
2022.11.13 13-14才⼥⼦ G8-13 ⽣年⽉⽇記⼊ミスのため10才以下⼥⼦へ移動
2022.11.13 運営側の記載ミスのため JO男⼦ G12-10 をJO社へ変更
2022.11.14 運営側の記載ミスのため 10才以下男⼦ G4-13に追加
2022.11.14 運営側の記載ミスのため JO⼥⼦ G13-8 をJO社へ変更

修正履歴



12⽉9⽇ (⾦)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 堰代 ⼤貴 セキシロ ダイキ 北⾒⼯業⼤学
2 鈴⽊ ⼤⼼ スズキ ダイシン 慶應SFC Jump Ducks
3 寺⻄ 健悟 テラニシ ケンゴ 北⾒⼯業⼤学
4 神⻑ 遼 カミナガ レオ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
5 ⽻⽣ 周平 ハブ シュウヘイ トランポリンクラブRARA
6 早川 懐樹 ハヤカワ ナツキ vivace
7 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
8 ⽩坂 建志 シラサカ ケンシ ⾼槻トランポリンクラブ
9 ⼭森 ⼤⾶ ヤマモリ マサト 学習院⼤学
10 中野 友詠 ナカノ ユウ 静岡産業⼤学クラブ
1 ⿊屋 瑞貴 クロヤ ミズキ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
2 樋⼝ 永悟 ヒグチ エイゴ vivace
3 宮崎 真次 ミヤザキ シンジ CRAZY-TRAMPOLINE
4 盛 宏伸 モリ ヒロノブ 釧路ＴＣアクティヴ
5 飯⽥ 琉介 イイダ リュウスケ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
6 藤井 希昇 フジイ キショウ 阪南⼤学クラブ
7 安藤 勇 アンドウ イサミ ⾦沢学院⼤学クラブ
8 中⻄ 智也 ナカニシ トモヤ 北⾒⼯業⼤学
9 ⽇髙 紘 ヒダカ コウ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
10 ⼭⽥ ⼤夢 ヤマダ ヒロム 北⾒⼯業⼤学

1 将 ⼒ ジャン リー スポーツクラブ テン・フォーティー
2 村中 ⿓介 ムラナカ リュウスケ トランポリンアカデミー
3 加藤 英樹 カトウ ヒデキ スポーツクラブ テン・フォーティー
4 泉 陽介 イズミ ヨウスケ 津別トランポリンクラブ
5 横⽥ 雄帆 ヨコタ ユウホ ⾦沢学院⼤学クラブ

1 ⼯藤 尚 クドウ タカシ トランポリンアカデミー
2 ⻑澤 ⼀寿 ナガサワ カズヒサ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
3 桑畑 健次 クワハタ ケンジ トランポリンみやざき
4 宮⽥ 正⼀ ミヤタ ショウイチ CRAZY-TRAMPOLINE

1 加藤 政幸 カトウ マサユキ 海⽼名トランポリンクラブ
2 ⾚塚 洋⼈ アカツカ ヒロト トランポリンクラブKITAMI
3 ⼭下 忠洋 ヤマシタ タダヒロ PiCTuRES:quÉ
4 北川 淳⼀ キタガワ ジュンイチ アイランドスポーツクラブキタガワ
5 ⼤津 章 オオツ アキラ CRAZY-TRAMPOLINE
6 ⼩林 卓 コバヤシ タク PiCTuRES:quÉ
7 荒川 寿 アラカワ ヒサシ ＡＲＡ10（ＴＲ）

50才以上 男⼦ 

19-29才 男⼦ 

スターティングオーダー Ａ台

30-39才 男⼦

G2

G1

G4

G3

マスターズ 男⼦

40-49才 男⼦ 



スターティングオーダー Ａ台

12⽉10⽇ (⼟)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 川島 翔 カワシマ ショウ CRAZY-TRAMPOLINE
2 清⽔ 晴瑛 シミズ ハルアキ ⼤泉スワロー体育クラブ
3 梶原 聖太 カジハラ ショウタ 浜松トランポリンクラブ（TR)
4 湊⾕ 幸司 ミナトヤ コウジ ⼠別トランポリン協会
5 俵 直⽣ タワラ ナオキ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
6 福島 功基 フクシマ コウキ aile
7 ⼯藤 優空 クドウ マサタカ CRAZY-TRAMPOLINE
8 村上 ⿓空 ムラカミ リュウク トランポリンアカデミー
9 ⽯⾕ 優気 イシタニ ユウキ トランポリンクラブKITAMI
10 布施 璃⼈ フセ リヒト 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
11 ⼩堀 春幸 コボリ ハルユキ Pureトランポリンクラブ
12 佐伯 隆空 サエキ ルクウ CRAZY-TRAMPOLINE
1 加賀 陽翔 カガ ハルト ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
2 本⽥ ⼤和 ホンダ ヤマト キタイスポーツクラブ
3 林 桜樹 ハヤシ オウジュ フリーエアースポーツクラブ
4 蒔⽥ 奏亮 マキタ ソウスケ Cygnet Trampoline Club
5 合寳 漣⼈ ガッポウ レンジ TOKYO SPORTS ACADEMY
6 飯⽥ 馨太 イイダ キョウタ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
7 ⽥中 柊暖 タナカ トウア トランポリンアカデミー
8 静間 彬仁 シズマ アキヒト Phoenix Trampoline School
9 髙橋 和 タカハシ ノドカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
10 室野 尊 ムロノ タケル ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
11 磯野 秀⽃ イソノ シュウト フリーエアースポーツクラブ
12 奥⽥ 晴⽻ オクダ セイハ Phoenix Trampoline School
1 ⼤⾕ 侑也 オオタニ ユウヤ 富⽥林トランポリンクラブ
2 後藤 吟次 ゴトウ ギンジ トランポリンみやざき
3 三橋 廉太朗 ミツハシ レンタロウ トランポリンアカデミー
4 ⽊村 幸輝 キムラ コウキ ⾦沢クリール
5 ⼭﨑 ⾐斎 ヤマザキ イサイ Pureトランポリンクラブ
6 坂上 新太 サカガミ アラタ フリーエアースポーツクラブ
7 ⼤⾦ 颯 オオガネ ハヤテ wing-horse
8 岩橋 直毅 イワハシ ナオキ スポーツクラブ テン・フォーティー
9 岸⽥ 壮輔 キシダ ソウスケ CRAZY-TRAMPOLINE
10 市川 惺南 イチカワ セナ Pureトランポリンクラブ
11 成⽥ 崇汰 ナリタ アガタ トランポリンクラブKITAMI
12 芥川 輝宙 アクタガワ ヒカル ⼋代トランポリンクラブ
1 積 蓮⼈ セキ レント TOKYO SPORTS ACADEMY
2 松本 悠翔 マツモト ユウト キタイスポーツクラブ
3 上⽥ 篤愛 ウエダ トウア ⼋代トランポリンクラブ
4 卯嶋 庵 ウジマ イオリ Sfida
5 坂井 誠賢 サカイ セイケン スポーツクラブ テン・フォーティー
6 ⽮野 敬⼈ ヤノ ケイト ⼋代トランポリンクラブ
7 清沢 志紀 キヨサワ シキ ⾦沢クリール
8 多良⽊ 颯太 タラギ ソウタ ⼋代トランポリンクラブ
9 安東 叶晃 アンドウ カナメ キタイスポーツクラブ
10 舘 理⼈ タチ マサト vivace
11 ⼭⼝ 敬仁 ヤマグチ ケイト キタイスポーツクラブ
12 城 瑛⽃ ジョウ アキト アベノジュニアトランポリンクラブ
13 濱⽥ 櫂 ハマダ カイ Ambitious

