
小学生低学年男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 神尾　武幸 かみお　たけゆき 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

2 中井　佑 なかい　たすく forteTC

3 財部　天吾 たからべ　てんご アベノジュニアトランポリンクラブ

4 中口　龍穹 なかぐち りゅうく 金沢トランポリンクラブ

5 須川勘太郎 すがわ　かんたろう 泉南ジュニアトランポリンクラブ

6 俵　雄生 たわら　ゆうせい キャッツアイKANAZAWA

7 小村　修也 こむら　しゅうや ジャンパーズクラブ

8 早川　天恵 はやかわ　てんけい 熊本トランポリンクラブ

9 土田　瑛太 つちだ　えいた 小松イルカクラブ

10 谷好　健琉 たによし　たける 相好トランポリンクラブ

11 谷内　寿人 やち　こと プラッツトランポリンクラブ

12 米原　煌桔 よねはら　こうき forteTC

13 横石　塁 よこいし　るい キタイスポーツクラブ

14 早稲田陵貴 わせだ　みさき Ambitious

小学生低学年女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 林　希風 はやし　ののか vivace

2 堀　皐月 ほり　さつき プラッツトランポリンクラブ

3 今村　菫 いまむら　すみれ 阪南市トランポリンクラブ

4 出山　琴葉 でやま　ことは 加賀体トランポリンクラブ

5 高橋　沙希 たかはし　さき 金沢クリール

6 松岡　樹花 まつおか　このか 野々市ジュニア

7 尾崎　心春 おざき　こはる リトルウィンズ勝山

8 久堀　由華 くぼり　ゆか Phoenix Trampoline School

9 土本　萌結 つちもと　もゆ 金沢学院大学クラブ

10 西畠　空杏 にしばた　そあ Rainbow

11 秦　爽 はた　さわか Phoenix Trampoline School

12 藤井　美玲 ふじい　みれい ピーターパントランポリンクラブ

13 平床　愛依 ひらとこ　あい 金沢学院大学クラブ

14 中田ありす なかだ　ありす 小松イルカクラブ

15 唐澤　凛 からさわ　りん 金沢クリール

16 増尾　音澄 ますお　おと 阪南市トランポリンクラブ

17 松本　陽葵 まつもと　ひまり キャッツアイKANAZAWA

18 北本　結 きたもと　むすび 金沢クリール

19 西條　希彩 さいじょう　のあ Phoenix Trampoline School

20 藤池　美心 ふじいけ みこ 金沢トランポリンクラブ

21 古田みかぜ ふるた　みかぜ 長岡京市トランポリンクラブ

22 横田　望結 よこた　みじゅ 高槻トランポリンクラブ

23 升谷　優希 ますたに　ゆうき イアスFSC

24 川上　華奈 かわかみ　かな 加賀体トランポリンクラブ

25 池永　柑菜 いけなが　かんな 泉南ジュニアトランポリンクラブ

26 奥野　紫月 おくの　しづき 金沢クリール

27 松葉　玲奈 まつば　れな 富田林トランポリンクラブ
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小学生高学年男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 山田莞太郎 やまだ　かんたろう 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

