
順位 ⼤会名/ランク 選⼿名 所属団体名 第2⾃由
1 全⽇本2位/S 中野 蘭菜 星稜クラブ
2 S ⼭⽥ 紗菜 株式会社ルミネ
3 全⽇本4位/S 森 ひかる ⾦沢学院⼤学クラブ
4 S 岸 彩乃 ⾦沢学院⼤学クラブ
5 全⽇本3位/S 佐⽵ 玲奈 ⽇本体育⼤学クラブ
6 全⽇本5位/A ⼟井畑 知⾥ ⽇本体育⼤学クラブ
7 全⽇本1位/A 杉⾕ 櫻花 星稜クラブ
8 A 名倉 沙織 スポーツクラブ テン・フォーティー
9 全⽇本7位/A 宇⼭ 芽紅 ⾦沢学院⼤学クラブ
10 全⽇本8位/A ⾼⽊ 裕美 ⾦沢学院⼤学クラブ
11 A 中村 優希 フリーエアースポーツクラブ
12 全⽇本6位/--- 岡⽥ 亜実 キタイスポーツクラブ
13 第3回年齢別 半⽥ 萌⾥ 泉南ジュニアトランポリンクラブ 51.085
14 第41回全国⾼等学校 松原 知穂 ⼤阪教育⼤学付属⾼等学校天王寺校舎 50.940
15 第51回全⽇本学⽣ ⻄村 美紅 ⾦沢学院⼤学 50.935
16 第51回全⽇本学⽣ 桐⽣ 莉沙 ⽇本⼤学 50.745
17 第51回全⽇本学⽣ 太村 成⾒ ⾦沢学院⼤学 50.740
18 第41回全国⾼等学校 ⽥中 結⼦ ⾦沢学院⾼等学校 50.465
19 第3回年齢別 増崎 セリナ キタイスポーツクラブ 50.170
20 第3回年齢別 奥野 有季 キタイスポーツクラブ 49.905
21 第3回年齢別 栗⽊ 優⾹ ⾦沢学院⼤学クラブ 49.295
22 第2回ジュニア ⽥中 沙季 ⼩松イルカクラブ 49.245
23 第51回全⽇本学⽣ 安⽥ ゆうき ⾦沢学院⼤学 49.190
24 第51回全⽇本学⽣ 服部 佳奈 ⽇本体育⼤学 49.110
25 第2回ジュニア 櫻井 愛菜 NPO江⼾崎スポーツクラブ 48.710
26 第41回全国⾼等学校 ⽥村 夏々 阪南⼤学⾼等学校 48.645
27 第51回全⽇本学⽣ 美⽥ 佳穂 ⽇本体育⼤学 48.560
28 第51回全⽇本学⽣ 富⽥ ひとみ ⽇本体育⼤学 48.550
29 第3回年齢別 ⼤宮 沙梨華 キタイスポーツクラブ 48.215
30 第3回年齢別 宮﨑 七星 キタイスポーツクラブ 48.185
31 第3回年齢別 笹⽊ 遥 ⼩松⼤⾕⾼等学校 48.060
32 第41回全国⾼等学校 ⾚井 なつみ ⾦沢学院⾼等学校 47.945
33 第41回全国⾼等学校 中村 ⾵稀 神奈川県⽴茅ケ崎北陵⾼等学校 47.895
34 第41回全国⾼等学校 ⾕⼝ 空 星稜⾼等学校 47.890
35 第3回年齢別 ⾳成 眞紀⼦ Atsugi bonfire 47.840
36 第41回全国⾼等学校 東 彩乃 ⾦沢学院⾼等学校 47.820
36 第3回年齢別 野村 菜⽉美 星稜クラブ 47.820
38 第3回年齢別 三澤 優華 ⽇本体育⼤学クラブ 47.690
38 第41回全国⾼等学校 櫻井 葉⽉ ⾦沢学院⾼等学校 47.690
40 第51回全⽇本学⽣ ⼩林 沙恵 ⽇本⼤学 47.665
41 第3回年齢別 堂前 ひかる ⼩松⼤⾕⾼等学校 47.525
42 第3回年齢別 ⿊⽥ 明⽇⾹ ⾦沢学院⼤学クラブ 47.370
43 第3回年齢別 藤⽥ 海⾥ ⾦沢学院⼤学クラブ 47.250

第53回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 ⼥⼦予選



順位 ⼤会名/ランク 選⼿名 所属団体名 第2⾃由

第53回全⽇本トランポリン競技選⼿権⼤会 ⼥⼦予選

44 第3回年齢別 ⼩⽥原 由佳 ⼩松イルカクラブ 47.225
45 第2回ジュニア ⼩林 陽花 Ambitious 47.160
46 第40回東⽇本 森⽥ 千尋 ⽇本体育⼤学クラブ 47.090
