
2021.09.27 男⼥ R1の繰り上げ
男⼦ R1 瀬⾕ 真⼀ エアリアルドリーム
⼥⼦ R1 下⻄ 美凪 アベノジュニアトランポリンクラブ

2021.09.14 クラブ名の修正
Lest Fiertés -> Les Fiertés

2021.09.13 運営サイドのミスにより、SYN に未追加の選⼿がいたため修正
男⼦ G1 9番
男⼦ G2 9番
男⼦ G3 10番
⼥⼦ G2 9番



G 試技順 団体 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 中⼭ 偉⽃ ナカヤマ ヨリト  星稜クラブ
2 T2 ⽯⽥ 孝 イシダ タカシ  ⾦沢学院⼤学クラブ
3 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ  ⼤泉スワロー体育クラブ
4 ⽯井 柊 イシイ シュウ  静岡産業⼤学クラブ
5 T3 安藤 諒 アンドウ リョウ  星稜クラブ
6 T1 宮野 冬⾺ ミヤノ トウマ  斎藤商事株式会社/CRAZY-TRAMPOLINE
7 T4 ⾵呂⾕ 幸汰 フロタニ コウタ  静岡産業⼤学クラブ
8 T3 上野 隼輔 ウエノ シュンスケ  星稜クラブ
9 菊地 智周 キクチ トモナリ  相⾺トランポリンクラブ
10 瀬⾕ 真⼀ セタニ シンイチ  エアリアルドリーム
11 T4 海野 ⼤透 ウンノ ヒロト  静岡産業⼤学クラブ

1 T2 藤元 匠 フジモト タクミ  ⾦沢学院⼤学クラブ
2 上⼭ 容弘 ウエヤマ ヤスヒロ  株式会社ベンチャーバンクホールディングス
3 T4 ⽯井 祐雅 イシイ ユウガ  静岡産業⼤学クラブ
4 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
5 都⽵ 奏翔 ツヅク カナト  星稜クラブ
6 松本 航翔 マツモト コウショウ  ⾦沢学院⼤学クラブ
7 T3 秦 颯⼠ ハタ ソウシ  星稜クラブ
8 T6 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
9 奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ  ⾦沢学院⼤学クラブ
10 村上 遥⾳ ムラカミ ハルト  キタイスポーツクラブ
11 T2 野村 綾之介 ノムラ リョウノスケ  ⾦沢学院⼤学クラブ

1 市川 悠樹 イチカワ ユウキ  イアスFSC
2 T1 堺 亮介 サカイ リョウスケ  バンダイナムコアミューズメント/CRAZY-TRAMPOLINE
3 永井 元 ナガイ ハジメ  静岡トランポリンクラブ
4 中野 晴⼤ ナカノ ハルト  阪南⼤学クラブ
5 T6 岸 凌⼤ キシ リョウタ  ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
6 T4 菅原 正哉 スガワラ マサヤ  静岡産業⼤学クラブ
7 ⼭崎 凌空 ヤマザキ リク  釧路ＴＣアクティヴ
8 T2 宮野 隼⼈ ミヤノ ハヤト  ⾦沢学院⼤学クラブ
9 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
10 T1 島⽥ 諒太 シマダ リョウタ  ヒロセホールディングス株式会社/CRAZY-TRAMPOLINE
11 中園 貴登 ナカゾノ タカト  福井県体操協会

1 ⼤内 颯 オオウチ ハヤタ  TOKYO SPORTS ACADEMY
2 T5 桐⽣ ⼀輝 キリュウ カズキ  ⼤泉スワロー体育クラブ
3 結城 理輝 ユウキ リキ  ⾦沢学院⼤学クラブ
4 T6 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
5 荒⾕ 穂⾼ アラヤ ホダカ  星稜クラブ
6 T1 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/CRAZY-TRAMPOLINE
7 T5 ⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム  ⼤泉スワロー体育クラブ
8 豊後 輝道 ブンゴ テルミチ  星稜クラブ
9 ⽥崎 勝史 タサキ カツフミ  TOKYO SPORTS ACADEMY
10 T3 井関 駿太 イセキ シュンタ  星稜クラブ
11 明⽯ 凌 アカシ リョウ  ⼤泉スワロー体育クラブ
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G 試技順 団体 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第58回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会
個⼈競技 男⼦ スターティングオーダー

