
13-14才 男⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 齋藤 成輝 サイトウ ナルキ 群⾺県 wing-horse
2 近藤 馨 コンドウ カオル 埼⽟県 TSRスポーツクラブ
3 ⼤森 朝陽 オオモリ アサヒ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
4 古瀨 翔⼤ フルセ ショウタ 埼⽟県 さくらトランポリン
5 村上 遥⾳ ムラカミ ハルト ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
6 齋藤 瑠 サイトウ リュウ 埼⽟県 TSRスポーツクラブ
7 池上 ⼤和 イケガミ ヤマト ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
8 ⼤場 珀翔 オオバ ハクト 静岡県 静岡トランポリンクラブ(TR)
9 松林 ⿓哉 マツバヤシ タツヤ ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
10 ⾺野 翔伍 ウマノ ショウゴ ⼤阪府 阪南市トランポリンクラブ

1 近藤 晄 コンドウ ヒカリ 岡⼭県 TC temps
2 梅井 颯汰 ウメイ ソウタ ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
3 桐⽣ 直輝 キリュウ ナオキ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
4 権隨 洸⽮ ゴンズイ コウヤ 北海道 釧路ＴＣアクティヴ
5 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
6 番所 駿⽃ バンショ ハヤト ⽯川県 星稜クラブ
7 多良⽊ 健太 タラギ ケンタ 熊本県 ⼋代トランポリンクラブ
8 寿 ⿓成 コトブキ リュウセイ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
9 豊崎 悠真 トヨサキ ユウマ ⼤阪府 堺ハイパードリーム
10 ⼩林 ⼀真 コバヤシ カズマ 静岡県 笠井トランポリンクラブ（TR）

1 ⼤場 晟太 オオバ ジョウタ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
2 松本 悠⽣ マツモト ユウセイ ⽯川県 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
3 ⻄村 奏汰 ニシムラ カナタ ⼤阪府 Phoenix Trampoline School
4 本橋 愛希 モトハシ マナキ 神奈川県 Atsugibonfire
5 柏⽊ 志仁 カシワギ サネヒト 宮城県 ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
6 桝井 三樹 マスイ ミツキ 千葉県 MTCホッパーズ
7 ⻑⾕川 碧⼈ ハセガワ アオト ⽯川県 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
8 楳⽥ 凌⽞ ウメダ リョウゲン 北海道 釧路ＴＣアクティヴ
9 ⼩澤 航平 オザワ コウヘイ 埼⽟県 TSRスポーツクラブ

1 ⽔島 清⼠郎 ミズシマ セイシロウ ⼤阪府 阪南市トランポリンクラブ
2 ⽯井 智也 イシイ トモヤ 千葉県 スポーツクラブ テン・フォーティー
3 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
4 横⼭ 航⼠ ヨコヤマ コウシ 静岡県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
5 塚原 輝 ツカハラ ヒカル 埼⽟県 越⾕トランポリンクラブ
6 三浦 真弥 ミウラ シンヤ 千葉県 MTCホッパーズ
7 ⾚⽯ 泰雅 アカイシ タイガ 北海道 ⼗勝トランポリン倶楽部
8 ⼤⽯ 恵⽣ オオイシ ケイ 岡⼭県 バンビトランポリンクラブ
9 村⽯ 雄陽 ムライシ ユウヒ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー A 台

15-16才 男⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 結城 理輝 ユウキ リキ ⽯川県 ⾦沢学院⼤学クラブ
2 ⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム 新潟県 ⼤泉スワロー体育クラブ
3 都⽵ 奏翔 ツヅク カナト 兵庫県 アベノジュニアトランポリンクラブ
4 林 良磨 ハヤシ カズキヨ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
5 美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ ⼤阪府 アインストランポリンクラブ
6 秋⼭ 樹 アキヤマ タツキ 北海道 ⼗勝トランポリン倶楽部
7 奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ 神奈川県 ⾦沢学院⼤学クラブ
8 ⾕相 ⻁ タニアイ トラ ⾼知県 くろしおトランポリンクラブ
9 針⽣ 淳平 ハリウ ジュンペイ 福島県 ⾦沢学院⼤学クラブ
10 吉村 匡貴 ヨシムラ マサキ ⼤阪府 アベノジュニアトランポリンクラブ

1 ⻘⼭ 昂⽣ アオヤマ イブキ 北海道 サンスピリッツ端野
2 ⻘⽊ 陸翔 アオキ リクト 埼⽟県 Sfida
3 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
4 浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ 東京都 Cygnet Trampoline Club
5 本松 真拓 モトマツ マヒロ 福岡県 スペースウォーク
6 稲垣 翔太 イナガキ ショウタ 愛知県 上野学園トランポリンクラブ
7 増崎 源⼠ マスザキ ゲント ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
8 梶⼭ 詠⼀ カジヤマ エイイチ 群⾺県 上野学園トランポリンクラブ
9 ⻑⾕川 琥太 ハセガワ コウタ ⽯川県 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
10 河江 公庸 カワエ コウヨウ 北海道 ⾳更トランポリンクラブ

