
第１回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会

女子スタートリスト

11-12才

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

1 松本 純怜 マツモト スミレ 金沢ジャンパーズクラブ 年齢別

2 三澤 優華 ミサワ ユウカ 厚木健康体操センター 年齢別

3 田中 沙季 タナカ サキ 小松イルカクラブ　 年齢別

4 平林 梨沙 ヒラバヤシ リサ 群馬クレイドル 年齢別

5 能崎 佑奈 ノザキ ユウナ 星稜ジュニア 年齢別

6 中村 未咲希 ナカムラ ミサキ スポーツクラブ　テン・フォーティー 年齢別

7 玉田 凜 タマダ リン 星稜ジュニア 年齢別

8 吉永 結唯 ヨシナガ ユイ 阪南市トランポリンクラブ 選考なし

9 元角 沙羽 ゲンカク サワ 星稜ジュニア 年齢別

10 小林 陽花 コバヤシ ヒヨリ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 年齢別

11 櫻井 愛菜 サクライ エナ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

12 廣田 結南 ヒロタ ユナ 厚木FUSiONスポーツクラブ 選考なし

13 神田 美稀 カンダ ミキ 小松イルカクラブ　 年齢別

14 長澤 未優 ナガサワ ミユウ 厚木FUSiONスポーツクラブ 選考なし

15 松村 美咲 マツムラ ミサキ 泉南ジュニアトランポリンクラブ 年齢別

16 中尾 綾花 ナカオ アヤカ 泉南ジュニアトランポリンクラブ 年齢別

17 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 年齢別

18 保坂 一翔 ホサカ ヒナリ とねりkindergartenスポーツクラブ 年齢別

19 増崎 セリナ マスザキ セリナ キタイスポーツクラブ 年齢別

20 西 千咲葵 ニシ チサキ 泉南ジュニアトランポリンクラブ 年齢別

21 鈴木 莉々香 スズキ リリカ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

22 小田原 由佳 オダワラ ユウカ シープクラブ 年齢別

23 大野 瑠菜 オオノ ルナ 富田林トランポリンクラブ 年齢別

13-14才

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

1 吉澤 愛視 ヨシザワ メグミ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

2 厚治 里詩理 アツジ リシェリ 日本体育大学クラブ 年齢別

3 本多 ゆん ホンダ ユン フリーエアースポーツクラブ 年齢別

4 林 真帆 ハヤシ マホ キタイスポーツクラブ 年齢別

5 東 彩乃 ヒガシ アヤノ スポーツクラブ　テン・フォーティー 年齢別

6 増崎 アンヌ マスザキ アンヌ キタイスポーツクラブ 年齢別

7 中村 咲希 ナカムラ サキ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

8 安藤 陽香 アンドウ ハルカ キタイスポーツクラブ 年齢別

9 徳永 唯花 トクナガ ユイカ スポーツクラブ　テン・フォーティー 年齢別

10 岡田 亜実 オカダ アミ キタイスポーツクラブ 年齢別

11 大野 舞衣 オオノ マイ 厚木FUSiONスポーツクラブ 選考なし

12 奥野 有季 オクノ ユキ キタイスポーツクラブ 年齢別

13 九野 萌未 クノ メグミ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 年齢別

14 宮野 汐音 ミヤノ シオン 金沢学院大学クラブ 選考なし

15 清長 春花 キヨナガ ハルカ 金沢クリール 年齢別

16 小澤 千菜里 オザワ チナリ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

17 今井 薫桃 イマイ クルミ 群馬クレイドル 年齢別

18 野村 菜月美 ノムラ ナツミ 星稜クラブ 年齢別

19 新垣 瞳 アラカキ ヒトミ 阪南市トランポリンクラブ 選考なし

20 笹木 遥 ササキ ハルカ 小松イルカクラブ　 年齢別

21 植田 歩未 ウエダ アユミ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 年齢別

22 櫻井 葉月 サクライ ハヅキ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

23 仁平 菜絵 ニヒラ ナエ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

