
G No 選⼿名 フリガナ 所属団体名 性別

1 ⼩⽯ 和奈 コイシ ワカナ レインボージムナスティックス⼤潟 ⼥⼦
2 ⻑澤 萌栞 ナガサワ モエカ ｆｏｒｔｅＴＣ ⼥⼦
3 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 ⼥⼦
4 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 ⼥⼦
5 髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ ⼥⼦
6 奥井 寧々 オクイ ネネ Les Fiertés ⼥⼦
7 三澤 優華 ミサワ ユウカ Les Fiertés ⼥⼦
8 ⼭越 寧々 ヤマコシ ネネ Sfida ⼥⼦
9 近藤 愛海 コンドウ マナミ Pureトランポリンクラブ/前橋市⽴前橋⾼等学校体操部 ⼥⼦
10 笠原 武晃 カサハラ タツアキ レインボージムナスティックス⼤潟 男⼦
11 ⽥中 優⼤ タナカ ユウタ wing-horse 男⼦
12 鈴⽊ 晃太 スズキ コウタ Sfida 男⼦

1 遠藤 翠那 エンドウ スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY ⼥⼦
2 名倉 沙織 ナクラ サオリ エアリアルドリーム ⼥⼦
3 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 ⼥⼦
4 加藤 楓夏 カトウ フウカ フリーエアースポーツクラブ ⼥⼦
5 ⼭﨑 ⾹凛 ヤマザキ カリン フリーエアースポーツクラブ ⼥⼦
6 千葉 夢咲 チバ ミサキ フリーエアースポーツクラブ ⼥⼦
7 中村 咲希 ナカムラ サキ フリーエアースポーツクラブ ⼥⼦
8 ⼭崎 凌空 ヤマザキ リク 釧路ＴＣアクティヴ 男⼦
9 ⾚⽯ 泰雅 アカイシ タイガ ⼗勝トランポリン倶楽部 男⼦
10 ⼤内 颯 オオウチ ハヤタ TOKYO SPORTS ACADEMY 男⼦
11 瀬⾕ 真⼀ セタニ シンイチ エアリアルドリーム 男⼦
12 ⼭⽥ ⼤翔 ヤマダ ヒロト ダイドードリンコ株式会社/フリーエアースポーツクラブ 男⼦

1 ⻑⾕川 南実 ハセガワ ミナミ 上野学園トランポリンクラブ ⼥⼦
2 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 ⼥⼦
3 光本 知⾥ ミツモト チサト 焼津⾼校Saltar ⼥⼦
4 ⼭本 若伽奈 ヤマモト ワカナ 焼津⾼校Saltar ⼥⼦
5 坪井 綾⾳ ツボイ アヤネ 焼津⾼校Saltar ⼥⼦
6 岡嶋 ⾥歩 オカジマ リホ ⼤泉スワロー体育クラブ ⼥⼦
7 加藤 愛歌 カトウ アイカ ⼤泉スワロー体育クラブ ⼥⼦
8 浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ 上野学園トランポリンクラブ 男⼦
9 岡崎 優太 オカザキ ユウタ 慶應義塾⼤学 男⼦
10 ⼭﨑 ⼤司 ヤマザキ ダイシ 慶應義塾⼤学 男⼦
11 ⼀川 澄⼈ イチカワ スミト ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
12 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦

1 児⽟ 朱梨 コダマ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ ⼥⼦
2 ⽯井 舞乃 イシイ マノ ⼤泉スワロー体育クラブ ⼥⼦
3 堀内 咲来 ホリウチ サクラ 浜松修学舎中学校⾼等学校 ⼥⼦
4 堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 浜松修学舎中学校⾼等学校 ⼥⼦
5 鈴⽊ ⽇和 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ(TR) ⼥⼦
6 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ(TR) ⼥⼦
7 桐⽣ ⼀輝 キリュウ カズキ ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
8 ⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
9 村⽯ 雄陽 ムライシ ユウヒ ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
10 豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
11 鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
12 永井 元 ナガイ ハジメ 静岡トランポリンクラブ(TR) 男⼦

10:25G2

〜 12:35

〜 14:15
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2021.08.23
- インカレの結果に伴い修正
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- ダブルネーム追加
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第58回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 予選会

2021/08/28-29 上越市⽴上越体操場ジムリーナ

スターティングオーダー
2021.0824
G6 7をG2へ (同クラブ)
2021.08.23
- インカレの結果に伴い修正
- G14今井選手→G13へ
2021.08.21
- ダブルネーム追加
- G13 5と6を入替 (男女逆)

