
対象大会:

男子

順位 大会名 選手名 所属団体名 得　点 メ　モ

1 全日本年齢別 上山 容弘 モンパルテ 59.955 前年度全日本決勝・強化指定

2 全日本年齢別 外村 哲也 The Triffis 59.700 前年度全日本決勝・強化指定

3 大学選手権 棟朝 銀河 慶応義塾大学 58.660 前年度全日本決勝・強化指定

4 全日本年齢別 山口 学 モンパルテ 58.520 前年度全日本決勝・強化指定

5 全日本年齢別 岸 大貴 金沢学院大学クラブ 57.365 前年度全日本決勝・強化指定

6 全日本年齢別 加藤 尭彦 大泉スワロー体育クラブ 56.715 強化指定

7 大学選手権 藤田 隆之介 日本体育大学 56.610 前年度全日本決勝・強化指定

8 東日本選手権 坂本 鷹志 株式会社ゼウス・エンタープライズ 56.330 強化指定

9 全日本年齢別 田崎 勝史 日本体育大学クラブ 55.715 前年度全日本決勝・強化指定

10 全日本年齢別 白坂 健志 静岡産業大学クラブ 55.420 前年度全日本決勝・強化指定

11 全日本年齢別 島田 諒太 金沢学院大学クラブ 55.260 強化指定

12 大学選手権 森 晴太郎 帝京科学大学 55.025 強化指定

13 大学選手権 岡田 紳之介 阪南大学 54.540 前年度全日本決勝

14 全日本年齢別 伊藤 正樹 株式会社東栄住宅 12.595 前年度全日本決勝・強化指定

15 大学選手権 白崎 佑和 金沢学院大学 57.005

16 全日本年齢別 鈴木 宏介 金沢学院大学クラブ 55.680

17 大学選手権 石井 純 阪南大学 55.225

18 大学選手権 谷口 遼平 静岡産業大学 55.120

19 高校選手権 宇田 大志 上宮高等学校 54.460

20 全日本年齢別 池野 友崇 日本体育大学クラブ 54.350

21 全日本年齢別 木口 暁遥 フリーエアースポーツクラブ 54.015

22 大学選手権 植田 太郎 金沢学院大学 53.960

23 全日本年齢別 筑間 友久ｼｭﾃﾌｧﾝ 日本体育大学クラブ 53.870

24 東日本選手権 吉村 祐太 日本体育大学クラブ 53.855

25 全日本年齢別 千葉 和音 大泉スワロー体育クラブ 53.540

26 大学選手権 谷 貴文 日本体育大学 53.165

27 全日本年齢別 新谷 亮介 フリーエアースポーツクラブ 53.025

28 全日本年齢別 板本 一真 阪南大学クラブ 52.910

29 全日本年齢別 永田 信弥 星稜クラブ 52.790

30 全日本年齢別 野田 亮太 静岡産業大学クラブ 52.790

31 全日本年齢別 白糠 遼 NPO江戸崎スポーツクラブ 52.750

32 高校選手権 宮野 冬馬 星稜高等学校 52.725

33 全日本年齢別 折田 侑翼 フリーエアースポーツクラブ 52.635

34 全日本年齢別 山田 大翔 星稜クラブ 52.520

35 高校選手権 堺 亮介 星稜高等学校 52.415

36 ジュニア 岸 凌大 小松イルカクラブ 52.355

37 全日本年齢別 中尾 裕聖 金沢学院大学クラブ 52.340

38 全日本年齢別 石川 和 金沢学院大学クラブ 52.330

39 全日本年齢別 中田 大輔 J-POWER 52.220

40 全日本年齢別 野村 綾之介 富田林トランポリンクラブ 52.200

41 東日本選手権 石川 秀康 大泉スワロー体育クラブ 52.010

第51回全日本トランポリン競技選手権大会 予選結果

2014.09.16日 版

※出場した大会のうち、上位得点の演技のみを表示してあり、その際の所属団体名を使用しています

※前年度全日本決勝進出者および強化指定選手 (SA・S・A) は予選通過となります

※2014年12月31日現在で13才の選手のみ全日本への出場資格が与えられるため、12才以下の選手はリストに入っていません

※名前・得点など、誤りがあった場合は日本体操協会 事業委員会までメールでお知らせください (jigyotrampoline@gmail.com)

第１回全日本年齢別選手権、第42回全日本ジュニア選手権、第39回全国高等学校選手権、第49回全日本学生選手権

第38回東日本選手権、第42回西日本選手権



42 全日本年齢別 中西 裕也 星稜クラブ 51.780

43 高校選手権 菊地 智周 金沢学院東高等学校 51.605

44 全日本年齢別 大嶋 諒人 阪南市トランポリンクラブ 51.590

45 全日本年齢別 伊藤 祐規 スポーツクラブ　テン・フォーティー 51.420

46 全日本年齢別 中村 匠吾 高槻トランポリンクラブ 51.250

47 全日本年齢別 瀬谷 真一 STYLE 51.230

48 高校選手権 市川 隆太 星稜高等学校 51.150

49 全日本年齢別 海野 大透 静岡トランポリンクラブ 51.130

50 全日本年齢別 片岡 雄貴 泉南トラストトランポリンクラブ 50.935

51 全日本年齢別 安藤 諒 星稜クラブ 50.895

52 全日本年齢別 中村 隆誠 日本体育大学クラブ 50.815

53 ジュニア 菅原 正哉 厚木FUSiONスポーツクラブ 50.775

54 東日本選手権 嶋川 優将 Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎｆｉｒｅ 50.705