24 杉林 泉美 スギバヤシ イズミ 小松イルカクラブ　 選考なし

①

②

③

④



第１回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会

女子スタートリスト

15-16才

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

0 川口 瑞香 カワグチ ミズカ 熊取T.T.T. 年齢別

1 手嶋 ひかる テシマ ヒカル 堺ハイパードリーム 年齢別

2 土屋 志絵莉 ツチヤ シエリ 星稜クラブ 年齢別

3 半田 萌里 ハンダ モエリ 泉南トラストトランポリンクラブ 年齢別

4 高木 裕美 タカギ ユミ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

5 谷口 夏穂 タニグチ カホ 星稜クラブ 選考なし

6 岡田 葵 オカダ アオイ 金沢トランポリンクラブ 年齢別

7 田中 結子 タナカ ユウコ 金沢学院大学クラブ 選考なし

8 谷口 佳寿 タニグチ ケイジュ 泉南トラストトランポリンクラブ 年齢別

9 赤井 なつみ アカイ ナツミ 金沢学院大学クラブ 年齢別

10 谷嶋 花音 タニシマ カノン アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

11 松本 らな マツモト ラナ 日本体育大学クラブ 年齢別

12 桜井 美輝 サクライ ミキ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

13 髙橋 穂波 タカハシ ホナミ 厚木FUSiONスポーツクラブ 年齢別

14 中野 智円 ナカノ チマル 金沢学院大学クラブ 年齢別

15 桐生 莉沙 キリュウ リサ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

16 西川 瑠海 ニシカワ ルウミ アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

17 堂前 ひかる ドウマエ ヒカル 小松大谷高等学校 年齢別

18 中村 風稀 ナカムラ フウキ 厚木FUSiONスポーツクラブ 選考なし

19 松波 愛里 マツナミ アイリ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

20 小坂 彩芽 コサカ サヤカ 小松イルカクラブ　 選考なし

21 松原 知穂 マツバラ チホ アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

22 田村 夏々 タムラ ナナ 阪南大学クラブ 年齢別

23 中村 優希 ナカムラ ユウキ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

24 成田 華 ナリタ ハナ 富田林トランポリンクラブ 年齢別

25 森 ひかる モリ ヒカル フリーエアースポーツクラブ 年齢別

26 谷口 空 タニグチ ソラ シープクラブ 年齢別

27 杉谷 櫻花 スギタニ オウカ 星稜ジュニア 年齢別

28 宮﨑 七星 ミヤザキ ナナセ キタイスポーツクラブ 年齢別

29 宮田 裕子 ミヤタ ユウコ 星稜ジュニア 年齢別

17才以上

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

1 名倉 沙織 ナクラ サオリ 日本体育大学クラブ 世界選手権

2 又吉 幹奈 マタヨシ カンナ 金沢学院大学クラブ 年齢別

3 前沢 有咲 マエザワ アリサ 小松大谷高等学校 世界選手権

4 寺前 麻菜美 テラマエ マナミ 阪南大学クラブ 世界選手権

5 松多 冠奈 マツダ カンナ 星稜クラブ 年齢別

6 今井 典奈 イマイ ノリナ Atsugi bonfire 選考なし

7 東本 麻由 ヒガシモト マユ 阪南大学クラブ 世界選手権

8 中野 蘭菜 ナカノ ラナ 星稜クラブ 世界選手権

9 下地 美裕 シモジ ミヒロ ベルデスポーツクラブ 年齢別

10 久保 実由 クボ ミユキ STYLE 世界選手権

11 倉持 真央 クラモチ マオ フリーエアースポーツクラブ 世界選手権

12 藤井 桂子 フジイ ケイコ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

13 北川 佳那 キタガワ カナ 星稜クラブ 年齢別

14 森田 千尋 モリタ チヒロ 日本体育大学クラブ 世界選手権

15 福嶋 香七絵 フクシマ カナエ 小松大谷高等学校 世界選手権

16 太村 成見 タムラ ナルミ 金沢学院大学クラブ 年齢別