47 第3回年齢別 ⼿嶋 ひかる ⾦沢学院⼤学クラブ 47.065
48 第2回ジュニア 保坂 ⼀翔 TOKYO SPORTS ACADEMY 47.060
49 第3回年齢別 ⼜吉 幹奈 ⾦沢学院⼤学クラブ 46.995
50 第3回年齢別 ⾕⼝ 夏穂 星稜クラブ 46.905
51 第3回年齢別 篠嶋 理紗 ⽇本体育⼤学クラブ 46.895
52 第51回全⽇本学⽣ ⼟屋 志絵莉 麗澤⼤学 46.750
53 第41回全国⾼等学校 ⾕⼝ 佳寿 ⼤阪府⽴和泉⾼等学校 46.675
54 第51回全⽇本学⽣ 宮⽥ 幸⾳ 東京⼥⼦体育⼤学 46.620
55 第3回年齢別 徳永 唯花 スポーツクラブ テン・フォーティー 46.580
56 第41回全国⾼等学校 海野 玲奈 焼津⾼等学校 46.565
57 第3回年齢別 成⽥ 華 富⽥林トランポリンクラブ 46.530
58 第2回ジュニア 森 ほのか 星稜クラブ 46.475
59 第3回年齢別 岸野 こころ アベノジュニアトランポリンクラブ 46.425
60 第3回年齢別 ⻘⽊ 紗⾐ ⾦沢学院⼤学クラブ 46.325
61 第2回ジュニア ⼭本 真⾐ プラッツトランポリンクラブ 46.315
62 第51回全⽇本学⽣ 遠藤 ⾹奈 ⽇本体育⼤学 46.185
63 第41回全国⾼等学校 松波 愛⾥ 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 46.080
64 第2回ジュニア ⽟⽥ 凛 星稜ジュニア 46.065
65 第2回ジュニア 深井 透⼦ フリーエアースポーツクラブ 46.055
66 第51回全⽇本学⽣ ⼭本 葉⽉ 阪南⼤学 46.050
67 第3回年齢別 松本 純怜 ⾦沢ジャンパーズクラブ 46.000
68 第3回年齢別 桜井 美輝 ⼤泉スワロー体育クラブ 45.980
69 第2回ジュニア 加藤 愛歌 vivace 45.970
70 第51回全⽇本学⽣ 岡⽥ 楓佳 横浜薬科⼤学 45.960
71 第51回全⽇本学⽣ 今井 典奈 神奈川⼤学 45.770
72 第2回ジュニア 森 ⽂乃 アドバンストランポリンクラブ 45.695
73 第2回ジュニア 佐野 実優 フリーエアースポーツクラブ 45.690
74 第2回ジュニア 上⽥ うらら キタイスポーツクラブ 45.570
74 第41回全国⾼等学校 ⾕嶋 花⾳ 関⻄⼤学北陽⾼等学校 45.570
76 第3回年齢別 ⻑澤 未優 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 45.545
77 第41回全国⾼等学校 岡嶋 ⾥歩 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 45.540
78 第3回年齢別 今本 芽⽣ ⼩松⼤⾕⾼等学校 45.485
79 第2回ジュニア 末冨 穂⾹ サンスピリッツ端野 45.340
80 第2回ジュニア 奥井 寧々 フリーエアースポーツクラブ 45.280
81 第41回全国⾼等学校 増崎 アンヌ ⼤阪偕星学園⾼等学校 45.065
82 第41回全国⾼等学校 ⾦⼦ 舞穂 ⼭形県⽴⽶沢商業⾼等学校 45.045
83 第41回全国⾼等学校 川⼝ 瑞⾹ 帝塚⼭学院⾼等学校 44.990
84 第3回年齢別 今井 薫桃 ⾦沢学院⼤学クラブ 44.980
85 第2回ジュニア ⻄ 千咲葵 泉南ジュニアトランポリンクラブ 44.920
86 第2回ジュニア ⼩林 和 ピーターパンTC 44.865
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87 第51回全⽇本学⽣ 松浦 ⽇夏乃 神奈川⼤学 44.860
