
A台　個人競技　男子　１０才以下　７月１７日（土）

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 家田 力毅 イエダ リキ 大泉スワロー体育クラブ

2 佐々木 薫 ササキ カオル スポーツクラブ　テン・フォーティー

3 神尾 武幸 カミオ タケユキ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

4 中山 翼 ナカヤマ ツバサ TSRスポーツクラブ

5 齋藤 愛翔 サイトウ マナト NPO法人かみのやまスポーツクラブ

6 奥田 晴羽 オクダ セイハ Phoenix Trampoline School

7 後藤 蒼之郎 ゴトウ ソウシロウ トランポリンみやざき

8 笹川 羚玖 ササガワ レク Cygnet Trampoline Club

1 池田 裕喜 イケダ ヒロキ 金沢クリール

2 塚田 蒼太 ツカダ ソウタ トランポリンクラブるねは

3 島 奏仁 シマ カナト 大泉スワロー体育クラブ

4 湊谷 幸司 ミナトヤ コウジ 士別トランポリン協会

5 齋藤 募 サイトウ ツノル wing-horse

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

7 岩橋 直毅 イワハシ ナオキ スポーツクラブ　テン・フォーティー

8 高野 瑞基 タカノ ミズキ TSRスポーツクラブ

9 坂上 新太 サカガミ アラタ フリーエアースポーツクラブ

1 室野 尊 ムロノ タケル 白山ジュニアトランポリンクラブ

2 谷内 寿人 ヤチ コト プラッツトランポリンクラブ

3 中島 誉智 ナカジマ タカトモ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

4 白須 篤人 シラス アツト 厚木FUSiONスポーツクラブ

5 磯野 秀斗 イソノ シュウト フリーエアースポーツクラブ

6 金子 颯杜 カネコ ハヤト アストレアトランポリンクラブ

7 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

8 積 蓮人 セキ レント TOKYO SPORTS ACADEMY

9 中口 龍穹 ナカグチ リュウク 金沢トランポリンクラブ

1 天内 侶開 テンナイ ロア SeveC

2 林 桜樹 ハヤシ オウジュ フリーエアースポーツクラブ

3 卯嶋 庵 ウジマ イオリ Sfida

4 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

5 坂井 誠賢 サカイ セイケン スポーツクラブ　テン・フォーティー

6 布施 璃人 フセ リヒト 厚木FUSiONスポーツクラブ

7 加賀 陽人 カガ ハルト ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

8 桑畑 幸弥 クワハタ ユキヤ トランポリンみやざき

9 三木 湊斗 ミキ アツト Atsugibonfire
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③
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Ｂ台　個人競技　男子　１１・１２才　７月１７日（土）