17 大門 音々 ダイモン ネネ 星稜クラブ 年齢別

18 末永 朱音 スエナガ アカネ 慶應義塾 選考なし

19 泊 舞香 トマリ マイカ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

20 西村 美紅 ニシムラ ミク 金沢学院大学クラブ 年齢別

21 遠藤 香奈 エンドウ カナ 日本体育大学クラブ 年齢別

⑥

⑦

①

②

⑤



第１回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会

女子スタートリスト

17才以上

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

22 松本 萌 マツモト メグミ 阪南大学クラブ 世界選手権

23 大宮 沙梨華 オオミヤ サリカ キタイスポーツクラブ 世界選手権

24 大谷 茉由 オオタニ マユ 阪南大学クラブ 世界選手権

25 栗木 優香 クリキ ユウカ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

26 宇山 芽紅 ウヤマ メグ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

27 土井畑 知里 ドイハタ チサト 日本体育大学クラブ 世界選手権

28 高森 萌子 タカモリ モエコ 厚木FUSiONスポーツクラブ 選考なし

29 佐竹 玲奈 サタケ レイナ 日本体育大学クラブ 世界選手権

30 藤田 葉月 フジタ ハヅキ 金沢学院大学クラブ 年齢別

31 佐藤 優菜 サトウ ユウナ とねりkindergartenスポーツクラブ 世界選手権

32 小林 沙恵 コバヤシ サエ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

33 飛知和 舞 ヒチワ マイ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

34 本藤 里美 モトフジ サトミ 熊取T.T.T. 年齢別

35 山下 はるな ヤマシタ ハルナ 静岡産業大学クラブ 世界選手権

36 山口 晴緒 ヤマグチ ハルオ 阪南大学クラブ 世界選手権

37 佐藤 萌香 サトウ モエカ 熊取T.T.T. 選考なし

38 蒔田 桃子 マキタ モモコ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

39 谷嶋 瑞綺 タニシマ ミズキ アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

40 中井 美咲 ナカイ ミサキ 熊取T.T.T. 選考なし

41 山田 紗菜 ヤマダ アヤナ 日本体育大学クラブ 世界選手権

42 宮田 幸音 ミヤタ ユキネ 東京女子体育大学 世界選手権

43 松田 眞紀子 マツダ マキコ 阪南大学クラブ 世界選手権

44 河村 香那 カワムラ カナ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

45 岸 彩乃 キシ アヤノ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

46 藤田 琴 フジタ コト 阪南大学クラブ 年齢別

47 服部 佳奈 ハットリ カナ 日本体育大学クラブ 世界選手権

48 山本 葉月 ヤマモト ハヅキ 阪南大学クラブ 年齢別

49 平野 里歩 ヒラノ リホ 星稜クラブ 年齢別

50 上村 恵梨奈 カミムラ エリナ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

51 髙橋 彩乃 タカハシ アヤノ 厚木FUSiONスポーツクラブ 年齢別

52 角田 瑞希 ツノダ ミズキ 星稜クラブ 世界選手権

53 区分変更

54 村田 楓夏 ムラタ フウカ 星稜クラブ 年齢別

55 村山 優里 ムラヤマ ユリ フリーエアースポーツクラブ 世界選手権

56 橋本 千絵美 ハシモト チエミ 小松大谷高等学校 世界選手権

57 吉村 美憂 ヨシムラ ミユ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

58 鈴木 菜央 スズキ ナオ 小松大谷高等学校 世界選手権

59 私市 希 キサイチ ノゾミ アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

60 小久保 美伶 コクボ ミレイ 日本体育大学クラブ 世界選手権

61 音成 眞紀子 オトナリ マキコ Atsugi bonfire 選考なし

62 富田 ひとみ トミタ ヒトミ 日本体育大学クラブ 世界選手権

63 小早川 理奈 コバヤカワ リナ 阪南大学クラブ 選考なし