55 大学選手権 愛敬 亮我 上武大学 50.575

56 ジュニア 髙橋 京佑 フリーエアースポーツクラブ 50.465

57 ジュニア 和田 岳大 金沢クリール 50.390

58 ジュニア 石井 祐雅 スポーツクラブ　テン・フォーティー 50.255

59 全日本年齢別 笹本 陸 津別トランポリンクラブ 50.245

60 全日本年齢別 岡田 浩武 小松大谷高等学校 50.220

61 全日本年齢別 市村 斗哉 キタイスポーツクラブ 50.155

62 高校選手権 脇田 洋介 磐田東高等学校 50.125

63 高校選手権 芝尾 慧 神奈川県立厚木東高等学校 50.090

64 全日本年齢別 下出 康介 金沢学院大学クラブ 50.035

65 大学選手権 板橋 良太 日本体育大学 49.930

66 全日本年齢別 市川 悠樹 静岡産業大学クラブ 49.865

67 大学選手権 門田 賢樹 静岡産業大学 49.775

68 全日本年齢別 安原 健太 阪南大学クラブ 49.765

69 全日本年齢別 植田 大和 アベノジュニアトランポリンクラブ 49.740

70 全日本年齢別 永井 裕也 金沢学院大学クラブ 49.655

71 大学選手権 野島 皐記 同志社大学 49.650

72 大学選手権 清川 敏史 金沢学院大学 49.645

73 ジュニア 片岡 滉基 アベノジュニアトランポリンクラブ 49.540

74 ジュニア 大串 慶正 スポーツクラブ　テン・フォーティー 49.065

75 全日本年齢別 今井 匠馬 金沢学院大学クラブ 48.700

76 東日本選手権 荒木 琢磨 ＴＡＲget 48.215

77 大学選手権 花井 亮太 金沢星稜大学 48.130

78 高校選手権 小栗 健太郎 上野学園高等学校 48.000

79 全日本年齢別 桐生 一輝 大泉スワロー体育クラブ 47.955

80 ジュニア 芝 圭佑 キタイスポーツクラブ 47.875

81 全日本年齢別 永井 雅人 前橋市立前橋高等学校 47.825

82 ジュニア 清水 大空 日本体育大学クラブ 47.210

83 全日本年齢別 髙田 脩平 キタイスポーツクラブ 47.125

84 ジュニア 小板橋 京汰 スポーツクラブ　テン・フォーティー 47.000

85 ジュニア 風呂谷 幸汰 トランポリンクラブＫＩＴＡＭＩ 46.765

86 全日本年齢別 飯田 出 前橋市立前橋高等学校 46.685

87 高校選手権 藤本 悠史 前橋市立前橋高等学校 46.610

88 ジュニア 上野 隼輔 宇ノ気クラブ 46.180

89 全日本年齢別 吉岡 拓哉 静岡産業大学クラブ 46.135

90 全日本年齢別 永井 元 静岡トランポリンクラブ 46.095

91 ジュニア 河村 拓己 宇ノ気クラブ 46.010

92 ジュニア 三島 康士朗 星稜クラブ 45.910

93 高校選手権 沼田 柾人 北海道北見柏陽高等学校 45.830

94 全日本年齢別 入江 朗 阪南大学クラブ 45.605

95 大学選手権 日垣 博考 慶応義塾大学 45.565

96 全日本年齢別 有松 大地 大泉スワロー体育クラブ 45.560



97 高校選手権 笠井 明日翔 神奈川県立相模原総合高等学校 45.470

98 高校選手権 小山 和人 大阪府立槻の木高等学校 45.400

99 全日本年齢別 奥 升吾 阪南市トランポリンクラブ 45.320

100 高校選手権 城戸 優希 阪南大学高等学校 45.175

101 ジュニア 中谷 龍馬 金沢トランポリンクラブ 45.170

102 全日本年齢別 太村 明裕 金沢学院大学クラブ 45.160

103 ジュニア 河原 誠一郎 日本体育大学クラブ 45.135

104 全日本年齢別 小柴 裕之 群馬クレイドル 44.910

105 高校選手権 新良貴 瑛士 上野学園高等学校 44.815

106 ジュニア 小松 駿 Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎ　ｆｉｒｅ 44.815

107 全日本年齢別 小野 颯斗 大泉スワロー体育クラブ 44.770

108 東日本選手権 森下 正崇 東京農業大学 44.725

109 西日本選手権 武田 直樹 アベノETC 44.700

110 高校選手権 笠原 武晃 上野学園高等学校 44.660

111 大学選手権 足立 将磨 静岡産業大学 44.615

112 高校選手権 小栗 隆太郎 上野学園高等学校 44.460

113 高校選手権 菊地 健汰 北海道名寄高等学校 44.390

114 ジュニア 長島 拓海 南陽ジュニアトランポリンクラブ 44.385

115 ジュニア 池田 祐貴 Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎ　ｆｉｒｅ 44.305

