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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 ⽵嵜 玲奈 タケザキ レナ 熊本トランポリンクラブ ⼥⼦
3 當間 みのり トウマ ミノリ 越⾕トランポリンクラブ ⼥⼦
4 関⼝ 結菜 セキグチ ユイナ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB ⼥⼦
5 佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ ⼥⼦
6 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
7 本⽥ ⼤智 ホンダ タイチ 九州国際⼤学付属⾼等学校 男⼦
8 ⾵呂⾕ 幸汰 フロタニ コウタ ⼋代トランポリンクラブ 男⼦
9 楳⽥ 凌⽞ ウメダ リョウゲン 釧路ＴＣアクティヴ 男⼦
10 近藤 馨 コンドウ カオル MUSASHI TRAMPOLINE CLUB 男⼦
11 千葉 和⾳ チバ カズネ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ 男⼦
1 遠藤 翠那 エンドウ スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY ⼥⼦
2 中沢 千愛 ナカザワ チナリ TOKYO SPORTS ACADEMY ⼥⼦
3 名倉 沙織 ナクラ サオリ エアリアルドリーム ⼥⼦
4 ⾕好 真琴 タニヨシ マコト 相好トランポリンクラブ ⼥⼦
5 鈴⽊ 晃太 スズキ コウタ Sfida 男⼦
6 ⼤内 颯 オオウチ ハヤタ CRAZY-TRAMPOLINE 男⼦
7 瀬⾕ 真⼀ セタニ シンイチ エアリアルドリーム 男⼦
8 岡崎 優太 オカザキ ユウタ 慶應義塾⼤学 男⼦
9 上⽥ 乃維 ウエダ ノイ 慶應義塾⼤学 男⼦
10 ⽯井 祐雅 イシイ ユウガ Rainbow 男⼦
11 岡⽥ 陸⾶ オカダ リクト ⾦沢トランポリンクラブ 男⼦
1 岡⽥ 亜実 オカダ アミ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ ⼥⼦
2 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
3 佐藤 桃⾹ サトウ モモカ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ ⼥⼦
4 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 ⼥⼦
5 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
6 結城 理輝 ユウキ リキ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
7 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
8 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
9 ⾕殿 ⼤騎 タニドノ ヒロキ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
10 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
11 ⽇髙 紘 ヒダカ コウ 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 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
3 ⼩松 悠⽉ コマツ ユヅキ 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 伊藤 佑真 イトウ ユウマ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 男⼦
8 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
9 鈴⽊ 蒼⼤ スズキ ソウタ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ 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
12 ⽥⼭ 雄貴 タヤマ ユウキ 中能登ジュニアトランポリンクラブ 男⼦
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1 橋本 彩乃 ハシモト アヤノ 静岡産業⼤学クラブ ⼥⼦
2 佐藤 友咲 サトウ ユキ 静岡産業⼤学クラブ ⼥⼦
3 森松 はるか モリマツ ハルカ 静岡産業⼤学クラブ ⼥⼦
4 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ(TR) 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 ⻄村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School 男⼦
7 ⽚岡 雄貴 カタオカ ユウキ Phoenix Trampoline School 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 渡部 夏寿貴 ワタナベ カズキ 静岡産業⼤学クラブ 男⼦
10 ⼟屋 ⾶結 ツチヤ ヒユイ 静岡産業⼤学クラブ 男⼦
11 鈴⽊ 陸⽃ スズキ リクト 静岡産業⼤学クラブ 男⼦
12 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

1 光本 知⾥ ミツモト チサト 焼津⾼校Saltar ⼥⼦
2 ⼭本 若伽奈 ヤマモト ワカナ 焼津⾼校Saltar ⼥⼦
3 坪井 綾⾳ ツボイ アヤネ 焼津⾼校Saltar ⼥⼦
4 塚本 莉⼦ ツカモト リコ ⾦沢クリール ⼥⼦
5 ⼤藤 彩 オオドウ アヤ 星稜クラブ ⼥⼦
6 南 栞奈 ミナミ カンナ ⼩松イルカクラブ ⼥⼦
7 安藤 諒 アンドウ リョウ 星稜クラブ 男⼦
8 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ 星稜クラブ 男⼦
9 荒⾕ 穂⾼ アラヤ ホダカ 星稜クラブ 男⼦
10 今本 修成 イマモト シュウセイ 星稜クラブ 男⼦
11 松岡 ⿓吾 マツオカ リュウゴ 星稜クラブ 男⼦
12 澤邉 煌 サワベ コウ ⼩松イルカクラブ 男⼦
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1 ⾼柳 愛海 タカヤナギ マナミ Pureトランポリンクラブ ⼥⼦
2 髙橋 葵 タカハシ アオイ Pureトランポリンクラブ ⼥⼦
3 髙橋 纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ ⼥⼦
4 佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ ⼤館市トランポリンクラブ ⼥⼦
5 ⻫藤 奏良 サイトウ ソラ Atsugibonfire ⼥⼦
6 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire ⼥⼦
7 岡⽥ 楓佳 オカダ フウカ Atsugibonfire ⼥⼦
8 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire ⼥⼦
9 ⼭本 佳⾳ ヤマモト カノン Atsugibonfire ⼥⼦
10 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire 男⼦
11 崎浜 寧王 サキハマ ネオ Atsugibonfire 男⼦