88 第2回ジュニア 菅野 愛来 美深トランポリンクラブ 44.790
89 第41回全国⾼等学校 中村 咲希 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 44.715
90 第2回ジュニア 児⽟ 朱梨 ⼤泉スワロー体育クラブ 44.705
91 第3回年齢別 坪井 侑奈 ARA10 44.675
92 第3回年齢別 朝⽇ しずく vivace 44.670
93 第3回年齢別 中村 未咲希 スポーツクラブ テン・フォーティー 44.640
94 第2回ジュニア 乾 結⽻ アドバンストランポリンクラブ 44.630
95 第41回全国⾼等学校 野中 ⿇由 焼津⾼等学校 44.470
96 第3回年齢別 鈴⽊ 奈菜美 福島東稜⾼等学校 44.355
97 第41回全国⾼等学校 ⻄川 瑠海 関⻄⼤学北陽⾼等学校 44.155
98 第2回ジュニア ⼤築 花⾳ ⾵連トランポリン少年団 44.130
99 第2回ジュニア 仁平 菜絵 フリーエアースポーツクラブ 44.090
100 第3回年齢別 ⼤久保 茉実 浜松修学舎 44.075
101 第2回ジュニア 岸 実憂 七塚ジュニア 43.910
102 第2回ジュニア 近藤 愛海 PUREトランポリンクラブ 43.785
103 第41回全国⾼等学校 本多 ゆん 茨城県⽴取⼿松陽⾼等学校 43.775
104 第3回年齢別 久保 実由 エアリアルドリーム 43.730
105 第41回全国⾼等学校 浅⾒ 杏樹 秀明⼋千代⾼等学校 43.625
106 第2回ジュニア ⼤野 ⾵花 ⾵連トランポリン少年団 43.570
107 第51回全⽇本学⽣ 松本 萌 阪南⼤学 43.550
108 第2回ジュニア ⼩松 咲希 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 43.540
109 第2回ジュニア ⻄ 彩乃 ⾦沢学院⼤学クラブ 43.530
110 第3回年齢別 ⻄⾕ 真⾹ 星稜クラブ 43.510
111 第2回ジュニア ⾈越 愛実 NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ 43.470
112 第2回ジュニア ⼭出 雪乃 ピーターパンTC 43.460
113 第2回ジュニア ⼟⽣ いつき ⾦沢学院⼤学クラブ 43.440
114 第2回ジュニア ⻄村 愛 ⾦沢学院⼤学クラブ 43.435
115 第2回ジュニア 杉元 美波 ⽟名トランポリンクラブ 43.280
116 第2回ジュニア ⻑⾕川 南実 リトルジャガーズ 43.145
117 第3回年齢別 ⻘⽊ ⾵海 スポーツクラブ テン・フォーティー 43.130
118 第2回ジュニア 源根 花歩 ⾼槻トランポリンクラブ 43.055
119 第44回⻄⽇本 ⼭内 菜摘 静岡産業⼤学クラブ 43.025
120 第2回ジュニア ⼜吉 志織 七塚ジュニア 42.985
121 第3回年齢別 佐藤 萌⾹ 熊取T.T.T. 42.945
122 第2回ジュニア 吉本 そら サンスピリッツ端野 42.895
123 第2回ジュニア ⾕内 華笑 ⽻咋ジュニアトランポリンクラブ 42.875
124 第2回ジュニア 今本 奈々⼦ 七塚ジュニア 42.835
125 第2回ジュニア 濱⽥ 怜奈 群⾺オンリーワンスポーツクラブ 42.770
126 第2回ジュニア 松村 美咲 泉南ジュニアトランポリンクラブ 42.690
127 第3回年齢別 秋⼭ 千咲 阪南⼤学クラブ 42.595
128 第41回全国⾼等学校 齋藤 綾 宮城県泉松陵⾼等学校 42.505
129 第2回ジュニア ⾇岡 ゆらら サンスピリッツ端野 42.495
