
16:00 18:00

8:30

8:40 9:10

9:10 9:40

9:40 10:10

9:20 9:45

9:50 10:10

10:15

10:30 10:55

10:55 11:20

11:20 11:40

11:40 12:00

12:00

12:00 12:30 12:00 12:30

12:30 13:00 12:30 13:00

13:00 13:00 10以下男女 4名

11‐12女子 5名

13‐14男子 4名

13:10 13:10 13名

13:10 13:30 Ａ男子　第1グループ　2アップ→2パス　10名 13:10

13:30 13:50 13:35

13:50 Ａ女子 12名 13:35 13‐14女子 8名

Ｂ男子 11名 15‐16女子 2名

23名 17以上女子 4名

14:05 13:45 14名

14:05 14:25 13:45

14:25 14:45 14:20

14:45 14:20 15‐16男子 4名

17以上男子 15名

15:00 14:35 19名

15:00 15:20 14:35

15:20 15:40 15:00

15:40 16:00 15:00 15:25

16:00 16:10 Ａ男子　　決勝　　1アップ→1パス　　 8名 15:25

16:10 16:20 Ａ女子　　決勝　　1アップ→1パス　　 8名 15:50

16:20 16:30 Ｂ男子　　決勝　　1アップ→1パス　　 8名 15:50

16:30 16:40 16:15

16:15 16:45

16:45 17:05

17:05 17:30

17:30

17:40 18:00

片付け、閉会式準備

表彰、閉会式

日程は競技の進行状況により変更する場合があります。進行が早まった場合随時繰り上げていきますので放送にご注意ください

13‐14　15‐16　17以上女子　14名

Ｂ女子　　決勝　　1アップ→1パス　　 8名 決勝　2アップ→2パス 

15‐16男子　17以上男子　12名

決勝　2アップ→2パス 

オープン女子　　決勝　　2アップ→2パス

オープン男子　　決勝　　2アップ→2パス

Ｂ女子　第2グループ　2アップ→2パス　 12名 2アップ→2パス 

Ｂ女子　第3グループ　2アップ→2パス　 11名 17以上男子第2グループ　9名　2アップ→2パス

10以下男女　11－12女子　13‐14男子　13名

決勝　2アップ→2パス 

Ｂ女子 35名
フリーウォームアップ

2本確約

フリーウォームアップ

2本確約

Ｂ女子　第1グループ　2アップ→2パス　 12名 15‐16男子　17以上男子第1グループ　10名

フリーウォームアップ

2本確約

フリーウォームアップ

2本確約

Ａ女子　　　2アップ　→　2パス　　12名 13‐14　15‐16　17以上女子　14名

Ｂ男子　　　2アップ　→　2パス　　11名 2アップ→2パス 

Ａ男子 19名
フリーウォームアップ

2本確約

フリーウォームアップ

2本確約

10以下男女　11－12女子　13‐14男子　13名

Ａ男子　第2グループ　2アップ→2パス　 9名 2アップ→2パス 

タンブリング男子決勝　8名　　2本アップ　→　フリーパス　→　フリーパス

昼　休　憩

One‐Trick　 フリーウォームアップ ダブルミニ　フリーウォームアップ

One‐Trick　 フリーウォームアップ ダブルミニ　フリーウォームアップ

審判会議

監督会議

開会式

タンブリング女子予選　10名　2本アップ　→　サルトパス　→　ツイストパス

タンブリング男子予選　12名　2本アップ　→　サルトパス　→　ツイストパス

タンブリング女子決勝　8名　　2本アップ　→　フリーパス　→　フリーパス

第11回　全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン選手権大会　競技日程

3月15日(土) 　公式フリー 練習

3月16日(日)　　開場　　受付

タンブリング公式練習 ダブルミニ公式練習

フリーウォームアップ　22名

 静岡産業大学⑥　ＡＲＡ１０②　Atsugi bonfire⑦　14名

 たんぶるまにあ③　厚木FUSiON⑥　近畿大学附属⑦ 16名

 オンリーワン⑦　アスレ③　ユニオン②　クリード③

 大宮ガンバ①　15名



1 宮本 りさ ミヤモト リサ 日本クリード

2 平尾 果奈美 ヒラオ カナミ ジュニアスポーツクラブ・フィール

3 土田 理良 ツチダ リラ たんぶるまにあ

4 三澤 優華 ミサワ ユウカ 厚木健康体操センター

5 南 あかり ミナミ アカリ 日本クリード

6 髙橋 雛里 タカハシ ヒナリ たんぶるまにあ

7 土田 桃奈 ツチダ モモナ たんぶるまにあ

8 北折 愛里 キタオリ エリ Rainbow Jr.