G4

10才以下 男⼦

G1

G2

G3



スターティングオーダー Ａ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 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
2 ⼭﨑 ⾹凛 ヤマザキ カリン フリーエアースポーツクラブ
3 古澤 杏華 フルサワ キョウカ 滋賀トランポリンクラブ
4 室⽥ 紬葵 ムロタ ツムギ スポーツクラブ テン・フォーティー
5 ⼜村 翠⽉ マタムラ ミヅキ アストレアトランポリンクラブ
6 ⾼村 美⽻ タカムラ ミワ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
7 岡⽥ 萌⾐ オカダ メイ 相好トランポリンクラブ
8 ⾨間 彩恵 モンマ アヤノ さくらトランポリン
9 ⽊村 唯愛 キムラ イチカ Kamalei Lino ☆ T.C.
10 ⼭本 佳⾳ ヤマモト カノン Atsugibonfire
11 ⽥中 陽笑 タナカ ヒワラ アストレアトランポリンクラブ
12 ⽚岡 美⽻⾳ カタオカ ミハネ Phoenix Trampoline School
1 権隨 かりん ゴンズイ カリン 釧路ＴＣアクティヴ
2 福⽥ 椿 フクダ ツバキ ウイングトランポリンクラブ
3 鈴⽊ 琴葉 スズキ コトハ 静岡トランポリンクラブ(TR)
4 ⻑沼 亜佐美 ナガヌマ アサミ ⼤泉スワロー体育クラブ
5 安澤 陽菜 アンザワ ヒナ Atsugibonfire
6 神⼭ 千乃 カミヤマ ユキノ スポーツクラブ テン・フォーティー
7 髙橋 葵 タカハシ アオイ Pureトランポリンクラブ
8 千代延 有⾥ チヨノブ ユリ アインストランポリンクラブ
9 ⾜⽴ 楓 アダチ カエデ MTCホッパーズ
10 川畑 葉栞 カワハタ ハナ ⼤泉スワロー体育クラブ
11 藤川 光⽻ フジカワ カヌハ ⾚城トランポリンクラブ
12 佐野 桃 サノ モモ Ambitious
13 草野 咲果 クサノ サキカ 富⽥林トランポリンクラブ
1 猪⼜ このか イノマタ コノカ Phoenix Trampoline School
2 ⼩島 ⼼奈 オジマ ココナ フリーエアースポーツクラブ
3 虻川 藤乃 アブカワ フジノ ⼤館市トランポリンクラブ
4 當間 みのり トウマ ミノリ 越⾕トランポリンクラブ
5 佐々⽊ 璃⾥ ササキ リリ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
6 髙橋 纏 タカハシ マトイ Pureトランポリンクラブ
7 ⻑澤 優来 ナガサワ ユラ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
8 ⽮崎 天⾳ ヤザキ アマネ たにぐちりょうへいトランポリンクラブ（TR）
9 ⽊⾕ 遥菜 キタニ ハルナ Ambitious
10 ⼀川 友那 イチカワ ユナ ⼤泉スワロー体育クラブ
11 船中 碧 フナナカ アオイ イアス
12 中村 百花 ナカムラ モモカ たにぐちりょうへいトランポリンクラブ（TR）
13 眞下 莉侑 マシモ リア Pureトランポリンクラブ
1 神⽥ 美砂 カンダ ミサ ⼩松イルカクラブ
2 酒⾕ ⾵花 サカタニ フウカ キタイスポーツクラブ
3 塚本 莉⼦ ツカモト リコ ⾦沢クリール
4 ⽊村 ⽻瑠 キムラ ハル ＮＰＯアスレＴ．Ｃ
5 吉村 花凛 ヨシムラ カリン 静岡産業⼤学クラブ
6 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
7 相原 ⾥名 アイハラ リナ ⼤泉スワロー体育クラブ
8 髙⽊ 律希 タカキ リツキ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
9 新保 花⾳ シンボ カノン MTCホッパーズ
10 ⼭⽥ 愛芽 ヤマダ アイカ フリーエアースポーツクラブ
11 松岡 周 マツオカ アマネ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
12 ⼭⽥ 千晴 ヤマダ チハル TSRスポーツクラブ

