 大泉スワロー体育クラブ

34 中野 馨太郎 ナカノ ケイタロウ TOKYO SPORTS ACADEMY

35 勝井 俊翔 カツイ シュント キタイスポーツクラブ

36

37 松元 侑斗 マツモト ユウト トランポリンクラブRARA

38 廣川 陽土 ヒロカワ ハルト サンスピリッツ端野

39 尾倉 遥仁 オグラ ハルト 野々市ジュニア

40 西村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School

41 長谷川 碧人 ハセガワ アオト 白山ジュニアトランポリンクラブ

42 薬師堂 涼雅 ヤクシドウ リョウガ 熊本トランポリンクラブ

43 中井 大翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School

44 山田 周平 ヤマダ シュウヘイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

45 桐生 直輝 キリュウ ナオキ 大泉スワロー体育クラブ

46 谷内 泰斗 タニウチ タイト 熊本トランポリンクラブ
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Ａ台　個人競技　男子　１３－１５才

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 大森 朝陽 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

2 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
3 金沢 成哉 カナザワ セイヤ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

4 伊藤 悠希 イトウ ユウキ イアスFSC

5 大西 春瑠 オオニシ ハル アドバンストランポリンクラブ

6 柏木 志仁 カシワギ サネヒト ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ

7 永嶌 恒理 ナガシマ コウスケ U.S.C クワトロ

8 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

9 郷原 伊晴 ゴウハラ イハル 上野学園トランポリンクラブ

10 中山 斗伽 ナカヤマ トキヤ 輪島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 松尾 唯冬 マツオ ユイト イアスFSC

13 柳本 駿燈 ヤナギモト ハヤト 音更トランポリンクラブ

14 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ 大泉スワロー体育クラブ

15 松本 悠生 マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

16 中山 偉斗 ナカヤマ ヨリト 堺ハイパードリーム

17 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

18 舛岡 孝太郎 マスオカ コウタロウ サンスピリッツ端野

19 桝井 三樹 マスイ ミツキ MTCホッパーズ

20 近藤 馨 コンドウ カオル TSRスポーツクラブ

21 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

22 橋本 泉流 ハシモト イズル 金沢ジャンパーズクラブ

23 辻 竜太朗 ツジ リュウタロウ 輪島トランポリンクラブ

24 横山 遊士 ヨコヤマ ユウシ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

25 庭瀬 怜儒 ニワセ リョウジュ Phoenix Trampoline School

26 浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

27 廣川 風野 ヒロカワ フウヤ サンスピリッツ端野

28 楳田 凌玄 ウメダ リョウゲン 釧路ＴＣアクティヴ

29 金子 慶汰 カネコ ケイタ さくらトランポリン

30 髙垣 寛太郎 タカガキ カンタロウ スポーツクラブ　テン・フォーティー

31 寺沢 健太 テラサワ ケンタ 大泉スワロー体育クラブ

32 長谷川 琥太 ハセガワ コウタ 白山ジュニアトランポリンクラブ

33 加藤 一城 カトウ カズキ ビッグスプリング

34 林 良磨 ハヤシ カズキヨ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

35 菊川 景生 キクカワ ケイショウ キタイスポーツクラブ

36 中村 徳真 ナカムラ トクマ 阪南大学クラブ

37 坂本 裕 サカモト ユタカ スペースウォーク

38 本松 真拓 モトマツ マヒロ スペースウォーク

39 矢野 慎太郎 ヤノ シンタロウ 熊本トランポリンクラブ

40 岩田 命 イワタ ミコト SeveC
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41 河江 公庸 カワエ コウヨウ 音更トランポリンクラブ