2 平松　登羽 ひらまつ　とわ NPOアスレT.C

3 越智　勇巴 おち　いさと Ambitious

4 松林　龍哉 まつばやし　たつや 富田林トランポリンクラブ

5 新野　晃弘 しんの　あきひろ 高槻トランポリンクラブ

6 尾倉　遥仁 おぐら　はると 野々市ジュニア

7 黒木　瞭 くろき　りょう アベノジュニアトランポリンクラブ

8 上村　　矢 うえむら　ゆうや AIRFLOAT

9 四辻　愁凱 よつつじ　しゅうが ビッグスプリング

10 増本　黎 ますもと　れい アベノジュニアトランポリンクラブ

11 豊崎　悠真 とよさき　ゆうま 堺ハイパードリーム

12 水島　清士郎 みずしま　せいしろう 阪南市トランポリンクラブ

13 財部　吉平 たからべ　きっぺい アベノジュニアトランポリンクラブ

14 田山　雄貴 たやま　ゆうき 中能登ジュニアトランポリンクラブ

15 近藤　伍樹 こんどう　いつき Ambitious

16 滝岡　伶慈 たきおか　りょうじ シープクラブ

17 村上　遥音 むらかみ　はると キタイスポーツクラブ

18 戸水　琴大 とみず　ことひろ 金沢クリール

19 中川　瑛悟 なかがわ　えいご くろしおトランポリンクラブ

20 福永　凛希 ふくなが　りの キタイスポーツクラブ

21 峰　琢磨 みね　たくま Phoenix Trampoline School

22 鬼村　和葉 おにむら　かずは 長岡京市トランポリンクラブ

23 中井　大翔 なかい　やまと Phoenix Trampoline School

24 尾倉　遼太 おぐら　りょうた 野々市ジュニア

25 神山　空駕 かみやま　くうが Ambitious

26 大藤　和輝 おおどう　かずき リトルウィンズ勝山

27 馬野　翔伍 うまの　しょうご 阪南市トランポリンクラブ

28 林　真央 はやし　まひろ vivace

29 勝井　俊翔 かつい　しゅんと キタイスポーツクラブ

30 梅井　颯汰 うめい　そうた 富田林トランポリンクラブ

31 山出　涼雅 やまで　りょうが 白山ジュニアトランポリンクラブ

32 戸水　三喜 とみず　みつき 金沢クリール

33 柿本　朋希 かきもと　ともき オワゾTC

34 西川　翔貴 にしかわ　しょうき 長岡京市トランポリンクラブ

35 山田　周平 やまだ　しゅうへい キャッツアイKANAZAWA

36 庭瀬　典儒 にわせ　てんじゅ Phoenix Trampoline School

37 潮﨑　翔大 しおさき　しょうた 広島県しんいちトランポリンクラブ

38 大場　珀翔 おおば　はくと 静岡トランポリンクラブ

39 西村　奏汰 にしむら　かなた Phoenix Trampoline School

40 片岡　遼馬 かたおか　りょうま Phoenix Trampoline School

小学生高学年女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 森戸　心咲 もりと　みさき ビッグスプリング