G5

G6

13-14才 ⼥⼦

G7

G8



スターティングオーダー Ａ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 藤本 雄舞 フジモト ユウマ Syスポーツ
2 宮内 翼光 ミヤウチ タクミ ⼤泉スワロー体育クラブ
3 鷲⾒ 碧空 ワシミ ソラ サンスピリッツ端野/北海道留辺蘂⾼等学校
4 番所 駿⽃ バンショ ハヤト 星稜クラブ
5 中⽥ 悠暉 ナカタ ユウキ ⾦沢学院⼤学クラブ
6 三浦 櫂 ミウラ カイ 浜松修学舎中学校⾼等学校
7 桐⽣ 直輝 キリュウ ナオキ ⼤泉スワロー体育クラブ
8 ⽯井 智也 イシイ トモヤ スポーツクラブ テン・フォーティー
9 ⻄村 奏汰 ニシムラ カナタ Phoenix Trampoline School
10 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
11 森 建太朗 モリ ケンタロウ 浜松修学舎中学校⾼等学校
12 本橋 愛希 モトハシ マナキ Atsugibonfire
1 若松 恵吾 ワカマツ ケイゴ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
2 柴⽥ 凌伽 シバタ リョウガ 浜松修学舎中学校⾼等学校
3 ⽯川 秀翔 イシカワ シュウト 浜松修学舎中学校⾼等学校
4 楳⽥ 凌⽞ ウメダ リョウゲン 釧路ＴＣアクティヴ
5 ⼤場 晟太 オオバ ジョウタ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
6 三井 功真 ミツイ コウシン 浜松修学舎中学校⾼等学校
7 権隨 洸⽮ ゴンズイ コウヤ 釧路ＴＣアクティヴ
8 村上 遥⾳ ムラカミ ハルト アベノジュニアトランポリンクラブ
9 ⼩林 ⼀真 コバヤシ カズマ 浜松修学舎中学校⾼等学校
10 ⼤森 朝陽 オオモリ アサヒ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
11 村⽯ 雄陽 ムライシ ユウヒ ⼤泉スワロー体育クラブ
12 ⿑藤 拓真 サイトウ タクマ アストレアトランポリンクラブ
13 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

15-16才 男⼦

G9

G10



スターティングオーダー Ａ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
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 ⾵呂⾕ 幸汰* フロタニ コウタ ⼋代トランポリンクラブ
3 永⽥ 信弥* ナガタ シンヤ 極東油業株式会社/アベノジュニアトランポリンクラブ
4 細⽥ 侑希 ホソダ トモキ vivace
5 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
6 ⼤内 颯* オオウチ ハヤタ CRAZY-TRAMPOLINE
7 ⼭本 康滉** ヤマモト ヤスアキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
8 明⽯ 凌* アカシ リョウ フリーエアースポーツクラブ
9 渡部 夏寿貴 ワタナベ カズキ 静岡産業⼤学クラブ
10 奥⼭ ⼤雅 オクヤマ タイガ ⾦沢学院⼤学クラブ
11 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
12 市川 萌瑠 イチカワ モユル 静岡産業⼤学クラブ
1 ⽯⽥ 孝 イシダ タカシ ⾦沢学院⼤学クラブ
2 菅原 正哉* スガワラ マサヤ ⼤泉スワロー体育クラブ
3 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
4 豊後 輝道 ブンゴ テルミチ 星稜クラブ
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
6 南 和希 ミナミ カズキ 慶應義塾⼤学
7 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
8 岡崎 優太 オカザキ ユウタ 慶應義塾⼤学
9 岸 凌⼤* キシ リョウタ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
10 ⽚岡 雄貴* カタオカ ユウキ Phoenix Trampoline School/てんとう⾍パーク
11 宮野 隼⼈ ミヤノ ハヤト ⾦沢学院⼤学クラブ
12 ⼭崎 凌空 ヤマザキ リク 星稜クラブ
1 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
2 中⼭ ⼼輝 ナカヤマ モトキ 阪南⼤学クラブ
3 秦 颯⼠ ハタ ソウシ 星稜クラブ
4 池⽥ 晟⿑ イケダ セナ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
5 藤元 匠 フジモト タクミ ⾦沢学院⼤学クラブ
6 棟朝 銀河* ムネトモ ギンガ セイコー
7 針⽣ 淳平 ハリウ ジュンペイ ⾦沢学院⼤学クラブ
8 宮野 冬⾺* ミヤノ トウマ 相好トランポリンクラブ
9 本松 真拓 モトマツ マヒロ ⾦沢学院⼤学クラブ
10 ⼭⽥ ⼤翔* ヤマダ ヒロト フリーエアースポーツクラブ/ダイドードリンコ株式会社
11 豊⽥ 秀真 トヨダ シュウマ ⼤泉スワロー体育クラブ
12 都⽵ 奏翔 ツヅク カナト 星稜クラブ

G13

G11

G12

ジャパンオープン/全⽇本社会⼈ 男⼦



スターティングオーダー Ａ台

1 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
2 野村 綾之介* ノムラ リョウノスケ 株式会社prima
3 上⽥ 乃維 ウエダ ノイ 慶應義塾⼤学
4 中⼭ 偉⽃ ナカヤマ ヨリト 星稜クラブ
5 岡⽥ 陸⾶ オカダ リクト ⾦沢トランポリンクラブ
6 井関 駿太 イセキ シュンタ 星稜クラブ
7 堀江 兼世 ホリエ ケンセイ ⾦沢学院⼤学クラブ
8 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
9 松本 航翔 マツモト コウショウ ⾦沢学院⼤学クラブ
10 ⽥崎 勝史* タサキ カツフミ TOKYO SPORTS ACADEMY
11 植⽥ 太郎* ウエダ タロウ 相好トランポリンクラブ
12 寺沢 健太 テラサワ ケンタ ⼤泉スワロー体育クラブ
1 折⽥ 侑翼 オリタ ユラ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
2 鈴⽊ 陸⽃ スズキ リクト 静岡産業⼤学クラブ
3 横澤 晴稀 ヨコサワ ハルキ ⾦沢学院⼤学クラブ
4 荒⾕ 穂⾼ アラヤ ホダカ 星稜クラブ
5 上⼭ 容弘* ウエヤマ ヤスヒロ TOKYO SPORTS ACADEMY
6 海野 ⼤透* ウンノ ヒロト 株式会社サン/静岡トランポリンクラブ(TR)
7 中園 貴登* ナカゾノ タカト ユニフォームネクスト株式会社
8 岸 ⼤貴* キシ ダイキ 株式会社ポピンズ
9 ⻄岡 隆成 ニシオカ リュウセイ 近畿⼤学/アベノジュニアトランポリンクラブ
10 美⽥ 靖⽂ ミタ ヤスフミ 星稜クラブ
11 松本 悠⽣ マツモト ユウセイ ⾦沢学院⼤学クラブ
12 ⼤﨑 瑛⽃ オオサキ エイト ⾦沢学院⼤学クラブ
13 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

