
髙⼭ 和愛 タカヤマ ヨシエ ＡＲＡ10（ＴＲ）
安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire
⼭本 佳⾳ ヤマモト カノン Atsugibonfire
表 舞華 オモテ マイカ Atsugibonfire
佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
関⼝ 結菜 セキグチ ユイナ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB
市丸 すみれ イチマル スミレ Syスポーツ
澤⽥ 楓 サワダ カエデ Syスポーツ
杉⼭ 優気 スギヤマ ユウキ Syスポーツ
伊藤 乃愛 イトウ ノア Syスポーツ
松尾 ⾐⾥⼦ マツオ エリコ TumbLinX
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
飯⽥ ⿇友 イイダ マユ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire
本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
近藤 馨 コンドウ カオル MUSASHI TRAMPOLINE CLUB
齋藤 瑠 サイトウ リュウ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB
⾜⽴ 将磨 アダチ ショウマ Rainbow
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
市川 萌瑠 イチカワ モユル 静岡産業⼤学クラブ
関 ⼤輝 セキ ダイキ Syスポーツ
橋本 治⽃ ハシモト ナオト Syスポーツ
藤本 雄舞 フジモト ユウマ Syスポーツ
南 拓⽃ ミナミ タクト TumbLinX
⼩川 貴弘 オガワ タカヒロ TumbLinX
桒原 巧哉 クワハラ コウヤ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ
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
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

G1

G2

ダブルミニトランポリン ⼥⼦

G1

ダブルミニトランポリン 男⼦

G2
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⼩林 渚夏 コバヤシ ナナ Rainbow
⽔野 美涼 ミズノ ミスズ Rainbow
杉原 芽⽣咲 スギハラ メイサ Rainbow
寺澤 梨歩 テラサワ リホ SSUいわた総合スポーツクラブ
藤⽥ 咲礼 フジタ サクラ SSUいわた総合スポーツクラブ
寺澤 歩来 テラサワ アユナ SSUいわた総合スポーツクラブ
藤⽥ 紗礼 フジタ サアヤ SSUいわた総合スポーツクラブ
元⽊ 絵晴 モトキ エハル Syスポーツ
市丸 すみれ イチマル スミレ Syスポーツ
菅野 聖蘭 カンノ セイラ Syスポーツ
杉⼭ 優気 スギヤマ ユウキ Syスポーツ
伊藤 乃愛 イトウ ノア Syスポーツ
⾥⾒ 彩⾹ サトミ アヤカ Syスポーツ
三浦 ひかる ミウラ ヒカル TSRスポーツクラブ
⼩林 あい奈 コバヤシ アイナ TSRスポーツクラブ
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
篠原 つばさ シノハラ ツバサ キタイスポーツクラブ
綱嶋 愛実 ツナシマ メグミ キタイスポーツクラブ
阿部 琴美 アベ コトミ キタイスポーツクラブ
森島 瑚葉 モリシマ コノハ ジュニアスポーツクラブ・フィール(TR)
川合 亜実 カワイ アミ ジュニアスポーツクラブ・フィール(TR)
北折 愛⾥ キタオリ エリ 順天堂⼤学/株式会社Rainbow
池⽥ 琴葉 イケダ コトハ 静岡産業⼤学クラブ
渡邊 琴美 ワタナベ コトミ 静岡産業⼤学クラブ
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
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
飯⽥ ⿇友 イイダ マユ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ

G1

G2

タンブリング ⼥⼦
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清⽔ 冬⾺ シミズ トウマ Airextreme
清⽔ 澪 シミズ レイ Airextreme
橋本 空 ハシモト ソラ SSUいわた総合スポーツクラブ
橋本 海 ハシモト ウミ SSUいわた総合スポーツクラブ
坂本 旬理 サカモト シュンリ SSUいわた総合スポーツクラブ
坂本 悠莉 サカモト ユウリ SSUいわた総合スポーツクラブ
⼩⾕ 悠太 コタニ ユウタ SSUいわた総合スポーツクラブ
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
南 拓⽃ ミナミ タクト TumbLinX
関 ⼤輝 セキ ダイキ Syスポーツ
橋本 治⽃ ハシモト ナオト Syスポーツ
⻑⾕川 ⼤和 ハセガワ ヤマト Syスポーツ
吉⽥ 陽貴 ヨシダ ハルキ Syスポーツ
⽊澤 元太 キザワ ゲンタ キタイスポーツクラブ
佐野 貴⾶ サノ タカト 静岡産業⼤学クラブ
草ケ⾕ 剛 クサガヤ タケシ 静岡産業⼤学クラブ
⼜吉 健⽃ マタヨシ ケント 静岡産業⼤学クラブ
多⽥ 悠利 タダ ユウリ 静岡産業⼤学クラブ

G1

G2

タンブリング 男⼦



16:00 〜 16:30
16:30 〜 17:00
17:00 〜 17:30
17:30 〜 18:00

08:00
08:10

DMT 男⼦

TUM ⼥⼦

DMT ⼥⼦

TUM 男⼦

09:00 〜 09:20
09:20 〜 09:30
09:30 〜 09:35

09:35 〜 9:55 G1 10, 11-12, 13-14 10 分アップ 6 名

09:55 〜 10:15 G2 13-14, 15-16, 17-21, オープン 10 分アップ 7 名

10:15 〜 10:35 G3 13-14, 15-16 10 分アップ 7 名

10:35 〜 10:55 G4 15-16, オープン 10 分アップ 8 名

10:55 〜 11:30 G5 10, 11-12 12 分アップ 10 名

11:30 〜 12:05 G6 13-14, 15-16 12 分アップ 10 名

12:05 〜 12:30 G7 17-21, オープン 10 分アップ 7 名

12:30 〜 13:00
13:00 〜 13:25 G8 10, 11-12, 13-14 10 分アップ 8 名

13:25 〜 14:00 G9 15-16, オープン 12 分アップ 10 名

14:00 〜 14:10 G1 10, 11-12 5 分アップ 3 名

14:10 〜 14:25 G2 13-14 8 分アップ 5 名

14:25 〜 14:40 G3 1516, 17-21, オープン 8 分アップ 5 名

14:40 〜 14:55 G4 13-14 8 分アップ 4 名

14:55 〜 15:10 G5 15-16才 8 分アップ 6 名

15:10 〜 15:30 G6 オープン 10 分アップ 5 名

15:30 〜 16:00 G7 10, 11-12 10 分アップ 10 名

16:00 〜 16:30 G8 13-14, 15-16 12 分アップ 10 名

16:30 〜 16:50 G9 17-21, オープン 10 分アップ 7 名

16:50 〜 17:15 G10 10, 11-12, 13-14 10 分アップ 8 名

17:15 〜 17:40 G11 15-16, オープン 12 分アップ 10 名

17:40 〜 18:10
18:10 〜 18:40

※スケジュールは進⾏状況により変更する場合がありますので、場内放送にご注意ください

⼥⼦

09:00

09:00

審 判 会 議
監 督 会 議

〜

〜 09:30
フリー練習

TU
M

予 選

決勝1 & 決勝2

男⼦

⼥⼦

男⼦

男⼦

D
M
T

D
M
T

TU
M

閉 会 式

昼  休  憩

3⽉6⽇ ⽇曜⽇

08:30

開 始 式

⼥⼦

男⼦

⼥⼦

受      付

第8回全⽇本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選⼿権⼤会

競技⽇程

3⽉5⽇ ⼟曜⽇
TUM ⼥⼦ G1 / DMT 男⼦ G1

開      場

器 具 撤 収

ポディウムトレーニング
TUM ⼥⼦ G2 / DMT 男⼦ G2
TUM 男⼦ G1 / DMT ⼥⼦ G1
TUM 男⼦ G2 / DMT ⼥⼦ G2