42 塚原 輝 ツカハラ ヒカル 越谷トランポリンクラブ

43 中田 悠暉 ナカタ ユウキ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

44 熊田 貴 クマタ タカシ Rainbow

45 美田 靖文 ミタ ヤスフミ アインストランポリンクラブ

46 東 生紘 ヒガシ キヅナ 熊本トランポリンクラブ

47 青山 昂生 アオヤマ イブキ サンスピリッツ端野

48 青木 陸翔 アオキ リクト Sfida

49 金子 歩夢 カネコ アユム 大泉スワロー体育クラブ

50 小澤 航平 オザワ コウヘイ TSRスポーツクラブ

51 今本 修成 イマモト シュウセイ 星稜クラブ

52 田中 壮汰 タナカ ソウタ 浜松Ｊｒ.トランポリンクラブ(ＴＲ)

53 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

54 中村 智哉 ナカムラ トモヤ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

55 時任 和成 トキトウ カズナリ 宮崎　FiRST　Trampoline Club

56 秋山 樹 アキヤマ タツキ 十勝トランポリン倶楽部

57 古瀨 翔大 フルセ ショウタ さくらトランポリン

58 齋藤 瑠 サイトウ リュウ TSRスポーツクラブ

59 大崎 歩夢 オオサキ アユム ジョイスポーツクラブ相模原

60 山口 修規 ヤマグチ シュウキ 七塚ジュニア

61 山田 翔 ヤマダ ショウ 浜松修学舎中学校（ＴＲ）

62 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

63 長山 元 ナガヤマ ハジメ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

64 田中 大智 タナカ ダイチ AIRFLOAT

65 一川 澄人 イチカワ スミト 熊本トランポリンクラブ

66 石原 巧己 イシハラ タクミ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

67 鈴木 晃太 スズキ コウタ Sfida

68 本橋 政希 モトハシ ショウキ Atsugibonfire

69 木幡 輝琉 コワタ ヒカル vivace

70 原田 司馬 ハラダ シバ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

71 澤邉 敬 サワベ ケイ 小松イルカクラブ

72 本田 大智 ホンダ タイチ スペースウォーク

73 橋本 悠真 ハシモト ユウマ トランポリンクラブRARA

74 田中 嵩也 タナカ シュウヤ 相好トランポリンクラブ

75 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

76 澤邉 煌 サワベ コウ 小松イルカクラブ

77 荒木 陸 アラキ リク スポーツクラブ　テン・フォーティー

78 福井 輝龍 フクイ キリュウ 七塚ジュニア

79 永田 泰我 ナガタ タイガ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

80 浅香 智尋 アサカ チヒロ Cygnet Trampoline Club

81 赤石 泰雅 アカイシ タイガ 十勝トランポリン倶楽部
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Ａ台　シンクロナイズド競技　女子　１０才以下