1 ⻑澤 萌栞 ナガサワ モエカ ｆｏｒｔｅＴＣ ⼥⼦
2 花房 凛 ハナブサ リン 厚⽊FUSiONスポーツクラブ ⼥⼦
3 ⻑澤 優来 ナガサワ ユラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ ⼥⼦
4 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
5 加藤 愛歌 カトウ アイカ ⼤泉スワロー体育クラブ ⼥⼦
6 児⽟ 朱梨 コダマ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ ⼥⼦
7 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
8 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
9 平⼭ 徳獅 ヒラヤマ トクシ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 男⼦
10 ⼀川 澄⼈ イチカワ スミト ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
11 桐⽣ 直輝 キリュウ ナオキ ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
1 川畑 葉栞 カワハタ ハナ ⼤泉スワロー体育クラブ ⼥⼦
2 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
3 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
4 ⼭⽥ 愛芽 ヤマダ アイカ 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 ⼩島 温花 オジマ ノドカ フリーエアースポーツクラブ ⼥⼦
7 寺沢 健太 テラサワ ケンタ ⼤泉スワロー体育クラブ 男⼦
8 菅原 正哉 スガワラ マサヤ 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 江尻 愛翔 エジリ マナト フリーエアースポーツクラブ 男⼦
1 ⼩島 ⼼奈 オジマ ココナ フリーエアースポーツクラブ ⼥⼦
2 千葉 夢咲 チバ ミサキ フリーエアースポーツクラブ ⼥⼦
3 佐々⽊ 李梨 ササキ リリ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
4 ⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
5 ⼤倉 愛⾹ オオクラ アイカ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
6 林 璃奈 ハヤシ リナ 阪南⼤学クラブ ⼥⼦
7 明⽯ 凌 アカシ リョウ フリーエアースポーツクラブ 男⼦
8 中⼭ ⼼輝 ナカヤマ モトキ 阪南⼤学クラブ 男⼦
9 中村 徳真 ナカムラ トクマ 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 柏⽊ 志仁 カシワギ サネヒト 阪南⼤学クラブ 男⼦
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1 ⽯井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ ⼥⼦
2 野村 彩⽻ ノムラ アヤハ キタイスポーツクラブ ⼥⼦
3 久保奥 結⾐ クボオク ユイ イアス ⼥⼦
4 ⻄井 空 ニシイ ソラ イアス ⼥⼦
5 船中 碧 フナナカ アオイ イアス ⼥⼦
6 丸⼭ ⼼華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ ⼥⼦
7 奥津 充⼦ オクツ アツコ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
8 宮本 奈津 ミヤモト ナツ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
9 橋詰 涼那 ハシヅメ スズナ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
10 ⽟⽥ 凛 タマダ リン ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
11 ⽯坂 漣 イシザカ レン ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
12 東 彩乃 ヒガシ アヤノ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
1 古賀 鈴奈 コガ スズナ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
2 今井 薫桃 イマイ クルミ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
3 ⼩溝 真凜 コミゾ マリン ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
4 ⼩林 和 コバヤシ ナゴミ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
5 ⻘⽊ ⾵海 アオキ フウカ ⾦沢学院⼤学クラブ ⼥⼦
6 奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
7 横澤 晴稀 ヨコサワ ハルキ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
8 熊⾕ 天慈 クマガイ テンジ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
9 松本 航翔 マツモト コウショウ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
10 針⽣ 淳平 ハリウ ジュンペイ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
11 ⼤﨑 瑛⽃ オオサキ エイト ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦
12 本松 真拓 モトマツ マヒロ ⾦沢学院⼤学クラブ 男⼦

G11 14:10 〜 15:05

G12 15:05 〜 16:00


