
【大会日程】 12月4日（日）
8:30 開場
8:35 審判会議
8:55 監督会議
9:20 開会式
9:35 競技開始

　個人競技を実施
13:25 昼休憩ならびに午前の部表彰、シンクロフリー練習
14:30 シンクロ競技
16:30 競技終了、片付け、閉会式準備
17:00 閉会式

【競技日程】

人数
組数

開始
時間

終了
時間

アップ
本数

競技進行グループ
人数
組数

開始
時間

終了
時間

アップ
本数

競技進行グループ
人数
組数

開始
時間

終了
時間

アップ
本数

15名 9:35 10:10 3本 園児女子 15名 9:35 10:10 3本
バッジテスト２～１級

男子・女子
3+6
9名

9:35 10:10 3本

10名 10:10 10:45 3本 小学校低学年男子① 10名 10:10 10:45 3本
バッジテスト５～３級

男子
13名 10:10 10:45 3本

10名 10:45 11:25 3本 小学校低学年男子② 9名 10:45 11:25 3本
バッジテスト５～３級

女子①
10名 10:45 11:25 3本

9名 11:25 12:05 3本 小学校高学年男子 10名 11:25 12:05 3本
バッジテスト５～３級

女子②
10名 11:25 12:05 3本

2+12
14名

12:05 12:45 3本 小学校高学年女子① 13名 12:05 12:45 3本

6+6
13名

12:45 13:25 3本 小学校高学年女子② 12名 12:45 13:25 3本

10組 14:30 15:20 2本 シンクロCクラス予選 10組 14:30 15:20 2本

6組 15:20 16:00 2本 シンクロB+Aクラス予選・決勝 6組 15:20 16:00 2本

8組 16:00 16:30 2本 シンクロCクラス決勝 8組 16:00 16:30 2本

注意注意注意注意
アップに関しては、長時間台に乗っているようなことのなきよう、配慮をお願い致します。
主催者にて進行にの妨げになると判断した場合、主審、審判長、競技役員より注意をさせていただく場合がございます。
日程は早まる可能性がありますので早まる場合、順次繰り上げて実施いたします。

第24回　イーストジャパントランポリンフェスタ　大会日程

17:00～　小学生高学年、中学生、高校生以上クラスならびにシンクロ各クラス表彰式＋閉会式

ミドル台

13:25～13:40　昼休憩　　園児クラス・小学校低学年クラス・バッジテストクラス表彰 および台移動

小学校低学年女子②

小学校低学年女子①

Ａ台

シンクロCクラス予選

シンクロB+Aクラス予選・決勝

シンクロCクラス決勝

カッティング　16：30～17:00

中学生男子・女子

競技進行グループ

園児男子

高校生以上男子・女子

Ｂ台

小学校低学年女子③

13:45～14:30　シンクロ出場者　フリー練習　



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。

バッジテストクラス２～１級女子 バッジテストクラス２～１級男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 勝又　美結 かつまた　みゆ MTCホッパーズ 1 草野　颯人 くさの　はやと MTCホッパーズ
2 岡田　悠楓 おかだ　ゆうか スポーツクラブ　テン・フォーティー 2 柳澤　佳月 やなぎさわ　かづき 日本体育大学クラブ
3 林　美沙希 はやし　みさき ホップ　ステップ　ジャンプ 3 三森　葵 みつもり　あおい ひなぎく
4 浦　菜桜乃 うら　なおの ひなぎく
5 岡田　菜々美　 おかだ　ななみ ホップ　ステップ　ジャンプ
6 赤津　みなみ あかつ　みなみ ＮＰＯ法人守谷ファミリークラブ