* JO+全⽇本社会⼈ ** 全⽇本社会⼈

G14

G15



12⽉9⽇ (⾦)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名

1 永野 祐⾥ ナガノ ユウリ 慶應義塾⼤学
2 安⾥ 希咲 アサト キサラ ⾦沢学院⼤学クラブ
3 佐々⽊ 李梨 ササキ リリ 阪南⼤学クラブ
4 村崎 恵依美 ムラサキ エイミ 慶應SFC Jump Ducks
5 種岡 詩織 タネオカ シオリ CRAZY-TRAMPOLINE
6 尾ノ上 晴⾹ オノウエ ハルカ 学習院⼤学
7 過⾜ 結 ヨギアシ ユイ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
8 ⿊屋 茉奈 クロヤ マナ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
9 栗原 ひなた クリハラ ヒナタ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
10 浅野 ⼼ アサノ シン トランポリンクラブKITAMI
11 杉元 美波 スギモト ミナミ MaHaRoトランポリンクラブ
1 浅⾒ 杏樹 アサミ アンジュ スポーツクラブ テン・フォーティー
2 ⾼柳 愛海 タカヤナギ マナミ Pureトランポリンクラブ
3 ⼩早川 理奈 コバヤカワ リナ ⾼槻トランポリンクラブ
4 杉⽥ 愛菜 スギタ アイナ CRAZY-TRAMPOLINE
5 橋本 彩乃 ハシモト アヤノ 静岡産業⼤学クラブ
6 吉⽥ 莉琉 ヨシダ マリル 北⾒⼯業⼤学
7 ⼤藤 愛 オオドウ アイ TOKYO SPORTS ACADEMY
8 浅⾒ 桃⼦ アサミ モモコ スポーツクラブ テン・フォーティー
9 杉本 雅美⼦ スギモト マミコ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
10 鵜飼 彩華 ウカイ アヤカ vivace/岐⾩⼤学
11 ⽵嵜 玲奈 タケザキ レナ 熊本トランポリンクラブ
12 ⼟屋 志絵莉 ツチヤ シエリ スポーツクラブ テン・フォーティー

1 吉⽥ 佳世 ヨシダ カヨ アベノトランポリンクラブ
2 ⼭脇 瑞穂 ヤマワキ ミズホ ⾼槻トランポリンクラブ
3 松⽥ 眞紀⼦ マツダ マキコ アベノETC
4 湊⾕ 実咲 ミナトヤ ミサキ ⼠別トランポリン協会

1 柿原 純⼦ カキハラ ジュンコ スポーツクラブ テン・フォーティー
2 関 早紀⼦ セキ サキコ スポーツクラブ テン・フォーティー
3 三浦 玲⼦ ミウラ レイコ スポーツクラブ テン・フォーティー
4 ⾚⽯ 博美 アカイシ ヒロミ ジョイスポーツクラブ相模原
5 鈴⽊ 恵⼦ スズキ ケイコ スポーツクラブ テン・フォーティー
6 鈴⽊ 裕⼦ スズキ ユウコ スポーツクラブ テン・フォーティー

1 加藤 晴美 カトウ ハルミ 海⽼名トランポリンクラブ
2 吉岡 祥⼦ ヨシオカ ショウコ ＴＣアレンテ
3 ⾦⼦ 恵美 カネコ メグミ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
4 ⼭⽥ 千恵 ヤマダ チエ スポーツクラブ テン・フォーティー
5 ⼩川 彩⼦ オガワ アヤコ トランポリンチーム・ラビット
6 神⽥ 利砂 カンダ リサ ⼩松イルカクラブ
7 ⻘⽊ 綾⼦ アオキ アヤコ ジョイスポーツクラブ相模原
8 中林 真由⾹ ナカバヤシ マユカ ⼗勝トランポリン倶楽部

スターティングオーダー Ｂ台

30-39才 ⼥⼦ 

40-49才 ⼥⼦ 

19-29才 ⼥⼦ 

G1

G2

G3

マスターズ ⼥⼦

G4

50才以上 ⼥⼦ 



スターティングオーダー Ｂ台

12⽉10⽇ (⼟)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 平野 綾珂 ヒラノ アヤカ CRAZY-TRAMPOLINE
2 ⽥畑 美波 タバタ ミナミ 相好トランポリンクラブ
3 ⼩⽥澤 朱花 オタザワ シュウカ Pureトランポリンクラブ
4 池上 花 イケガミ ハナ Ambitious
5 加瀬 紗⾥菜 カセ サリナ スポーツクラブ テン・フォーティー
6 ⾓ 結夏 カド ユウカ Ambitious
7 唐澤 凛 カラサワ リン ⼤泉スワロー体育クラブ
8 渡辺 聖来 ワタナベ セイラ フリーエアースポーツクラブ
9 ⼭⽥ ひより ヤマダ ヒヨリ ⼋代トランポリンクラブ
10 ⻄川 せな ニシカワ セナ vivace
11 ⾨前 瑠⾹ モンゼン ルカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
12 髙橋 つぐみ タカハシ ツグミ wing-horse
1 吉沢 早織 ヨシザワ サオリ wing-horse
2 卯嶋 雅 ウジマ ミヤビ Sfida
3 都⽵ 依花 ツヅク イチカ アベノジュニアトランポリンクラブ
4 今泉 愛⼼ イマイズミ アコ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
5 ⼭本 愛梨 ヤマモト アイリ wing-horse
6 ⾕内 利帆 タニウチ リホ 熊本トランポリンクラブ
7 齋藤 りの サイトウ リノ 釧路ＴＣアクティヴ
8 市丸 すみれ イチマル スミレ Syスポーツ
9 松村 美緒 マツムラ ミオ Pureトランポリンクラブ
10 ⽔⾺ 穂花 ミズマ ホノカ イアス
11 ⾺場 穂佳 ババ ホノカ ⾦沢クリール
1 佐古 琳渚 サコ リンナ Rainbow
2 ⼤上 茉桜 オオガミ マオ Cygnet Trampoline Club
3 永井 柚 ナガイ ユズ wing-horse
4 ⼊江 寧々 イリエ ネネ イアス
5 崎浜 望叶 サキハマ ノカ Atsugibonfire
6 ⽯坂 詩芭 イシザカ ウタバ wing-horse
7 森野 美咲 モリノ ミサキ キタイスポーツクラブ
8 今井 七望 イマイ ナナミ トランポリンクラブKITAMI
9 福留 侑⾥ フクドメ ユリ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
10 岩佐 玲那 イワサ レナ ⼩松イルカクラブ
11 吉倉 真桜 ヨシクラ マオ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
12 前⽥ 千遥 マエダ チハル vivace
1 菅野 聖蘭 カンノ セイラ Syスポーツ
2 樺澤 恵愛 カバサワ メグミ wing-horse
3 塚本 亜⼦ ツカモト アコ ⾦沢クリール
4 ⽯井 瑛麗⾳ イシイ エレネ ⼤泉スワロー体育クラブ
5 奥村 璃花 オクムラ リカ Sfida
6 ⽩⼾ ⾵季 シラト フキ 釧路ＴＣアクティヴ
7 塚⽥ そら ツカダ ソラ Pureトランポリンクラブ
8 冨⽥ 媛佳令 トミタ ヒカリ キタイスポーツクラブ
9 ⼭本 凛華 ヤマモト リンカ wing-horse
10 林⽥ 翔⼦ ハヤシダ ショウコ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
11 久世 真央 クゼ マオ ⾦沢クリール
12 澤⽥ 楓 サワダ カエデ Syスポーツ