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 小林　麻唯 コバヤシ マイ 風連トランポリン少年団

湊谷　幸歩　 ミナトヤ ユキホ 士別トランポリン協会

2 大上　茉桜 オオガミ マオ Cygnet Trampoline Club

奥村　紗帆  オクムラ サホ Sfida

3 林　小桜 ハヤシ ココロ 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

4 大木　真央 オオキ マオ フリーエアースポーツクラブ

卯嶋　瑠風 ウジマ ルカ Sfida

5 米田　悠音 ヨネダ ユオン 金沢ジャンパーズクラブ

網　ひかり アミ ヒカリ 金沢ジャンパーズクラブ

6 齋藤　来羽 サイトウ コハネ vivace

東堂　綾華　 トウドウ アヤカ アドバンストランポリンクラブ

7 寺田　美桜 テラダ ミオ キタイスポーツクラブ

神川　菜穂子 カミカワ ナホコ キタイスポーツクラブ

8 有馬　由華 アリマ ユカ AIRFLOAT

小見田　彩有里　 コミタ サユリ 八代トランポリンクラブ

9 大塚　葉月 オオツカ ハヅキ 熊本トランポリンクラブ

原　菜月 ハラ ナツキ 熊本トランポリンクラブ

10 徳原　伊音 トクハラ イト トランポリンみやざき

中村　彩瑠 ナカムラ アイル トランポリンみやざき

11 西條　希彩 サイジョウ ノア Phoenix Trampoline School

秦　爽 ハタ サワカ Phoenix Trampoline School

12 千葉　更紗 チバ サラサ 十勝トランポリン倶楽部

野原　惺来 ノハラ セラ 十勝トランポリン倶楽部

13 髙橋　柚稀 タカハシ ユズキ Pureトランポリンクラブ

高橋　緑環　 タカハシ ミカン 群馬ソレイユ

14 相原　里名 アイハラ リナ 大泉スワロー体育クラブ

川畑　葉栞 カワハタ ハナ 大泉スワロー体育クラブ

15 石井　彩葉 イシイ アヤハ TOKYO SPORTS ACADEMY

合寳　凛菜 ガッポウ リンナ TOKYO SPORTS ACADEMY

16 小島　心奈 オジマ ココナ フリーエアースポーツクラブ

石田　倫沙心 イシダ リサコ フリーエアースポーツクラブ

17 関口　結菜 セキグチ ユイナ TSRスポーツクラブ

大熊　七翠　 オオクマ ナナミ スポーツクラブテンフォーティ

18 谷内　風花 ヤチ フウカ プラッツトランポリンクラブ

若浦　彩乃 ワカウラ アヤノ プラッツトランポリンクラブ

19 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

上野　さゆり ウエノ サユリ 白山ジュニアトランポリンクラブ
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20 紺谷　知花 コンタニ チカ SeveC

坂本　玲奈 サカモト レナ SeveC

21 吉嶺　歩花 ヨシミネ アユカ 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

22 山百　蓮音 ヤマヒャク ハスネ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

池永　柑菜 イケナガ カンナ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

23 千代延　有里 チヨノブ ユリ 堺ハイパードリーム

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

24 田辺　采子 タナベ アコ 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

25 権隨　かりん ゴンズイ カリン 釧路ＴＣアクティヴ

伊藤　凛 イトウ リン 釧路ＴＣアクティヴ

26 泉谷　望来 イズミヤ ミライ 大泉スワロー体育クラブ

長沼　亜佐美 ナガヌマ アサミ 大泉スワロー体育クラブ

27 松本　陽葵 マツモト ヒマリ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

西田　真実子 ニシダ マミコ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

28 望月　風花 モチヅキ フウカ 静岡トランポリンクラブ(TR)

佐野　桃　 サノ モモ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

29 久保　果凜 クボ カリン 福岡トランポリンクラブ

野村　花奈実　 ノムラ カナミ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ
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Ｂ台　シンクロナイズド競技　女子　１１・１２才

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 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

2 向後　優澄音 コウゴ ユズネ ジョイスポーツクラブ相模原

原　茉央 ハラ マオ ジョイスポーツクラブ相模原

3 小村　咲七 コムラ サナ 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

4 杉本　紗弥 スギモト サヤ 七塚ジュニア

神田　美砂　 カンダ ミサ 小松イルカクラブ

5 北村　理菜 キタムラ リナ 野々市ジュニア

北本　珠己 キタモト ミコ 野々市ジュニア

6 太田　優歩 オオタ ユア 静岡トランポリンクラブ(TR)

那須野　花菜 ナスノ ハナ 静岡トランポリンクラブ(TR)