1 ⼟屋 ⾶結 ツチヤ ヒユイ 埼⽟県 スポーツクラブ テン・フォーティー
2 今本 修成 イマモト シュウセイ ⽯川県 星稜クラブ
3 中⾕ 勇理 ナカタニ ユウリ 愛媛県 松⼭トランポリンクラブ
4 寺沢 健太 テラサワ ケンタ 千葉県 ⼤泉スワロー体育クラブ
5 鈴⽊ 晃太 スズキ コウタ 埼⽟県 Sfida
6 ⽚上 昇⼤ カタガミ ショウタ 愛媛県 松⼭トランポリンクラブ
7 中⼭ 偉⽃ ナカヤマ ヨリト 京都府 堺ハイパードリーム
8 菊川 景⽣ キクカワ ケイショウ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
9 ⼭⽥ 翔 ヤマダ ショウ 静岡県 浜松修学舎中学校（ＴＲ）
10 浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ ⼤阪府 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
11 本橋 政希 モトハシ ショウキ 神奈川県 Atsugibonfire
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー A 台

17才以上 男⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 瀬⾕ 真⼀ セタニ シンイチ 神奈川県 エアリアルドリーム
2 那知上 貴⼠ ナチガミ タカシ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
3 ⾜⽴ 将磨 アダチ ショウマ 三重県 相好トランポリンクラブ
4 ⼭本 康滉 ヤマモト ヤスアキ 神奈川県 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
5 ⼭⽥ ⼤翔 ヤマダ ヒロト 埼⽟県 星稜クラブ
6 ⼤﨑 瑛⽃ オオサキ エイト ⾼知県 くろしおトランポリンクラブ
7 佐藤 昭⽃ サトウ アキト 東京都 TSRスポーツクラブ
8 鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
9 和⽥ 岳⼤ ワダ タケヒロ 滋賀県 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
10 鶴⽥ 優⾺ ツルタ ユウマ 静岡県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）

1 板橋 快 イタバシ カイ 埼⽟県 Gale
2 吹⽥ 太⼀ フキタ タイチ ⻘森県 ⾦沢学院⼤学クラブ
3 鈴⽊ 将聖 スズキ マサトシ 千葉県 スポーツクラブ テン・フォーティー/東京学館⾼等学校

4 ⽚岡 拓朗 カタオカ タクロウ 岡⼭県 ⾦沢学院⼤学クラブ
5 ⽯井 志周 イシイ ユキナリ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
6 ⽥中 銀弥 タナカ ギンヤ 千葉県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
7 岩⽥ 優佑 イワタ ユウ 神奈川県 慶應義塾⼤学
8 阪本 裕 サカモト ユウ ⼤阪府 阪南⼤学クラブ
9 島⽥ 諒太 シマダ リョウタ 東京都 ヒロセホールディングス株式会社
10 森下 和⾺ モリシタ カズマ 静岡県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）

1 菊地 智周 キクチ トモナリ 宮城県 ⼤泉スワロー体育クラブ/東京学芸⼤学
2 中園 貴登 ナカゾノ タカト ⼤阪府 ⾦沢学院⼤学クラブ
3 ⽥中 ⽩⾶ タナカ ハクト 千葉県 上野学園トランポリンクラブ
4 清⽔ 勇作 シミズ ユウサク 北海道 釧路ＴＣアクティヴ
5 笠原 武晃 カサハラ タツアキ 新潟県 レインボージムナスティックス⼤潟
6 ⻄岡 隆成 ニシオカ リュウセイ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
7 市川 悠樹 イチカワ ユウキ 埼⽟県 イアスFSC
8 宮野 隼⼈ ミヤノ ハヤト ⽯川県 ⾦沢学院⼤学クラブ
9 安藤 勇 アンドウ イサミ 埼⽟県 ⾦沢学院⼤学クラブ
10 ⽚岡 滉基 カタオカ コウキ 岡⼭県 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

1 坂本 鷹志 サカモト タカシ 茨城県 株式会社ゼウス・エンタープライズ
2 折⽥ 侑翼 オリタ ユラ 東京都 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
3 ⽯井 祐雅 イシイ ユウガ 千葉県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
4 福丸 ⼒也 フクマル リキヤ 神奈川県 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
5 明⽯ 凌 アカシ リョウ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
6 ⽥崎 勝史 タサキ カツフミ 東京都 TOKYO SPORTS ACADEMY
7 鈴⽊ 陸⽃ スズキ リクト 静岡県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）
8 ⾕⼝ 遼平 タニグチ リョウヘイ 静岡県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
9 岩内 康太朗 イワウチ コウタロウ 群⾺県 Pureトランポリンクラブ

G10
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー A 台

1 菅原 正哉 スガワラ マサヤ 神奈川県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
2 ⼤内 颯 オオウチ ハヤタ 茨城県 ⾦沢学院⼤学クラブ
3 中島 聖也 ナカジマ セイヤ 神奈川県 慶應義塾⼤学
4 森元 隼⼈ モリモト ハヤト 東京都 上野学園トランポリンクラブ
5 宮内 優希 ミヤウチ ユウキ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
6 棟朝 銀河 ムネトモ ギンガ 東京都 セイコー
7 植⽥ 太郎 ウエダ タロウ 奈良県 ⾦沢学院⼤学クラブ
8 野村 綾之介 ノムラ リョウノスケ 宮崎県 ⾦沢学院⼤学クラブ
9 渥美 涼那 アツミ リョウナ 静岡県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）