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130 第2回ジュニア 相輪 紗菜 キタイスポーツクラブ 42.465
131 第41回全国⾼等学校 ⽵嵜 姫花 熊本国府⾼等学校 42.385
132 第41回全国⾼等学校 細⾕ 明⽇⾹ 前橋市⽴前橋⾼等学校 42.380
133 第3回年齢別 元⾓ 沙⽻ 星稜ジュニア 42.295
134 第41回全国⾼等学校 岡部 優海 福岡県⽴⼩倉南⾼等学校 42.280
135 第2回ジュニア 梅井 舞⾹ 富⽥林トランポリンクラブ 42.220
136 第41回全国⾼等学校 加藤 楓夏 東京都⽴⾜⽴新⽥⾼等学校 42.205
137 第2回ジュニア 佐々⽊ 李梨 ⾵連トランポリン少年団 42.185
138 第2回ジュニア 飯島 雪 越⾕トランポリンクラブ 42.070
139 第2回ジュニア ⾼⾒ 菜々⼦ ⼩松イルカクラブ 42.005
140 第41回全国⾼等学校 浅⾒ 桃⼦ 秀明⼋千代⾼等学校 41.930
141 第2回ジュニア ⽩崎 真唯 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 41.680
142 第41回全国⾼等学校 鵜飼 彩華 愛知県⽴⼀宮興道⾼等学校 41.660
143 第41回全国⾼等学校 奥津 充⼦ 福岡県⽴⼩倉南⾼等学校 41.630
144 第41回全国⾼等学校 鈴⽊ 七海 焼津⾼等学校 41.575
145 第2回ジュニア 曽⼭ 舞 SeveC 41.540
146 第2回ジュニア ⽥⼭ 舞美 中能登ジュニアトランポリンクラブ 41.530
147 第41回全国⾼等学校 ⼩林 夏⽉ 上野学園⾼等学校 41.470
148 第3回年齢別 廣⽥ 結南 厚⽊FUSiONスポーツクラブ 41.460
149 第2回ジュニア 沼尻 千果 NPO江⼾崎スポーツクラブ 41.435
150 第2回ジュニア ⻫藤 愛⽣ プラッツトランポリンクラブ 41.395
151 第41回全国⾼等学校 野崎 真以 上野学園⾼等学校 41.390
152 第41回全国⾼等学校 滝川 真未 常葉学園⾼等学校 41.380
153 第2回ジュニア ⻑⾕部 ひなた 南陽ジュニアトランポリンクラブ 41.250
154 第40回東⽇本 ⿃潟 美⽣ トランポリンクラブＫＩＴＡＭＩ 41.125
155 第2回ジュニア 髙橋 由⾐ 野々市ジュニア 41.120
156 第2回ジュニア ⻫藤 奏良 ⼩松イルカクラブ 41.085
157 第2回ジュニア 貫井 綺羅 スポーツクラブ テン・フォーティー 41.080
158 第2回ジュニア 加藤 陽菜 ビッグスプリング 41.020
159 第2回ジュニア 齋藤 友茄 群⾺クレイドル 40.985
160 第2回ジュニア 逸⾒ 莉央奈 群⾺オンリーワンスポーツクラブ 40.835
161 第2回ジュニア ⼤藤 愛 リトルウインズ勝⼭ 40.820
162 第2回ジュニア 東 冴⻨ SeveC 40.785
163 第2回ジュニア 福岡 千尋 上野学園トランポリンクラブ 40.775
164 第2回ジュニア ⼩坂 奈津 スポーツクラブ テン・フォーティー 40.745
165 第41回全国⾼等学校 川内 佑妃 阪南⼤学⾼等学校 40.735
166 第2回ジュニア 坂⽥ 遥菜 アベノジュニアトランポリンクラブ 40.725
167 第2回ジュニア 丸⼭ 珠璃 ピーターパンTC 40.690
168 第3回年齢別 川村 梨花 ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 40.655