2 松岡　周 まつおか　あまね 泉南ジュニアトランポリンクラブ

3 下牧　蓮奈 しもまき　れな リトルウィンズ勝山

4 紺谷　麻衣 こんたに　まい SeveC

5 紺谷　知花 こんたに　ちか SeveC

6 稲山　柚羽 いなやま　ゆうは vivace



7 米井　英恵 よねい　なはえ オワゾTC

8 天内　李音 てんない　りのん SeveC

9 勝森　天音 かつもり　あまね キタイスポーツクラブ

10 坂井　莉里 さかい　りり シープクラブ

11 柿田　紗季 かきた　さき 星稜ジュニア

12 松本　晴愛 まつもと　はな 広島県しんいちトランポリンクラブ

13 吉村　花凜 よしむら　かりん NPOアスレT.C

14 伊徳いち花 いとく　いちか 星稜ジュニア

15 村上　梨紗 むらかみ　りさ キタイスポーツクラブ

16 濱　和々乃 はま　ななの forteTC

17 岩田よつ葉 いわた　よつは SeveC

18 石坂　莉乃 いしざか　りの 小松イルカクラブ

19 河本和 かわもと　なごみ Phoenix Trampoline School

20 丸岡　璃音 まるおか　りお くろしおトランポリンクラブ

21 黒川こころ くろかわ　こころ 七塚ｼﾞｭﾆｱ

22 北本　珠己 きたもと　みこ 野々市ジュニア

23 西山　璃子 にしやま　りこ Phoenix Trampoline School

24 土田　真実 つちだ　まみ 小松イルカクラブ

25 上中　望愛 かみなか　もえ 加賀体トランポリンクラブ

26 小見田彩有里 こみた　さゆり 八代トランポリンクラブ

27 神田　美砂 かんだ　みさ 小松イルカクラブ

28 望月　風花 もちづき　ふうか 静岡トランポリンクラブ

29 池永　葉月 いけなが　はづき 泉南ジュニアトランポリンクラブ

30 千代延有里 ちよのぶ　ゆり 堺ハイパードリーム

31 橋口　歩美 はしぐち　あゆみ 高槻トランポリンクラブ

32 八田　彩愛 はった　さえ 金沢クリール

33 古田　稟温 ふるた　りおん vivace

34 古澤　杏華 ふるさわ　きょうか 滋賀トランポリンクラブ

35 西田真実子 にしだ　まみこ キャッツアイKANAZAWA

36 中村　百花 なかむら　ももか チャイルドトランポリンクラブ

37 小村　咲七 こむら　さな ジャンパーズクラブ

38 草野　咲果 くさの　さきか 富田林トランポリンクラブ

39 中村　天美 なかむら　あまみ キタイスポーツクラブ

40 穂積　葵 ほづみ　あおい ぶるーすかい神戸

41 山本　笑子 やまもと　わこ シープクラブ

42 南　栞奈 みなみ　かんな 小松イルカクラブ

43 潮﨑　葵羽 しおさき　あおは 広島県しんいちトランポリンクラブ

44 山口　悠里 やまぐち　ゆうり 七塚ｼﾞｭﾆｱ

45 松本　侑奈 まつもと　ゆな 七塚ｼﾞｭﾆｱ

46 音川　こと おとかわ　こと 星稜ジュニア

47 中村　香菜 なかむら　かな 金沢クリール

48 杉本　紗弥 すぎもと　さや 七塚ｼﾞｭﾆｱ

49 谷内　風花 やち　ふうか プラッツトランポリンクラブ

50 井上美花璃 いのうえ　みかり 高槻トランポリンクラブ

51 新宅　萌永 しんたく もえ 小松イルカクラブ

52 船中　碧 ふななか　あおい イアスFSC

53 内潟　佳奈 うちかた　かな 宇ノ気クラブ

54 前田　知花 まえだ　ちはる いかるがペガサスクラブ

55 佐々木　凛 ささき　りん 長岡京市トランポリンクラブ

56 西村　叶音 にしむら　かのん 滋賀トランポリンクラブ

57 米田　悠音 よねだ　ゆおん ジャンパーズクラブ



58 扇間　鈴音 おうぎま　すずね 金沢学院大学クラブ

59 清久愛乃音 きよく　あのん 泉南ジュニアトランポリンクラブ

60 吉嶺　歩花 よしみね　あゆか キタイスポーツクラブ

61 米倉　彩奈 よねくら　あやな リトルウィンズ勝山

62 佐野　桃 さの　もも Ambitious

63 石井あみる いしい　あみる キタイスポーツクラブ

64 佐々木　結愛 ささき　ゆあ 長岡京市トランポリンクラブ

65 西井　空 にしい　そら いかるがペガサスクラブ

66 竹内　莉子 たけうち　りこ アベノジュニアトランポリンクラブ

67 木村　羽瑠 きむら　はる NPOアスレT.C

68 櫻井　陽菜 さくらい　はるな 小松イルカクラブ

