
個人男子

G 試技順 団体 名　　前 フリガナ 所属団体 登録番号

1 笹本 陸 ササモト　リク 津別トランポリンクラブ 653258

2 愛敬 亮我 アイキョウ　リョウガ オンリーワンクラブ 653570

3 市村 斗哉 イチムラ　トウヤ キタイスポーツクラブ 653255

4 ※ 谷口 遼平 タニグチ　リョウヘイ 静岡産業大学クラブ 652661

5 瀬谷 真一 セタニ　シンイチ STYLE 652072

6 ※ 加藤 尭彦 カトウ　タカヒコ 大泉スワロー体育クラブ 651364

7 ※ 板本 一真 イタモト　カズマ 阪南大学クラブ 652522

8 ※ 森 晴太郎 モリ　ハルタロウ フリーエアースポーツクラブ 652972

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 653975

10 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 651311

11 ※ 千葉 和音 チバ　カズネ 大泉スワロー体育クラブ 652133

12 ※ 折田 侑翼 オリタ　ユラ フリーエアースポーツクラブ 652976

13 ※ 市川 隆太 イチカワ　リュウタ 星稜クラブ 652709

14 外村 哲也 ソトムラ　テツヤ アムス・インターナショナル株式会社 651320

15 ※ 安藤 諒 アンドウ　リョウ 星稜クラブ 652122

16 ※ 白崎 佑和 シラサキ　ユウヤ 金沢学院大学クラブ 651620

17 中村 匠吾 ナカムラ　ショウゴ 高槻トランポリンクラブ 652872

18 山田 大翔 ヤマダ　ヒロト 星稜クラブ 653056

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 652977

20 嶋川 優将 シマカワ　ユウマ Atsugi  bonfire 651541

21 中西 裕也 ナカニシ　ユウヤ 星稜クラブ 652243

22 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 653181

23 ※ 中村 隆誠 ナカムラ　リュウセイ 日本体育大学クラブ 651646

24 岸 凌大 　キシ　リョウタ 小松イルカクラブ 652545

25 ※ 石川 秀康 イシカワ　ヒデヤス 大泉スワロー体育クラブ 651363

26 ※ 脇田 洋介 ワキタ　ヨウスケ 静岡産業大学クラブ 652332

27 吉村 祐太 ヨシムラ　ユウタ 日本体育大学クラブ 651716

28 石川 和 イシカワ　ヤマト 金沢学院大学クラブ 652314

29 ※ 藤田 隆之介 フジタ　リュウノスケ 日本体育大学クラブ 652770

30 宮野 冬馬 ミヤノ　トウマ 星稜クラブ 652558

31 ※ 永田 信弥 ナガタ　シンヤ 星稜クラブ 652025

32 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 653164

33 和田 岳大 ワダ　タケヒロ 金沢クリール 652575

34 ※ 田崎 勝史 タサキ　カツフミ 日本体育大学クラブ 651756

35 ※ 堺 亮介 サカイ　リョウスケ 星稜クラブ 651531

36 ※ 島田 諒太 シマダ　リョウタ 金沢学院大学クラブ 651759

37 上山 容弘 ウエヤマ　ヤスヒロ モンパルテ 651947

38 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 652940

39 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 653010

40 ※ 岡田 紳之介 オカダ　シンノスケ 阪南大学クラブ 651639

41 芝尾 慧 シバオ　ケイ Atsugi  bonfire 653015

42 白糠 遼 シラヌカ　リョウ NPO江戸崎スポーツクラブ 651222

43 中尾 裕聖 ナカオ　ユウセイ 金沢学院大学クラブ 652746
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44 岡田 浩武 オカダ　ヒロム 小松大谷高等学校 652251