バッジテストクラス５～３級女子 バッジテストクラス５～３級男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 大槻　唯華 おおつき　ゆいか 日本体育大学クラブ 1 飛永　祐輝 とびなが　ゆうき MTCホッパーズ
2 金井　泉貴 かない　みずき MTCホッパーズ 2 伊奈　剛志 いな　つよし 日本体育大学クラブ
3 菊地　優希 きくち　ゆうき MTCホッパーズ 3 溝口　悠路 みぞぐち　ゆうろ 日本体育大学クラブ
4 庄司　遥香 しょうじ　はるか ひなぎく 4 吉成　生吹 よしなり　いぶき 日本体育大学クラブ
5 菅野　夏海 すがの　なつみ MTCホッパーズ 5 石山　優弥 いしやま　ゆうや MTCホッパーズ
6 田久保　歩里 たくぼ　あゆり　 日本体育大学クラブ 6 濱田　壮汰 はまだ　そうた 日本体育大学クラブ
7 鈴木　彩夏 すずき　あやか MTCホッパーズ 7 髙木　琉成 たかぎ　りゅうせい 日本体育大学クラブ
8 横山　心優 よこやま　みゆ スポーツクラブ　テン・フォーティー 8 佐藤　晴太 さとう　はるた 日本体育大学クラブ
9 鈴木　愛実 すずき　まなみ 日本体育大学クラブ 9 奥田　滉也 おくだ　ひろや 日本体育大学クラブ
10 津田　希望 つだ　のぞみ MTCホッパーズ 10 田中　心大郎 たなか　こたろう Ｐｕｒｅ　Ｓｐｏｒｔ　Ｃｌｕｂ
11 徳地　菜月 とくち　なつき 日本体育大学クラブ 11 後藤　悠希 ごとう　はるき 日本体育大学クラブ
12 中井　万尋 なかい　まひろ ひなぎく 12 筒井　隆ノ介 つつい　りゅうのすけ 日本体育大学クラブ
13 橋本　若奈 はしもと　わかな スポーツクラブ　テン・フォーティー 13 林　佳輝 はやし　よしき ホップ　ステップ　ジャンプ
14 福島　未祐菜 ふくしま　みゆな MTCホッパーズ
15 藤本　節 ふじもと　せつ 日本体育大学クラブ
16 前田　真緒 まえだ　まお スポーツクラブ　テン・フォーティー
17 水谷　心 みずたに　こころ 日本体育大学クラブ
18 蓑田　天 みのだ　そら MTCホッパーズ
19 鈴木　晴香 すずき　はるか 日本体育大学クラブ

第24回　イーストジャパントランポリンフェスタ
個人競技　スタートリスト



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。
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園児クラス　女子 園児クラス　男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 長江　桃子 ながえ　ももこ 日本体育大学クラブ 1 山内　康太朗 やまうち　こうたろう 日本体育大学クラブ
2 大上　茉桜 おおがみ　まお Cygnet Trampoline Club(シグネット　トランポリン　クラブ) 2 牧野　光希 まきの　こうき 大泉スワロー体育クラブ
3 植木　まりさ うえき　まりさ 日本体育大学クラブ 3 高橋　孝之祐 たかはし　こうのすけ 日本体育大学クラブ
4 加藤　桜子 かとう　さくらこ NPO江戸崎スポーツクラブ 4 仲　雄吾 なか　ゆうご Sky Bounce
5 兒玉　舞衣 こだま　まい 日本クリード 5 竹本　悠里 たけもと　　ゆうり 大泉スワロー体育クラブ
6 大熊　七翠 おおくま　ななみ スポーツクラブ　テン・フォーティー 6 田久保　謙志 たくぼ　けんし 日本体育大学クラブ
7 中西　花 なかにし　はな Cygnet Trampoline Club(シグネット　トランポリン　クラブ) 7 髙橋　琉以 たかはし　るい 大泉スワロー体育クラブ
8 平山　愛来ら ひらやま　うらら 日本体育大学クラブ 8 畠中　滉青 はたけなか　こうせい 大泉スワロー体育クラブ
9 猪瀬　結卯 いのせ　ゆう 日本体育大学クラブ 9 小林　葵生 こばやし　あおい 大泉スワロー体育クラブ
10 古沢　珠己 ふるさわ　たまき Ｐｕｒｅジュニア　トランポリンクラブ 10 加藤　健人 かとう　けんと 日本体育大学クラブ
11 又村　奏 またむら　かなで 厚木FUSiONスポーツクラブ 11 上杉　眞矢 うえすぎ　まさや ひなぎく
12 竹口　紗矢 たけぐち　さや 大泉スワロー体育クラブ 12 井上　陽翔 いのうえ　はると 日本体育大学クラブ
13 豊田　彩花 とよだ　あやか Ｐｕｒｅジュニア　トランポリンクラブ 13 阿出川　冠 あでがわ　かむり ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
14 笹野　愛那 ささの　まな ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 14 相原　良熙 あいはら　りょうき スポーツクラブ　テン・フォーティー
15 高橋　花 たかはし　はな 日本体育大学クラブ 15 間持　暁 けんもつ　あきら 日本体育大学クラブ