10才以下 ⼥⼦

G2

G3

G4

G1



スターティングオーダー Ｂ台

1 横⽯ 奈々 ヨコイシ ナナ アベノジュニアトランポリンクラブ
2 ⼭⼝ 優芽 ヤマグチ ユメ トランポリンクラブKITAMI
3 平⼭ 愛来ら ヒラヤマ ウララ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
4 北本 結 キタモト ムスビ ⾦沢クリール
5 岡⽥ 紗季 オカダ サキ 相好トランポリンクラブ
6 渡邉 みらい ワタナベ ミライ 焼津⾼校Saltar
7 桑島 星奈 クワシマ セナ キタイスポーツクラブ
8 清⽔ 佑理⼦ シミズ ユリコ Syスポーツ
9 遠藤 彩那 エンドウ アヤナ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
10 ⾏⽥ すみれ ギョウダ スミレ スポーツクラブ テン・フォーティー
11 後藤 ゆりか ゴトウ ユリカ トランポリンみやざき
12 河村 颯華 カワムラ フウカ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
1 江藤 ⼼海 エトウ ココミ Cygnet Trampoline Club
2 市川 南海 イチカワ ミナミ Pureトランポリンクラブ
3 松本 結花 マツモト ユイナ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
4 ⼩髙峯 柚乃 コダカミネ ユノ vivace
5 酒井 智菜美 サカイ チナミ Pureトランポリンクラブ
6 秦 杷 ハタ サライ アインストランポリンクラブ
7 蔵⾕ 芽⽣ クラタニ メイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
8 北澤 星來 キタザワ セイラ ⼗勝トランポリン倶楽部
9 ⼤⾦ 釉芽 オオガネ ユメ wing-horse
10 林 希⾵ ハヤシ ノノカ vivace
11 久世 真⽣ クゼ マイ ⾦沢クリール
12 ⽯塚 亜⼦ イシヅカ アコ Cygnet Trampoline Club

G5

G6



スターティングオーダー Ｂ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 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
2 夏⽬ 結菜 ナツメ ユイナ 浜松修学舎中学校⾼等学校
3 勝森 天⾳ カツモリ アマネ キタイスポーツクラブ
4 熊⾕ 咲希 クマガイ サキ レインボージムナスティックス⼤潟
5 ⼤⻄ 楓 オオニシ カエデ 阪南⼤学クラブ
6 ⼭本 ひとみ ヤマモト ヒトミ 浜松修学舎中学校⾼等学校
7 福世 ⼸⽉ フクヨ ユヅキ 焼津⾼校Saltar
8 南 栞奈 ミナミ カンナ ⼩松イルカクラブ
9 岡本 彩愛 オカモト サラ ⾦沢学院⼤学クラブ
10 ⽻⼿原 桜 ハデワラ サクラ アベノジュニアトランポリンクラブ
11 久保奥 結⾐ クボオク ユイ イアス
1 ⾕好 真琴 タニヨシ マコト 相好トランポリンクラブ
2 佐々⽊ 葵 ササキ アオイ スポーツクラブ テン・フォーティー
3 ⾦⽥ 奈波美 カネダ ナナミ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
4 冨岡 ⾥帆 トミオカ リホ エムズスポーツクラブ
5 福永 安⾥ フクナガ アンリ ⾦沢学院⼤学クラブ
6 髙橋 琳 タカハシ リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ
7 ⼩島 温花 オジマ ノドカ フリーエアースポーツクラブ
8 吉⽥ 美麗 ヨシダ ミレイ サンスピリッツ端野
9 南 梨星 ミナミ リセイ ⼩松イルカクラブ
10 鈴⽊ ⽇和 スズキ ヒヨリ 静岡トランポリンクラブ/静岡県⽴科学技術⾼等学校
11 ⼭波 美恵乃 ヤマナミ ミエノ レインボージムナスティックス⼤潟
1 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
2 櫻井 陽菜 サクライ ハルナ ⼩松イルカクラブ
3 ⽯井 あみる イシイ アミル キタイスポーツクラブ
4 千葉 夢咲 チバ ミサキ フリーエアースポーツクラブ
5 ⽊村 佑那 キムラ ユイナ 焼津⾼校Saltar
6 丸⼭ ⼼華 マルヤマ ココカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
7 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
8 堀内 柚花 ホリウチ ユウカ 浜松修学舎中学校⾼等学校
9 ⼩渕 紗友良 オブチ サユラ wing-horse
10 村本 有柚花 ムラモト ユズカ 浜松修学舎中学校⾼等学校
11 森 はっぴ モリ ハッピ 静岡トランポリンクラブ(TR)
12 ⼭⽥ ゆい ヤマダ ユイ アストレアトランポリンクラブ