116 全日本年齢別 小林 和嗣 ビッグスプリング 44.230

117 高校選手権 荒井 佑太 北海道北見柏陽高等学校 44.090

118 ジュニア 中西 智也 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 44.045

119 全日本年齢別 吉澤 陸 厚木FUSiONスポーツクラブ 44.015

120 ジュニア 荒谷 穂高 美深トランポリンクラブ 44.005

121 高校選手権 橋本 考弘 磐田東高等学校 43.960

122 ジュニア 堀江 一斗 ｖｉｖａｃｅ 43.615

123 ジュニア 薫森 海輝 小松イルカクラブ 43.595

124 ジュニア 重田 祐都 上野学園トランポリンクラブ 43.405

125 ジュニア 岸野 大樹 アベノジュニアトランポリンクラブ 42.895

126 高校選手権 石田 順平 福岡県立北筑高等学校 42.720

127 高校選手権 福留 拓真 神奈川県立海洋科学高等学校 42.660

128 高校選手権 西村 充司 大阪府立三島高等学校 42.575

129 ジュニア 福岡 龍 上野学園トランポリンクラブ 42.465

130 ジュニア 真嶋 宗尚 ｖｉｖａｃｅ 42.405

131 ジュニア 田中 雅永 アベノジュニアトランポリンクラブ 42.390

132 ジュニア 岡田 陸飛 金沢トランポリンクラブ 42.275

133 高校選手権 佐藤 伶 北海道釧路東高等学校 42.165

134 高校選手権 中村 大樹 慶應義塾高等学校 42.085

135 大学選手権 宮澤 智嗣 神奈川大学 42.070

136 高校選手権 山﨑 大司 横浜隼人高等学校 42.060

137 ジュニア 松尾 昌奈 白山ジュニアトランポリンクラブ 41.875

138 ジュニア 根本 裕基 ビッグスプリング 41.785

139 ジュニア 石井 柊 津別トランポリンクラブ 41.630

140 高校選手権 立石 剣 秋田県立大館工業高等学校 41.440

141 ジュニア 高野 剛 Sｆ iｄａ 41.310

142 ジュニア 楠 海侑 熊本トランポリンクラブ 41.255

143 高校選手権 島津 知弘 浜松修学舎高等学校 41.235

144 ジュニア 橋本 響 ＷＡＳＥＤＡ　Ｃｌｕｂ　２０００ 41.025

145 ジュニア 斎藤 慎悟 NPO法人かみのやまスポーツクラブ 40.955

146 ジュニア 佐々木 悠人 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団 40.910

147 高校選手権 飯野 佑樹 慶應義塾高等学校 40.860

148 ジュニア 本田 侑也 星稜クラブ 40.795

149 ジュニア 池田 晟齊 Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎ　ｆｉｒｅ 40.545