1 杉村 悟弥 スギムラ サトヤ 静岡県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
2 豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
3 桐⽣ ⼀輝 キリュウ カズキ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
4 ⼭﨑 ⼤司 ヤマザキ ダイシ 神奈川県 慶應義塾⼤学
5 千葉 和⾳ チバ カズネ 宮城県 ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
6 市川 太妃 イチカワ タイ 静岡県 静岡⼤成⾼等学校(TR)
7 佐々⽊ 悠⼈ ササキ ハルト 北海道 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
8 畑⽥ 匠 ハタダ タクミ ⿅児島県 慶應義塾⼤学
9 ⾚塚 光 アカツカ ヒカル 北海道 トランポリンクラブKITAMI

1 南 和希 ミナミ カズキ 三重県 慶應義塾⼤学
2 岡崎 優太 オカザキ ユウタ 神奈川県 慶應義塾⼤学
3 海野 凌平 ウンノ リョウヘイ 静岡県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
4 中野 晴⼤ ナカノ ハルト ⼤阪府 阪南⼤学クラブ
5 市川 萌瑠 イチカワ モユル 埼⽟県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）
6 ⼤嶋 諒⼈ オオシマ リョウト ⼤阪府 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
7 渡部 夏寿貴 ワタナベ カズキ 福島県 猪苗代トランポリンクラブ
8 飯⽥ 琉介 イイダ リュウスケ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
9 武⽥ 直樹 タケダ ナオキ ⼤阪府 ⼤⽇トランポリンクラブ

1 ⼩松 駿 コマツ シュン 神奈川県 Atsugibonfire
2 熊澤 貴⼤ クマザワ タカヒロ 東京都 静岡産業⼤学クラブ(TR)
3 ⽥中 優⼤ タナカ ユウタ 群⾺県 wing-horse
4 中島 琉壱 ナカシマ ルイ 静岡県 静岡⼤成⾼等学校(TR)
5 河⼝ 優真 カワグチ ユウマ ⼤阪府 阪南⼤学クラブ
6 ⽯⽥ 孝 イシダ タカシ 福岡県 ⾦沢学院⼤学クラブ
7 髙⼭ 陽聖 タカヤマ ヨウセイ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
8 神⻑ 遼 カミナガ レオ 神奈川県 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
9 ⽇髙 紘 ヒダカ コウ 宮崎県 上野学園トランポリンクラブ

1 ⽯井 柊 イシイ シュウ 北海道 静岡産業⼤学クラブ(TR)
2 牧野 悠利 マキノ ユウリ 福岡県 ⾦沢学院⼤学クラブ
3 押⽥ 和真 オシダ カズマ 神奈川県 Atsugibonfire
4 細⽥ 侑希 ホソダ トモキ 愛知県 vivace
5 松井 蓮 マツイ レン 静岡県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）
6 中⼭ ⼼輝 ナカヤマ モトキ 京都府 ⾦沢学院⼤学クラブ
7 橋本 考弘 ハシモト タカヒロ 神奈川 静岡産業⼤学クラブ(TR)
8 岡⽥ 陸⾶ オカダ リクト ⽯川県 ⾦沢学院⼤学クラブ
9 平 ⼤和 タイラ ヤマト ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ

G12
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11-12才 ⼥⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 千代延 有⾥ チヨノブ ユリ 島根県 堺ハイパードリーム
2 ⾓ 夏希 カド ナツキ ⼤阪府 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
3 ⼭⽥ 愛芽 ヤマダ アイカ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
4 草野 咲果 クサノ サキカ ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
5 佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ 宮城県 ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
6 菅原 菖蒲 スガワラ アヤメ 富⼭県 パレスＳＣ
7 ⼋⽥ 彩愛 ハッタ サエ ⽯川県 ⾦沢クリール
8 吉村 花凜 ヨシムラ カリン 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
9 栗森 佳奈穂 クリモリ カナホ 奈良県 いかるがペガサスクラブ
10 髙橋 纏 タカハシ マトイ 群⾺県 Pureトランポリンクラブ

1 関 未優 セキ ミユウ 東京都 Cygnet Trampoline Club
2 多良⽊ 朱⾳ タラギ アカネ 熊本県 ⼋代トランポリンクラブ
3 寺澤 美翔 テラザワ ミサネ ⼤阪府 アベノジュニアトランポリンクラブ
4 前⽥ 知花 マエダ チハル 奈良県 いかるがペガサスクラブ
5 清⽔ こはる シミズ コハル 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
6 坂井 莉⾥ サカイ リリ ⽯川県 シープクラブ
7 奥村 杏美 オクムラ アミ 埼⽟県 Sfida
8 佐野 桃 サノ モモ ⼤阪府 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
9 寺⽥ 美桜 テラダ ミオ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
10 関⼝ 結菜 セキグチ ユイナ 東京都 TSRスポーツクラブ

1 ⻄井 空 ニシイ ソラ 奈良県 いかるがペガサスクラブ
2 野村 愛七 ノムラ アイナ 静岡県 天⻯トランポリンクラブ（TR)
3 卯嶋 瑠⾵ ウジマ ルカ 埼⽟県 Sfida
4 髙橋 葵 タカハシ アオイ 群⾺県 Pureトランポリンクラブ
5 ⼭本 夏未 ヤマモト ナツミ 北海道 津別トランポリンクラブ
6 千葉 更紗 チバ サラサ 北海道 ⼗勝トランポリン倶楽部
7 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ 神奈川県 Atsugibonfire
8 ⽥中 陽笑 タナカ ヒワラ 神奈川県 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
9 関⼝ 美優 セキグチ ミユ 群⾺県 Pureトランポリンクラブ
10 ⽊村 ⽻瑠 キムラ ハル 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