G9

15-16才 ⼥⼦

G7

G8



スターティングオーダー Ｂ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 ⼭⽥ 翔 ヤマダ ショウ 浜松修学舎中学校⾼等学校
2 浦辻 泰成 ウラツジ タイセイ Ambitious
3 ⽮野 慎太郎 ヤノ シンタロウ ⼋代トランポリンクラブ
4 今本 修成 イマモト シュウセイ 星稜クラブ
5 菊川 景⽣ キクカワ ケイショウ アベノジュニアトランポリンクラブ
6 郷原 伊晴 ゴウハラ イハル 上野学園トランポリンクラブ
7 浅⾹ 智尋 アサカ チヒロ 上野学園トランポリンクラブ
8 ⻘⼭ 昂⽣ アオヤマ イブキ サンスピリッツ端野/北海道留辺蘂⾼等学校
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
10 佐々⽊ 海朝 ササキ ミト 阪南⼤学クラブ
11 ⽯原 巧⼰ イシハラ タクミ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
1 宮下 瑞樹 ミヤシタ ミズキ 浜松修学舎中学校⾼等学校
2 中嶋 脩太 ナカジマ シュウタ 慶應SFC Jump Ducks
3 中村 徳真 ナカムラ トクマ 阪南⼤学クラブ
4 鈴⽊ 晃太 スズキ コウタ Sfida
5 ⼟屋 ⾶結 ツチヤ ヒユイ 静岡産業⼤学クラブ
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
7 ⾦沢 成哉 カナザワ セイヤ 星稜クラブ
8 澤邉 煌 サワベ コウ ⼩松イルカクラブ
9 ⼀川 澄⼈ イチカワ スミト ⼤泉スワロー体育クラブ
10 熊⾕ 天慈 クマガイ テンジ ⾦沢学院⼤学クラブ
11 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
12 河江 公庸 カワエ コウヨウ ⾳更トランポリンクラブ

G10

G11

17-18才 男⼦



スターティングオーダー Ｂ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 ⾕⼝ 空* タニグチ ソラ 株式会社こよみ
2 太村 成⾒* タムラ ナルミ 相好トランポリンクラブ
3 加藤 楓夏 カトウ フウカ フリーエアースポーツクラブ
4 宇⼭ 芽紅* ウヤマ メグ スポーツクラブ テン・フォーティー
5 名倉 沙織* ナクラ サオリ エアリアルドリーム
6 ⽊村 ⼼春 キムラ コハル 星稜クラブ
7 櫻井 愛菜 サクライ エナ ⾦沢学院⼤学クラブ
8 三澤 優華 ミサワ ユウカ Les Fiertés
9 岡嶋 ⾥歩 オカジマ リホ ⼤泉スワロー体育クラブ
10 ⻫藤 奏良 サイトウ ソラ Atsugibonfire
11 澤⽥ 守杏 サワダ モモ 星稜クラブ
1 東 彩乃 ヒガシ アヤノ ⾦沢学院⼤学クラブ
2 加藤 愛歌 カトウ アイカ ⼤泉スワロー体育クラブ
3 ⽥中 希湖 タナカ キコ ⾦沢学院⼤学クラブ
4 桐⽣ 莉沙* キリュウ リサ ⼤泉スワロー体育クラブ
5 ⽯⽥ 美咲希 イシダ ミサキ ⾦沢学院⼤学クラブ
6 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 横⽯ 優萌 ヨコイシ ユメ アベノジュニアトランポリンクラブ
8 佐藤 優菜* サトウ ユウナ FIPS/フリーエアースポーツクラブ
9 ⻑澤 萌栞 ナガサワ モエカ ｆｏｒｔｅＴＣ
10 中村 優希* ナカムラ ユウキ 株式会社ジーケーライン/CRAZY-TRAMPOLINE
11 播磨 ここね ハリマ ココネ ⾦沢学院⼤学クラブ
1 児⽟ 朱梨 コダマ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
2 髙橋 明⾥ タカハシ アカリ ⼤泉スワロー体育クラブ
3 佐⽵ 玲奈* サタケ レイナ 株式会社プリモ
4 ⼟井畑 知⾥* ドイハタ チサト 三菱電機株式会社
5 ⽥中 沙季 タナカ サキ ⾦沢学院⼤学クラブ
6 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
7 ⾼﨑 茉実 タカサキ マミ アストレアトランポリンクラブ
8 ⾼⽊ 裕美* タカギ ユミ ⾦沢学院⼤学クラブ
9 森 ひかる* モリ ヒカル TOKIOインカラミ
10 ⽟⽥ 凛 タマダ リン ⾦沢学院⼤学クラブ
11 坪井 侑奈 ツボイ ユキナ 星稜クラブ
12 ⼩林 和 コバヤシ ナゴミ ⾦沢学院⼤学クラブ

* JO+全⽇本社会⼈

G12

G13

G14

ジャパンオープン/全⽇本社会⼈ ⼥⼦



12⽉10⽇ (⼟)

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 ⾼橋 沙希 タカハシ サキ ⾦沢クリール
2 ⽑利 はづき モウリ ハズキ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
3 泉⾕ 望来 イズミヤ ミライ ⼤泉スワロー体育クラブ
4 正野 妃依 ショウノ ヒヨリ キタイスポーツクラブ
5 ⾦⼦ ⼼咲 カネコ ミサキ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
6 横⽥ 望結 ヨコタ ミジュ ⾼槻トランポリンクラブ
7 ⼤⽊ 真央 オオキ マオ Les Fiertés
8 早⼭ 朱⾳ ハヤマ アカネ Syスポーツ
9 岸⽥ 琴美 キシダ コトミ CRAZY-TRAMPOLINE
10 伊藤 梗華 イトウ キョウカ ⼤泉スワロー体育クラブ
11 松本 陽葵 マツモト ヒマリ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
12 松葉 玲奈 マツバ レナ 富⽥林トランポリンクラブ
13 川嶋 すず カワシマ スズ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
1 城⼭ 樹⾳ シロヤマ ジュネ Sfida
2 ⾼橋 緑環 タカハシ ミカン Pureトランポリンクラブ
3 ⾺場 千紘 ババ チヒロ TC temps
4 森屋 晶帆 モリヤ アキホ Gale
5 梅澤 優姫 ウメザワ ユメ スポーツクラブ テン・フォーティー
6 ⽯橋 琴華 イシバシ コトカ Atsugibonfire
7 ⼯藤 綿穂 クドウ ワタホ スポーツクラブ テン・フォーティー
8 古沢 珠⼰ フルサワ タマキ Pureトランポリンクラブ
9 ⽮野 愛佳 ヤノ アイカ ⼋代トランポリンクラブ
10 升⾕ 優希 マスタニ ユウキ イアス
11 及川 茉⼦ オイカワ マコ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
12 笹川 瑠美 ササガワ ルミ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
13 ⽊村 ⼆葉 キムラ フタバ Kamalei Lino ☆ T.C.
1 合寳 凛菜 ガッポウ リンナ TOKYO SPORTS ACADEMY
2 川本 紬 カワモト ツムギ さくらトランポリン
3 久保⽥ 陽菜 クボタ ヒナ たにぐちりょうへいトランポリンクラブ（TR）
4 徳⼭ さくら トクヤマ サクラ vivace
5 尾崎 ⼼春 オザキ コハル リトルウインズ勝⼭
6 落合 愛実 オチアイ マナミ ⾦沢学院⼤学クラブ
7 鈴⽊ 志⿇ スズキ シマ TSRスポーツクラブ
8 成⽥ 琴織 ナリタ コトリ トランポリンクラブKITAMI
9 ⻄畠 空杏 ニシバタ ソア vivace
10 松本 晴愛 マツモト ハナ ⾦沢学院⼤学クラブ
11 ⽯坂 莉乃 イシザカ リノ ⼩松イルカクラブ
12 ⽶⼜ 天⾳ ヨネマタ アマネ スポーツクラブ テン・フォーティー
13 ⼜村 奏 マタムラ カナデ アストレアトランポリンクラブ