150 高校選手権 西田 将規 阪南大学高等学校 40.485

151 ジュニア 髙山 陽聖 南陽ジュニアトランポリンクラブ 40.345



152 高校選手権 小見山 良颯 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 40.220

153 全日本年齢別 山科 一輝 慶應義塾 40.115

154 ジュニア 飯田 航 群馬クレイドル 39.980

155 ジュニア 武藤 匡平 ｖｉｖａｃｅ 39.785

156 ジュニア 小川 瑞貴 Sｆ iｄａ 39.675

157 高校選手権 竹内 譲一 浜松修学舎高等学校 39.570

158 高校選手権 中西 秀浩 阪南大学高等学校 39.310

159 大学選手権 伊藤 大輔 日本体育大学 38.975

160 高校選手権 浅井 廉太 城南静岡高等学校 38.950

161 ジュニア 赤塚 光 トランポリンクラブＫＩＴＡＭＩ 38.640

162 高校選手権 海老原 瑞斗 慶應義塾高等学校 38.520

163 高校選手権 藤澤 剛志 慶應義塾高等学校 38.460

164 ジュニア 直井 碧郎 ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ 38.375

165 高校選手権 高野 直輝 埼玉県立越谷北高等学校 38.300

166 高校選手権 石井 颯 上野学園高等学校 38.120

167 高校選手権 入澤 弥空 神奈川県立座間高等学校 38.095

168 高校選手権 梅木 翔 福岡県立北九州高等学校 38.065

169 全日本年齢別 中園 貴登 金沢学院大学クラブ 38.050

170 ジュニア 徳永 麟太郎 Sｆ iｄａ 37.965

171 全日本年齢別 鈴木 輝一 慶應義塾 37.865

172 高校選手権 友成 渓人 浜松修学舎高等学校 37.765

173 高校選手権 清水 雄平 横浜市立日野中央高等特別支援学校 37.600

174 ジュニア 谷殿 駿介 アドバンストランポリンクラブ 37.330

175 高校選手権 大城 仁 慶應義塾高等学校 37.310

176 高校選手権 補永 竜也 浜松修学舎高等学校 37.245

177 高校選手権 田淵 雅心 岡山県立備前緑陽高等学校 37.220

178 ジュニア 押田 和真 厚木健康体操センター 36.970

179 高校選手権 高杉 舜 桜丘中学・高等学校 36.775

180 ジュニア 池田 瀬吏夏 Ａｔｓｕｇｉ　ｂｏｎ　ｆｉｒｅ 36.720

181 ジュニア 殿原 侑叶 大和トランポリンクラブ 36.690

182 高校選手権 松瀬 友宏 慶應義塾高等学校 36.615

183 高校選手権 田端 良紀 静岡大成高等学校 36.540

184 ジュニア 藤原 直哉 アドバンストランポリンクラブ 36.405

185 高校選手権 山本 康滉 神奈川県立伊勢原養護学校 36.390

186 高校選手権 菊地 翔太 東京都立野津田高等学校 36.365

187 高校選手権 石田 武 阪南大学高等学校 36.105

188 高校選手権 永井 貫太 群馬県立前橋高等養護学校 35.825

189 高校選手権 堀 広太 福島県立郡山商業高等学校 35.545

190 高校選手権 伊藤 俊厚 浜松修学舎高等学校 35.405

191 ジュニア 寺尾 和哉 ｖｉｖａｃｅ 35.145

192 高校選手権 小川 結生 宮崎県立小林高等学校 34.960

193 高校選手権 早坂 侑生 福島県立桐陽高等学校 34.875

194 高校選手権 小久保 誠二 慶應義塾高等学校 34.780

195 高校選手権 松永 竜旭 静岡大成高等学校 33.920

196 高校選手権 齋藤 涼太 浜松修学舎高等学校 33.550

197 高校選手権 榛葉 脩人 浜松修学舎高等学校 33.155

198 全日本年齢別 川西 隆由樹 STYLE 33.155

199 ジュニア 酒井 勇希 海老名トランポリンクラブ 32.660

200 高校選手権 明石 凌 東京都立足立新田高等学校 27.365

201 大学選手権 大谷 龍太郎 日本体育大学 26.670

202 高校選手権 石川 潤 慶應義塾高等学校 24.525

203 大学選手権 河裾 充晃 阪南大学 23.380

204 高校選手権 浦辻 康成 関西大学北陽高等学校 20.155

205 高校選手権 比嘉 光 磐田東高等学校 20.090

206 高校選手権 佐々 一心 慶應義塾高等学校 17.555



207 全日本年齢別 藤田 将徳 日本体育大学クラブ 17.070

208 全日本年齢別 菅原 正視 厚木FUSiONスポーツクラブ 16.035

209 高校選手権 吉田 陸 埼玉県立越谷南高等学校 12.695

210 高校選手権 水谷 勇貴 浜松修学舎高等学校 11.315

211 高校選手権 川崎 航世 慶應義塾高等学校 11.085

212 東日本選手権 薄田 雄太 PiCTuRES:quÉ(ピクチャレスク) 9.745

213 高校選手権 村椿 朋弥 北海道士別翔雲高等学校 9.720

214 ジュニア 大石 健太 フライングキッズトランポリンクラブ 9.180

215 東日本選手権 高橋 和馬 STYLE 6.215

216 全日本年齢別 川井 郁生 慶應義塾 5.460

217 西日本選手権 藤川 智朗 スキップクラブ 5.415

218 全日本年齢別 田崎 匠 金沢クリール 5.340

219 高校選手権 小泉 恭幸 北海道名寄高等学校 5.260

220 全日本年齢別 牧野 悠利 金沢学院大学クラブ 5.045

221 大学選手権 福田 将士 慶応義塾大学 4.995

222 東日本選手権 那知上 貴士 南陽ジュニアトランポリンクラブ 4.750

223 高校選手権 川田 俊樹 慶應義塾高等学校 4.115

224 ジュニア 小出 航斗 海老名トランポリンクラブ 0.000

225 ジュニア 山本 壮真 サンスピリッツ端野 0.000