169 第41回全国⾼等学校 ⼩林 礼奈 北海道滝上⾼等学校 40.620
170 第2回ジュニア 佐藤 華弥 ⼗勝トランポリン倶楽部 40.600
171 第41回全国⾼等学校 神野 理保 北海道滝上⾼等学校 40.520
172 第41回全国⾼等学校 中⼭ 夢奈 焼津⾼等学校 40.515
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173 第41回全国⾼等学校 ⾦井 海裕 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 40.505
174 第2回ジュニア 平野 愛奈 ⽻咋ジュニアトランポリンクラブ 40.485
175 第2回ジュニア ⼭岸 れいな ⽩⼭ジュニアトランポリンクラブ 40.470
176 第2回ジュニア 辻村 来夢 美深トランポリンクラブ 40.330
177 第2回ジュニア 根本 愛梨 ビッグスプリング 40.270
178 第41回全国⾼等学校 保⽥ 聖那 ⼤阪府⽴和泉⾼等学校 40.155
179 第2回ジュニア 池井 彩花 スポーツクラブ テン・フォーティー 40.115
180 第41回全国⾼等学校 松本 野乃華 熊本県⽴熊本⾼等学校 39.855
181 第2回ジュニア 岩垣 伶 熊取T.T.T. 39.700
182 第41回全国⾼等学校 鈴⽊ 花野 前橋市⽴前橋⾼等学校 39.685
183 第3回年齢別 平河 すみれ 慶應義塾 39.575
184 第2回ジュニア 村上 愛花 Sfida 39.545
185 第2回ジュニア 杉浦 彩季 ⼤阪狭⼭トランポリンクラブ 39.410
186 第2回ジュニア 齋藤 楓⾹ 群⾺クレイドル 39.380
187 第41回全国⾼等学校 ⼟屋 玲奈 東京家政⼤学付属⼥⼦⾼等学校 39.235
188 第41回全国⾼等学校 辻本 妃那 浜松修学舎⾼等学校 39.225
189 第41回全国⾼等学校 鈴⽊ 菜々 東京都⽴江北⾼等学校 39.185
190 第2回ジュニア ⽊村 彩菜 伊勢崎オンリーワンクラブ 39.170
191 第2回ジュニア 加藤 瑠菜 津別トランポリンクラブ 39.080
192 第2回ジュニア ⼭岸 由実 輪島トランポリンクラブ 39.050
193 第2回ジュニア 伊藤 恵怜奈 ⼤泉スワロー体育クラブ 39.020
194 第41回全国⾼等学校 ⽵下 ゆづ 上野学園⾼等学校 38.970
195 第2回ジュニア 橋本 彩乃 帝塚⼭学院トランポリン部 38.945
196 第2回ジュニア 児⽟ 明⾹⾥ NPOアスレＴ．Ｃ 38.775
197 第41回全国⾼等学校 ⻘⽊ 菜々⼦ 前橋市⽴前橋⾼等学校 38.465
198 第2回ジュニア ⻘⽊ ⽂⾹ 南陽ジュニアトランポリンクラブ 38.390
199 第2回ジュニア 東 蒼葉 SeveC 38.385
200 第41回全国⾼等学校 森下 瑶⼦ 菅⾼等学校 38.365
201 第2回ジュニア 髙⽥ 彩華 群⾺オンリーワンスポーツクラブ 38.325
202 第2回ジュニア 郷原 仁夏 NPO江⼾崎スポーツクラブ 38.305
203 第2回ジュニア 栗原 ひなた リトルジャガーズ 38.075
204 第41回全国⾼等学校 平崎 優加 焼津⾼等学校 37.935
205 第41回全国⾼等学校 ⻄⼭ 千晴 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 37.905
206 第2回ジュニア 辻 彩希 ひなぎく 37.865
207 第41回全国⾼等学校 壱岐 ひなた 宮崎県⽴飯野⾼等学校 37.860
207 第41回全国⾼等学校 河合 華⼊ 浜松修学舎⾼等学校 37.860