7 古田　稟温 フルタ リオン vivace

稲山　柚羽 イナヤマ ユウハ vivace

8 横石　優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ

酒谷　風花 サカタニ フウカ キタイスポーツクラブ

9 石井　あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ

中村　天美 ナカムラ アマミ キタイスポーツクラブ

10 下西　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

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

11 池永　葉月 イケナガ ハヅキ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

清久　愛乃音 キヨク アノン 泉南ジュニアトランポリンクラブ

12 宮野　木綿 ミヤノ ユウ スペースウォーク

丸野　千果　 マルノ チカ トランポリンクラブRARA

13 冨永 奈緒 トミナガ ナオ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

堀 友梨香 ホリ ユリカ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

14 河本　和 カワモト ナゴミ Phoenix Trampoline School

片岡　美羽音 カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School

15 若山　光莉 ワカヤマ ヒカリ 十勝トランポリン倶楽部

野原　月夏 ノハラ ルナ 十勝トランポリン倶楽部

16 髙橋　纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ

関口　美優 セキグチ ミユ Pureトランポリンクラブ

17 當間　みのり トウマ ミノリ 越谷トランポリンクラブ

山﨑　香凛 ヤマザキ カリン 越谷トランポリンクラブ

18 出雲　なのん イズモ ナノン MTCホッパーズ

奥村　杏美 オクムラ アミ Sfida

19 髙橋　明里 タカハシ アカリ 大泉スワロー体育クラブ

南　栞奈　 ミナミ カンナ 小松イルカクラブ

20 木戸口　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

21 長澤 優来 ナガサワ ユラ 厚木FUSiON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

22 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

23 太田　結菜 オオタ ユナ 七塚ジュニア

櫻井　陽菜　 サクライ ハルナ 小松イルカクラブ

24 天内　李音 テンナイ リノン SeveC

岩田　よつ葉 イワタ ヨツハ SeveC

25 坂井　莉里 サカイ リリ シープクラブ

福川　留那 フクカワ ルナ シープクラブ
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26 五十嵐　愛莉 イガラシ アイリ vivace

吉田　実佑 ヨシダ ミユウ vivace

27 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

28 辻田　花凜 ツジタ カリン アベノジュニアトランポリンクラブ

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

29 船中　碧 フナナカ アオイ イアスFSC

升谷　優希 マスタニ ユウキ イアスFSC

30 池上　真愛 イケガミ マコ スペースウォーク

牧　杏菜　 マキ アンナ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

31 一川　友那 イチカワ ユナ 熊本トランポリンクラブ

富松　凉々 トミマツ スズ 熊本トランポリンクラブ

32 釜元　莉奈 カマモト リナ Phoenix Trampoline School

松浦　茉希 マツウラ マキ Phoenix Trampoline School

33 菅原　小雪 スガワラ コユキ サンスピリッツ端野

佐藤　凛　 サトウ リン 十勝トランポリン倶楽部

34 菅原　ひかる スガワラ ヒカル スポーツクラブ　テン・フォーティー

高田　未郁 タカダ ミクニ スポーツクラブ　テン・フォーティー

35 佐藤　柚希 サトウ ユズキ サンスピリッツ端野

丸本　桃佳 マルモト モモカ サンスピリッツ端野

36 花房 凜 ハナブサ リン 厚木FUSiONスポーツクラブ

森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ(TR)

37 示野　佑奈 シメノ ユウナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

西川　初花 ニシカワ ウイナ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

38 谷井　葵 タニイ アオイ 金沢ジャンパーズクラブ

坂本　心歩　 サカモト シホ SeveC

39 松井　いぶき マツイ イブキ リトルウインズ勝山

下牧　蓮奈 シモマキ レナ リトルウインズ勝山

40 中村 香菜 ナカムラ カナ 金沢クリール

大久保 杜苺 　 オオクボ トモ 金沢トランポリンクラブ

41 林　いろ葉 ハヤシ イロハ アインストランポリンクラブ

安澤　陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire

42 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

43 西山　璃子 ニシヤマ リコ Phoenix Trampoline School

久堀　由華 クボリ ユカ Phoenix Trampoline School

44 勝森　天音 カツモリ アマネ 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
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Ｃ台　シンクロナイズド競技　女子　１３-１５才

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 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