1 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
2 番所 駿⽃ バンショ ハヤト  星稜クラブ
3 ⼩松 駿 コマツ シュン  Atsugibonfire
4 重⽥ 祐都 シゲタ ユウト  ⾦沢学院⼤学クラブ
5 松本 悠⽣ マツモト ユウセイ  キャッツアイKANAZAWA
6 岸 ⼤貴 キシ ダイキ  株式会社ポピンズ
7 棟朝 銀河 ムネトモ ギンガ  セイコー
8 T5 鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ  ⼤泉スワロー体育クラブ
9 美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ  星稜クラブ
10 T6 折⽥ 侑翼 オリタ ユラ  ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
11 ⽚岡 雄貴 カタオカ ユウキ  ⾦沢学院⼤学クラブ

1 堀江 兼世 ホリエ ケンセイ  ⾦沢学院⼤学クラブ
2 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ  星稜クラブ
3 岡⽥ 陸⾶ オカダ リクト  ⾦沢トランポリンクラブ
4 中⼭ ⼼輝 ナカヤマ モトキ  阪南⼤学クラブ
5 ⾕⼝ 遼平 タニグチ リョウヘイ  たにぐちりょうへいトランポリンクラブ/第⼀商事株式会社
6 T5 豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ  ⼤泉スワロー体育クラブ
7 ⻄岡 隆成 ニシオカ リュウセイ  キタイスポーツクラブ
8 藤⽥ 隆之介 フジタ リュウノスケ  三⽊プーリ/フリーエアースポーツクラブ
9 植⽥ 太郎 ウエダ タロウ  相好トランポリンクラブ
10 永⽥ 信弥 ナガタ シンヤ  Bir Tskyマシナリー株式会社
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G 試技順 団体 選⼿名 フリガナ 所属団体名

1 東 彩乃 ヒガシ アヤノ  ⾦沢学院⼤学クラブ
2 太村 成⾒ タムラ ナルミ  相好トランポリンクラブ
3 T4 奥野 有季 オクノ ユキ  キタイスポーツクラブ
4 T3 澤⽥ 守杏 サワダ モモ  星稜クラブ
5 T5 桐⽣ 莉沙 キリュウ リサ  ⼤泉スワロー体育クラブ
6 松本 純怜 マツモト スミレ  星稜クラブ
7 ⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ  アインストランポリンクラブ
8 池下 かの⼦ イケシタ カノコ  星稜クラブ
9 T4 上⽥ うらら ウエダ ウララ  キタイスポーツクラブ
10 ⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ  Phoenix Trampoline School
11 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

1 T1 佐藤 歩実 サトウ アユミ  Atsugibonfire
2 T8 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/Les Fiertés
3 T6 ⼩野 晴茄 オノ ハルナ  ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
4 ⼭本 若伽奈 ヤマモト ワカナ  焼津⾼校Saltar
5 今井 薫桃 イマイ クルミ  ⾦沢学院⼤学クラブ
6 清⻑ 千紘 キヨナガ チヒロ  ⾦沢クリール
7 T9 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
8 T1 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ  Atsugibonfire
9 T7 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
10 ⽯井 あみる イシイ アミル  キタイスポーツクラブ
11 吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ  星稜クラブ

1 T7 加藤 楓夏 カトウ フウカ  フリーエアースポーツクラブ
2 T2 ⽥中 沙季 タナカ サキ  ⾦沢学院⼤学クラブ
3 T5 ⽯井 舞乃 イシイ マノ  ⼤泉スワロー体育クラブ
4 伊吹 千夢 イブキ チユ  Phoenix Trampoline School
5 名倉 沙織 ナクラ サオリ  エアリアルドリーム
6 T6 篠嶋 理紗 シノジマ リサ  ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
7 T5 髙橋 明⾥ タカハシ アカリ  ⼤泉スワロー体育クラブ
8 T8 三澤 優華 ミサワ ユウカ  Les Fiertés
9 T3 ⾕⼝ 空 タニグチ ソラ  星稜クラブ
10 ⻫藤 奏良 サイトウ ソラ  ⾦沢学院⼤学クラブ
11 T9 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