G No 選⼿名 フリガナ 所属団体名 性別

1 過⾜ 結 ヨギアシ ユイ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ ⼥⼦
2 川⼝ 瑞⾹ カワグチ ミズカ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ ⼥⼦
3 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 ⼥⼦
4 岸 凌⼤ キシ リョウタ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
5 佐々⽊ 悠⼈ ササキ ハルト ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
6 折⽥ 侑翼 オリタ ユラ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
7 ⼤嶋 諒⼈ オオシマ リョウト ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
8 池⽥ 晟⿑ イケダ セナ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
9 福丸 ⼒也 フクマル リキヤ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
10 ⽚岡 拓朗 カタオカ タクロウ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
11 ⽚岡 滉基 カタオカ コウキ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
12 野⼝ 祐治 ノグチ ユウジ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦

1 下⻄ 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 ⼥⼦
2 岸野 こころ キシノ ココロ アベノジュニアトランポリンクラブ ⼥⼦
3 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 ⼥⼦
4 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 ⼥⼦
5 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 ⼥⼦
6 野村 菜⽉美 ノムラ ナツミ アベノジュニアトランポリンクラブ ⼥⼦
7 浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 男⼦
8 中⼭ 依亮 ナカヤマ イスケ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 男⼦
9 ⻑⼭ 元 ナガヤマ ハジメ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 男⼦
10 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 男⼦
11 林 ⻯雅 ハヤシ リュウガ アベノジュニアトランポリンクラブ 男⼦

1 鵜飼 彩華 ウカイ アヤカ vivace ⼥⼦
2 森松 はるか モリマツ ハルカ vivace ⼥⼦
3 ⾕好 真琴 タニヨシ マコト 相好トランポリンクラブ ⼥⼦
4 船中 碧 フナナカ アオイ イアスFSC ⼥⼦
5 ⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ アインストランポリンクラブ ⼥⼦
6 植⽥ 太郎 ウエダ タロウ 相好トランポリンクラブ 男⼦
7 市川 悠樹 イチカワ ユウキ イアスFSC 男⼦
8 ⽯川 和 イシカワ ヤマト ヒロセホールディングス株式会社 男⼦
9 安藤 諒 アンドウ リョウ 星稜クラブ 男⼦
10 伊藤 佑真 イトウ ユウマ 星稜クラブ 男⼦
11 井関 駿太 イセキ シュンタ 星稜クラブ 男⼦
12 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ 星稜クラブ 男⼦

1 河島 千空 カワシマ チヒロ 星稜クラブ ⼥⼦
2 吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ 星稜クラブ ⼥⼦
3 松本 純怜 マツモト スミレ 星稜クラブ ⼥⼦
4 池下 かの⼦ イケシタ カノコ 星稜クラブ ⼥⼦
5 坪井 侑奈 ツボイ ユキナ 星稜クラブ ⼥⼦
6 荒⾕ 穂⾼ アラヤ ホダカ 星稜クラブ 男⼦
7 今本 修成 イマモト シュウセイ 星稜クラブ 男⼦
8 秦 颯⼠ ハタ ソウシ 星稜クラブ 男⼦
9 中⼭ 偉⽃ ナカヤマ ヨリト 星稜クラブ 男⼦
10 都⽵ 奏翔 ツヅク カナト 星稜クラブ 男⼦
11 番所 駿⽃ バンショ ハヤト 星稜クラブ 男⼦
12 美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ 星稜クラブ 男⼦

時 間

G8 17:55

G5 14:25

G6 15:35

G7 16:45

〜 15:25

〜 16:35

〜 17:45

〜 18:55

8⽉28⽇ (⼟)



第58回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 予選会

2021/08/28-29 上越市⽴上越体操場ジムリーナ

スターティングオーダー
2021.0824
G6 7をG2へ (同クラブ)
2021.08.23
- インカレの結果に伴い修正
- G14今井選手→G13へ
2021.08.21
- ダブルネーム追加
- G13 5と6を入替 (男女逆)

G No 選⼿名 フリガナ 所属団体名 性別

1 ⽵嵜 玲奈 タケザキ レナ 熊本トランポリンクラブ ⼥⼦
2 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire ⼥⼦
3 岡⽥ 楓佳 オカダ フウカ Atsugibonfire ⼥⼦
4 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire ⼥⼦
5 花房 凛 ハナブサ リン 厚⽊FUSiONスポーツクラブ ⼥⼦
6 ⻑澤 優来 ナガサワ ユラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ ⼥⼦
7 伊吹 千夢 イブキ チユ Phoenix Trampoline School ⼥⼦
8 ⼩松 駿 コマツ シュン Atsugibonfire 男⼦
9 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire 男⼦
10 平⼭ 徳獅 ヒラヤマ トクシ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 男⼦
11 ⻄村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School 男⼦
12 中井 ⼤翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School 男⼦