9 鈴木 千景 スズキ チカゲ 日本クリード

10 石塚 由芽 イシヅカ ユメ たんぶるまにあ

1 谷本 祐一 タニモト ユウイチ 日本クリード

2 杉浦 隼平 スギウラ ジュンペイ 静岡産業大学クラブ

3 草ヶ谷 剛 クサガヤ タケシ ジュニアスポーツクラブ・フィール

4 足立 将磨 アダチ ショウマ 静岡産業大学クラブ

5 北川 未来 キタガワ ミライ 日本クリード

6 木下 宗 キノシタ ソウ 日本クリード

7 杉浦 祥太郎 スギウラ ショウタロウ 静岡産業大学クラブ

8 多聞 直之 タモン ナオユキ 近畿大学附属高等学校

9 木澤 元太 キザワ ゲンタ キタイスポーツクラブ

10 南 拓斗 ミナミ タクト 日本クリード

11 橋本 考弘 ハシモト タカヒロ 厚木健康体操センター

12 三木 和哉 ミキ カズヤ 近畿大学附属高等学校

タンブリング  女子　試技順

タンブリング  男子　試技順



1 佐藤 友咲 サトウ ユキ NPO アスレＴ.Ｃ

2 石田 美咲希 イシダ ミサキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

3 坪井 綾音 ツボイ アヤネ ＡＲＡ１０

1 竹澤 ななか タケザワ ナナカ オンリーワンクラブ

2 髙橋 紅葉 タカハシ クレハ オンリーワンクラブ

3 長澤 未優 ナガサワ ミユウ 厚木FUSiONスポーツクラブ

4 廣田 結南 ヒロタ ユナ 厚木FUSiONスポーツクラブ

5 木村 彩菜 キムラ アヤナ オンリーワンクラブ

1 鈴木 瑠那 スズキ ルナ NPO法人ユニオンスポーツクラブ

2 坪井 侑奈 ツボイ ユキナ ＡＲＡ１０

3 石塚 未琴 イシヅカ ミコト たんぶるまにあ

4 逸見 莉央奈 ヘンミ リオナ オンリーワンクラブ

5 中山 夢奈 ナカヤマ ユメナ NPO アスレＴ.Ｃ

6 髙田 彩華 タカダ アヤカ オンリーワンクラブ

7 濱田 怜奈 ハマダレナ オンリーワンクラブ

8 髙橋 雛里 タカハシ ヒナリ たんぶるまにあ

1 髙橋 穂波 タカハシ ホナミ 厚木FUSiONスポーツクラブ

2 鈴木 七海 スズキ ナナミ NPO アスレＴ.Ｃ

1 髙橋 彩乃 タカハシ アヤノ 厚木FUSiONスポーツクラブ

2 井上 文希 イノウエ アヤキ 近畿大学附属高等学校

3 片岡 優貴 カタオカ ユウキ 近畿大学附属高等学校

4 土田 理良 ツチダ リラ たんぶるまにあ

10歳以下 1 濱口 遥翔 ハマグチ ハルカ Atsugi bonfire

1 池田 瀬吏夏 イケダ セリカ Atsugi bonfire

2 髙橋 優斗 タカハシ ユウト オンリーワンクラブ

3 池田 晟齊 イケダ セナ Atsugi bonfire

4 永井 基巳 ナガイ モトミ NPO法人ユニオンスポーツクラブ

1 池田 祐貴 イケダマ サタカ Atsugi bonfire

2 福留 拓真 フクドメ タクマ 厚木FUSiONスポーツクラブ

3 山田 大翔 ヤマダ ヒロト 大宮ガンバトランポリンクラブ

4 小松 駿 コマツ シュン Atsugi bonfire

1 北川 未来 キタガワ ミライ 日本クリード

2 脇田 洋介 ワキタ ヨウスケ 静岡産業大学クラブ

3 多聞 直之 タモン ナオユキ 近畿大学附属高等学校

4 谷本 祐一 タニモト ユウイチ 日本クリード

5 足立 将磨 アダチ ショウマ 静岡産業大学クラブ

6 三木 和哉 ミキ カズヤ 近畿大学附属高等学校

7 木下 宗 キノシ タソウ 日本クリード

8 村下 達也 ムラシタ タツヤ 静岡産業大学クラブ

9 嶋川 優将 シマカワ ユウマ Atsugi bonfire

10 森田 雄士 モリタ ユウジ 近畿大学附属高等学校