女子

順位 大会名 選手名 所属団体名 得　点 メ　モ

1 高校選手権 中野 蘭菜 星稜高等学校 52.545 強化指定

2 大学選手権 宇山 芽紅 金沢学院大学 52.390 前年度全日本決勝・強化指定

3 全日本年齢別 岸 彩乃 金沢学院大学クラブ 52.155 前年度全日本決勝・強化指定

4 全日本年齢別 村山 優里 フリーエアースポーツクラブ 51.720 前年度全日本決勝・強化指定

5 全日本年齢別 森 ひかる フリーエアースポーツクラブ 51.530 前年度全日本決勝・強化指定

6 大学選手権 土井畑 知里 日本体育大学 51.360 前年度全日本決勝・強化指定

7 全日本年齢別 佐竹 玲奈 日本体育大学クラブ 50.830 前年度全日本決勝・強化指定

8 全日本年齢別 山下 はるな 静岡産業大学クラブ 50.330 強化指定

9 高校選手権 平野 里歩 星稜高等学校 50.115 前年度全日本決勝

10 全日本年齢別 佐藤 優菜 とねりkindergartenスポーツクラブ 49.930 前年度全日本決勝・強化指定

11 全日本年齢別 服部 佳奈 日本体育大学クラブ 49.040 強化指定

12 全日本年齢別 山田 紗菜 日本体育大学クラブ 44.635 前年度全日本決勝・強化指定

13 --- 大谷 茉由 阪南大学クラブ 0.000 前年度全日本決勝

14 全日本年齢別 半田 萌里 泉南トラストトランポリンクラブ 51.695

15 大学選手権 富田 ひとみ 日本体育大学 50.910

16 大学選手権 山口 晴緒 阪南大学 50.850

17 高校選手権 松原 知穂 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 50.765

18 ジュニア 杉谷 櫻花 星稜ジュニア 50.390

19 全日本年齢別 桐生 莉沙 大泉スワロー体育クラブ 50.060

20 大学選手権 栗木 優香 金沢学院大学 49.870

21 全日本年齢別 岡田 亜実 キタイスポーツクラブ 49.780

22 高校選手権 中村 優希 東京都立城東高等学校 49.760

23 大学選手権 上村 恵梨奈 金沢学院大学 49.750

24 全日本年齢別 吉村 美憂 金沢学院大学クラブ 49.655

25 全日本年齢別 安田 ゆうき 金沢学院大学クラブ 49.455

26 全日本年齢別 名倉 沙織 日本体育大学クラブ 49.285

27 高校選手権 松多 冠奈 星稜高等学校 49.130

28 ジュニア 高木 裕美 ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ 48.780

29 全日本年齢別 西村 美紅 金沢学院大学クラブ 48.680

30 全日本年齢別 角田 瑞希 星稜クラブ 48.655

31 全日本年齢別 土屋 志絵莉 星稜クラブ 48.590

32 全日本年齢別 太村 成見 金沢学院大学クラブ 48.325

33 全日本年齢別 鈴木 菜央 小松大谷高等学校 48.135



34 大学選手権 松本 萌 阪南大学 47.845

35 西日本選手権 寺前 麻菜美 阪南大学クラブ 47.825

36 高校選手権 桜井 美輝 藤村女子高等学校 47.725

37 全日本年齢別 音成 眞紀子 Atsugi bonfire 47.510

38 大学選手権 山本 葉月 阪南大学 47.475

39 ジュニア 東 彩乃 スポーツクラブ　テン・フォーティー 47.460

40 大学選手権 中井 美咲 桃山学院大学 47.450

41 ジュニア 田中 結子 金沢学院大学クラブ 47.425

42 全日本年齢別 松波 愛里 フリーエアースポーツクラブ 47.415

43 高校選手権 藤田 葉月 金沢学院東高等学校 47.170

44 高校選手権 私市 希 関西大学北陽高等学校 47.145

45 西日本選手権 松田 眞紀子 阪南大学クラブ 47.125

46 高校選手権 中村 風稀 神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校 47.020

47 全日本年齢別 橋本 千絵美 小松大谷高等学校 46.985

48 ジュニア 谷嶋 花音 アベノジュニアトランポリンクラブ 46.880

49 大学選手権 大宮 沙梨華 相愛大学 46.730

50 全日本年齢別 倉持 真央 フリーエアースポーツクラブ 46.680

51 全日本年齢別 徳永 唯花 スポーツクラブ　テン・フォーティー 46.665

52 高校選手権 松本 らな 日体荏原高等学校 46.615

53 ジュニア 宮﨑 七星 キタイスポーツクラブ 46.495

54 高校選手権 美田 佳穂 大阪府立大塚高等学校 46.375

55 全日本年齢別 東本 麻由 阪南大学クラブ 46.360

56 高校選手権 海野 玲奈 焼津高等学校 46.340

57 全日本年齢別 森田 千尋 日本体育大学クラブ 46.260

58 大学選手権 竹嵜 玲奈 熊本大学 46.250

59 高校選手権 谷嶋 瑞綺 関西大学北陽高等学校 46.220

60 ジュニア 吉澤 愛視 フリーエアースポーツクラブ 46.190

61 全日本年齢別 小早川 理奈 阪南大学クラブ 46.140

62 全日本年齢別 佐藤 萌香 熊取T.T.T. 46.045

63 高校選手権 谷口 佳寿 大阪府立和泉高等学校 45.895

64 ジュニア 谷口 空 シープクラブ 45.880

65 大学選手権 宮田 幸音 東京女子体育大学 45.870

66 全日本年齢別 田村 夏々 阪南大学クラブ 45.790

67 全日本年齢別 赤井 なつみ 金沢学院大学クラブ 45.785

68 全日本年齢別 谷口 夏穂 星稜クラブ 45.750

69 ジュニア 黒田 明日香 白山ジュニアトランポリンクラブ 45.715

70 ジュニア 笹木 遥 小松イルカクラブ 45.670

71 全日本年齢別 福嶋 香七絵 小松大谷高等学校 45.615