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 兼平 陽季 カネヒラ ハルキ 津別トランポリンクラブ

2 若杉 昴 ワカスギ スバル イアスFSC

3 水馬 颯介 ミズマ ソウスケ イアスFSC

4 早稲田 陵貴 ワセダ ミサキ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

5 板井 星伊也 イタイ セイヤ 相馬トランポリンクラブ

6 横石 塁 ヨコイシ ルイ キタイスポーツクラブ

7 三本松 博希 サンボンマツ ヒロキ スポーツクラブ　テン・フォーティー

8 神山 空駕 カミヤマ クウガ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

9 川野 智弘 カワノ チヒロ イアスFSC

10 大西 良玖 オオニシ リク アインストランポリンクラブ

1 塚原 大輔 ツカハラ ダイスケ 福島トランポリンクラブ

2 田代 直之 タシロ ナオユキ 相馬トランポリンクラブ

3 飯田 康介 イイダ コウスケ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

4 阿部 慎司 アベ シンジ サンスピリッツ端野

5 江尻 愛翔 エジリ マナト ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

6 柴田 峻佑 シバタ シュンスケ Sfida

7 松本 勇志 マツモト ユウシ 白馬トランポリンクラブ

8 須﨑 智也 スザキ トモヤ ジョイスポーツクラブ相模原

9 青山 治樹 アオヤマ ハルキ スターサファイア郡山トランポリンクラブ

10 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

1 庭瀬 典儒 ニワセ テンジュ Phoenix Trampoline School

2 越智 勇巴 オチ イサト Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

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

4 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

5 清水 魁 シミズ カイ wing-horse

6 前野 凜太郎 マエノ リンタロウ 大泉スワロー体育クラブ

7 谷好 健琉 タニヨシ タケル 相好トランポリンクラブ

8 渡辺 太一 ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ

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

10 花房 昴 ハナブサ スバル 厚木FUSiONスポーツクラブ

1 松村 諒一 マツムラ リョウイチ Pureトランポリンクラブ

2 田口 楽 タグチ ガク Gale

3 下山 大遥 シモヤマ タイヨウ スポーツクラブ　テン・フォーティー

4 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire

5 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

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

7 髙木 惇平 タカギ ジュンペイ 大泉スワロー体育クラブ

8 武田 光希 タケダ コウキ Sfida

9 名取 漣音 ナトリ レオン 大泉スワロー体育クラブ

10 木村 成吾 キムラ セイゴ Gale

11 林 将希 ハヤシ マサキ Cygnet Trampoline Club
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Ｂ台　個人競技　男子　１３－１５才　７月１８日（日）

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 三浦 真弥 ミウラ シンヤ MTCホッパーズ

2 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

3 森 建太朗 モリ ケンタロウ 浜松修学舎中学校高等学校

4 石井 悠斗 イシイ ユウト Cygnet Trampoline Club

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

6 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

7 山本 寛斗 ヤマモト ヒロト ミラクル1

8 松永 昊晴 マツナガ コウセイ 風連トランポリン少年団

9 青山 雅哉 アオヤマ マサヤ サンスピリッツ端野

10 川嶋 太一 カワシマ タイチ 石越町ＪＵＭＰ愛好会

1 村上 遥音 ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ

2 中井 大翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School

3 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

4 桐生 直輝 キリュウ ナオキ 大泉スワロー体育クラブ

5 山出 涼雅 ヤマデ リョウガ アベノジュニアトランポリンクラブ

6 四辻 愁凱 ヨツツジ シュウガ ビッグスプリング

7 小澤 航平 オザワ コウヘイ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

8 松本 悠生 マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

9 西村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School

10 赤石 泰雅 アカイシ タイガ 十勝トランポリン倶楽部

1 村石 雄陽 ムライシ ユウヒ 大泉スワロー体育クラブ

2 権隨 洸矢 ゴンズイ コウヤ 釧路ＴＣアクティヴ

3 山田 周平 ヤマダ シュウヘイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

4 寿 龍成 コトブキ リュウセイ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

5 森屋 侑樹 モリヤ ユウキ Gale

6 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

7 舛岡 孝太郎 マスオカ コウタロウ サンスピリッツ端野

8 中島 耀志 ナカジマ コウシ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

9 古瀨 翔大 フルセ ショウタ さくらトランポリン

10 桜井 大輝 サクライ タイキ 大泉スワロー体育クラブ

1 小林 一真 コバヤシ カズマ 浜松修学舎中学校高等学校

2 大森 朝陽 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

3 佐藤 和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ

4 山田 純平 ヤマダ ジュンペイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

5 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

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

7 番所 駿斗 バンショ ハヤト 星稜クラブ

8 塚原 輝 ツカハラ ヒカル 越谷トランポリンクラブ

9 楳田 凌玄 ウメダ リョウゲン 釧路ＴＣアクティヴ

1 柏木 志仁 カシワギ サネヒト ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ

2 板橋　 穂高 イタバシ ホタカ 上野学園トランポリンクラブ

3 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire

4 齋藤 瑠 サイトウ リュウ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

5 阿久津 瑛拓 アクツ エイタ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

6 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

7 平山 徳獅 ヒラヤマ トクシ 厚木FUSiONスポーツクラブ

8 林 真央 ハヤシ マヒロ vivace

9 齋藤 成輝 サイトウ ナルキ wing-horse

1 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

2 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ 大泉スワロー体育クラブ

3 福永 凛希 フクナガ リノ キタイスポーツクラブ

4 鷲見 碧空 ワシミ ソラ サンスピリッツ端野

5 齊藤 拓真 サイトウ タクマ アストレアトランポリンクラブ

6 加藤 芽生 カトウ メイ スポーツクラブ　テン・フォーティー

7 平松 登羽 ヒラマツ トワ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

8 廣川 陽土 ヒロカワ ハルト サンスピリッツ端野

9 関 絢翔 セキ アヤト 石越町ＪＵＭＰ愛好会
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A台　個人競技　女子　１０才以下　７月１８日（日）