11 市川 悠樹 イチカワ ユウキ 静岡産業大学クラブ

12 芝尾 慧 シバオ ケイ Atsugi bonfire

13 小林 修広 コバヤシ ノブヒロ 近畿大学附属高等学校

14 牧之瀬 千裕 マキノ セチヒロ 近畿大学附属高等学校

15 竹中 大介 タケナ カダイスケ 静岡産業大学クラブ

※試技順太字: On-Trick出場

15～16歳

17歳以上

15～16歳

17歳以上

ダブルミニトランポリン　女子　年齢別　試技順

ダブルミニトランポリン　男子　年齢別　試技順

13～14歳

10歳以下

11～12歳

13～14歳



1 柳澤 香帆 ヤナギサワ カホ ベスク体操クラブ

2 鈴木 咲葵 スズキ  サキ ジュニアスポーツクラブ・フィール

3 三隅 夏希 ミスミ ナツキ ベスク体操クラブ

4 小池 里桜 コイケ リオ ベスク体操クラブ

5 鈴木 莉子 スズキ リコ SSUスポーツクラブ磐田

6 長澤 瑠花 ナガサワ ルカ ベスク体操クラブ

7 渡邊 琴美 ワタナベ コトミ SSUスポーツクラブ磐田

8 小田 颯姫 オダ サツキ SSUスポーツクラブ磐田

9 小山 桃子 コヤマ モモコ ジュニアスポーツクラブ・フィール

10 鈴木 千景 スズキ チカゲ 日本クリード

11 中澤 亜衣 ナカザワ アイ ジュニアスポーツクラブ・フィール

12 望月 葵 モチヅキ アオイ ジュニアスポーツクラブ・フィール

1 杉浦 祥太郎 スギウラ ショウタロウ 静岡産業大学クラブ

2 谷本 祐一 タニモト ユウイチ 日本クリード

3 竹中 大介 タケナカ ダイスケ 静岡産業大学クラブ

4 草ヶ谷 剛 クサガヤ  タケシ ジュニアスポーツクラブ・フィール

5 足立 将磨 アダチ ショウマ 静岡産業大学クラブ

6 山田 大翔 ヤマダ ヒロト ベスク体操クラブ

7 岩槻 万里 イワツキ バンリ 静岡産業大学クラブ

8 木下 宗 キノシタ ソウ 日本クリード

9 木澤 元太 キザワゲンタ キタイスポーツクラブ

10 岡本 宗崇 オカモト ムネタカ 静岡産業大学クラブ

11 藤田 恭平 フジタ キョウヘイ 静岡産業大学クラブ

12 北川 未来 キタガワミ ライ 日本クリード

13 橋本 考弘 ハシモト タカヒロ 厚木健康体操センター

14 村下 達也 ムラシタ タツヤ 静岡産業大学クラブ

15 大石 晃生 オオイシ アキオ 静岡産業大学クラブ

16 島田 直弥 シマダ ナオヤ 静岡産業大学クラブ

17 杉浦 隼平 スギウラ ジュンペイ 静岡産業大学クラブ

18 土田 悠太郎 ツチダ ユウタロウ 静岡産業大学クラブ

19 安島 健司 アジマ ケンジ 静岡産業大学クラブ

※試技順太字: DMT出場

One-Trick Aクラス女子　　試技順

One-Trick Aクラス男子　　試技順



1 大田 宏美 オオタ ヒロミ 日本クリード

2 福田莉香 フクダ リンカ 日本クリード

3 松尾 衣里子 マツオ エリコ 日本クリード

4 中本 清香 ナカモト サヤカ ジュニアスポーツクラブ・フィール

5 望月 琉加 モチヅキ ルカ ジュニアスポーツクラブ・フィール

6 平尾 夏葉 ヒラオ ナツハ ジュニアスポーツクラブ・フィール

7 村上 愛海 ムラカミ アミ 日本クリード

8 田川 まゆ タガワ マユ 日本クリード

9 加藤 楽菜 カトウ ラナ ジュニアスポーツクラブ・フィール

10 平尾 果奈美 ヒラオ カナミ ジュニアスポーツクラブ・フィール

11 本田 琴音 ホンダ コトネ 日本クリード

12 梅津 美空 ウメツ ミヤ 相模体操館

13 宮本 りさ ミヤモト リサ 日本クリード

14 杉本 亜花 スギモト アカ 相模体操館

15 北折 愛里 キタオリエリ Rainbow Jr.