45 植田 太郎 ウエダ　タロウ 金沢学院大学クラブ 651980

46 ※ 石井 純 イシイ　ジュン 阪南大学クラブ 651219

47 伊藤 正樹 イトウ　マサキ 株式会社東栄住宅 651696

48 下出 康介 シモデ　コウスケ 金沢学院大学クラブ 652979

49 棟朝 銀河 ムネトモ　ギンガ 慶應義塾 652154

50 ※ 野田 亮太 ノダ　リョウタ 静岡産業大学クラブ 651882

51 ※ 鈴木 宏介 スズキ　コウスケ 金沢学院大学クラブ 651525

52 ※ 池野 友崇 イケノ　トモタカ 日本体育大学クラブ 651717

53 谷 貴文 タニ　タカフミ 日本体育大学クラブ 651084

54 海野 大透 ウンノ　ヒロト 静岡トランポリンクラブ 653285

55 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 653169

56 菊地 智周 キクチ　トモナリ 金沢学院大学クラブ 652420

57 ※ 白坂 健志 シラサカ　ケンシ 静岡産業大学クラブ 651995

58 ※ 木口 暁遥 キグチ　トシハル フリーエアースポーツクラブ 651504

59 ※ 岸 大貴 キシ　ダイキ 金沢学院大学クラブ 651745

60 市川 悠樹 イチカワ　ユウキ 静岡産業大学クラブ 653057

61 菅原 正哉 スガワラ　マサヤ 厚木FUSiONスポーツクラブ 653190

62 中田 大輔 ナカタ　ダイスケ J-POWER 651583

63 大嶋 諒人 オオシマ　リョウト 阪南市トランポリンクラブ 652635

64 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 653628

65 山口 学 ヤマグチ　マナブ アパホテル株式会社 651700
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個人女子