1 ⾨間 彩恵 モンマ アヤノ 埼⽟県 さくらトランポリン
2 虻川 藤乃 アブカワ フジノ 秋⽥県 ⼤館市トランポリンクラブ
3 孕⽯ 那菜 ハラミイシ ナナ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
4 ⽚桐 結⾐ カタギリ ユイ 静岡県 天⻯トランポリンクラブ（TR)
5 中村 百花 ナカムラ モモカ 静岡県 チャイルドトランポリンクラブ
6 野原 ⽉夏 ノハラ ルナ 北海道 ⼗勝トランポリン倶楽部
7 酒⾕ ⾵花 サカタニ フウカ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
8 近藤 花菜 コンドウ ハナ 愛知県 vivace
9 河村 紅⾳ カワムラ アカネ 東京都 ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

G4

第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー B 台

G1

G2

G3



第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー B 台

1 徳原 伊⾳ トクハラ イト 宮崎県 トランポリンみやざき
2 向後 優澄⾳ コウゴ ユズネ 神奈川県 ジョイスポーツクラブ相模原
3 ⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ ⼤阪府 Phoenix Trampoline School
4 林 いろ葉 ハヤシ イロハ ⾼知県 アインストランポリンクラブ
5 倉野 琴⽻ クラノ コトハ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
6 ⼭崎 ⾹凛 ヤマザキ カリン 埼⽟県 越⾕トランポリンクラブ
7 池上 愛⼦ イケガミ マコ 福岡県 スペースウォーク
8 ⼭崎 ⾐徳 ヤマザキ イノリ 神奈川県 ジョイスポーツクラブ相模原
9 菅原 ひかる スガワラ ヒカル 千葉県 スポーツクラブ テン・フォーティー

1 當間 みのり トウマ ミノリ 埼⽟県 越⾕トランポリンクラブ
2 塚本 莉⼦ ツカモト リコ ⽯川県 ⾦沢クリール
3 ⼩島 ⼼奈 オジマ ココナ ⼭形県 フリーエアースポーツクラブ
4 新保 花⾳ シンボ カノン 千葉県 MTCホッパーズ
5 古澤 杏華 フルサワ キョウカ 滋賀県 滋賀トランポリンクラブ
6 ⻑澤 優来 ナガサワ ユラ 神奈川県 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
7 ⻄村 叶⾳ ニシムラ カノン 滋賀県 滋賀トランポリンクラブ
8 ⼩中 美祐 コナカ ミユ ⿃取県 ｆｏｒｔｅＴＣ
9 ⽯井 彩葉 イシイ アヤハ 東京都 TOKYO SPORTS ACADEMY
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー B 台

11-12才 男⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 兼平 陽季 カネヒラ ハルキ 北海道 津別トランポリンクラブ
2 中井 ⼤翔 ナカイ ヤマト ⼤阪府 Phoenix Trampoline School
3 近藤 伍樹 コンドウ イツキ ⼤阪府 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
4 ⿊⽊ 瞭 クロキ リョウ 東京都 アベノジュニアトランポリンクラブ
5 平⼭ 徳獅 ヒラヤマ トクシ 神奈川県 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
6 江尻 愛翔 エジリ マナト 東京都 ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
7 峰 琢磨 ミネ タクマ 京都府 Phoenix Trampoline School
8 駒津 太珂 コマツ タイガ 北海道 ⾵連トランポリン少年団
9 柏⽥ 舷樹 カシワダ ゲンジ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
10 ⼭出 涼雅 ヤマデ リョウガ 和歌⼭ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ

1 三本松 博希 サンボンマツ ヒロキ 千葉県 スポーツクラブ テン・フォーティー
2 神⼭ 空駕 カミヤマ クウガ ⼤阪府 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
3 関 絢翔 セキ アヤト 岩⼿県 ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
4 尾倉 遼太 オグラ リョウタ ⽯川県 野々市ジュニア
5 内⽥ 周佑 ウチダ シュウユ 群⾺県 wing-horse
6 勝井 俊翔 カツイ シュント ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
7 平松 登⽻ ヒラマツ トア 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
8 森屋 侑樹 モリヤ ユウキ 埼⽟県 Gale
9 中野 馨太郎 ナカノ ケイタロウ 東京都 TOKYO SPORTS ACADEMY
10 増本 黎 マスモト レイ ⼤阪府 アベノジュニアトランポリンクラブ

1 佐藤 和真 サトウ カズマ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
2 中川 瑛悟 ナカガワ エイゴ ⾼知県 くろしおトランポリンクラブ
3 ⽊村 成吾 キムラ セイゴ 埼⽟県 Gale
4 武⽥ 光希 タケダ コウキ 埼⽟県 Sfida
5 崎浜 寧王 サキハマ ネオ 神奈川県 Atsugibonfire
6 阿久津 瑛拓 アクツ エイタ 東京都 ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
7 渋⾕ 空詩 シブヤ ソウタ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
8 美和 宥星 ミワ ユウセイ 静岡県 天⻯トランポリンクラブ（TR)
9 渡辺 太⼀ ワタナベ タイチ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
10 ⾈越 晃信 フナコシ アキノブ ⼭形県 NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ

1 遠藤 悠來 エンドウ ユウライ 東京都 TOKYO SPORTS ACADEMY
2 松村 諒⼀ マツムラ リョウイチ 群⾺県 群⾺ソレイユ

3 福永 凛希 フクナガ リノ 兵庫県 キタイスポーツクラブ

4 國井 ⼤輝 クニイ ダイキ 静岡県 浜松トランポリンクラブ（TR)
5 ⼭崎 凌⼤ ヤマザキ リョウタ 北海道 釧路ＴＣアクティヴ
6 齋藤 ⿓樹 サイトウ リュウジュ 福島県 相⾺トランポリンクラブ
7 財部 吉平 タカラベ キッペイ ⼤阪府 アベノジュニアトランポリンクラブ
8 清⽔ 魁 シミズ カイ 群⾺県 wing-horse

9 林 真央 ハヤシ マヒロ 愛知県 vivace

10 ⼭⽥ 周平 ヤマダ シュウヘイ ⽯川県 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
11 板井 星伊也 イタイ セイヤ 福島県 相⾺トランポリンクラブ
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー B 台

17才以上 ⼥⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 今井 典奈 イマイ ノリナ 神奈川県 Atsugibonfire

2 浅⾒ 杏樹 アサミ アンジュ 神奈川県 慶應義塾⼤学
3 ⻘⽊⾵海 アオキフウカ ⻑野県 ⾦沢学院⼤学クラブ
4 野中 ⿇由 ノナカ マユ 静岡県 阪南⼤学クラブ

5 松平 夏希 マツダイラ ナツキ 埼⽟県 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

6 川島 琉菜 カワシマ ルナ 東京都 ⾦沢学院⼤学クラブ
7 浅⾒ 桃⼦ アサミ モモコ 千葉県 スポーツクラブ テン・フォーティー
8 末冨 穂⾹ スエトミ ホノカ 北海道 トランポリンクラブKITAMI
9 ⼤築 花⾳ オオツキ カノ 北海道 美深トランポリンクラブ
10 三澤 優華 ミサワ ユウカ ⻑野県 Les Fiertés/⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校体操部

1 稲葉 楓那 イナバ フウナ 静岡県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）

2 熊⾕ 七海 クマガイ ナナミ 静岡県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
3 ⽥村 夏々 タムラ ナナ 京都府 阪南⼤学クラブ
4 ⼟屋 志絵莉 ツチヤ シエリ 埼⽟県 スポーツクラブ テン・フォーティー
5 鵜飼 彩華 ウカイ アヤカ 愛知県 vivace
6 中村 咲希 ナカムラ サキ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
7 岡⽥ 楓佳 オカダ フウカ 北海道 Atsugibonfire
8 ⼭出 雪乃 ヤマデ ユキノ 和歌⼭県 ピーターパントランポリンクラブ
9 伊藤 恵怜奈 イトウ エレナ 千葉県 ⼤泉スワロー体育クラブ

1 岡本 莉奈 オカモト リナ 埼⽟県 Les Fiertés/⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校体操部

2 半⽥ 萌⾥ ハンダ モエリ ⼤阪府 阪南⼤学クラブ

3 上⽥ うらら ウエダ ウララ 和歌⼭県 キタイスポーツクラブ

4 坪井 侑奈 ツボイ ユキナ 静岡県 星稜クラブ

5 桐⽣ 莉沙 キリュウ リサ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ

6 岡⽥ 亜実 オカダ アミ ⼤阪府 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

7 過⾜ 結 ヨギアシ ユイ 神奈川県 ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

8 東 彩乃 ヒガシ アヤノ 岡⼭県 ⾦沢学院⼤学クラブ
9 細⾕ 明⽇⾹ ホソヤ アスカ 群⾺県 育英⼤学トランポリンクラブ
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スターティングオーダー B 台

1 ⽥中 沙季 タナカ サキ ⽯川県 ⾦沢学院⼤学クラブ

2 佐藤 優菜 サトウ ユウナ 東京都 セントラルスポーツ/フリーエアースポーツクラブ

3 ⾚井 なつみ アカイ ナツミ 千葉県 ⾦沢学院⼤学クラブ
4 奥野 有季 オクノ ユキ 兵庫県 キタイスポーツクラブ
5 中村 優希 ナカムラ ユウキ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
6 加藤 楓夏 カトウ フウカ 東京都 フリーエアースポーツクラブ

7 ⻘⽊ ⽂⾹ アオキ アヤカ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ

8 佐々⽊ 李梨 ササキ リリ 北海道 阪南⼤学クラブ
9 ⾈越 愛実 フナコシ マナミ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ

1 ⻑⾕川 南実 ハセガワ ミナミ 東京都 上野学園トランポリンクラブ
2 松本 友⾥ マツモト ユリ 東京都 上野学園トランポリンクラブ

3 堀川 真良 ホリカワ マサラ 熊本県 熊本トランポリンクラブ

4 ⻑⾕部 ひなた ハセベ ヒナタ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ

5 近藤 愛海 コンドウ マナミ 群⾺県 前橋市⽴前橋⾼等学校体操部
6 奥津 充⼦ オクツ アツコ 福岡県 ⾦沢学院⼤学クラブ
7 野村 菜⽉美 ノムラ ナツミ ⽯川県 星稜クラブ
8 児⽟ 朱梨 コダマ アカリ 岡⼭県 ⼤泉スワロー体育クラブ