64 寺田 望七 テラダ ミナ 日本体育大学クラブ 世界選手権

65 安田 ゆうき ヤスタ ユウキ 金沢学院大学クラブ 年齢別

⑤

⑥

③

④



第１回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会

男子スタートリスト

11-12才

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

1 大島 涼介 オオシマ リョウスケ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 年齢別

2 西村 貫汰 ニシムラ カンタ スキップクラブ 選考なし

3 石井 志周 イシイ ユキナリ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

4 丸山 雄太 マルヤマ ユウタ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

5 稲垣 陽介 イナガキ ヨウスケ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

6 鈴木 蒼大 スズキ ソウタ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

7 松本 航翔 マツモト コウショウ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 年齢別

8 秦 颯士 ハタ ソウシ スキップクラブ 年齢別

9 丹波 亮星 タンバ リョウセイ 泉南ジュニアトランポリンクラブ 年齢別

10 鈴木 大心 スズキ ダイシン スポーツクラブ　テン・フォーティー 年齢別

11 豊田 秀真 トヨダ シュウマ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

12 下地 泰夢 シモジ ヒロム ベルデスポーツクラブ 年齢別

13 片岡 拓朗 カタオカ タクロウ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 年齢別

14 藤元 匠 フジモト タクミ 金沢クリール 年齢別

15 阿部 広空 アベ ヒロタカ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 年齢別

16 西岡 隆成 ニシオカ リュウセイ キタイスポーツクラブ 年齢別

17 土肥 大悟 ドヒ ダイゴ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 年齢別

18 中山 心輝 ナカヤマ モトキ 堺ハイパードリーム 年齢別

19 永吉 夏都 ナガヨシ ナツト スキップクラブ 選考なし

20 宮内 優希 ミヤウチ ユウキ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

21 金沢 壮樹 カナザワ ソウキ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

22 豊後 輝道 ブンゴ テルミチ 金沢クリール 年齢別

13-14才

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

1 折田 侑翼 オリタ ユラ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

2 大串 慶正 オオグシ ケイゴ スポーツクラブ　テン・フォーティー 年齢別

3 芝 圭佑 シバ ケイスケ キタイスポーツクラブ 年齢別

4 永井 元 ナガイ ハジメ 静岡トランポリンクラブ 年齢別

5 太村 明裕 タムラ アキヒロ 金沢学院大学クラブ 選考なし

6 髙橋 京佑 タカハシ ケイスケ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

7 片岡 滉基 カタオカ コウキ アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

8 河原 誠一郎 カワハラ セイイチロウ 日本体育大学クラブ 年齢別

9 小野 颯斗 オノ ハヤト 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

10 河村 拓己 カワムラ タクミ 宇ノ気クラブ 年齢別

11 岡田 陸飛 オカダ リクト 金沢トランポリンクラブ 年齢別

12 薫森 海輝  シゲモリ ミキ 小松イルカクラブ　 選考なし

13 有松 大地 アリマツ ダイチ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