G 試技順 団体 名　　前 フリガナ 所属団体 登録番号

1 藤田 葉月 フジタ　ハヅキ 金沢学院大学クラブ 652255

2 ※ 山本 葉月 ヤマモト　ハヅキ 阪南大学クラブ 653493

3 安田 ゆうき ヤスタ　ユウキ 金沢学院大学クラブ 653645

4 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 653523

5 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 653167

6 桐生 莉沙 キリュウ　リサ 大泉スワロー体育クラブ 653250

7 宮田 幸音 ミヤタ　ユキネ 東京女子体育大学 651316

8 ※ 平野 里歩 ヒラノ　リホ 星稜クラブ 652240

9 ※ 山田 紗菜 ヤマダ　アヤナ 日本体育大学クラブ 651366

10 吉澤 愛視 ヨシザワ　メグミ フリーエアースポーツクラブ 655004

11 ※ 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 653218

12 寺前 麻菜美 テラマエ　マナミ 阪南大学クラブ 652075

13 田中 結子 タナカ　ユウコ 金沢学院大学クラブ 652885

14 ※ 倉持 真央 クラモチ　マオ フリーエアースポーツクラブ 651302

15 橋本 千絵美 ハシモト　チエミ 小松大谷高等学校 653533

16 中村 風稀 ナカムラ　フウキ 厚木FUSiONスポーツクラブ 652967

17 松本 らな マツモト　ラナ 日本体育大学クラブ 653246

18 桜井 美輝 サクライ　ミキ 大泉スワロー体育クラブ 652626

19 ※ 松本 萌 マツモト　メグミ 阪南大学クラブ 652078

20 中井 美咲 ナカイ　ミサキ 熊取T.T.T. 651930

21 山下 はるな ヤマシタ　ハルナ 静岡産業大学クラブ 651869

22 ※ 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 653367

23 ※ 村山 優里 ムラヤマ　ユリ フリーエアースポーツクラブ 652588

24 東本 麻由 ヒガシモト　マユ 阪南大学クラブ 652126

25 佐藤 萌香 サトウ　モエカ 熊取T.T.T. 651936

26 森田 千尋 モリタ　チヒロ 日本体育大学クラブ 652203

27 ※ 森 ひかる モリ　ヒカル フリーエアースポーツクラブ 652971

28 杉谷 櫻花 スギタニ　オウカ 星稜ジュニア 653161

29 ※ 中野 蘭菜 ナカノ　ラナ 星稜クラブ 651649

30 田村 夏々 タムラ　ナナ 阪南大学クラブ 654409

31 佐藤 優菜 サトウ　ユウナ とねりKindergartenスポーツクラブ 651466

32 ※ 栗木 優香 クリキ　ユウカ 金沢学院大学クラブ 651293

33 ※ 岸 彩乃 キシ　アヤノ 金沢学院大学クラブ 651737

34 ※ 山口 晴緒 ヤマグチ　ハルオ 阪南大学クラブ 652084

35 音成 眞紀子 オトナリ　マキコ Atsugi  bonfire 651540

36 岡田 亜実 オカダ　アミ キタイスポーツクラブ 653298

37 富田 ひとみ トミタ　ヒトミ 日本体育大学クラブ 652345

38 美田 佳穂 ミタ　カホ トミオカ体操スクールトランポリンクラブ 654038

39 海野 玲奈 ウンノ　レナ 焼津高等学校 652712

40 大宮 沙梨華 オオミヤ　サリカ キタイスポーツクラブ 652040

41 ※ 大谷 茉由 オオタニ　マユ 阪南大学クラブ 652125

42 ※ 宇山 芽紅 ウヤマ　メグ 金沢学院大学クラブ 652670

43 鈴木 菜央 スズキ　ナオ 小松大谷高等学校 652238
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44 太村 成見 タムラ　ナルミ 金沢学院大学クラブ 652519

45 ※ 松多 冠奈 マツダ　カンナ 星稜クラブ 651635

46 松波 愛里 マツナミ　アイリ フリーエアースポーツクラブ 652970

47 上村 恵梨奈 カミムラ　エリナ 金沢学院大学クラブ 651075

48 竹嵜 玲奈 タケザキ　レナ 熊本トランポリンクラブ 652748

49 ※ 佐竹 玲奈 サタケ　レイナ 日本体育大学クラブ 651828

50 西村 美紅 ニシムラ　ミク 金沢学院大学クラブ 652555

51 ※ 土井畑 知里 ドイハタ　チサト 日本体育大学クラブ 652076

52 ※ 中村 優希 ナカムラ　ユウキ フリーエアースポーツクラブ 652665

53 小早川 理奈 コバヤカワ　リナ 阪南大学クラブ 652529

54 ※ 吉村 美憂 ヨシムラ　ミユ 金沢学院大学クラブ 651618

55 谷口 空 タニグチ　ソラ シープクラブ 654037

56 赤井 なつみ アカイ　ナツミ 金沢学院大学クラブ 653970

57 ※ 土屋 志絵莉 ツチヤ　シエリ 星稜クラブ 654059

58 ※ 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 653947

59 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 652294

60 名倉 沙織 ナクラ　サオリ 日本体育大学クラブ 651401

61 　 松田 眞紀子 マツダ　マキコ 阪南大学クラブ 651963

62 ※ 服部 佳奈 ハットリ　カナ 日本体育大学クラブ 651296

63 ※ 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 652920

64 高木 裕美 タカギ　ユミ NPO江戸崎スポーツクラブ 653278

65 東 彩乃 ヒガシ　アヤノ スポーツクラブ　テン・フォーティー 652849
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シンクロナイズド男子