2 森元　美涼 モリモト ミスズ MTCホッパーズ

今泉　愛生　 イマイズミ アキ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

3 石坂　漣 イシザカ レン ジョイスポーツクラブ相模原

小柳津　楓花 オヤイヅ フウカ ジョイスポーツクラブ相模原

4 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

5 山本　若伽奈 ヤマモト ワカナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

坪井　綾音　 ツボイ アヤネ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

6 清長 千紘 キヨナガ チヒロ 金沢クリール

縄田 琉羽　 ナワタ ルウ 小松イルカクラブ

7 大西　楓 オオニシ カエデ アインストランポリンクラブ

佐藤　歩実　 サトウ アユミ Atsugibonfire

8 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

9 山北　実来 ヤマキタ ミライ イアスFSC

池田　麻保 イケダ マホ イアスFSC

10 長野　まほら ナガノ マホラ AIRFLOAT

末次　蒼來 スエツグ ソラ AIRFLOAT

11 宮崎　亜優 クボリ キコ Phoenix Trampoline School

久堀　喜子 ミヤザキ アユ Phoenix Trampoline School

12 山本　瑠菜 ヤマモト ルナ 津別トランポリンクラブ

柏葉　幸音 カシバ ユキネ 津別トランポリンクラブ

13 山木　咲々 ヤマキ ササ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

吉田　紗羅　 ヨシダ サラ Sfida

14 石井　舞乃 イシイ マノ 大泉スワロー体育クラブ

石田　美咲希　 イシダ ミサキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

15 藤井　琴弓 フジイ コトミ リトルジャガーズ

櫛引　心温　 クシビキ コノン スポーツクラブ　テン・フォーティー

16 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

橋詰　涼那　 ハシヅメ スズナ リトルウインズ勝山

17 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

18 中村　若葉 ナカムラ ワカバ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

木村　佑那　 キムラ ユイナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

19 堀内　咲来 ホリウチ サクラ 浜松修学舎中学校（ＴＲ）

堀内　柚花 ホリウチ ユウカ 浜松修学舎中学校（ＴＲ）

20 野村　彩羽 ノムラ アヤハ キタイスポーツクラブ

表　舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire

21 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

清久　実日菜 キヨク ミヒナ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

22 澤田　守杏 サワダ モモ アドバンストランポリンクラブ

水野　桜花 ミズノ サクラ アドバンストランポリンクラブ

23 宮崎　樹莉亜 ミヤザキ ジュリア スペースウォーク

杉元　鈴奈 スギモト レイナ 玉名トランポリンクラブ

24 本田　華寿伎 ホンダ カズキ オワゾトランポリンクラブ

野﨑　優 ノザキ ユウ オワゾトランポリンクラブ
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25 権隨　ゆうか ゴンズイ ユウカ 釧路ＴＣアクティヴ

髙橋　希星 タカハシ キラリ 釧路ＴＣアクティヴ

26 羽生　菜波 ハニュウ ナナミ 越谷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

27 矢ケ部　楓 ヤカベ フウ フリーエアースポーツクラブ

大木　彩 オオキ アヤ フリーエアースポーツクラブ

28 宮本　奈津 ミヤモト ナツ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

南　玲奈　 ミナミ レナ 小松イルカクラブ

29 草刈　菜夏 クサカリ ナナ 静岡トランポリンクラブ(TR)

中根菜　遥　 ナカネ ナノハ 浜松Ｊｒ.トランポリンクラブ(ＴＲ)

30 林　璃奈 ハヤシ リナ アベノジュニアトランポリンクラブ

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

31 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

今井　春那 イマイ ハルナ アドバンストランポリンクラブ

32 五十住　知穂 イソズミ チホ スペースウォーク

石本　唯花　 イシモト ユイカ 熊本トランポリンクラブ

33 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

34 佐久間　優名 サクマ ユウナ 風連トランポリン少年団

佐々木　咲乃　 ササキ サキノ 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団

35 柴田　遥雅 シバタ ハルカ Sfida

山越　寧々 ヤマコシ ネネ Sfida

36 稲垣　和花 イナガキ ワカ スポーツクラブ　テン・フォーティー

仲本　琴菜 ナカモト コトナ スポーツクラブ　テン・フォーティー

37 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

38 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

39 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

40 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

千葉　夢咲 チバ ミサキ フリーエアースポーツクラブ

41 高森　梨紗 タカモリ リサ 七塚ジュニア

小室　日和 コムロ ヒヨリ 七塚ジュニア

42 都原　彩加 トハラ アヤカ 小松イルカクラブ

中田　楽々 ナカダ ララ 小松イルカクラブ

43 佐藤　友咲 サトウ ユキ 静岡産業大学クラブ(TR)

鈴木　日和　 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ(TR)