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 奥村 璃花 オクムラ リカ Sfida

2 加藤 紬 カトウ ツムギ 赤城トランポリンクラブ

3 関 陽奈 セキ ハルナ 石越町ＪＵＭＰ愛好会

4 吉田 朱里 ヨシダ アカリ キタイスポーツクラブ

5 高橋 沙希 タカハシ サキ 金沢クリール

6 山田 ちひろ ヤマダ チヒロ アストレアトランポリンクラブ

7 小林 羽衣 コバヤシ ウイ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

8 小髙峯 柚乃 コダカミネ ユノ vivace

9 松本 結花 マツモト ユイナ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

10 上杉 心那 ウエスギ ココナ SeveC

1 秦 杷 ハタ サライ アインストランポリンクラブ

2 水馬 穂花 ミズマ ホノカ イアスFSC

3 西條 希彩 サイジョウ ノア Phoenix Trampoline School

4 大木 真央 オオキ マオ 江戸川区トランポリン連盟

5 渡邉 みらい ワタナベ ミライ 焼津高校Saltar

6 馬場 穂佳 ババ ホノカ 金沢クリール

7 平山 愛来ら ヒラヤマ ウララ 厚木FUSiONスポーツクラブ

8 北本 結 キタモト ムスビ 金沢クリール

9 堀 皐月 ホリ サツキ プラッツトランポリンクラブ

10 野村 梨杏 ノムラ リン Sfida

1 髙橋 結 タカハシ ユイ Pureトランポリンクラブ

2 伊藤 梗華 イトウ キョウカ 大泉スワロー体育クラブ

3 河村 颯華 カワムラ フウカ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

4 吉田 柚香 ヨシダ ユズカ 白山ジュニアトランポリンクラブ

5 江藤 心海 エトウ ココミ Cygnet Trampoline Club

6 佐藤 玲 サトウ レイ 十勝トランポリン倶楽部

7 松井 遥咲 マツイ ハルサ イアスFSC

8 城山 樹音 シロヤマ ジュネ Sfida

9 森屋 晶帆 モリヤ アキホ Gale

10 清坐 紗弥 セイザ サヤ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

1 川嶋 すず カワシマ スズ 石越町ＪＵＭＰ愛好会

2 大金 釉芽 オオガネ ユメ wing-horse

3 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 唐澤 凛 カラサワ リン 大泉スワロー体育クラブ

5 福留 侑里 フクドメ ユリ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

6 北澤 星來 キタザワ セイラ 十勝トランポリン倶楽部

7 有野 千穂 アリノ チホ 士別トランポリン協会

8 卯嶋 雅 ウジマ ミヤビ Sfida

9 奥野 紫月 オクノ シヅキ 金沢クリール

10 河野 柚恵 コウノ ユエ TSRスポーツクラブ

1 岩佐 玲那 イワサ レナ 小松イルカクラブ

2 久保田 陽菜 クボタ ヒナ たにぐちりょうへいトランポリンクラブ（TR）

3 今泉 愛心 イマイズミ アコ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

4 山本 凛華 ヤマモト リンカ wing-horse

5 松本 すみれ マツモト スミレ 白馬トランポリンクラブ

6 信澤 來未 ノブサワ クルミ 赤城トランポリンクラブ

7 清水 あずさ シミズ アズサ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

8 中出 聖菜 ナカデ セナ サンスピリッツ端野

9 都竹 依花 ツヅク イチカ アベノジュニアトランポリンクラブ

10 白戸 風季 シラト フキ 釧路ＴＣアクティヴ

1 米又 天音 ヨネマタ アマネ スポーツクラブ　テン・フォーティー

2 牧野 百夏 マキノ モモカ Rainbow

3 林 希風 ハヤシ ノノカ vivace

4 後藤 ゆりか ゴトウ ユリカ トランポリンみやざき

5 崎浜 望叶 サキハマ ノカ Atsugibonfire

6 新津 すみれ ニイツ スミレ 十勝トランポリン倶楽部

7 大上 茉桜 オオガミ マオ Cygnet Trampoline Club

8 入江 寧々 イリエ ネネ イアスFSC

9 門前 凛香 モンゼン リンカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