14 中西 智也 ナカニシ トモヤ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 年齢別

15 海野 大透 ウンノ ヒロト 静岡トランポリンクラブ 年齢別

16 小柴 裕之 コシバ ヒロユキ 群馬クレイドル 年齢別

17 市村 斗哉 イチムラ トウヤ キタイスポーツクラブ 年齢別

18 小林 和嗣 コバヤシ カズシ ビッグスプリング 年齢別

19 新谷 亮介 シンタニ リョウスケ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

20 飯田 航 イイダ ワタル 群馬クレイドル 年齢別

21 中谷 龍馬 ナカタニ リョウマ 金沢トランポリンクラブ 年齢別

①

②

③
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15-16才

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

1 岡田 浩武 オカダ ヒロム 小松大谷高等学校 年齢別

2 山﨑 大司 ヤマザキ ダイシ ベルデスポーツクラブ 年齢別

3 直井 碧郎 ナオイ アロウ NPO江戸崎スポーツクラブ 年齢別

4 永井 雅人 ナガイ マサト 前橋市立前橋高等学校 年齢別

5 藤本 悠史 フジモト ユウシ 前橋市立前橋高等学校 年齢別

6 桐生 一輝 キリュウ カズキ 大泉スワロー体育クラブ 年齢別

7 藤田 将徳 フジタ ショウトク 日本体育大学クラブ 年齢別

8 伊藤 祐規 イトウ ユウキ スポーツクラブ　テン・フォーティー 年齢別

9 石井 祐雅 イシイ ユウガ スポーツクラブ　テン・フォーティー 年齢別

10 菅原 正哉 スガワラ マサヤ 厚木FUSiONスポーツクラブ 年齢別

11 下出 康介 シモデ コウスケ 金沢学院大学クラブ 年齢別

12 清水 大空 シミズ スカイ 日本体育大学クラブ 年齢別

13 石川 和 イシカワ ヤマト 金沢学院大学クラブ 年齢別

14 片岡 雄貴 カタオカ ユウキ 泉南トラストトランポリンクラブ 年齢別

15 牧野 悠利 マキノ ユウリ 金沢学院大学クラブ 選考なし

16 植田 大和 ウエダ ヤマト アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

17 野村 綾之介 ノムラ リョウノスケ 富田林トランポリンクラブ 年齢別

18 和田 岳大 ワダ タケヒロ 金沢クリール 年齢別

19 宮野 冬馬 ミヤノ トウマ 星稜クラブ 年齢別

20 岸 凌大 キシ リョウタ 小松イルカクラブ　 年齢別

21 成田 達哉 ナリタ タツヤ 金沢学院大学クラブ 選考なし

22 髙田 脩平 タカダ シュウヘイ キタイスポーツクラブ 年齢別

23 山田 大翔 ヤマダ ヒロト 星稜クラブ 年齢別

24 中園 貴登 ナカゾノ タカト 金沢学院大学クラブ 年齢別

25 宇田 大志 ウダ タイシ アベノジュニアトランポリンクラブ 年齢別

26 明石 凌 アカシ リョウ フリーエアースポーツクラブ 年齢別

17才以上

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

1 堺 亮介 サカイ リョウスケ 星稜クラブ 世界選手権

2 嶋川 優将 シマカワ ユウマ Atsugi bonfire 選考なし

3 伊藤 正樹 イトウ マサキ 株式会社東栄住宅 世界選手権

4 芝尾 慧 シバオ ケイ Atsugi bonfire 選考なし

5 山口 学 ヤマグチ マナブ モンパルテ 世界選手権

6 千葉 和音 チバ カズネ 大泉スワロー体育クラブ 世界選手権

7 安藤 諒 アンドウ リョウ 星稜クラブ 年齢別

8 入江 朗 イリエ アキラ 阪南大学クラブ 選考なし

9 野田 亮太 ノダ リョウタ 静岡産業大学クラブ 世界選手権

10 今井 匠馬 イマイ タクマ 金沢学院大学クラブ 年齢別

11 板橋 良太 イタバシ リョウタ 日本体育大学クラブ 世界選手権

12 上山 容弘 ウエヤマ ヤスヒロ モンパルテ 世界選手権

13 中村 隆誠 ナカムラ リュウセイ 日本体育大学クラブ 世界選手権

14 奥 升吾 オク ショウゴ 阪南市トランポリンクラブ 年齢別

15 鈴木 輝一 スズキ テルカズ 慶應義塾 選考なし

16 永田 信弥 ナガタ シンヤ 星稜クラブ 年齢別

17 鈴木 宏介 スズキ コウスケ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

18 野島 皐記 ノジマ コウキ アベノETC 世界選手権

19 市川 悠樹 イチカワ ユウキ 静岡産業大学クラブ 年齢別

20 後藤 理生 ゴトウ リョウ 高槻トランポリンクラブ 年齢別

21 中田 大輔 ナカタ ダイスケ J-POWER 世界選手権