1 縄⽥ 琉⽻ ナワタ ルウ  ⼩松イルカクラブ
2 T6 岡⽥ 亜実 オカダ アミ  ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
3 T5 加藤 愛歌 カトウ アイカ  ⼤泉スワロー体育クラブ
4 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
5 光本 知⾥ ミツモト チサト  焼津⾼校Saltar
6 ⽵嵜 玲奈 タケザキ レナ  熊本トランポリンクラブ
7 T3 ⽊村 ⼼春 キムラ コハル  星稜クラブ
8 ⽯坂 漣 イシザカ レン  ⾦沢学院⼤学クラブ
9 ⼩林 和 コバヤシ ナゴミ  ⾦沢学院⼤学クラブ
10 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
11 南 栞奈 ミナミ カンナ  ⼩松イルカクラブ
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G 試技順 団体 選⼿名 フリガナ 所属団体名

第58回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会
個⼈競技 ⼥⼦ スターティングオーダー

1 T4 ⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ  キタイスポーツクラブ
2 T7 佐藤 優菜 サトウ ユウナ  FIPS/フリーエアースポーツクラブ
3 末冨 穂⾹ スエトミ ホノカ  静岡産業⼤学クラブ
4 ⽯⽥ 美咲希 イシダ ミサキ  厚⽊FUSiONスポーツクラブ
5 T8 佐⽵ 玲奈 サタケ レイナ  株式会社東栄⼯業/Les Fiertés
6 ⼟井畑 知⾥ ドイハタ チサト  三菱電機株式会社
7 T2 櫻井 愛菜 サクライ エナ  ⾦沢学院⼤学クラブ
8 遠藤 翠那 エンドウ スイナ  TOKYO SPORTS ACADEMY
9 T4 勝森 天⾳ カツモリ アマネ  キタイスポーツクラブ
10 船中 碧 フナナカ アオイ  イアスFSC
11 T2 ⾼⽊ 裕美 タカギ ユミ  ⾦沢学院⼤学クラブ

1 T9 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
2 児⽟ 朱梨 コダマ アカリ  ⼤泉スワロー体育クラブ
3 T1 岡⽥ 楓佳 オカダ フウカ  Atsugibonfire
4 ⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ  キタイスポーツクラブ
5 T3 坪井 侑奈 ツボイ ユキナ  星稜クラブ
6 横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ  キタイスポーツクラブ
7 T9 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
8 T2 播磨 ここね ハリマ ココネ  ⾦沢学院⼤学クラブ
9 中村 優希 ナカムラ ユウキ  株式会社ジーケーライン/CRAZY-TRAMPOLINE
10 ⻑澤 萌栞 ナガサワ モエカ  ｆｏｒｔｅＴＣ
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G 試技順 選⼿名 フリガナ 所属団体名

野村 綾之介 ノムラ リョウノスケ ⾦沢学院⼤学クラブ
堺 亮介 サカイ リョウスケ バンダイナムコアミューズメント

⽯井 柊 イシイ シュウ 静岡産業⼤学クラブ
⽯井 祐雅 イシイ ユウガ 静岡産業⼤学クラブ

桐⽣ ⼀輝 キリュウ カズキ ⼤泉スワロー体育クラブ
鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ ⼤泉スワロー体育クラブ

藤⽥ 隆之介 フジタ リュウノスケ 三⽊プーリ/フリーエアースポーツクラブ
植⽥ 太郎 ウエダ タロウ 相好トランポリンクラブ

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
宮野 冬⾺ ミヤノ トウマ 斎藤商事株式会社/CRAZY-TRAMPOLINE