9 加藤 愛歌 カトウ アイカ 愛知県 vivace/聖霊⾼校

1 栗原 ひなた クリハラ ヒナタ 東京都 上野学園トランポリンクラブ

2 増崎 セリナ マスザキ セリナ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ/近畿⼤学付属⾼等学校
3 藤野 伶 フジノ レイ ⼤阪府 阪南⼤学クラブ
4 佐久間 葵 サクマ アオイ 東京都 上野学園トランポリンクラブ
5 ⻑澤 萌栞 ナガサワ モエカ ⿃取県 ｆｏｒｔｅＴＣ
6 菅野 愛来 カンノ アイラ 北海道 美深トランポリンクラブ
7 六⾞ 綾乃 ムグルマ アヤノ 奈良県 いかるがペガサスクラブ
8 ⾕⼝ 空 タニグチ ソラ ⽯川県 星稜クラブ
9 髙橋 瑠 タカハシ ルン ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ

Ｇ16
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10才以下 ⼥⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 ⼤⾦ 釉芽 オオガネ ユメ 群⾺県 wing-horse
2 ⼤上 茉桜 オオガミ マオ 福岡県 Cygnet Trampoline Club
3 ⼤⽊ 真央 オオキ マオ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
4 佐野 咲花 サノ ハナ 静岡県 静岡トランポリンクラブ(TR)
5 村上 梨紗 ムラカミ リサ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
6 ⽩滝 絵理 シラタキ エリ 北海道 トランポリンクラブKITAMI
7 ⼤⽵ 葵來 オオタケ アコ 福島県 相⾺トランポリンクラブ
8 髙橋 柚稀 タカハシ ユズキ 群⾺県 Pureトランポリンクラブ
9 ⾼橋 緑環 タカハシ ミカン 群⾺県 群⾺ソレイユ
10 ⽯⽥ 倫沙⼼ イシダ リサコ 北海道 フリーエアースポーツクラブ

1 秋⼭ ⼼⾳ アキヤマ ココネ 宮城県 ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
2 久堀 由華 クボリ ユカ ⼤阪府 Phoenix Trampoline School
3 林 希⾵ ハヤシ ノノカ 愛知県 vivace
4 奥村 紗帆 オクムラ サホ 埼⽟県 Sfida
5 ⼤熊 七翠 オオクマ ナナミ 千葉県 スポーツクラブ テン・フォーティー
6 唐澤 凛 カラサワ リン ⽯川県 ⾦沢クリール
7 森屋 晶帆 モリヤ アキホ 埼⽟県 Gale
8 ⽯坂 莉乃 イシザカ リノ ⽯川県 ⼩松イルカクラブ
9 崎浜 望叶 サキハマ ノカ 神奈川県 Atsugibonfire
10 髙橋 結 タカハシ ユイ 群⾺県 群⾺ソレイユ

1 野原 惺来 ノハラ セラ 北海道 ⼗勝トランポリン倶楽部
2 林 ⼩桜 ハヤシ ココロ 埼⽟県 フリーエアースポーツクラブ
3 岡⽥ 陽芽 オカダ ヒメ 群⾺県 群⾺ソレイユ
4 松本 陽葵 マツモト ヒマリ ⽯川県 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
5 湊⾕ 幸歩 ミナトヤ ユキホ 北海道 ⼠別トランポリン協会
6 松葉 玲奈 マツバ レナ ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
7 増尾 ⾳澄 マスオ オト ⼤阪府 阪南市トランポリンクラブ
8 望⽉ ⾵花 モチヅキ フウカ 静岡県 静岡トランポリンクラブ(TR)
9 合寳 凛菜 ガッポウ リンナ 東京都 TOKYO SPORTS ACADEMY
10 今村 菫 イマムラ スミレ ⼤阪府 阪南市トランポリンクラブ
11 ⻄畠 空杏 ニシバタ ソア 愛知県 Rainbow
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー C 台

10才以下 男⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 ⼟⽥ 瑛太 ツチダ エイタ ⽯川県 ⼩松イルカクラブ
2 野村 昇真 ノムラ ショウマ 静岡県 天⻯トランポリンクラブ（TR)
3 横⽯ 塁 ヨコイシ ルイ 奈良県 キタイスポーツクラブ
4 ⼤⻄ 良玖 オオニシ リク ⼤阪府 アインストランポリンクラブ
5 後藤 蒼之郎 ゴトウ ソウシロウ 宮崎県 トランポリンみやざき
6 早稲⽥ 陵貴 ワセダ ミサキ ⼤阪府 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
7 室野 尊 ムロノ タケル ⽯川県 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
8 中井 佑 ナカイ タスク ⿃取県 ｆｏｒｔｅＴＣ
9 湊⾕ 幸司 ミナトヤ コウジ 北海道 ⼠別トランポリン協会
10 齋藤 募 サイトウ ツノル 群⾺県 wing-horse