G 試技順 名　　前 フリガナ 所属団体 登録番号

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 653628

石川 和 イシカワ　ヤマト アベノジュニアトランポリンクラブ 652314

嶋川 優将 シマカワ　ユウマ Atsugi  bonfire 651541

芝尾 慧 シバオ　ケイ Atsugi  bonfire 653015

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 652940

谷 貴文 タニ　タカフミ 日本体育大学クラブ 651084

白坂 健志 シラサカ　ケンシ 静岡産業大学クラブ 651995

野田 亮太 ノダ　リョウタ 静岡産業大学クラブ 651882

棟朝 銀河 ムネトモ　ギンガ 慶應義塾 652154

外村 哲也 ソトムラ　テツヤ アムス・インターナショナル株式会社 651320

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 653010

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 653975

海野 大透 ウンノ　ヒロト 静岡トランポリンクラブ 653285

市村 斗哉 イチムラ　トウヤ キタイスポーツクラブ 653255

加藤 尭彦 カトウ　タカヒコ 大泉スワロー体育クラブ 651364

木口 暁遥 キグチ　トシハル フリーエアースポーツクラブ 651504

岡田 紳之介 オカダ　シンノスケ 阪南大学クラブ 651639

白崎 佑和 シラサキ　ユウヤ 金沢学院大学クラブ 651620

上山 容弘 ウエヤマ　ヤスヒロ モンパルテ 651947

伊藤 正樹 イトウ　マサキ 株式会社東栄住宅 651696

岸 大貴 キシ　ダイキ 金沢学院大学クラブ 651745

山口 学 ヤマグチ　マナブ モンパルテ 651700

折田 侑翼 オリタ　ユラ フリーエアースポーツクラブ 652976

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 652977

田崎 勝史 タサキ　カツフミ 日本体育大学クラブ 651756

藤田 隆之介 フジタ　リュウノスケ 日本体育大学クラブ 652770

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 651311

島田 諒太 シマダ　リョウタ 金沢学院大学クラブ 651759

中村 隆誠 ナカムラ　リュウセイ 日本体育大学クラブ 651646

池野 友崇 イケノ　トモタカ 日本体育大学クラブ 651717

宮野 冬馬 ミヤノ　トウマ 星稜クラブ 652558

山田 大翔 ヤマダ　ヒロト 星稜クラブ 653056

瀬谷 真一 セタニ　シンイチ STYLE 652072

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 653181

鈴木 宏介 スズキ　コウスケ 金沢学院大学クラブ 651525

植田 太郎 ウエダ　タロウ 金沢学院大学 651980

永田 信弥 ナガタ　シンヤ 星稜クラブ 652025

安藤 諒 アンドウ　リョウ 星稜クラブ 652122

谷口 遼平 タニグチ　リョウヘイ 静岡産業大学クラブ 652661

脇田 洋介 ワキタ　ヨウスケ 静岡産業大学クラブ 652332

菊地 智周 キクチ　トモナリ 金沢学院東高等学校 652420

千葉 和音 チバ　カズネ 大泉スワロー体育クラブ 652133

白糠 遼 シラヌカ　リョウ NPO江戸崎スポーツクラブ 651222

森 晴太郎 モリ　ハルタロウ フリーエアースポーツクラブ 652972

中尾 裕聖 ナカオ　ユウセイ 金沢学院大学クラブ 652746

下出 康介 シモデ　コウスケ 金沢学院大学クラブ 652979

大嶋 諒人 オオシマ　リョウト 阪南市トランポリンクラブ 652635

中村 匠吾 ナカムラ　ショウゴ 高槻トランポリンクラブ 652872

堺 亮介 サカイ　リョウスケ 星稜クラブ 651531

市川 隆太 イチカワ　リュウタ 星稜クラブ 652709

中田 大輔 ナカタ　ダイスケ J-POWER 651583

石川 秀康 イシカワ　ヒデヤス 大泉スワロー体育クラブ 651363

和田 岳大 ワダ　タケヒロ 金沢クリール 652575

岸 凌大 キシ　リョウタ 小松イルカクラブ 652545

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 653164

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 653169
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シンクロナイズド女子