1 ⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School ⼥⼦
2 ⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ キタイスポーツクラブ ⼥⼦
3 奥野 有季 オクノ ユキ キタイスポーツクラブ ⼥⼦
4 横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ ⼥⼦
5 佐藤 彩乃 サトウ アヤノ キタイスポーツクラブ ⼥⼦
6 ⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ ⼥⼦
7 上⽥ うらら ウエダ ウララ キタイスポーツクラブ ⼥⼦
8 ⽯井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ ⼥⼦
9 佐々⽊ 李梨 ササキ リリ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
10 藤川 智朗 フジカワ トモロウ Phoenix Trampoline School 男⼦
11 菊川 景⽣ キクカワ ケイショウ キタイスポーツクラブ 男⼦
12 村上 遥⾳ ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ 男⼦

1 ⼤倉 愛⾹ オオクラ アイカ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
2 野中 ⿇由 ノナカ マユ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
3 林 璃奈 ハヤシ リナ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
4 ⻄ 千咲葵 ニシ チサキ 泉南ジュニアトランポリンクラブ ⼥⼦
5 半⽥ 萌⾥ ハンダ モエリ 泉南ジュニアトランポリンクラブ ⼥⼦
6 清⻑ 千紘 キヨナガ チヒロ ⾦沢クリール ⼥⼦
7 中⼭ ⼼輝 ナカヤマ モトキ 阪南⼤学クラブ 男⼦
8 中村 徳真 ナカムラ トクマ 阪南⼤学クラブ 男⼦
9 中野 晴⼤ ナカノ ハルト 阪南⼤学クラブ 男⼦
10 藤井 希昇 フジイ キショウ 阪南⼤学クラブ 男⼦
11 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 男⼦
12 松本 悠⽣ マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 男⼦

1 塚本 莉⼦ ツカモト リコ ⾦沢クリール ⼥⼦
2 縄⽥ 琉⽻ ナワタ ルウ ⼩松イルカクラブ ⼥⼦
3 南 栞奈 ミナミ カンナ ⼩松イルカクラブ ⼥⼦
4 佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ ⼥⼦
5 ⽊村 佑那 キムラ ユイナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ ⼥⼦
6 孕⽯ 那菜 ハラミイシ ナナ ＮＰＯアスレＴ．Ｃ ⼥⼦
7 岡⽥ 葵 オカダ アオイ ⾦沢トランポリンクラブ ⼥⼦
8 佐藤 友咲 サトウ ユキ 静岡産業⼤学クラブ ⼥⼦
9 永⽥ 泰我 ナガタ タイガ 静岡産業⼤学クラブ 男⼦
10 岡⽥ 陸⾶ オカダ リクト ⾦沢トランポリンクラブ 男⼦
11 ⻑⾕川 碧⼈ ハセガワ アオト ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 男⼦
12 千葉 和⾳ チバ カズネ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ 男⼦

G9

8⽉29⽇ (⽇)
時 間

9:15 〜 10:15

G10

G11

G12

10:25 〜 11:25

11:35 〜 12:35

13:15 〜 14:15



第58回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 予選会

2021/08/28-29 上越市⽴上越体操場ジムリーナ

スターティングオーダー
2021.0824
G6 7をG2へ (同クラブ)
2021.08.23
- インカレの結果に伴い修正
- G14今井選手→G13へ
2021.08.21
- ダブルネーム追加
- G13 5と6を入替 (男女逆)

G No 選⼿名 フリガナ 所属団体名 性別

1 奥津 充⼦ オクツ アツコ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
2 ⽟⽥ 凛 タマダ リン ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
3 古賀 鈴奈 コガ スズナ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
4 末冨 穂⾹ スエトミ ホノカ 静岡産業⼤学クラブ ⼥⼦
5 今井 薫桃 イマイ クルミ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
6 宮野 隼⼈ ミヤノ ハヤト ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
7 熊⾕ 天慈 クマガイ テンジ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
8 市川 萌瑠 イチカワ モユル 静岡産業⼤学クラブ 男⼦
9 菅原 正哉 スガワラ マサヤ 静岡産業⼤学クラブ 男⼦
10 ⽯井 柊 イシイ シュウ 静岡産業⼤学クラブ 男⼦
11 ⾵呂⾕ 幸汰 フロタニ コウタ 静岡産業⼤学クラブ 男⼦

1 ⼩溝 真凜 コミゾ マリン ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
2 ⼩林 和 コバヤシ ナゴミ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
3 ⻘⽊ ⾵海 アオキ フウカ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
4 ⻫藤 奏良 サイトウ ソラ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
5 ⽯坂 漣 イシザカ レン ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
6 播磨 ここね ハリマ ココネ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
7 重⽥ 祐都 シゲタ ユウト ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
8 松本 航翔 マツモト コウショウ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
9 針⽣ 淳平 ハリウ ジュンペイ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
10 ⼤﨑 瑛⽃ オオサキ エイト ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
11 中⽥ 悠暉 ナカタ ユウキ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
12 堀江 兼世 ホリエ ケンセイ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦

G13

G14

8⽉29⽇ (⽇)
時 間

14:25 〜 15:25

15:35 〜 16:35