小学校低学年クラス女子 小学校低学年クラス男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 相原　里名 あいはら　りな 大泉スワロー体育クラブ 1 並木　玄人 なみき　げんと フライングキッズトランポリンクラブ
2 関口　結菜 せきぐち　ゆいな スポーツクラブ　テン・フォーティー 2 山﨑　晴大郎 やまざき　せいたろう Sky Bounce
3 飯田　千尋 いいだ　ちひろ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 3 前野　凜太郎 まえの　りんたろう 大泉スワロー体育クラブ
4 阿出川　璃瑠 あでがわ　りる ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 4 布田　惺 ふだ　さとる 大泉スワロー体育クラブ
5 泉谷　望来 いずみや　みらい 大泉スワロー体育クラブ 5 林　和暁 はやし　かずあき ホップ　ステップ　ジャンプ
6 今泉　愛未 いまいずみ　あみ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 6 花房　昴 はなぶさ　すばる 厚木FUSiONスポーツクラブ
7 江頭　怜良 えとう　れいら 大泉スワロー体育クラブ 7 名取　漣音 なとり　れおん 大泉スワロー体育クラブ
8 川畑　葉栞 かわはた　はな 大泉スワロー体育クラブ 8 滝澤　順心 たきざわ　まさむね スポーツクラブ　テン・フォーティー
9 木戸口　結衣 きどぐち　ゆい Cygnet Trampoline Club(シグネット　トランポリン　クラブ) 9 高橋　旺之介 たかはし　おうのすけ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
10 兒玉　結衣 こだま　ゆい 日本クリード 10 庄司　智悠 しょうじ　ともはる ひなぎく
11 後藤　彩心 ごとう　あこ さくらトランポリン 11 三本松　博希 さんぼんまつ　ひろき スポーツクラブ　テン・フォーティー
12 小林　由茉 こばやし　ゆま 大泉スワロー体育クラブ 12 小宮　好陽 こみや　よしはる 大和トランポリンクラブ
13 笹野　琉那 ささの　るな ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 13 小林　迅 こばやし　じん 日本体育大学クラブ
14 菅原　ひかる すがわら　ひかる スポーツクラブ　テン・フォーティー 14 小坂　紀希 こさか　のりき スポーツクラブ　テン・フォーティー
15 高橋　真依子 たかはし　まいこ 大泉スワロー体育クラブ 15 桒原　仰大 くわはら　こうた MTCホッパーズ
16 互野　由依子 たがいの　ゆいこ 大泉スワロー体育クラブ 16 桐生　直輝 きりゅう　なおき 大泉スワロー体育クラブ
17 高田　未郁 たかだ　みくに スポーツクラブ　テン・フォーティー 17 江尻　愛翔 えじり　まなと ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
18 長沼　亜佐美 ながぬま　あさみ 大泉スワロー体育クラブ 18 飯山　延生 いいやま　のい 大泉スワロー体育クラブ
19 髙橋　纏 たかはし　まとい Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 19 阿久津　瑛拓 あくつ　えいた ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ
20 田中　陽笑 たなか　ひわら 厚木FUSiONスポーツクラブ
21 仲　雪花 なか　ゆきか Sky Bounce
22 髙橋　明里 たかはし　あかり 大泉スワロー体育クラブ
23 仲野　穂花 なかの　ほのか Sky Bounce
24 又村　翠月 またむら　みづき 厚木FUSiONスポーツクラブ
25 柳　優子 やなぎ　ゆうこ スポーツクラブ　テン・フォーティー
26 阿諏訪　和花 あすわ　のどか フライングキッズトランポリンクラブ
27 出雲　なのん いずも　なのん MTCホッパーズ
28 飯田　真由 いいだ　まゆ NPO江戸崎スポーツクラブ
29 髙橋　葵 たかはし　あおい Ｐｕｒｅトランポリンクラブ