G 試技順 名　　前 フリガナ 所属団体 登録番号

松多 冠奈 マツダ　カンナ 星稜クラブ 651635

土屋 志絵莉 ツチヤ　シエリ 星稜クラブ 654059

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 653367

谷口 佳寿 タニグチ　ケイジュ アベノジュニアトランポリンクラブ 652294

佐竹 玲奈 サタケ　レイナ 日本体育大学クラブ 651828

土井畑 知里 ドイハタ　チサト 日本体育大学クラブ 652076

大宮 沙梨華 オオミヤ　サリカ キタイスポーツクラブ 652040

音成 眞紀子 オトナリ　マキコ Atsugi bonfire 651540

鈴木 菜央 スズキ　ナオ 小松大谷高等学校 652238

橋本 千絵美 ハシモト　チエミ 小松大谷高等学校 653533

松本 萌 マツモト　メグミ 阪南大学クラブ 652078

山本 葉月 ヤマモト　ハヅキ 阪南大学クラブ 653493

森田 千尋 モリタ　チヒロ 日本体育大学クラブ 652203

松本 らな マツモト　ラナ 日本体育大学クラブ 653246

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 653947

美田 佳穂 ミタ　カホ トミオカ体操スクール 654038

安田 ゆうき ヤスタ　ユウキ 金沢学院大学クラブ 653645

藤田 葉月 フジタ　ハヅキ 金沢学院東高等学校 652255

東 彩乃 ヒガシ　アヤノ スポーツクラブ　テン・フォーティー 652849

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 653523

桐生 莉沙 キリュウ　リサ 大泉スワロー体育クラブ 653250

桜井 美輝 サクライ　ミキ 大泉スワロー体育クラブ 652626

赤井 なつみ アカイ　ナツミ 金沢学院大学クラブ 653970

田村 夏々 タムラ　ナナ 阪南大学クラブ 654409

倉持 真央 クラモチ　マオ フリーエアースポーツクラブ 651302

中村 優希 ナカムラ　ユウキ フリーエアースポーツクラブ 652665

中井 美咲 ナカイ　ミサキ 熊取T.T.T 651930

佐藤 萌香 サトウ　モエカ 熊取T.T.T 651936

山田 紗菜 ヤマダ　アヤナ 日本体育大学クラブ 651366

岸 彩乃 キシ　アヤノ 金沢学院大学クラブ 651737

宮田 幸音 ミヤタ　ユキネ 東京女子体育大学 651316

中村 風稀 ナカムラ　フウキ 厚木FUSiONスポーツクラブ 652967

大谷 茉由 オオタニ　マユ 阪南大学クラブ 652125

東本 麻由 ヒガシモト　マユ 阪南大学クラブ 652126

宇山 芽紅 ウヤマ　メグ 金沢学院大学 652670

中野 蘭菜 ナカノ　ラナ 星稜高等学校 651649

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 652920

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 653218

栗木 優香 クリキ　ユウカ 金沢学院大学 651293

上村 恵梨奈 カミムラ　エリナ 金沢学院大学 651075

吉村 美憂 ヨシムラ　ミユ 金沢学院大学クラブ 651618

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 653167

岡田 亜実 オカダ　アミ キタイスポーツクラブ 653298

杉谷 櫻花 スギタニ　オウカ 星稜ジュニア 653161

富田 ひとみ トミタ　ヒトミ 日本体育大学クラブ 652345

服部 佳奈 ハットリ　カナ 日本体育大学クラブ 651296

松田 眞紀子 マツダ　マキコ 阪南大学クラブ 651963

山口 晴緒 ヤマグチ　ハルオ 阪南大学クラブ 652084

西村 美紅 ニシムラ　ミク 金沢学院大学クラブ 652555

太村 成見 タムラ　ナルミ 金沢学院大学クラブ 652519

村山 優里 ムラヤマ　ユリ フリーエアースポーツクラブ 652588

森 ひかる モリ　ヒカル フリーエアースポーツクラブ 652971

寺前 麻菜美 テラマエ　マナミ 阪南大学クラブ 652075

小早川 理奈 コバヤカワ　リナ 阪南大学クラブ 652529

松波 愛里 マツナミ　アイリ フリーエアースポーツクラブ 652970

吉澤 愛視 ヨシザワ　メグミ フリーエアースポーツクラブ 655004

田中 結子 タナカ　ユウコ 金沢学院大学クラブ 652885

高木 裕美 タカギ　ユミ NPO江戸崎スポーツクラブ 653278
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