1 越智 勇巴 オチ イサト ⼤阪府 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ
2 ⽶原 煌桔 ヨネハラ コウキ ⿃取県 ｆｏｒｔｅＴＣ
3 今井 瑛⽃ イマイ エイト 群⾺県 wing-horse
4 多良⽊ 颯太 タラギ ソウタ 熊本県 ⼋代トランポリンクラブ
5 財部  天吾 タカラベ テンゴ ⼤阪府 アベノジュニアトランポリンクラブ
6 早川 天恵 ハヤカワ テンケイ 熊本県 熊本トランポリンクラブ
7 ⼤⾕ 颯⼤ オオタニ ソウタ ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
8 安川 太真 ヤスカワ タイシン 東京都 フリーエアースポーツクラブ
9 ⾕好 健琉 タニヨシ タケル 三重県 相好トランポリンクラブ
10 板井 ⾵宇也 イタイ フウヤ 福島県 相⾺トランポリンクラブ
11 滝岡 伶慈 タキオカ リョウジ ⽯川県 シープクラブ
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー C 台

13-14才 ⼥⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 辻⽥ 花凜 ツジタ カリン 福岡県 アベノジュニアトランポリンクラブ
2 飯⽥ 真由 イイダ マユ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
3 ⼜吉 夢奈 マタヨシ ユメナ 沖縄県 ケンケン体操・トランポリンクラブ
4 野村 仁菜 ノムラ ニイナ 愛知県 Rainbow
5 新井 沙彩 アライ サアヤ 富⼭県 パレスＳＣ
6 表 舞華 オモテ マイカ 神奈川県 Atsugibonfire
7 ⼭⽥ 胡桃 ヤマダ クルミ 東京都 TSRスポーツクラブ
8 ⽥中 杏奈 タナカ アンナ 群⾺県 wing-horse
9 阪上 明⽇⾹ サカウエ アスカ ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
10 サリバン 瑠⾹ サリバン ルカ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

1 ⼩渕 紗友良 オブチ サユラ 群⾺県 wing-horse
2 稲⼭ 柚⽻ イナヤマ ユウハ 愛知県 vivace
3 ⼤⽊ 彩 オオキ アヤ 東京都 フリーエアースポーツクラブ/⽇本⼤学豊⼭⼥⼦中学校体操部

4 丸岡 璃⾳ マルオカ リオ ⾼知県 くろしおトランポリンクラブ
5 ⻄⽥ 和⼼ ニシダ ナゴミ 茨城県 ジャンピング・キューブ
6 ⼩栁津 楓花 オヤイヅ フウカ 神奈川県 ジョイスポーツクラブ相模原
7 坂⼝ 璃⾳ サカグチ リオン 熊本県 熊本トランポリンクラブ
8 熊⾕ 咲希 クマガイ サキ 新潟県 レインボージムナスティックス⼤潟
9 ⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
10 鈴⽊ ⽇和 スズキ ヒヨリ 静岡県 静岡トランポリンクラブ(TR)

1 ⽯⽥ 美咲希 イシダ ミサキ 神奈川県 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
2 堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 静岡県 浜松修学舎中学校（ＴＲ）
3 出雲 なのん イズモ ナノン 千葉県 MTCホッパーズ
4 柏葉 幸⾳ カシバ ユキネ 北海道 津別トランポリンクラブ
5 花房 凛 ハナブサ リン 神奈川県 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
6 ⼩野 乃愛 オノ ダイア 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
7 岡⽥ 結⾐ オカダ ユイ ⾹川県 ⾹川ジュニアトランポリンクラブ
8 ⼩野 夏実 オノ ナツミ ⼤阪府 富⽥林トランポリンクラブ
9 ⽊村 佑那 キムラ ユイナ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

1 都⽵ 結花 ツヅク ユウカ 兵庫県 アベノジュニアトランポリンクラブ
2 野村 彩⽻ ノムラ アヤハ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
3 ⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ ⼤阪府 アインストランポリンクラブ
4 近藤 美桜稀 コンドウ ミサキ ⾹川県 ⾹川ジュニアトランポリンクラブ
5 ⿑藤 優海 サイトウ ユウナ 茨城県 ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
6 髙橋 明⾥ タカハシ アカリ 秋⽥県 ⼤泉スワロー体育クラブ
7 村岡 彩花 ムラオカ アヤカ ⾹川県 ⾹川ジュニアトランポリンクラブ
8 佐藤 ⽲暖 サトウ カノン 福岡県 スペースウォーク
9 船井 美⽻ フナイ ミウ 京都府 アベノジュニアトランポリンクラブ
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第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー C 台

1 勝森 天⾳ カツモリ アマネ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
2 ⽯井 あみる イシイ アミル ⼤阪府 キタイスポーツクラブ
3 ⾦⽥ 奈波美 カネダ ナナミ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
4 下⻄ 美凪 シモニシ ミナギ 兵庫県 アベノジュニアトランポリンクラブ
5 丸⼭ ⼼華 マルヤマ ココカ ⽯川県 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
6 ⼭越 寧々 ヤマコシ ネネ 埼⽟県 Sfida
7 濱 和々乃 ハマ ナナノ ⿃取県 ｆｏｒｔｅＴＣ
8 沼 ⾥紗 ヌマ リサ ⾼知県 くろしおトランポリンクラブ
9 ⼩島 温花 オジマ ノドカ ⼭形県 フリーエアースポーツクラブ