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Ａ台　個人競技　女子　１１・１２才　７月１６日（金）

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 高橋 緑環 タカハシ ミカン Pureトランポリンクラブ

2 山田 愛芽 ヤマダ アイカ フリーエアースポーツクラブ

3 山本 夏未 ヤマモト ナツミ 津別トランポリンクラブ

4 秋山 諒花 アキヤマ リョウカ イアスFSC

5 松本 陽葵 マツモト ヒマリ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

6 神尾 幸歩 カミオ サチホ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

7 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

8 石井 彩葉 イシイ アヤハ TOKYO SPORTS ACADEMY

9 千代延 有里 チヨノブ ユリ アインストランポリンクラブ

10 相原 里名 アイハラ リナ 大泉スワロー体育クラブ

1 大川原 すみれ オオカワラ スミレ 福島トランポリンクラブ

2 長沼 亜佐美 ナガヌマ アサミ 大泉スワロー体育クラブ

3 梅澤 優姫 ウメザワ ユメ Sfida

4 湊谷 幸歩 ミナトヤ ユキホ 士別トランポリン協会

5 落合 愛実 オチアイ マナミ 白山ジュニアトランポリンクラブ

6 髙橋 依千香 タカハシ イチカ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ

7 奥村 紗帆 オクムラ サホ Sfida

8 権隨 かりん ゴンズイ カリン 釧路ＴＣアクティヴ

9 荒瀬 知優 アラセ チヒロ 福島トランポリンクラブ

10 紺谷 知花 コンタニ チカ SeveC

1 山田 千晴 ヤマダ チハル TSRスポーツクラブ

2 山本 彩葉 ヤマモト サワ ミラクル1

3 小林 麻唯 コバヤシ マイ 風連トランポリン少年団

4 松本 里花 マツモト リナ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

5 秦 爽 ハタ サワカ アインストランポリンクラブ

6 清水 こはる シミズ コハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

7 千葉 更紗 チバ サラサ 十勝トランポリン倶楽部

8 増岡 心美 マスオカ ココミ キタイスポーツクラブ

9 猪又 このか イノマタ コノカ Phoenix Trampoline School

10 藤吉 実優 フジヨシ ミユウ 厚木FUSiONスポーツクラブ

1 本内 玲衣 モトウチ レイ 十勝トランポリン倶楽部

2 虻川 藤乃 アブカワ フジノ 大館市トランポリンクラブ

3 関口 結菜 セキグチ ユイナ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

4 御手洗 咲希 ミタラシ サキ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

5 坂本 玲奈 サカモト レナ SeveC

6 若浦 彩乃 ワカウラ アヤノ プラッツトランポリンクラブ

7 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

8 上尾 杏衣 ウエオ アイ イアスFSC

9 正野 妃依 ショウノ ヒヨリ キタイスポーツクラブ

10 石橋 琴華 イシバシ コトカ Atsugibonfire

①

②

③

④



1 村上 梨紗 ムラカミ リサ キタイスポーツクラブ

2 中谷 ののか ナカタニ ノノカ アストレアトランポリンクラブ

3 南山 紫音 ミナミヤマ シオン キタイスポーツクラブ

4 木村 唯愛 キムラ イチカ Kamalei Lino ☆ T.C.

5 眞下 莉侑 マシモ リア Pureトランポリンクラブ

6 卯嶋 瑠風 ウジマ ルカ Sfida

7 岸本 菜瑚 キシモト ナコ SeveC

8 江上 瑠奈 エガミ ルナ アストレアトランポリンクラブ

9 佐野 桃 サノ モモ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

1 酒谷 風花 サカタニ フウカ キタイスポーツクラブ

2 松本 晴愛 マツモト ハナ Kamalei Lino ☆ T.C.