16 三藤 碧季 ミトウ タマキ 相模体操館

17 飯田真彩 イイダ マアヤ 日本クリード

18 佐藤 琳 サトウ リン 相模体操館

19 南 あかり ミナミ アカリ 日本クリード

20 杉山 菜々子 スギヤマ ナナコ ジュニアスポーツクラブ・フィール

21 黒川 陽夏里 クロカワ  ヒカリ ジュニアスポーツクラブ・フィール

22 柳川 菜月 ヤナガワ ナツキ 相模体操館

23 坪井 侑奈 ツボイ ユキナ ＡＲＡ１０

24 原口 明音 ハラグチ アカネ 日本クリード

25 杉本 亜弥 スギモト アヤ 相模体操館

26 小澤 昌美 オザワ マサミ 日本クリード

27 村山 咲乃 ムラヤマ サクノ 日本クリード

28 原田 朱莉 ハラダ ジュリ 日本クリード

29 野中 ひなこ ノナカ ヒナコ 日本クリード

30 石橋 奈々 イシバシ ナナ 日本クリード

31 橘 美月 タチバナ ミヅキ Club G.G

32 三澤 優華 ミサワ ユウカ 厚木健康体操センター

33 保科 紀葉 ホシナ カズハ 日本クリード

34 松下 紗也 マツシ タサヤ YNU

35 小泉 早希 コイズミ サキ ジュニアスポーツクラブ・フィール

1 中村 佳典 ナカムラ ヨシノリ 日本クリード

2 日野 陽太 ヒノ ヨウタ ＹＮＵ

3 岡 空男 オカ ソラオ 日本クリード

4 土田 恵司 ツチダ ケイジ たんぶるまにあ

5 小松 竜大 コマツ リョウタ ＹＮＵ

6 南 拓斗 ミナミ タクト 日本クリード

7 小西 俊司 コニシ シュンジ ＹＮＵ

8 松永 哲 マツナガ サトル 日本クリード

9 村上 伸英 ムラカミ ノブヒデ 日本クリード

10 北村 貴裕 キタムラ タカヒロ 日本クリード

11 大関 真悟 オオゼキ シンゴ 日本クリード

※試技順太字: DMT出場

One-Trick Ｂクラス　女子　試技順

One-Trick Ｂクラス　男子　　試技順



技                   名 難度点

ロンダード、前方転回、後方転回 0.2点

テンポ宙返り（フィップバック） 0.3点

１回宙返り　抱え型 0.5点

１回宙返り　屈伸型、伸び型 0.6点

側方１回宙返り抱え型 0.5点

１回宙返り１／２捻り 0.6点

１回宙返り１回捻り 0.7点

１回宙返り１回半捻り 0.9点

１回宙返り２回捻り 1.1点

１回宙返り２回半捻り 1.4点

１回宙返り３回捻り 1.7点

１回宙返り３回半捻り 2.1点

１回宙返り４回捻り 2.5点

２回宙返り抱え型 2.0点

２回宙返り屈伸型 2.2点

２回宙返り伸び型 2.4点

前方２回宙返り１／２捻り抱え型 2.2点

前方２回宙返り１／２捻り屈伸型 2.4点

２回宙返り１回捻り抱え型（パック型 ） 2.4点

２回宙返り１回捻り屈伸型 2.6点

２回宙返り１回捻り伸び型 2.8点

２回宙返り２回捻り抱え型（パック型 ） 3.2点

２回宙返り２回捻り伸び型 3.6点

後方３回宙返り抱え型 4.5点

タンブリング 難度点表



Elements 技名 Ｔ Ｐ Ｌ

1 1 Back ss １ バック 0.5 0.6 0.6

2 1 Front ss １ フロント 0.5 0.6 0.6

3 Barani バラニー 0.7 0.7 0.7

4 Full twist フルツイスト - - 0.9

5 Rudolph ルドルフ - - 1.2

6 2 twist ダブルツイスト - - 1.5

7 Randolph ランドルフ - - 1.9

8 3 twist トリプルツイスト - - 2.3

9 Adolph エイドルフ - - 2.8

10 4 twist 4回ひねり - - 3.3

11 2 Back ss ダブル バック 2.0 2.4 2.8

12 1/2 out バラニー アウト 2.4 2.8 3.2

13 1/2 in バラニー イン 2.4 2.8 3.2

14 1/2 in 1/2 out ハーフイン ハーフアウト 2.8 3.2 3.6

15 1/1 in back out フルイン バック 2.8 3.2 3.6

16 Back in 1/1 out バックイン フルアウト 2.8 3.2 3.6

17 1･1/2 out ルーディー アウト 3.2 3.6 4.0

18 1/1 in 1/2 out フルイン バラニーアウト 3.2 3.6 4.0

19 1/1 in 1/1 out フルイン フルアウト 3.6 4.0 4.4

20 1/2 in 1･1/2 out ハーフイン ルーディーアウト 3.6 4.0 4.4

21 1/1 in 1･1/2 out フルイン ルーディーアウト 4.0 4.4 4.8

22 2･1/2 out ランディー アウト 4.0 4.4 4.8

23 1/1 in 2/1 out ミラー 4.4 4.8 5.2

24 3 Back ss トリプル バック 4.5 5.3 6.1

25 1/2 out Triffis ハーフアウト トリフィス 5.1 5.9 6.7

26 1/2 in 1/2 out Triffis ハーフインハーフアウト トリフィス 5.7 6.5

ダブルミニ 難度点表