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。
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小学校高学年クラス女子 小学校高学年クラス男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 相田　茉優 あいだ　まゆ さくらトランポリン 1 脇　春輝 わき　はるき Cygnet Trampoline Club(シグネット　トランポリン　クラブ)
2 石野　由依 いしの　ゆい 大泉スワロー体育クラブ 2 大上　颯斗 おおがみ　さやと Cygnet Trampoline Club(シグネット　トランポリン　クラブ)
3 財津　花衣 ざいつ　かえ MTCホッパーズ 3 渡部　祥亮 わたなべ　よしあき MTCホッパーズ
4 今泉　愛生 いまいずみ　あき ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 4 三浦　真弥 みうら　しんや MTCホッパーズ
5 関口　陽菜 せきぐち　はるな スポーツクラブ　テン・フォーティー 5 宮崎　碧 みやざき　あお 大泉スワロー体育クラブ
6 古沢　茉莉 ふるさわ　まり Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 6 永楽　尊 えいらく　たける NPO江戸崎スポーツクラブ
7 石山　由紀 いしやま　ゆき MTCホッパーズ 7 筒井　陸斗 つつい　りくと 大和トランポリンクラブ
8 髙橋　日和 たかはし　ひより スポーツクラブ　テン・フォーティー 8 小寺　瑞樹 おでら　みずき 日本クリード
9 大澤　光里 おおさわ　ひかり NPO江戸崎スポーツクラブ 9 荒木　陸 あらき　りく スポーツクラブ　テン・フォーティー
10 野口　花鈴 のぐち　かりん さくらトランポリン 10 上杉　倫平 うえすぎ　りんぺい ひなぎく
11 井上　蒼蘭 いのうえ　そら 大泉スワロー体育クラブ
12 小池　ゆう こいけ　ゆう さくらトランポリン
13 山田　菜々美 やまだ　ななみ スポーツクラブ　テン・フォーティー
14 小出　はるか こいで　はるか MTCホッパーズ
15 平賀　彩花 ひらが　あやか スポーツクラブ　テン・フォーティー
16 粟根　芽唯 あわね　めい　 大和トランポリンクラブ
17 星　美鈴 ほし　みすず 厚木FUSiONスポーツクラブ
18 三橋　温 みつはし　はる スポーツクラブ　テン・フォーティー
19 小出　あすか こいで　あすか MTCホッパーズ
20 仲本　琴菜 なかもと　ことな スポーツクラブ　テン・フォーティー
21 小島　凜穏 こじま　りおん フィリットフラップ
22 山口　小春 やまぐち　こはる 厚木FUSiONスポーツクラブ
23 三浦　花琳 みうら　かりん MTCホッパーズ
24 小暮　菜央 こぐれ　なお Ｐｕｒｅトランポリンクラブ
25 卯木　昴 うき　すばる スポーツクラブ　テン・フォーティー

中学生クラス女子 中学生クラス男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 井関　美香 いせき　みか 大泉スワロー体育クラブ 1 和田　親 わだ　にきと 大泉スワロー体育クラブ
2 山下　千穂 やました　ちほ フライングキッズトランポリンクラブ 2 大槻　壮 おおつき　たける MTCホッパーズ
3 伊東　優花 いとう　ゆうか 大泉スワロー体育クラブ 3 小林　楽粋 こばやし　らいき スポーツクラブ　テン・フォーティー
4 仲本　陽菜 なかもと　ひな スポーツクラブ　テン・フォーティー 4 櫻井　悠貴 さくらい　ゆうき 厚木FUSiONスポーツクラブ
5 酒井　美咲 さかい　みさき ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 5 樽井　美月 たるい　みつき ひなぎく
6 岩井　瞳 いわい　ひとみ スポーツクラブ　テン・フォーティー 6 藤澤　准聖 ふじさわ　じゅんせい ホップ　ステップ　ジャンプ