スターティングオーダー Ｃ台

G1

G2

G3

11-12才 ⼥⼦



スターティングオーダー Ｃ台

1 久堀 由華 クボリ ユカ Phoenix Trampoline School
2 吉⽥ 柚⾹ ヨシダ ユズカ ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ
3 及川 真優 オイカワ マユ トランポリンクラブKITAMI
4 ⽥阪 優依 タサカ ユイ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
5 ⼤熊 七翠 オオクマ ナナミ スポーツクラブ テン・フォーティー
6 祖⽗江 栞 ソブエ シオリ Rainbow
7 望⽉ ⾵花 モチヅキ フウカ 静岡トランポリンクラブ(TR)
8 川本 誌愛 カワモト シエ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
9 ⾨前 凛⾹ モンゼン リンカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
10 ⼭内 花奏 ヤマウチ カナ 浜松トランポリンクラブ（TR)
11 上村 紅⽻ ウエムラ クレハ Ｗｉｎｇ・Ｒａｎａ ＫＵＭＡＭＯＴＯ
12 林 希光 ハヤシ ノゾミ さくらトランポリン
13 北浦 希彩 キタウラ ノア Phoenix Trampoline School
1 岡野 琴⾳ オカノ コトネ Pureトランポリンクラブ
2 髙橋 依千⾹ タカハシ イチカ ｆｅｌｉｚ．ｍｉｌａｎｏ
3 林 ⼩桜 ハヤシ ココロ フリーエアースポーツクラブ
4 楯岡 彩咲 タテオカ アヤサ キタイスポーツクラブ
5 ⼟本 萌結 ツチモト モユ ⾦沢学院⼤学クラブ
6 吉⽥ 朱⾥ ヨシダ アカリ キタイスポーツクラブ
7 秦 爽 ハタ サワカ アインストランポリンクラブ
8 ⾼⼭ 実環 タカヤマ ミワ Phoenix Trampoline School
9 ⼭⽥ ちひろ ヤマダ チヒロ アストレアトランポリンクラブ
10 湊⾕ 幸歩 ミナトヤ ユキホ ⼠別トランポリン協会
11 ⾓⽥ 優⾥奈 ツノダ ユリナ ⾚城トランポリンクラブ
12 嶋崎 真愛 シマザキ マナ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
13 鈴⽊ あや⾳ スズキ アヤネ 静岡トランポリンクラブ(TR)
1 牧野 百夏 マキノ モモカ たにぐちりょうへいトランポリンクラブ（TR）
2 ⼩野 茉⽇ オノ マヒル Syスポーツ
3 奥村 紗帆 オクムラ サホ Sfida
4 樺澤 結愛 カバサワ ユア wing-horse
5 ⼭下 あさ陽 ヤマシタ アサヒ Phoenix Trampoline School
6 清坐 紗弥 セイザ サヤ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
7 ⼭⽥ 夏愛 ヤマダ ナツメ 南陽ジュニアトランポリンクラブ
8 藤吉 実優 フジヨシ ミユウ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
9 ⾜⽴ 美基 アダチ ミキ vivace
10 加藤 紬 カトウ ツムギ ⾚城トランポリンクラブ
11 三善 瑚々 ミヨシ ココ ⼤宮レインボートランポリンクラブ
12 ⼩瀬 なつみ コセ ナツミ Syスポーツ
13 德島 来珀 トクシマ コハク アストレアトランポリンクラブ

G5

G4

G6



スターティングオーダー Ｃ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 若杉 昴 ワカスギ スバル イアス
2 濱﨑 祐吾 ハマサキ ユウゴ キタイスポーツクラブ
3 ⼭⼝ 琉叶 ヤマグチ リュウト ⼩松イルカクラブ
4 柴⽥ 峻佑 シバタ シュンスケ Sfida
5 後藤 蒼之郎 ゴトウ ソウシロウ トランポリンみやざき
6 ⽩須 篤⼈ シラス アツト 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
7 ⽥⽴ 悠⼈ タダチ ユウト vivace
8 定⾏ 摩珠 サダユキ マシュ ⾼槻トランポリンクラブ
9 名取 漣⾳ ナトリ レオン ⼤泉スワロー体育クラブ
10 安川 太真 ヤスカワ タイシン フリーエアースポーツクラブ
11 飯⽥ 康介 イイダ コウスケ ＮＰＯ江⼾崎スポーツクラブ
12 川野 智弘 カワノ チヒロ イアス
13 扇間 響介 オウギマ キョウスケ ⾦沢学院⼤学クラブ
1 池⽥ 裕喜 イケダ ヒロキ ⾦沢クリール
2 ⼩⾕中 涼太 コヤナカ リョウタ MTCホッパーズ
3 佐々⽊ 薫 ササキ カオル スポーツクラブ テン・フォーティー
4 ⼤⾕ 颯⼤ オオタニ ソウタ 富⽥林トランポリンクラブ
5 ⼤⻄ 良玖 オオニシ リク アインストランポリンクラブ
6 横⽯ 塁 ヨコイシ ルイ アベノジュニアトランポリンクラブ
7 家⽥ ⼒毅 イエダ リキ ⼤泉スワロー体育クラブ
8 俵 雄⽣ タワラ ユウセイ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ
9 齋藤 募 サイトウ ツノル wing-horse
10 ⾕好 健琉 タニヨシ タケル 相好トランポリンクラブ
11 下⼭ ⼤遥 シモヤマ タイヨウ スポーツクラブ テン・フォーティー
12 ⾦⼦ 颯杜 カネコ ハヤト アストレアトランポリンクラブ
13 林 将希 ハヤシ マサキ Cygnet Trampoline Club
14 早稲⽥ 陵貴 ワセダ ミサキ Ambitious