209 第41回全国⾼等学校 野⼝ 安実 上野学園⾼等学校 37.825
210 第41回全国⾼等学校 沼野 萌美 焼津⾼等学校 37.770
211 第2回ジュニア 後藤 未来 浜松修学舎 37.755
212 第41回全国⾼等学校 柴⽥ 知波 星城⾼等学校 37.660
213 第41回全国⾼等学校 種⼦⽥ ⿇⾐ 宮崎県⽴⼩林⾼等学校 37.520
214 第41回全国⾼等学校 村松 杏純 前橋市⽴前橋⾼等学校 37.465
215 第41回全国⾼等学校 勢⼒ 麗 帝塚⼭学院⾼等学校 37.455
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216 第41回全国⾼等学校 曾⽥ 真優 埼⽟県⽴春⽇部⼥⼦⾼等学校 37.435
217 第41回全国⾼等学校 今村 栞 熊本市⽴必由館⾼等学校 37.320
218 第41回全国⾼等学校 猪俣 柚⼦⾹ ⿇布⼤学付属⾼等学校 37.300
219 第41回全国⾼等学校 ⼩池 志乃 福島県⽴郡⼭⾼等学校 37.195
220 第41回全国⾼等学校 五⼾ ⼀葉 阪南⼤学⾼等学校 37.190
221 第41回全国⾼等学校 ⼤⽯ 萌絵 静岡⼤成⾼等学校 37.100
222 第41回全国⾼等学校 熊本 彩咲 帝塚⼭学院⾼等学校 37.050
223 第41回全国⾼等学校 岡 夏⽣ 静岡県⽴浜北⻄⾼等学校 37.040
224 第2回ジュニア 中尾 雪乃 ひなぎく 37.005
225 第2回ジュニア 杉元 春⾵ ⽟名トランポリンクラブ 36.800
226 第2回ジュニア ⼩⼭ 多映⼦ 富⼭パレスＪＴＣ 36.730
227 第2回ジュニア 吉⽥ 亜依⾥ 宇ノ気クラブ 36.705
228 第2回ジュニア 宮本 望央 宇ノ気クラブ 36.665
229 第41回全国⾼等学校 吉⽥ 悠⾹ 焼津⾼等学校 36.600
230 第2回ジュニア ⼤宮 彩乃 ⼗勝トランポリン倶楽部 36.595
231 第2回ジュニア ⽥中 愛彩 Sfida 36.245
231 第2回ジュニア 六⾞ 綾乃 いかるがペガサスクラブ 36.245
233 第2回ジュニア 川島 茉鈴 熊取T.T.T. 36.215
234 第41回全国⾼等学校 松下 百々⾹ 東京都⽴江北⾼等学校 36.185
235 第41回全国⾼等学校 冨⽥ ひかり 帝塚⼭学院⾼等学校 36.020
236 第41回全国⾼等学校 ⼤村 美優⾹ ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 35.870
237 第2回ジュニア 野⼝ 夏綺 さくらトランポリン 35.585
238 第2回ジュニア ⼭本 颯希 宇ノ気クラブ 35.540
239 第41回全国⾼等学校 鈴⽊ 悠⽇ 福島県⽴郡⼭⾼等学校 35.525
240 第41回全国⾼等学校 持⽊ ⾥佐⼦ ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 35.470
241 第2回ジュニア 清⽔ 玲花 帝塚⼭学院トランポリン部 35.355
242 第2回ジュニア 吉⽥ 莉琉 NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ 35.195
243 第41回全国⾼等学校 湯淺 珠希 ⼤阪成蹊⼥⼦⾼等学校 34.870
244 第2回ジュニア 湯浅 美⾳ 富⼭パレスＪＴＣ 34.775
245 第41回全国⾼等学校 磯部 紗亜弥 浜松修学舎⾼等学校 34.730
246 第41回全国⾼等学校 岸部 実奈⼦ 帝塚⼭学院⾼等学校 34.665
247 第2回ジュニア 渡辺 菜⽉ スターサファイア郡⼭トランポリンクラブ 34.560