72 全日本年齢別 厚治 里詩理 日本体育大学クラブ 45.600

73 全日本年齢別 櫻井 葉月 NPO江戸崎スポーツクラブ 45.590

74 大学選手権 藤井 桂子 金沢学院大学 45.565

75 全日本年齢別 手嶋 ひかる 堺ハイパードリーム 45.485

76 全日本年齢別 今井 典奈 Atsugi bonfire 45.450

77 全日本年齢別 又吉 幹奈 金沢学院大学クラブ 45.430

78 ジュニア 仁平 菜絵 フリーエアースポーツクラブ 45.355

79 ジュニア 成田 華 富田林トランポリンクラブ 45.230

80 全日本年齢別 奥野 有季 キタイスポーツクラブ 45.190

81 全日本年齢別 久保 実由 STYLE 45.145

82 大学選手権 小久保 美伶 日本体育大学 45.085

83 ジュニア 小澤 千菜里 大泉スワロー体育クラブ 45.060

84 ジュニア 青木 紗衣 白山ジュニアトランポリンクラブ 45.050

85 ジュニア 今井 薫桃 群馬クレイドル 44.990

86 全日本年齢別 蒔田 桃子 金沢学院大学クラブ 44.935

87 ジュニア 杉林 泉美 小松イルカクラブ 44.880

88 ジュニア 安藤 陽香 キタイスポーツクラブ 44.850



89 全日本年齢別 前沢 有咲 小松大谷高等学校 44.775

90 全日本年齢別 下地 美裕 ベルデスポーツクラブ 44.760

91 高校選手権 神山 千廣 北海道北見柏陽高等学校 44.690

92 全日本年齢別 中野 智円 金沢学院大学クラブ 44.480

93 大学選手権 山内 菜摘 静岡産業大学 44.240

94 全日本年齢別 北川 佳那 星稜クラブ 44.140

95 高校選手権 岡田 楓佳 北海道帯広柏葉高等学校 44.030

96 全日本年齢別 小坂 彩芽 小松イルカクラブ　 44.025

97 ジュニア 野村 菜月美 星稜クラブ 44.015

98 ジュニア 清長 春花 金沢クリール 43.875

99 全日本年齢別 西川 瑠海 アベノジュニアトランポリンクラブ 43.855

100 高校選手権 石川 果奈 学校法人　大阪学芸　大阪学芸高等学校 43.835

101 ジュニア 増崎 アンヌ キタイスポーツクラブ 43.795

102 ジュニア 林 真帆 キタイスポーツクラブ 43.775

103 ジュニア 野崎 真以 リトルジャガーズ 43.770

104 大学選手権 河村 香那 金沢学院大学 43.660

105 ジュニア 大久保 茉実 浜松修学舎 43.645

106 高校選手権 大川 かりん 静岡大成高等学校 43.640

107 ジュニア 今本 芽生 白山ジュニアトランポリンクラブ 43.615

108 ジュニア 植田 歩未 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ 43.595

109 ジュニア 佐野 実優 フリーエアースポーツクラブ 43.545

110 ジュニア 本多 ゆん フリーエアースポーツクラブ 43.505

111 大学選手権 高森 萌子 松陰大学 43.365

112 ジュニア 竹嵜 姫花 熊本トランポリンクラブ 43.275

113 ジュニア 岡嶋 里歩 大泉スワロー体育クラブ 43.265

114 大学選手権 勘島 碧 金沢大学 43.255

115 ジュニア 髙橋 穂波 厚木FUSiONスポーツクラブ 43.185

116 ジュニア 住 春樺 つばたトランポリンクラブ 43.180

117 ジュニア 野中 麻由 ＳＳＵトランポリンクラブ 43.115

118 全日本年齢別 髙橋 彩乃 厚木FUSiONスポーツクラブ 43.065

119 ジュニア 坪井 侑奈 ＡＲＡ１０ 43.055

120 高校選手権 泊 舞香 跡見学園高等学校 43.010

121 ジュニア 笹掛 未帆 プラッツトランポリンクラブ 42.895

122 高校選手権 本藤 里美 大阪偕星学園高校 42.890

123 高校選手権 岡田 灯音 磐田東高等学校 42.840

124 大学選手権 廣瀬 実幸 日本工学院八王子専門学校 42.805

125 ジュニア 川口 瑞香 熊取Ｔ．Ｔ．Ｔ． 42.790

126 ジュニア 大野 舞衣 厚木FUSiONスポーツクラブ 42.765

127 高校選手権 関口 叶恵 昭和学院高等学校 42.760

128 ジュニア 西谷 真香 七塚ジュニア 42.740

129 ジュニア 岡田 葵 金沢トランポリンクラブ 42.630

130 高校選手権 鈴木 奈菜美 福島東稜高等学校 42.495

131 ジュニア 西 彩乃 金沢学院大学クラブ 42.395

132 ジュニア 宮野 汐音 金沢学院大学クラブ 42.355

133 ジュニア 宮田 裕子 星稜ジュニア 42.325

134 高校選手権 森 若菜 兵庫県立尼崎小田高等学校 42.305

135 ジュニア 小林 和 ピーターパントランポリンクラブ 42.095

136 高校選手権 朝日 しずく 同朋高等学校 42.060

137 ジュニア 奥井 寧々 フリーエアースポーツクラブ 41.995

138 高校選手権 金子 舞穂 山形県立米沢商業高等学校 41.895

139 全日本年齢別 新垣 瞳 阪南市トランポリンクラブ 41.835

140 ジュニア 伊藤 夢子 NPO法人かみのやまスポーツクラブ 41.825

141 高校選手権 岡部 優海 福岡県立小倉南高等学校 41.675

142 ジュニア 梅野 萌佳 アドバンストランポリンクラブ 41.620

143 高校選手権 忠鉢 怜香 山形城北高等学校 41.615



144 ジュニア 平崎 優加 静岡トランポリンクラブ 41.590

145 ジュニア 鈴木 杏菜 つばたトランポリンクラブ 41.565

146 ジュニア 大野 風花 風連トランポリン少年団 41.530

147 ジュニア 杉元 美波 熊本トランポリンクラブ 41.495