3 杉野 ヒカル スギノ ヒカル 風連トランポリン少年団

4 西畠 空杏 ニシバタ ソア Rainbow

5 川畑 葉栞 カワハタ ハナ 大泉スワロー体育クラブ

6 谷内 風花 ヤチ フウカ プラッツトランポリンクラブ

7 東堂 綾華 トウドウ アヤカ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

8 飯村 唯愛 イイムラ ユナ 福島トランポリンクラブ

9 門間 彩恵 モンマ アヤノ さくらトランポリン

1 一川 友那 イチカワ ユナ 大泉スワロー体育クラブ

2 角田 優里奈 ツノダ ユリナ 赤城トランポリンクラブ

3 後藤 実愛 ゴトウ ミノリ サンスピリッツ端野

4 合寳 凛菜 ガッポウ リンナ TOKYO SPORTS ACADEMY

5 山本 佳音 ヤマモト カノン Atsugibonfire

6 秋元 美柚 アキモト ミユウ 郡山トランポリンクラブ

7 上杉 美衣那 ウエスギ ミイナ SeveC

8 石坂 莉乃 イシザカ リノ 小松イルカクラブ

9 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

1 田阪 優衣 タサカ ユイ 厚木FUSiONスポーツクラブ

2 望月 風花 モチヅキ フウカ 静岡トランポリンクラブ(TR)