248 第2回ジュニア 村瀬 希実 Rainbow Jr. 34.550
249 第2回ジュニア 寺尾 美咲 vivace 34.545
250 第41回全国⾼等学校 ⾺場 愛⼦ ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 34.350
251 第41回全国⾼等学校 ⽯原 愛理沙 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 34.325
252 第2回ジュニア 前⽥ 結⾐ NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ 34.180
253 第41回全国⾼等学校 安⽥ 奈央 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 33.935
254 第2回ジュニア 塩原 佳歩 富⼭パレスＪＴＣ 33.895
255 第2回ジュニア 梶本 桃代 帝塚⼭学院トランポリン部 33.725
256 第2回ジュニア 鈴⽊ 彩⾳ 帝塚⼭学院トランポリン部 33.680
257 第41回全国⾼等学校 仲野 光乃⾥ 阪南⼤学⾼等学校 33.385
258 第2回ジュニア ⼭⾒ 莉萌 Rainbow Jr. 33.380
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259 第41回全国⾼等学校 ⼋島 未来 静岡⼤成⾼等学校 33.210
260 第41回全国⾼等学校 三⽥ 瑞貴 埼⽟栄⾼等学校 33.095
261 第41回全国⾼等学校 ⽔江 爽佳 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 32.670
262 第2回ジュニア 津浦 亜美 帝塚⼭学院トランポリン部 32.630
263 第41回全国⾼等学校 樋渡 咲穂 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 32.500
264 第2回ジュニア ⽯⿊ 双葉 vivace 32.425
265 第41回全国⾼等学校 槌⾕ 利佳⼦ 帝塚⼭学院⾼等学校 31.660
266 第41回全国⾼等学校 渡邊 茉海 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 31.440
267 第41回全国⾼等学校 岡⽥ 祐⾥奈 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 29.360
268 第41回全国⾼等学校 向⼭ 由希恵 ⽇本⼤学豊⼭⼥⼦⾼等学校 28.975
269 第2回ジュニア 五⼗川 ひかる フェニックストランポリンスクール 24.395
270 第2回ジュニア 松⽥ 明梨 PUREトランポリンクラブ 23.120
271 第2回ジュニア ⼤坂屋 流奈 NPO法⼈かみのやまスポーツクラブ 16.715
272 第41回全国⾼等学校 辻村 いちか 美深⾼等学校 13.915
273 第3回年齢別 中野 智円 ⾦沢学院⼤学クラブ 9.515
274 第3回年齢別 ⽵嵜 玲奈 熊本トランポリンクラブ 8.810
275 第41回全国⾼等学校 酒井 莉菜 阪南⼤学⾼等学校 8.530
276 第3回年齢別 野中 真由 焼津⾼等学校 4.985
277 第41回全国⾼等学校 吉川 彩絵 東京都⽴向丘⾼等学校 3.740
278 第2回ジュニア 新⾕ 真央 フリーエアースポーツクラブ 2.100
278 第2回ジュニア 真嶋 阿⼦ vivace 2.100
278 第2回ジュニア ⽴⽯ 静玖 ⼤館市トランポリンクラブ 2.100