1 前⽥ 浬⾳ マエダ リオン 東京都 上野学園トランポリンクラブ
2 榊原 芯 サカキバラ マナカ 埼⽟県 TSRスポーツクラブ
3 縄⽥ 琉⽻ ナワタ ルウ ⽯川県 ⼩松イルカクラブ
4 ⼤⾨ 叶奈⼦ ダイモン カナコ 群⾺県 Pureトランポリンクラブ
5 ⼭下 紗慧 ヤマシタ サエ 静岡県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
6 成⽥ 亜弥⾹ ナリタ アヤカ 愛知県 Rainbow
7 横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ 奈良県 キタイスポーツクラブ
8 髙⼭ 奈々 タカヤマ ナナ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
9 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡県 静岡トランポリンクラブ(TR)

1 若⼭ 光莉 ワカヤマ ヒカリ 北海道 ⼗勝トランポリン倶楽部
2 清⻑ 千紘 キヨナガ チヒロ ⽯川県 ⾦沢クリール
3 福世 ⼸⽉ フクヨ ユズキ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
4 五⼗住 知穂 イソズミ チホ 福岡県 スペースウォーク
5 ⾼泉 詩茉 タカイズミ シマ 宮城県 ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
6 穂積 葵 ホヅミ アオイ 兵庫県 ぶるーすかい神⼾
7 髙橋 琳 タカハシ リン ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
8 千葉 夢咲 チバ ミサキ 東京都 フリーエアースポーツクラブ
9 ⾕好 真琴 タニヨシ マコト 三重県 相好トランポリンクラブ

G10

G11

G12



第11回都道府県対抗トランポリン競技選⼿権⼤会

スターティングオーダー C 台

15-16才 ⼥⼦

G 試技順 選⼿名 フリガナ 都道府県 所属団体名

1 佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ 秋⽥県 ⼤館市トランポリンクラブ
2 ⽯井 舞乃 イシイ マノ 東京都 ⼤泉スワロー体育クラブ
3 熊⾕ 美希 クマガイ ミキ 新潟県 レインボージムナスティックス⼤潟
4 ⾚⽯ みらい アカイシ ミライ 神奈川県 ACRON
5 吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ ⼤阪府 アインストランポリンクラブ
6 ⽯坂 漣 イシザカ レン 神奈川県 ジョイスポーツクラブ相模原
7 ⼩溝 真凜 コミゾ マリン 福岡県 スペースウォーク
8 佐藤 友咲 サトウ ユキ 静岡県 静岡産業⼤学クラブ(TR)
9 中沢 千愛 ナカザワ チナリ 東京都 TOKYO SPORTS ACADEMY
10 佐久間 珠央 サクマ タマオ 東京都 上野学園トランポリンクラブ

1 ⼭⽊ 咲々 ヤマキ ササ ⼭形県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
2 ⾼良 ⼼菜 タカラ ココナ 沖縄県 ケンケン体操・トランポリンクラブ
3 渡瀬 百虹 ワタセ モモコ 静岡県 浜松修学舎⾼等学校（ＴＲ）
4 遠藤 翠那 エンドウ スイナ 東京都 TOKYO SPORTS ACADEMY
5 林 璃奈 ハヤシ リナ 富⼭県 アベノジュニアトランポリンクラブ
6 加藤 萌歌 カトウ モエカ 愛知県 vivace
7 加納 彩葉 カノウ イロハ ⽯川県 星稜クラブ
8 ⾓南 乃妃 スナミ ノッコ 沖縄県 ケンケン体操・トランポリンクラブ
9 播磨 ここね ハリマ ココネ ⼤阪府 キタイスポーツクラブ

1 秦野 七緒 ハタノ ナオ ⿃取県 ｆｏｒｔｅＴＣ
2 當間 いまり トウマ イマリ 埼⽟県 越⾕トランポリンクラブ
3 ⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ 徳島県 キタイスポーツクラブ
4 中村 若葉 ナカムラ ワカバ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
5 堀内 咲来 ホリウチ サクラ 静岡県 浜松修学舎中学校（ＴＲ）
6 廣瀬 万奈美 ヒロセ マナミ 静岡県 浜松トランポリンクラブ（TR)
7 河島 千空 カワシマ チヒロ ⽯川県 星稜クラブ
8 ⽻⽣ 菜波 ハニュウ ナナミ 埼⽟県 越⾕トランポリンクラブ
9 ⼩野 晴茄 オノ ハルナ ⻑野県 アインストランポリンクラブ
10 森元 美涼 モリモト ミスズ 千葉県 MTCホッパーズ

1 ⾕好 未菜 タニヨシ ミナ 三重県 相好トランポリンクラブ
2 坪井 綾⾳ ツボイ アヤネ 静岡県 ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
3 佐藤 歩実 サトウ アユミ 神奈川県 Atsugibonfire
4 髙⽥ 暖乃 タカタ ノノ ⽯川県 星稜クラブ
5 ⾓⼒⼭ 美妃 スモウヤマ ミキ 宮城県 南陽ジュニアトランポリンクラブ
6 佐藤 彩乃 サトウ アヤノ ⼤阪府 帝塚⼭学院トランポリン部
7 ⼤倉 愛⾹ オオクラ アイカ ⼤阪府 阪南⼤学クラブ
8 守分 梨⼦ モリワケ リコ 岡⼭県 TC temps
9 和⽥ 姫奈 ワダ ヒメナ 愛媛県 松⼭トランポリンクラブ
10 ⼩⽯ 和奈 コイシ ワカナ 熊本県 熊本トランポリンクラブ
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