3 林 小桜 ハヤシ ココロ フリーエアースポーツクラブ

4 加藤 桜子 カトウ サクラコ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

5 久堀 由華 クボリ ユカ Phoenix Trampoline School

6 秋山 心音 アキヤマ ココネ 石越町ＪＵＭＰ愛好会

7 升谷 優希 マスタニ ユウキ イアスFSC

8 泉谷 望来 イズミヤ ミライ 大泉スワロー体育クラブ

9 河村 紅音 カワムラ アカネ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

⑦

⑧

⑤

⑥



Ｂ台　個人競技　女子　１３－１５才　７月１６日（金）

Ｇ No. 選手名 フリガナ 所属団体名

1 熊谷 咲希 クマガイ サキ レインボージムナスティックス大潟

2 佐々木 葵 ササキ アオイ スポーツクラブ　テン・フォーティー

3 坂本 心歩 サカモト シホ SeveC

4 橋本 青澄 ハシモト アスミ MTCホッパーズ

5 吉田 美麗 ヨシダ ミレイ サンスピリッツ端野

6 岸本 紬 キシモト ツムギ 帝塚山学院トランポリン部

7 高村 美羽 タカムラ ミワ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ

8 山越 寧々 ヤマコシ ネネ Sfida

9 塚本 莉子 ツカモト リコ 金沢クリール

10 中澤 凜 ナカザワ リン vivace

1 谷好 真琴 タニヨシ マコト 相好トランポリンクラブ

2 高泉 詩茉 タカイズミ シマ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ

3 千葉 野々杏 チバ ノノア 十勝トランポリン倶楽部

4 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

5 向後 優澄音 コウゴ ユズネ ジョイスポーツクラブ相模原

6 高﨑 枝里 タカサキ エリ アストレアトランポリンクラブ

7 丸山 心華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

8 久保奥 結衣 クボオク ユイ イアスFSC

9 羽手原 桜 ハデワラ サクラ キタイスポーツクラブ

10 奥山 心結 オクヤマ ミユ Atsugibonfire

1 音川 真里奈 オトカワ マリナ 福島トランポリンクラブ

2 花房 凛 ハナブサ リン 厚木FUSiONスポーツクラブ

3 佐藤 結梨 サトウ ユイリ ミラクル1

4 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

5 小野 乃愛 オノ ダイア ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

6 小野 友愛 オノ ユウア リトルジャガーズ

7 佐藤 羽矢 サトウ ハヤ 石越町ＪＵＭＰ愛好会

8 奥村 杏美 オクムラ アミ Sfida

9 横石 優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ

10 若山 光莉 ワカヤマ ヒカリ 十勝トランポリン倶楽部

1 山田 芽愛 ヤマダ メイナ ミラクル1

2 勝森 天音 カツモリ アマネ キタイスポーツクラブ

3 小島 温花 オジマ ノドカ フリーエアースポーツクラブ

4 石田 美咲希 イシダ ミサキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

5 山﨑 真衣 ヤマザキ マイ 帝塚山学院トランポリン部

6 古田 稟温 フルタ リオン vivace

7 清長 千紘 キヨナガ チヒロ 金沢クリール

8 西田 和心 ニシダ ナゴミ ジャンピング・キューブ

9 山波 美恵乃 ヤマナミ ミエノ レインボージムナスティックス大潟

10 須江 優衣 スエ ユイ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ

①

②

③

④



1 菅原 瑠莉 スガワラ ルリ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ

2 山﨑 香凛 ヤマザキ カリン フリーエアースポーツクラブ

3 千葉 夢咲 チバ ミサキ フリーエアースポーツクラブ

4 狩俣 ひなた カリマタ ヒナタ 帝塚山学院トランポリン部

5 出雲 なのん イズモ ナノン MTCホッパーズ

6 山田 胡桃 ヤマダ クルミ TSRスポーツクラブ

7 髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ

8 中田 楽々 ナカダ ララ 小松イルカクラブ

9 高橋 ゆめか タカハシ ユメカ 福島トランポリンクラブ

10 大西 楓 オオニシ カエデ アインストランポリンクラブ

1 大藤 彩 オオドウ アヤ 星稜クラブ

2 森安 悠恵 モリヤス ユメ アベノジュニアトランポリンクラブ

3 新保 花音 シンボ カノン MTCホッパーズ

4 船中 碧 フナナカ アオイ イアスFSC

5 倉野 琴羽 クラノ コトハ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

6 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

7 髙橋 明里 タカハシ アカリ 大泉スワロー体育クラブ

8 小林 希美 コバヤシ ノゾミ 風連トランポリン少年団

9 石井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ

10 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ(TR)

1 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

2 中村 百花 ナカムラ モモカ たにぐちりょうへいトランポリンクラブ（TR）

3 多田 恵望 タダ メグミ 星稜クラブ

4 大江 可渚 オオエ カナ TSRスポーツクラブ

5 縄田 琉羽 ナワタ ルウ 小松イルカクラブ

6 長澤 優来 ナガサワ ユラ 厚木FUSiONスポーツクラブ

7 小林 里琉希 コバヤシ リルキ リトルジャガーズ

8 小池 姫菜 コイケ ヒメナ 赤城トランポリンクラブ

9 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

10 髙橋 纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ

1 髙橋 玲 タカハシ レイ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

2 南 梨星 ミナミ リセイ 小松イルカクラブ

3 髙田 理世 タカダ リセ アストレアトランポリンクラブ

4 髙橋 美音 タカハシ ミオ TSRスポーツクラブ

5 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

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

7 大木 彩 オオキ アヤ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

8 大髙 希実 オオタカ ノゾミ 星稜クラブ

9 冨岡 里帆 トミオカ リホ エムズスポーツクラブ

10 武吉 瑠唯 タケヨシ ルイ トランポリンみやざき

⑥

⑦

⑧

⑤



1 藤川 光羽 フジカワ カヌハ 赤城トランポリンクラブ

2 櫻井 陽菜 サクライ ハルナ 小松イルカクラブ

3 髙橋 希星 タカハシ キラリ 釧路ＴＣアクティヴ

4 木村 佑那 キムラ ユイナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

5 表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire

6 田中 杏奈 タナカ アンナ wing-horse

7 當間 みのり トウマ ミノリ 越谷トランポリンクラブ

8 齊藤 優海 サイトウ ユウナ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

9 天内 李音 テンナイ リノン SeveC

10 木村 羽瑠 キムラ ハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

1 髙橋 葵 タカハシ アオイ Pureトランポリンクラブ

2 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

3 堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 浜松修学舎中学校高等学校

4 柏葉 幸音 カシバ ユキネ 津別トランポリンクラブ

5 サリバン 瑠香 サリバン ルカ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

6 孕石 那菜 ハラミイシ ナナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

7 夏目 結菜 ナツメ ユイナ 浜松修学舎中学校高等学校

8 鈴木 日和 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ(TR)