高校生以上クラス　女子 高校生以上クラス　男子
No. 選手氏名 ふりがな 所　属 No. 選手氏名 ふりがな 所　属
1 石橋　奈々 いしばし　なな 大泉スワロー体育クラブ 1 稲橋　蒼太 いなはし　そうた さくらトランポリン
2 金井　美穂 かない　みほ MTCホッパーズ 2 野口　陽一郎 のぐち　よういちろう スポーツクラブ　テン・フォーティー
3 関口　美穂 せきぐち　みほ 日本クリード
4 上原　和恵 うえはら　かずえ グラスホッパーズ
5 鈴木　恵子 すずき　けいこ スポーツクラブ　テン・フォーティー
6 小川  彩子 おがわ　あやこ トランポリンチーム　ラビット
7 沢田　遼子 さわだ　りょうこ 筑波大学トランポリン同好会
8 笹野　美貴 ささの　みき グラスホッパーズ
9 菅原　愛 すがわら　あい 筑波大学トランポリン同好会
10 柿原　純子 かきはら　じゅんこ スポーツクラブ　テン・フォーティー
11 松村　杏 まつむら　あん グラスホッパーズ
12 下段　千尋 しもだん　ちひろ 筑波大学トランポリン同好会



※訂正等のある場合は、事前に事務局へご連絡いただく、もしくは監督会議にてお申し出ください。

シンクロナイズド競技　Cクラス

No. 選手名 ふりがな 所属 選手名 ふりがな 所属

1 金子　慶汰 かねこ　けいた さくらトランポリン 稲橋　柚乃 いなはし　ゆの さくらトランポリン

2 髙橋　香菜 たかはし　かな
Cygnet Trampoline Club(シグネット トランポリン クラブ)

関　未優 せき　みゆう Cygnet Trampoline Club(シグネット トランポリン クラブ)

3 森　一磨 もり　かずま 茨城大学競技トランポリン部 谷島　優平 やじま　ゆうへい 茨城大学競技トランポリン部

4 栗田　啓介 くりた　けいすけ 学習院大学 真保　友加里 しんぼ　ゆかり 学習院大学

5 小嶋　菜央 こじま　なお 文教大学トランポリン部 杉浦　愛生 すぎうら　あおい 文教大学トランポリン部

6 小田切　茉由　 おたぎり　まゆう Ｐｕｒｅトランポリンクラブ 山口　明日音 やまぐち　あかね Ｐｕｒｅトランポリンクラブ

7 岸　和香奈 きし　わかな 文教大学トランポリン部 川田　尚弥 かわた　なおや 文教大学トランポリン部

8 宮田　桂輔 みやた　けいすけ 日本体育大学クラブ 黒田　真央 くろだ　まお 日本体育大学クラブ

9 高野　悠 たかの　ゆう 文教大学トランポリン部 高橋　菜花 たかはし　なのか 文教大学トランポリン部

10 石井　沙知 いしい　さち 筑波大学トランポリン同好会 上原　透流 うえはら　とおる 筑波大学トランポリン同好会

シンクロナイズド競技　Bクラス

No. 選手名 ふりがな 所属 選手名 ふりがな 所属

1 加藤　慶悟 かとう　けいご ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 加藤　伸悟 かとう　しんご ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ

2 森元　美涼 もりもとみすず
Cygnet Trampoline Club(シグネット トランポリン クラブ)

浅香　智尋 あさかちひろ Cygnet Trampoline Club(シグネット トランポリン クラブ)

3 中村　聡美 なかむら　さとみ スポーツクラブ　テン・フォーティー 貫井　綺羅 ぬくい　きら スポーツクラブ　テン・フォーティー

4 森元　隼人 もりもと　はやと
Cygnet Trampoline Club(シグネット トランポリン クラブ)

鈴木　菜々 すずき　なな Cygnet Trampoline Club(シグネット トランポリン クラブ)

5 平山　徳獅 ひらやま　とくし 日本体育大学クラブ 野地　碧斗 のぢ　りくと 日本体育大学クラブ

シンクロナイズド競技　Aクラス

No. 選手名 ふりがな 所属 選手名 ふりがな 所属

1 石井　祐雅 いしい　ゆうが スポーツクラブ　テン・フォーティー 浅見　杏樹 あさみ　あんじゅ スポーツクラブ　テン・フォーティー

第24回　イーストジャパントランポリンフェスタ

シンクロ競技　スタートリスト