44 倉田　陽加 クラタ ハルカ SeveC

松村　渚 マツムラ ナギサ SeveC

45 加藤　萌歌 カトウ モエカ vivace

宮地　柚妃 ミヤチ ユズキ vivace

46 小松　悠月 コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ

播磨　ここね ハリマ ココネ キタイスポーツクラブ

47 吉村　紅子 オノ ハルナ アインストランポリンクラブ

小野　晴茄 ヨシムラ アカネ アインストランポリンクラブ

48 岡本　彩愛 オカモト サラ 福岡トランポリンクラブ

徳永　伊織 トクナガ イオリ 福岡トランポリンクラブ

49 新野　愛莉 シンノ　アイリ 高槻トランポリンクラブ

笠井　琳花 カサイ　リンカ 高槻トランポリンクラブ
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Ｃ台　シンクロナイズド競技　男子　１０才以下

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 戸水 三喜 トミズ ミツキ 金沢クリール

大藤 和輝 　 オオドウ カズキ リトルウインズ勝山

2 庭瀬　典儒 ニワセ テンジュ Phoenix Trampoline School

片岡　遼馬 カタオカ リョウマ Phoenix Trampoline School

3 財部　吉平 タカラベ キッペイ アベノジュニアトランポリンクラブ

増本　黎 マスモト レイ アベノジュニアトランポリンクラブ

4 遠藤　悠來 エンドウ ユウライ TOKYO SPORTS ACADEMY

矢野　豊士　 ヤノ トシ WASEDA Club 2000

5 阿部　慎司 アベ シンジ サンスピリッツ端野

兼平　陽季　 カネヒラ ハルキ 津別トランポリンクラブ

6 安川　太真 ヤスカワ タイシン フリーエアースポーツクラブ

武田　光希 タケダ コウキ Sfida

7 越智　勇巴 オチ イサト Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

早稲田　陵貴 ワセダ ミサキ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

8 俵　雄生 タワラ ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

尾倉　遼太　 オグラ リョウタ 野々市ジュニア

9 大西　良玖 オオニシ リク アインストランポリンクラブ

崎浜　寧王　 サキハマ ネオ Atsugibonfire

10 渡辺　太一 ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ

江尻　愛翔 エジリ マナト ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

11 名取　漣音 ナトリ レオン 大泉スワロー体育クラブ

髙木　惇平 タカギ ジュンペイ 大泉スワロー体育クラブ

12 石渡　永人 イシワタ エイト Atsugibonfire

三木　湊斗 ミキ アツト Atsugibonfire

13 金井　那晃 カナイ トモヒロ 八代トランポリンクラブ

早川　天恵 ハヤカワ テンケイ 熊本トランポリンクラブ

14 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 相好トランポリンクラブ
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Ｂ台　シンクロナイズド競技　男子　１１・１２才

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 西村　奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School

中井　大翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School

2 山田　周平 ヤマダ シュウヘイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

尾倉　遥仁　 オグラ ハルト 野々市ジュニア

3 松永　昊晴 マツナガ コウセイ 風連トランポリン少年団

駒津　太珂 コマツ タイガ 風連トランポリン少年団

4 山田　純平 ヤマダ ジュンペイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

豊崎　悠真　 トヨサキ ユウマ 堺ハイパードリーム

5 勝井　俊翔 カツイ シュント キタイスポーツクラブ

福永　凛希 フクナガ リノ キタイスポーツクラブ

6 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

7 四辻　愁凱 ヨツツジ シュウガ ビッグスプリング

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

8 多良木　健太 タラギ ケンタ 八代トランポリンクラブ

薬師堂　涼雅 ヤクシドウ リョウガ 熊本トランポリンクラブ

9 加藤　芽生 カトウ メイ スポーツクラブ　テン・フォーティー

中野　馨太郎 ナカノ ケイタロウ TOKYO SPORTS ACADEMY

10 若松　恵吾 ワカマツ ケイゴ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

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

11 村上　遥音 ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ

本橋　愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire

12 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

長谷川　碧人 ハセガワ アオト 白山ジュニアトランポリンクラブ

13 齋藤　成輝 サイトウ ナルキ wing-horse

平山　徳獅　 ヒラヤマ トクシ 厚木FUSiONスポーツクラブ

14 桐生　直輝 キリュウ ナオキ 大泉スワロー体育クラブ

桜井　大輝 サクライ タイキ 大泉スワロー体育クラブ

15 神山　空駕 カミヤマ クウガ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

峰　琢磨　 ミネ タクマ Phoenix Trampoline School
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Ａ台　シンクロナイズド競技　男子　１３-１５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