22 河裾 充晃 カワスソ ミツアキ 阪南大学クラブ 選考なし

23 市川 隆太 イチカワ リュウタ 星稜クラブ 年齢別

24 川西 隆由樹 カワニシ タカユキ STYLE 世界選手権

⑤
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17才以上

G 試技順 名　前 フリガナ 所属団体名 選　考

25 板本 一真 イタモト カズマ 阪南大学クラブ 世界選手権

26 田﨑 勝史 タサキ カツフミ 日本体育大学クラブ 世界選手権

27 藤田 隆之介 フジタ リュウノスケ 日本体育大学クラブ 世界選手権

28 比嘉 光 ヒガ ヒカリ 静岡産業大学クラブ 年齢別

29 飯田 出 イイダ イズル 前橋市立前橋高等学校 年齢別

30 石井 純 イシイ ジュン 阪南大学クラブ 世界選手権

31 岸 大貴 キシ ダイキ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

32 中村 大樹 ナカムラ ヒロキ 慶應義塾 選考なし

33 島田 諒太 シマダ リョウタ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

34 大谷 龍太郎 オオタニ リュウタロウ 日本体育大学クラブ 世界選手権

35 植田 太郎 ウエダ タロウ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

36 岡田 紳之介 オカダ シンノスケ 阪南大学クラブ 世界選手権

37 吉岡 拓哉 ヨシオカ タクヤ 静岡産業大学クラブ 世界選手権

38 中村 匠吾 ナカムラ ショウゴ 高槻トランポリンクラブ 年齢別

39 白糠 遼 シラヌカ リョウ NPO江戸崎スポーツクラブ 世界選手権

40 笹本 陸 ササモト リク 津別トランポリンクラブ 年齢別

41 坂本 鷹志 サカモト タカシ 株式会社ゼウス・エンタープライズ 世界選手権

42 脇田 洋介 ワキタ ヨウスケ 静岡産業大学クラブ 選考なし

43 永井 裕也 ナガイ ユウヤ 金沢学院大学クラブ 年齢別

44 安原 健太 ヤスハラ ケンタ 阪南大学クラブ 世界選手権

45 加藤 尭彦 カトウ タカヒコ 大泉スワロー体育クラブ 世界選手権

46 森 晴太郎 モリ ハルタロウ フリーエアースポーツクラブ 世界選手権

47 白崎 佑和 シラサキ ユウヤ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

48 大嶋 諒人 オオシマ リョウト 阪南市トランポリンクラブ 年齢別

49 日垣 博考 ヒガキ ヒロタカ 慶應義塾 選考なし

50 筑間 友久ｼｭﾃﾌｧﾝ チクマ トモヒサシュテファン 日本体育大学クラブ 世界選手権

51 田崎 匠 タサキ タクミ 金沢クリール 年齢別

52 谷口 遼平 タニグチ リョウヘイ 静岡産業大学クラブ 世界選手権

53 菅原 正視 スガワラ マサミ 厚木FUSiONスポーツクラブ 選考なし

54 石川 潤 イシカワ ジュン 慶應義塾 選考なし

55 清川 敏文 キヨカワ トシフミ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

56 武田 直樹 タケダ ナオキ アベノETC 世界選手権

57 飯野 佑樹 イイノ ユウキ 慶應義塾 選考なし

58 海老原 瑞斗 エビハラ ミナト 慶應義塾 選考なし

59 木口 暁遥 キグチ トシハル フリーエアースポーツクラブ 世界選手権

60 谷 貴文 タニ タカフミ 日本体育大学クラブ 世界選手権

61 瀬谷 真一 セタニ シンイチ STYLE 世界選手権

62 門田 賢樹 モンデン サトキ 静岡産業大学クラブ 世界選手権

63 吉澤 陸 ヨシザワ リク 厚木FUSiONスポーツクラブ 選考なし

64 川井 郁生 カワイ イクオ 慶應義塾 選考なし

65 石川 秀康 イシカワ ヒデヤス 大泉スワロー体育クラブ 世界選手権

66 菅井 慶太 スガイ ケイタ STYLE 世界選手権

67 中尾 裕聖 ナカオ ユウセイ 金沢学院大学クラブ 世界選手権

68 池野 友崇 イケノ トモタカ 日本体育大学クラブ 世界選手権

69 棟朝 銀河 ムネトモ ギンガ 慶應義塾 世界選手権

70 中西 裕也 ナカニシ ユウヤ 星稜クラブ 年齢別

71 山科 一輝 ヤマシナ カズキ 慶應義塾 選考なし

72 白坂 健志 シラサカ ケンシ 静岡産業大学クラブ 世界選手権

73 外村 哲也 ソトムラ テツヤ Clubネイス 世界選手権

74 吉村 祐太 ヨシムラ ユウタ 日本体育大学クラブ 世界選手権
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