9 又村 翠月 マタムラ ミヅキ アストレアトランポリンクラブ

1 稲山 柚羽 イナヤマ ユウハ vivace

2 関 未優 セキ ミユウ Cygnet Trampoline Club

3 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire

4 木暮 日菜乃 キグレ ヒナノ 赤城トランポリンクラブ

5 野村 彩羽 ノムラ アヤハ キタイスポーツクラブ

6 福川 留那 フクカワ ルナ シープクラブ

7 南 栞奈 ミナミ カンナ 小松イルカクラブ

8 武田 百花 タケダ ユカ Sfida

9 福世 弓月 フクヨ ユヅキ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

⑨

⑩

⑪



団体男子

岩橋 直毅

佐々木 薫

坂井 誠賢

安川 太真

磯野 秀斗

坂上 新太

林 桜樹

越智 勇巴

神山 空駕

早稲田 陵貴

若杉 昴

水馬 颯介

川野 智弘

前野 凜太郎

名取 漣音

髙木 惇平

若松 恵吾

寿 龍成

大森 朝陽

西村 奏汰

中井 大翔

庭瀬 怜儒

山田 周平

山田 純平

松本 悠生

青山 雅哉

舛岡 孝太郎

鷲見 碧空

廣川 陽土

加藤 芽生

石井 智也

髙垣 寛太郎

宮内 翼光

桐生 直輝

桜井 大輝

村石 雄陽

10才以下

11-12才

13-15才

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

Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

イアスFSC

大泉スワロー体育クラブ

ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

Phoenix Trampoline School

キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

サンスピリッツ端野

スポーツクラブ　テン・フォーティー

大泉スワロー体育クラブ



団体　女子

河村 颯華 安澤 陽菜

今泉 愛心 奥山 心結

松本 結花 表 舞華

福留 侑里 橋本 青澄

卯嶋 雅 出雲 なのん

奥村 璃花 新保 花音

城山 樹音 福世 弓月

野村 梨杏 木村 羽瑠

松井 遥咲 木村 佑那

水馬 穂花 孕石 那菜

入江 寧々 奥村 杏美

奥野 紫月 山越 寧々

高橋 沙希 武田 百花

馬場 穂佳 山田 胡桃

北本 結 大江 可渚

佐藤 玲 髙橋 美音

新津 すみれ 高﨑 枝里

北澤 星來 又村 翠月

髙田 理世

岸本 菜瑚 下西 美凪

紺谷 知花 辻田 花凜

坂本 玲奈 田中 希湖

上杉 美衣那 都竹 結花

卯嶋 瑠風 羽手原 桜

奥村 紗帆 横石 優萌

梅澤 優姫 勝森 天音

秋山 諒花 石井 あみる

升谷 優希 山﨑 香凛

上尾 杏衣 小島 温花

酒谷 風花 千葉 夢咲

正野 妃依 花房 凛

村上 梨紗 石田 美咲希

南山 紫音 長澤 優来

一川 友那 中田 楽々

川畑 葉栞 縄田 琉羽

相原 里名 南 栞奈

長沼 亜佐美 櫻井 陽菜

荒瀬 知優

大川原 すみれ

飯村 唯愛

13-15才

Atsugibonfire

MTCホッパーズ

ＮＰＯアスレＴ．Ｃ

Sfida

TSRスポーツクラブ

アストレアトランポリンクラブ

アベノジュニアトランポリンクラブ

キタイスポーツクラブ

フリーエアースポーツクラブ

11-12才

SeveC

Sfida

イアスFSC

キタイスポーツクラブ

大泉スワロー体育クラブ

福島トランポリンクラブ

厚木FUSiONスポーツクラブ

小松イルカクラブ

10才以下

ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

Sfida

イアスFSC

金沢クリール

十勝トランポリン倶楽部