69 孕石　那菜 はらみいし　なな NPOアスレT.C

70 阪上明日香 さかうえ　あすか 富田林トランポリンクラブ

71 鈴木　望心 すずき　のぞみ NANBU・T・T

72 下西　美凪 しもにし　みなぎ アベノジュニアトランポリンクラブ

73 福江　柚月 ふくえ　ゆづき AIRFLOAT

74 室屋　颯希 むろやさつき 羽咋ジュニアトランポリンクラブ

75 上野さゆり うえの　さゆり 白山ジュニアトランポリンクラブ

76 網　ひかり あみ　ひかり ジャンパーズクラブ

77 辻　水緒 つじ　みお 長岡京市トランポリンクラブ

78 谷好　真琴 たによし　まこと 相好トランポリンクラブ

79 藤井梨紗子 ふじい　りさこ ピーターパントランポリンクラブ

80 丸山　心華 まるやま　ここか キャッツアイKANAZAWA

81 加茂野優亜 かもの　ゆあ 野々市ジュニア

82 上野　杏樹 うえの　あんじゅ SeveC

83 西川　初花 にしかわ　ういな キャッツアイKANAZAWA

84 那須野　花菜 なすの　はな 静岡トランポリンクラブ

85 都竹　結花 つづく　ゆうか アベノジュニアトランポリンクラブ

86 有馬　由華 ありま　ゆか AIRFLOAT

87 山口　彩音 やまぐち　あやね 七塚ｼﾞｭﾆｱ

88 横石　優萌 よこいし　ゆめ キタイスポーツクラブ

89 宮島　優菜 みやじま　ゆな 長岡京市トランポリンクラブ

90 野村　仁菜 のむら　にいな Rainbow

91 畠中　莉央 はたなか　りお 野々市ジュニア

92 倉野　琴羽 くらの　ことは NPOアスレT.C

93 辻　姫花 つじ　ひめか 輪島トランポリンクラブ

94 若浦　彩乃 わかうら　あやの プラッツトランポリンクラブ

95 酒谷　風花 さかたに　ふうか キタイスポーツクラブ

96 松井いぶき まつい　いぶき リトルウィンズ勝山

97 寺澤　美翔 てらざわ　みさね アベノジュニアトランポリンクラブ

98 小野　夏実 おの　なつみ 富田林トランポリンクラブ

99 木谷　遥菜 きたに　はるな 高槻トランポリンクラブ

100 坂本　玲奈 さかもと　れな SeveC

101 太田　優歩 おおた　ゆあ 静岡トランポリンクラブ

102 小中　美祐 こなか　みゆ forteTC

103 絹川　瑞季 きぬかわ　みずき ピーターパントランポリンクラブ

104 森　はっぴ もり　はっぴ 静岡トランポリンクラブ

105 木島　悠里 きじま　ゆうり 輪島トランポリンクラブ

106 塚本　莉子 つかもと　りこ 金沢クリール

107 谷渡　友夢 たにわたり　ゆめ 金沢学院大学クラブ

108 須川　蘭 すがわ　らん 泉南ジュニアトランポリンクラブ



109 角　夏希 かど　なつき Ambitious

110 北村　理菜 きたむら　りな 野々市ジュニア

111 太田　結菜 おおた　ゆな 七塚ｼﾞｭﾆｱ

112 片岡　美羽音 かたおか　みはね Phoenix Trampoline School

113 西川　愛梨 にしかわ　あいり 長岡京市トランポリンクラブ

114 沼　里紗 ぬま　りさ くろしおトランポリンクラブ

中学生男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 中山　斗伽 なかやま　ときや 輪島トランポリンクラブ

2 矢野慎太郎 やの　しんたろう 熊本トランポリンクラブ

3 吉村　匡貴 よしむら　まさき アベノジュニアトランポリンクラブ

4 中村　智哉 なかむら　ともや Ambitious

5 土松　嵩虎 つちまつ　たかとら vivace

6 澤邉　煌 さわべ　こう 小松イルカクラブ

7 番所　駿斗 ばんしょはやと 星稜クラブ

8 橋本　祥利 はしもと　しょうり 白山ジュニアトランポリンクラブ

9 山田　翔 やまだ　しょう 浜松修学舎中学校

10 浦辻　泰成 うらつじ　たいせい Ambitious

11 上田　怜央 うえだ　れお ジャンパーズクラブ

12 中谷　勇理 なかたにゆうり 松山トランポリンクラブ

13 山口　修規 やまぐち　しゅうき 七塚ｼﾞｭﾆｱ

14 増埼　源士 ますざき　げんと キタイスポーツクラブ

15 林　良磨 はやし　かずきよ NPOアスレT.C

16 川嶋　蒼士 かわしま　そうし 熊取T.T.T.