148 ジュニア 沼尻 千果 ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ 41.325

149 ジュニア 成田 朱里 大館市トランポリンクラブ 41.245

150 ジュニア 笹本 梨真 津別トランポリンクラブ 41.220

151 ジュニア 西川 実沙 星稜クラブ 41.160

152 ジュニア 秋山 千咲 阪南大学クラブジュニア 41.135

153 高校選手権 増田 萌美 焼津高等学校 41.095

154 ジュニア 東 冴麦 つばたトランポリンクラブ 40.915

155 高校選手権 田淵 結衣 日本大学豊山女子高校 40.890

156 ジュニア 辻村 いちか 美深トランポリンクラブ 40.885

157 高校選手権 高橋 亜美 神奈川県立菅高等学校 40.880

158 ジュニア 土生 いつき 金沢学院大学クラブ 40.770

159 ジュニア 滝川 真未 静岡トランポリンクラブ 40.770

160 ジュニア 中川 織雅 釧路ＴＣアクティヴ 40.720

161 高校選手権 小林 夏月 上野学園高等学校 40.640

162 ジュニア 坂野 琴音 金沢ジャンパーズクラブ 40.635

163 高校選手権 河原 伊代 静岡大成高等学校 40.625

164 ジュニア 堀川 真良 熊本トランポリンクラブ 40.560

165 ジュニア 稲田 留奈 浜松修学舎 40.535

166 高校選手権 鈴木 楓 山形県立上山明新館高等学校 40.465

167 ジュニア 竹谷 凪紗 七塚ジュニア 40.345

168 高校選手権 丸山 佳奈 焼津高等学校 40.325

169 高校選手権 山下 里紗 北海道旭川凌雲高等学校 40.320

170 ジュニア 落合 侑美 浜松修学舎 40.315

171 ジュニア 井上 遊貴 上野学園トランポリンクラブ 40.195

172 ジュニア 青木 風海 松本ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ 40.170

173 ジュニア 山出 帆夏 ピーターパントランポリンクラブ 40.160

174 高校選手権 平河 すみれ 福岡県立三池高等学校 40.130

175 高校選手権 田村 閑 北海道北見柏陽高等学校 40.110

176 ジュニア 松岡 綾乃 つばたトランポリンクラブ 40.050

177 ジュニア 大西 由華 なかの体操クラブ 40.045

178 ジュニア 大高 鈴沙 つばたトランポリンクラブ 39.995

179 ジュニア 池田 楓音 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 39.980

180 大学選手権 鳥潟 美生 北見工業大学 39.975

181 ジュニア 鵜飼 彩華 ｖｉｖａｃｅ 39.850

182 ジュニア 高橋 さやか 金沢トランポリンクラブ 39.620

183 ジュニア 山本 真衣 プラッツトランポリンクラブ 39.575

184 ジュニア 酒井 莉菜 阪南大学クラブジュニア 39.380

185 ジュニア 今村 栞 熊本トランポリンクラブ 39.185

186 高校選手権 橋本 千郁 星野高等学校 39.105

187 ジュニア 宇野 蒼生 ＷＡＳＥＤＡ　Ｃｌｕｂ　２０００ 39.095

188 高校選手権 泉谷 紗里奈 アレセイア湘南高等学校 39.090

189 ジュニア 今本 奈々子 七塚ジュニア 39.035

190 高校選手権 池ヶ谷 舞 浜松修学舎高等学校 39.025

191 ジュニア 佐々木 彩 なかの体操クラブ 39.015

192 高校選手権 根来 みら 大阪府立阿武野高等学校 38.975

193 ジュニア 加藤 陽菜 ビッグスプリング 38.940

194 高校選手権 鈴木 紗衣 焼津高等学校 38.915

195 ジュニア 清水 柊花 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団 38.815

196 ジュニア 橋本 千聡 ＷＡＳＥＤＡ　Ｃｌｕｂ　２０００ 38.715

197 ジュニア 松本 野乃華 熊本トランポリンクラブ 38.670

198 ジュニア 庄司 実生 厚木健康体操センター 38.615



199 ジュニア 浅野 心 トランポリンクラブＫＩＴＡＭＩ 38.575

200 ジュニア 福岡 千尋 上野学園トランポリンクラブ 38.560

201 ジュニア 小堀 初寧 チーム跳跳 38.500

202 高校選手権 鈴木 恵三香 山形県立高畠高等学校 38.415

203 高校選手権 金井 海裕 日本大学豊山女子高校 38.380

204 ジュニア 山下 風香 当麻トランポリンジュニアクラブ 38.335

205 高校選手権 黒田 凪望 秋田県立大館鳳鳴高等学校 38.185

206 ジュニア 梅井 舞香 富田林トランポリンクラブ 38.165

207 ジュニア 岡 夏生 チャイルドトランポリンクラブ 38.150

208 ジュニア 竹川 絢葉 釧路ＴＣアクティヴ 38.115

209 ジュニア 佐藤 結奈 NPO法人かみのやまスポーツクラブ 38.115

210 ジュニア 熊本 彩咲 帝塚山学院トランポリン部 38.010

211 ジュニア 千葉 樹里亜 トランポリンクラブＫＩＴＡＭＩ 37.930

212 ジュニア 小野 ななみ Ｃｙｇｎｅｔ　Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ　Ｃｌｕｂ37.910

213 ジュニア 若原 楽 十勝トランポリン倶楽部 37.895

214 高校選手権 大鋸 みなみ 向陽台高等学校 37.890

215 高校選手権 青木 菜々子 前橋市立前橋高等学校 37.825

216 ジュニア 鈴木 まゆ Ｃｙｇｎｅｔ　Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ　Ｃｌｕｂ37.670