山口　修規　 ヤマグチ シュウキ 七塚ジュニア

2 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

中村　徳真　 ナカムラ トクマ 阪南大学クラブ

3 東　生紘　　 ヒガシ キヅナ 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

4 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

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

5 澤邊　敬 サワベ ケイ 小松イルカクラブ

澤邊　煌 サワベ コウ 小松イルカクラブ

6 小澤　航平 オザワ コウヘイ TSRスポーツクラブ

大森　朝陽　 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

7 金子　歩夢 カネコ アユム 大泉スワロー体育クラブ

寺沢　健太 テラサワ ケンタ 大泉スワロー体育クラブ

8 高垣　寛太郎 タカガキ カンタロウ スポーツクラブ　テン・フォーティー

荒木　陸 アラキ リク スポーツクラブ　テン・フォーティー

9 廣川　風野 ヒロカワ フウヤ サンスピリッツ端野

青山　昂生 アオヤマ イブキ サンスピリッツ端野

10 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

長谷川　琥太 ハセガワ コウタ 白山ジュニアトランポリンクラブ

11 辻虎　太朗 ツジ コタロウ 輪島トランポリンクラブ

中山　斗伽 ナカヤマ トキヤ 輪島トランポリンクラブ

12 永田　泰我 ナガタ タイガ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

浦辻　泰成　 ウラツジ タイセイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

13 松尾　唯冬 マツオ ユイト イアスFSC

伊藤　悠希 イトウ ユウキ イアスFSC

14 美田　靖文 ミタ ヤスフミ アインストランポリンクラブ

本橋　政希 モトハシ ショウキ Atsugibonfire

15 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

16 橋本　泉流 ハシモト イズル 金沢ジャンパーズクラブ

福井 輝龍 フクイ キリュウ 七塚ジュニア

17 佐藤　和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ

青木　陸翔 アオキ リクト Sfida

18 金沢　成哉 カナザワ セイヤ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

永嶌　恒理　 ナガシマ コウスケ U.S.C クワトロ

19 三浦　真弥 ミウラ シンヤ MTCホッパーズ

桝井　三樹 マスイ ミツキ MTCホッパーズ

20 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

⑨
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21 村石　雄陽 ムライシ　ユウヒ 大泉スワロー体育クラブ

宮内　翼光 ミヤウチ タクミ 大泉スワロー体育クラブ

22 浅香　智尋 アサカ チヒロ Cygnet Trampoline Club

鈴木　晃太  スズキ コウタ Sfida

23 中田　悠暉 ナカタ ユウキ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

赤石　泰雅　 アカイシ タイガ 十勝トランポリン倶楽部

24 松本　悠生 マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

中山　偉斗　 ナカヤマ ヨリト 堺ハイパードリーム

25 加藤　一城 カトウ カズキ ビッグスプリング

熊田　貴　 クマタ タカシ Rainbow

26 木幡　輝琉 コワタ ヒカル vivace

土松　嵩虎 ツチマツ タカトラ vivace

27 中村　智哉 ナカムラ トモヤ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

長山　元 ナガヤマ ハジメ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

28 菊川　景生 キクカワ ケイショウ キタイスポーツクラブ

増埼　源士 マスザキ ゲント キタイスポーツクラブ

29 田中　大智 タナカ ダイチ AIRFLOAT

石原　巧己　 イシハラ タクミ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ

30 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

大西　春瑠 オオニシ ハル アドバンストランポリンクラブ

31 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
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