G7

11-12才 男⼦

G8



スターティングオーダー Ｃ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 阿久津 瑛拓 アクツ エイタ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
2 遠藤 悠來 エンドウ ユウライ TOKYO SPORTS ACADEMY
3 加藤 芽⽣ カトウ メイ スポーツクラブ テン・フォーティー
4 花房 昴 ハナブサ スバル 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
5 関 絢翔 セキ アヤト ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
6 関 ⼤輝 セキ ダイキ Syスポーツ
7 岸⽥ ⼤輔 キシダ ダイスケ CRAZY-TRAMPOLINE
8 桑原 千空 クワバラ チソラ Syスポーツ
9 江尻 愛翔 エジリ マナト フリーエアースポーツクラブ
10 ⿊⽊ 瞭 クロキ リョウ アベノジュニアトランポリンクラブ
11 佐藤 和真 サトウ カズマ フリーエアースポーツクラブ
12 三本松 博希 サンボンマツ ヒロキ スポーツクラブ テン・フォーティー
1 ⼭出 涼雅 ヤマデ リョウガ アベノジュニアトランポリンクラブ
2 松村 諒⼀ マツムラ リョウイチ Pureトランポリンクラブ
3 新野 晃弘 シンノ アキヒロ ⾼槻トランポリンクラブ
4 森 美越 モリ ミコシ 静岡トランポリンクラブ(TR)
5 神⼭ 空駕 カミヤマ クウガ Ambitious
6 清⽔ 魁 シミズ カイ wing-horse
7 川嶋 太⼀ カワシマ タイチ ⽯越町ＪＵＭＰ愛好会
8 前野 凜太郎 マエノ リンタロウ ⼤泉スワロー体育クラブ
9 多⽥ 智哉 タダ トモヤ アストレアトランポリンクラブ
10 ⼤⽵ 遥真 オオタケ ハルマ TSRスポーツクラブ
11 ⾕地 彪吾 ヤチ ヒョウゴ ⼠別トランポリン協会
12 中井 ⼤翔 ナカイ ヤマト Phoenix Trampoline School
1 中野 馨太郎 ナカノ ケイタロウ TOKYO SPORTS ACADEMY
2 ⽥⼝ 楽 タグチ ガク Gale
3 ⽥阪 興太郎 タサカ コウタロウ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
4 内川 瑛 ウチカワ アキラ vivace
5 板井 星伊也 イタイ セイヤ ⾦沢学院⼤学クラブ
6 武⽥ 光希 タケダ コウキ MTCホッパーズ
7 平⼭ 徳獅 ヒラヤマ トクシ 厚⽊FUSiONスポーツクラブ
8 ⽚岡 遼⾺ カタオカ リョウマ Phoenix Trampoline School
9 ⽊村 成吾 キムラ セイゴ Gale
10 林⽥ 匠⽮ ハヤシダ ショウヤ Sfida
11 齋藤 絢⼠ サイトウ アヤト 静岡トランポリンクラブ(TR)
12 髙⽊ 惇平 タカギ ジュンペイ ⼤泉スワロー体育クラブ
13 渡辺 太⼀ ワタナベ タイチ フリーエアースポーツクラブ

G9

13-14才 男⼦

G10

G11



スターティングオーダー Ｃ台

G 試技順 選 ⼿ 名 フ リ ガ ナ 所 属 団 体 名
1 藤井 琴⼸ フジイ コトミ 上野学園トランポリンクラブ
2 吉村 紅⼦ ヨシムラ アカネ 星稜クラブ
3 宮崎 亜優 ミヤザキ アユ Phoenix Trampoline School
4 笠井 琳花 カサイ リンカ ⾼槻トランポリンクラブ
5 ⼤倉 愛⾹ オオクラ アイカ 阪南⼤学クラブ
6 坪井 綾⾳ ツボイ アヤネ 焼津⾼校Saltar
7 林 璃奈 ハヤシ リナ 阪南⼤学クラブ
8 佐藤 友咲 サトウ ユキ 静岡産業⼤学クラブ
9 杉元 鈴奈 スギモト レイナ MaHaRoトランポリンクラブ
10 ⽥中 愛海 タナカ アミ ｆｏｒｔｅＴＣ
11 ⼩溝 真凜 コミゾ マリン ⾦沢学院⼤学クラブ
1 今泉 愛⽣ イマイズミ アキ 上野学園トランポリンクラブ
2 鈴⽊ 伶菜 スズキ レイナ 焼津⾼校Saltar
3 ⾕好 未菜 タニヨシ ミナ 相好トランポリンクラブ
4 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
5 加藤 萌歌 カトウ モエカ vivace
6 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
7 川畑 萌花 カワハタ モエカ 阪南⼤学クラブ
8 佐藤 ⾳葉 サトウ オトハ ⼤館市トランポリンクラブ
9 佐藤 歩実 サトウ アユミ Atsugibonfire
10 ⽯坂 漣 イシザカ レン ⾦沢学院⼤学クラブ
11 加藤 陽 カトウ ヒナタ Phoenix Trampoline School
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
2 森元 美涼 モリモト ミスズ 上野学園トランポリンクラブ
3 宮本 奈津 ミヤモト ナツ ⾦沢学院⼤学クラブ
4 吉永 ひより ヨシナガ ヒヨリ 学習院⼤学
5 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
6 伊吹 千夢 イブキ チユ Phoenix Trampoline School
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
8 ⼩畑 柚菜 オバタ ユナ 浜松修学舎中学校⾼等学校
9 ⼩野 晴茄 オノ ハルナ ⽇本体育⼤学トランポリンクラブ
10 廣瀬 万奈美 ヒロセ マナミ 浜松トランポリンクラブ（TR)
11 宮地 柚妃 ミヤチ ユズキ vivace
12 遠藤 翠那 エンドウ スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY

G12

G13

G14

17-18才 ⼥⼦