217 高校選手権 齊藤 彩奈 帝塚山学院高等学校 37.590

218 ジュニア 竹下 ゆづ 上野学園トランポリンクラブ 37.405

219 ジュニア 山岡 咲良 釧路ＴＣアクティヴ 37.250

220 高校選手権 小松 芽生 日本大学豊山女子高校 37.175

221 高校選手権 松下 百々香 東京都立江北高等学校 36.785

222 ジュニア 鵜澤 友香 士幌トランポリンクラブ 36.780

223 高校選手権 坂本 祐梨 日本大学豊山女子高校 36.780

224 ジュニア 郷原 仁夏 ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ 36.650

225 ジュニア 吉高 恵理菜 小松東部トランポリンクラブ 36.635

226 ジュニア 在原 唯 釧路ＴＣアクティヴ 36.575

227 高校選手権 柴田 華奈 大阪薫英女学院高等学校 36.450

228 高校選手権 大石 萌絵 静岡大成高等学校 36.450

229 高校選手権 山﨑 さくら 浜松修学舎高等学校 36.440

230 高校選手権 石澤 悠奈 焼津高等学校 36.440

231 高校選手権 今井 わかな 上野学園高等学校 36.405

232 ジュニア 柴田 知波 ｖｉｖａｃｅ 36.325

233 高校選手権 西岡 穂波 京都府立乙訓高等学校 36.260

234 ジュニア 大宮 彩乃 十勝トランポリン倶楽部 36.110

235 高校選手権 後藤 萌 目白研心高等学校 35.980

236 高校選手権 提坂 彩奈 焼津高等学校 35.940

237 高校選手権 神野 理保 滝上高等学校 35.875

238 高校選手権 中澤 晶菜 日本大学豊山女子高校 35.730

239 高校選手権 仲田 女恵 焼津高等学校 35.450

240 高校選手権 後藤 つぐみ 日本大学豊山女子高校 35.395

241 高校選手権 吉川 美優 日本大学豊山女子高校 35.335

242 高校選手権 小林 礼奈 滝上高等学校 35.160

243 高校選手権 鴫原 繭子 日本大学豊山女子高校 34.995

244 高校選手権 大橋 美佑 日本大学豊山女子高校 34.980

245 ジュニア 後藤 未来 浜松修学舎 34.965

246 高校選手権 味田 百優 日本大学豊山女子高校 34.950

247 高校選手権 山下 桃香 京都府立乙訓高等学校 34.670

248 高校選手権 原 雪之 帝塚山学院高等学校 34.645

249 ジュニア 鷲見 早悠 トランポリンクラブＫＩＴＡＭＩ 34.395

250 高校選手権 伊藤 彩由 阪南大学高等学校 34.340

251 高校選手権 原崎 千鶴 焼津高等学校 34.280

252 高校選手権 臼井 香帆 焼津高等学校 34.185

253 高校選手権 加藤 菜々子 日本大学豊山女子高校 33.665



254 高校選手権 篠嶋 理紗 横浜隼人高等学校 33.440

255 高校選手権 桑原 芽依 日本大学豊山女子高校 33.320

256 ジュニア 板垣 里奈 フライングキッズトランポリンクラブ 33.310

257 高校選手権 中島 さくら 埼玉県立大宮商業高等学校 33.220

258 ジュニア 前田 結衣 NPO法人かみのやまスポーツクラブ 33.210

259 高校選手権 木村 南月 東京都立野津田高等学校 33.140

260 高校選手権 大壽賀 日向 阪南大学高等学校 33.010

261 高校選手権 保坂 綾乃 焼津高等学校 32.655

262 全日本年齢別 寺田 望七 日本体育大学クラブ 32.640

263 ジュニア 磯部 紗亜弥 浜松修学舎 32.435

264 高校選手権 石塚 春美 東京都立野津田高等学校 32.390

265 高校選手権 樋口 啓 関東学院六浦高等学校 32.370

266 高校選手権 鈴木 七海 焼津高等学校 32.300

267 高校選手権 小林 紗唯 日本大学豊山女子高校 32.270

268 ジュニア 小松 佳奈 厚木FUSiONスポーツクラブ 32.170

269 ジュニア 九野 萌未 キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 31.760

270 高校選手権 田中 日奈子 帝塚山学院高等学校 31.760

271 ジュニア 東 蒼葉 つばたトランポリンクラブ 31.125

272 全日本年齢別 藤田 琴 阪南大学クラブ 29.780

273 ジュニア 石井 葵良 津別トランポリンクラブ 28.670

274 ジュニア 鈴木 美夢 Sｆiｄａ 27.685

275 ジュニア 藤田 海里 白山ジュニアトランポリンクラブ 27.260

276 高校選手権 山川 香子 日本大学豊山女子高校 26.675

277 ジュニア 東野 里沙 加賀体トランポリンクラブ 24.805

278 高校選手権 飛知和 舞 東京都立保谷高等学校 23.050

279 ジュニア 伊藤 千奈里 浜松修学舎 21.875

280 全日本年齢別 小林 沙恵 大泉スワロー体育クラブ 20.340

281 高校選手権 土田 理良 埼玉県立熊谷西高等学校 20.175

282 全日本年齢別 大門 音々 星稜クラブ 19.025

283 高校選手権 手塚 彩乃 上野学園高等学校 14.180

284 高校選手権 辻 ひかる 帝塚山学院高等学校 14.105

285 高校選手権 松浦 日夏乃 北海道北見北斗高等学校 13.300

286 高校選手権 野田 愛 東京都立野津田高等学校 10.675

287 全日本年齢別 末永 朱音 慶應義塾 9.235

288 高校選手権 北 有里 金沢学院東高等学校 9.205

289 全日本年齢別 堂前 ひかる 小松大谷高等学校 8.885

290 全日本年齢別 中村 咲希 フリーエアースポーツクラブ 5.360

291 大学選手権 都成 沙季 関西大学 4.955

292 ジュニア 立石 静玖 大館市トランポリンクラブ 0.000

293 ジュニア 大野 華 七塚ジュニア 0.000

294 ジュニア 猪俣 柚子香 Ｔｅａｍ　Ｍａｃｈｉｄ a 0.000

295 ジュニア 冨田 ひかり 帝塚山学院トランポリン部 0.000

296 ジュニア 高崎 遥日 小松東部トランポリンクラブ 0.000

297 ジュニア 小野 真美亜 海老名トランポリンクラブ 0.000


