
⼥⼦
G 時間 カテゴリー 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名

1 関⼝ 結菜 セキグチ ユイナ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB
2 ⼭本 佳⾳ ヤマモト カノン Atsugibonfire
3 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire
4 稲⼭ 柚⽻ イナヤマ ユウハ vivace
5 髙橋 美⾳ タカハシ ミオ TSRスポーツクラブ

15-16 6 ⾚⽯ みらい アカイシ ミライ ジョイスポーツクラブ相模原

男⼦
G 時間 カテゴリー 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名

1 関 ⼤輝 セキ ダイキ Syスポーツ
2 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire
3 ⼩⾦井 琉⽣ コガネイ リュウキ SSUいわた総合スポーツクラブ
4 南 拓⽃ ミナミ タクト TumbLinX
5 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
6 近藤 馨 コンドウ カオル MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

7 齋藤 瑠 サイトウ リュウ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

⼥⼦
G 時間 カテゴリー 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名

1 奥村 望礼 オクムラ ミレ Rainbow
2 ⽔野 美涼 ミズノ ミスズ Rainbow
3 杉原 芽⽣咲 スギハラ メイサ Rainbow
4 ⻄岡 胡杜乃 ニシオカ コトノ Rainbow
5 ⼭⽥ 向⽇葵 ヤマダ ヒマリ TSRスポーツクラブ/⽇本体育⼤学桜華中学校
6 野﨑 結⾐ ノザキ ユイ Rainbow
7 杉浦 姫菜 スギウラ ヒメナ 静岡産業⼤学クラブ/浜松聖星⾼等学校
8 藤⽥ 紗礼 フジタ サアヤ SSUいわた総合スポーツクラブ

男⼦
G 時間 カテゴリー 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名

1 関 ⼤輝 セキ ダイキ Syスポーツ
2 清⽔ 冬⾺ シミズ トウマ Airextreme
3 髙橋 優真 タカハシ ユウマ TSRスポーツクラブ
4 ⼩⾦井 琉⽣ コガネイ リュウキ SSUいわた総合スポーツクラブ
5 南 拓⽃ ミナミ タクト TumbLinX
6 ⼭本 ⿓之介 ヤマモト リュウノスケ 近畿⼤学附属⾼等学校
7 鎌⽥ 海央 カマタ ミヒロ TSRスポーツクラブ
8 清⽔ 澪 シミズ レイ Airextreme
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⼥⼦
G 時   間 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名 選考

1 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire
2 伊藤 乃愛 イトウ ノア Syスポーツ
3 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire AW
4 松尾 ⾐⾥⼦ マツオ エリコ TumbLinX
5 ⻄野 寧姫 ニシノ シズキ Syスポーツ
6 ⾚⽯ みらい アカイシ ミライ ジョイスポーツクラブ相模原
7 早⽥ 千夏 ソウダ チナツ Syスポーツ
8 飯⽥ ⿇友 イイダ マユ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ AW
9 表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire
10 ⾥⾒ 彩⾹ サトミ アヤカ Syスポーツ
11 髙橋 美⾳ タカハシ ミオ TSRスポーツクラブ

男⼦
G 時   間 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名 選考

1 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
2 ⼩川 貴弘 オガワ タカヒロ TumbLinX
3 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
4 永⽥ 泰我 ナガタ タイガ 静岡産業⼤学クラブ AW
5 ⿊⽊ 康太 クロキ コウタ TumbLinX
6 松⾢ 涼平 マツムラ リョウヘイ Syスポーツ
7 近藤 馨 コンドウ カオル MUSASHI TRAMPOLINE CLUB
8 橋本 治⽃ ハシモト ナオト Syスポーツ
9 海野 雄奎 カイノ ユウケイ TumbLinX
10 押⽥ 和真 オシダ カズマ Atsugibonfire
11 市川 萌瑠 イチカワ モユル 静岡産業⼤学クラブ AW
1 ⾜⽴ 将磨 アダチ ショウマ Rainbow AW
2 渡邊 航基 ワタナベ コウキ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ
3 ⽯井 祐雅 イシイ ユウガ 静岡産業⼤学クラブ AW
4 藤本 雄舞 フジモト ユウマ Syスポーツ
5 南 拓⽃ ミナミ タクト TumbLinX
6 ⽊下 宗 キノシタ ソウ Syスポーツ
7 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
8 本橋 柚希 モトハシ ユズキ Atsugibonfire AW
9 齋藤 瑠 サイトウ リュウ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB
10 吉⽥ 陽貴 ヨシダ ハルキ Syスポーツ
11 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire

⼥⼦
G 時   間 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名 選考

1 鈴⽊ 花野 スズキ カノ 静岡産業⼤学クラブ W
2 ⾥⾒ 彩⾹ サトミ アヤカ Syスポーツ W
3 渡邊 琴美 ワタナベ コトミ 静岡産業⼤学クラブ W
4 江崎 紗来 エサキ サラ Rainbow AW
5 ⼭⽥ 向⽇葵 ヤマダ ヒマリ TSRスポーツクラブ/⽇本体育⼤学桜華中学校
6 杉浦 姫菜 スギウラ ヒメナ 静岡産業⼤学クラブ/浜松聖星⾼等学校
7 早⽥ 千夏 ソウダ チナツ Syスポーツ
8 北折 愛⾥ キタオリ エリ 順天堂⼤学/株式会社Rainbow AW
9 池⽥ 琴葉 イケダ コトハ 静岡産業⼤学クラブ
10 飯⽥ ⿇友 イイダ マユ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ AW
11 杉浦 夢菜 スギウラ ユメナ 静岡産業⼤学クラブ/浜松聖星⾼等学校 AW

男⼦
G 時   間 試技順 名   前 フリガナ 所属団体名 選考

1 遠藤 幹⽃ エンドウ ミキト 静岡産業⼤学クラブ W
2 鎌⽥ 海央 カマタ ミヒロ TSRスポーツクラブ
3 吉⽥ 陽貴 ヨシダ ハルキ Syスポーツ
4 佐野 貴⾶ サノ タカト 静岡産業⼤学クラブ W
5 ⼭本 ⿓之介 ヤマモト リュウノスケ 近畿⼤学附属⾼等学校
6 草ケ⾕ 剛 クサガヤ タケシ 静岡産業⼤学クラブ W
7 ⻑⾕川 ⼤和 ハセガワ ヤマト Syスポーツ
8 南 拓⽃ ミナミ タクト TumbLinX
9 ⼜吉 健⽃ マタヨシ ケント 静岡産業⼤学クラブ AW
10 ⽊澤 元太 キザワ ゲンタ キタイスポーツクラブ

*1721才の選⼿は世界選⼿権の選考に漏れても世界年齢別の選考の可能性があるためAWと記載
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