⽚岡 雄貴 カタオカ ユウキ ⾦沢学院⼤学クラブ
堀江 兼世 ホリエ ケンセイ ⾦沢学院⼤学クラブ

宮内 翼光 ミヤウチ タクミ ⼤泉スワロー体育クラブ
村上 遥⾳ ムラカミ ハルト キタイスポーツクラブ

島⽥ 諒太 シマダ リョウタ ヒロセホールディングス株式会社/CRAZY-TRAMPOLINE
岸 ⼤貴 キシ ダイキ 株式会社ポピンズ

奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ ⾦沢学院⼤学クラブ

結城 理輝 ユウキ リキ ⾦沢学院⼤学クラブ

上⼭ 容弘 ウエヤマ ヤスヒロ 株式会社ベンチャーバンクホールディングス
中園 貴登 ナカゾノ タカト 福井県体操協会

海野 ⼤透 ウンノ ヒロト 静岡産業⼤学クラブ
⻄岡 隆成 ニシオカ リュウセイ キタイスポーツクラブ

折⽥ 侑翼 オリタ ユラ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
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

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
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

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
岸 凌⼤ キシ リョウタ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ ⼤泉スワロー体育クラブ
⾦⼦ 歩夢 カネコ アユム ⼤泉スワロー体育クラブ

井関 駿太 イセキ シュンタ 星稜クラブ
秦 颯⼠ ハタ ソウシ 星稜クラブ

⾵呂⾕ 幸汰 フロタニ コウタ 静岡産業⼤学クラブ
永井 元 ナガイ ハジメ 静岡トランポリンクラブ(TR)

都⽵ 奏翔 ツヅク カナト 星稜クラブ

美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ 星稜クラブ

⽥崎 勝史 タサキ カツフミ TOKYO SPORTS ACADEMY
棟朝 銀河 ムネトモ ギンガ セイコー

⾕⼝ 遼平 タニグチ リョウヘイ たにぐちりょうへいトランポリンクラブ/第⼀商事株式会社
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

松本 航翔 マツモト コウショウ ⾦沢学院⼤学クラブ
松本 悠⽣ マツモト ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

宮野 隼⼈ ミヤノ ハヤト ⾦沢学院⼤学クラブ
藤元 匠 フジモト タクミ ⾦沢学院⼤学クラブ

明⽯ 凌 アカシ リョウ 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

豊後 輝道 ブンゴ テルミチ 星稜クラブ
⼭崎 凌空 ヤマザキ リク 釧路ＴＣアクティヴ

中野 晴⼤ ナカノ ハルト 阪南⼤学クラブ
中⼭ ⼼輝 ナカヤマ モトキ 阪南⼤学クラブ

⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ 星稜クラブ
中⼭ 偉⽃ ナカヤマ ヨリト 星稜クラブ

⽯⽥ 孝 イシダ タカシ ⾦沢学院⼤学クラブ
岡⽥ 陸⾶ オカダ リクト ⾦沢トランポリンクラブ

菅原 正哉 スガワラ マサヤ 静岡産業⼤学クラブ
市川 悠樹 イチカワ ユウキ 静岡産業⼤学クラブ
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G 試技順 選⼿名 フリガナ 所属団体名

東 彩乃 ヒガシ アヤノ ⾦沢学院⼤学クラブ
今井 薫桃 イマイ クルミ ⾦沢学院⼤学クラブ

⽯⽥ 美咲希 イシダ ミサキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
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

髙橋 明⾥ タカハシ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
⽯井 舞乃 イシイ マノ ⼤泉スワロー体育クラブ

播磨 ここね ハリマ ココネ ⾦沢学院⼤学クラブ
澤⽥ 守杏 サワダ モモ 星稜クラブ

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
清⻑ 千紘 キヨナガ チヒロ ⾦沢クリール

奥野 有季 オクノ ユキ キタイスポーツクラブ
上⽥ うらら ウエダ ウララ キタイスポーツクラブ

太村 成⾒ タムラ ナルミ 相好トランポリンクラブ
⾼⽊ 裕美 タカギ ユミ ⾦沢学院⼤学クラブ

⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ キタイスポーツクラブ
勝森 天⾳ カツモリ アマネ キタイスポーツクラブ

佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
岡⽥ 楓佳 オカダ フウカ Atsugibonfire

池下 かの⼦ イケシタ カノコ 星稜クラブ
吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ 星稜クラブ

⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School
船中 碧 フナナカ アオイ イアスFSC

⾕⼝ 空 タニグチ ソラ 星稜クラブ
⽊村 ⼼春 キムラ コハル 星稜クラブ

桐⽣ 莉沙 キリュウ リサ ⼤泉スワロー体育クラブ
加藤 愛歌 カトウ アイカ ⼤泉スワロー体育クラブ

佐藤 優菜 サトウ ユウナ FIPS/フリーエアースポーツクラブ
中村 優希 ナカムラ ユウキ 株式会社ジーケーライン/CRAZY-TRAMPOLINE

児⽟ 朱梨 コダマ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
⻑澤 萌栞 ナガサワ モエカ ｆｏｒｔｅＴＣ

末冨 穂⾹ スエトミ ホノカ 静岡産業⼤学クラブ
⽵嵜 玲奈 タケザキ レナ 熊本トランポリンクラブ

⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ キタイスポーツクラブ
⽯井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ

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
横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ キタイスポーツクラブ

⻫藤 奏良 サイトウ ソラ ⾦沢学院⼤学クラブ
⽯坂 漣 イシザカ レン ⾦沢学院⼤学クラブ

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
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

篠嶋 理紗 シノジマ リサ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
岡⽥ 亜実 オカダ アミ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

加藤 楓夏 カトウ フウカ フリーエアースポーツクラブ
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

⼭本 若伽奈 ヤマモト ワカナ 焼津⾼校Saltar
光本 知⾥ ミツモト チサト 焼津⾼校Saltar

⽥中 沙季 タナカ サキ ⾦沢学院⼤学クラブ
櫻井 愛菜 サクライ エナ ⾦沢学院⼤学クラブ

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/Les Fiertés
三澤 優華 ミサワ ユウカ Les Fiertés

縄⽥ 琉⽻ ナワタ ルウ ⼩松イルカクラブ
南 栞奈 ミナミ カンナ ⼩松イルカクラブ
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No. 所属団体名 選⼿名

堺 亮介
⽯川 和
島⽥ 諒太
宮野 冬⾺
宮野 隼⼈
⽯⽥ 孝
藤元 匠
野村 綾之介
安藤 諒
井関 駿太
上野 隼輔
秦 颯⼠
海野 ⼤透
菅原 正哉
⽯井 祐雅
⾵呂⾕ 幸汰
桐⽣ ⼀輝
⾦⼦ 歩夢
豊⽥ 秀真
鈴⽊ 蒼⼤
岸 凌⼤
折⽥ 侑翼
⼤嶋 諒⼈
⽚岡 拓朗

⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

T4

T5

T6

星稜クラブT3

⼤泉スワロー体育クラブ

静岡産業⼤学クラブ

第58回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 団体競技 男⼦

T2 ⾦沢学院⼤学クラブ

CRAZY-TRAMPOLINET1



No. 所属団体名 選⼿名

安澤 陽菜
岡⽥ 楓佳
佐藤 歩実
⾼⽊ 裕美
櫻井 愛菜
⽥中 沙季
播磨 ここね
⾕⼝ 空
坪井 侑奈
⽊村 ⼼春
澤⽥ 守杏
⽻⼿原 桜
奥野 有季
勝森 天⾳
上⽥ うらら
加藤 愛歌
桐⽣ 莉沙
⽯井 舞乃
髙橋 明⾥
岡⽥ 亜実
篠嶋 理紗
⼩野 晴茄
宇⽥川 ⽇菜⼦
加藤 楓夏
佐藤 優菜
佐⽵ 玲奈
三澤 優華
⼤⽊ 彩
岸野 こころ
辻⽥ 花凜
⽥中 希湖
都⽵ 結花

T5

T6

⾦沢学院⼤学クラブ

星稜クラブ

⼤泉スワロー体育クラブ

⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

第58回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 団体競技 ⼥⼦

T9 アベノジュニアトランポリンクラブ

Atsugibonfire

キタイスポーツクラブ

T1

T4

T7

T8 Les Fiertés

フリーエアースポーツクラブ

T2

T3