17 大石　恵生 おおいし　けい バンビトランポリンクラブ

18 木幡 輝琉 こわた　ひかる vivace

19 片上　昇大 かたがみ　しょうた 松山トランポリンクラブ

20 都竹　奏翔 つづく　かなと アベノジュニアトランポリンクラブ

21 中山　偉斗 なかやま　よりと 堺ハイパードリーム

22 田中　嵩也 たなか　しゅうや 相好トランポリンクラブ

23 永田　泰我 ながた　たいが NPOアスレT.C

24 福井　輝龍 ふくい　きりゅう 七塚ｼﾞｭﾆｱ

25 中村　徳真 なかむら　とくま 阪南大学クラブ

26 熊谷　天慈 くまがい　てんじ 白山ジュニアトランポリンクラブ

27 中田　悠暉 なかた　ゆうき キャッツアイKANAZAWA

28 辻　竜太朗 つじ　りゅうたろう 輪島トランポリンクラブ

29 松岡　龍吾 まつおか　りゅうご 泉南ジュニアトランポリンクラブ

30 池上　大和 いけがみ　やまと 富田林トランポリンクラブ

31 長山　元 ながやま　はじめ Ambitious

32 横山　遊士 よこやま　ゆうし NPOアスレT.C

33 岩田　命 いわた　みこと SeveC

34 辻　虎太朗 つじ　こたろう 輪島トランポリンクラブ

35 伊藤　悠希 いとう　ゆうき イアスFSC

36 長谷川琥太 はせがわ　こうた 白山ジュニアトランポリンクラブ

37 澤邉　敬 さわべ　けい 小松イルカクラブ

38 中口　逞虎 なかぐち てとら 金沢トランポリンクラブ

39 一川　澄人 いちかわ　すみと 熊本トランポリンクラブ

40 冨田　泰生 とみた　たいせい 滋賀トランポリンクラブ

41 岡本　恵伸 おかもと　けいしん プラッツトランポリンクラブ

42 菊川　景生 きくかわ　けいしょう キタイスポーツクラブ

43 山田　純平 やまだ　じゅんぺい キャッツアイKANAZAWA

44 松本　悠生 まつもと　ゆうせい キャッツアイKANAZAWA

45 今本　修成 いまもとしゅうせい 星稜クラブ



中学生女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 中田　楽々 なかだ　らら 小松イルカクラブ

2 佐藤　友咲 さとう　ゆき 静岡産業大学クラブ

3 播磨ここね はりま　ここね キタイスポーツクラブ

4 小石　和奈 こいし　わかな 熊本トランポリンクラブ

5 倉田　陽加 くらた　はるか SeveC

6 出村明日花 でむら　あすか 宇ノ気クラブ

7 宮地　柚妃 みやち　ゆずき vivace

8 田中　希湖 たなか　きこ アベノジュニアトランポリンクラブ

9 河島　千空 かわしま　ちひろ 星稜クラブ

10 髙田　暖乃 たかだ　のの 星稜クラブ

11 草刈　菜夏 くさかり　なな 静岡トランポリンクラブ

12 橋詰　涼那 はしづめ　すずな リトルウィンズ勝山

13 杉森　風香 すぎもり　ふうか イアスFSC

14 和田　姫奈 わだ　ひめな 松山トランポリンクラブ

15 黒木　叶歩 くろき　かなほ 高槻トランポリンクラブ

16 多田　恵望 ただ　めぐみ 星稜クラブ

17 又吉　夢奈 またよし　ゆめな ケンケン体操・トランポリンクラブ

18 秦野　七緒 はたの　なお forteTC

19 高森　梨紗 たかもり　りさ 七塚ｼﾞｭﾆｱ

20 加納　彩葉 かのういろは 星稜クラブ

21 宮本　奈津 みやもと　なつ キャッツアイKANAZAWA

22 向島　未紗 むこうじま　みさ 宇ノ気クラブ

23 伊久　爾子 これひさ　にこ ノリトラクラブ

24 中根　菜遥 なかね　なのは 浜松Jr.トランポリンクラブ

25 松井　心羽 まつい　こはね リトルウィンズ勝山

26 辻田　花凜 つじた　かりん アベノジュニアトランポリンクラブ

27 池下かの子 いけしたかのこ 星稜クラブ

28 加藤　萌歌 かとう　もえか vivace

29 山北　実来 やまきた　みらい イアスFSC

30 笠井　琳花 かさい　りんか 高槻トランポリンクラブ

31 松友野乃佳 まつとも　ののか 松山トランポリンクラブ

32 新野　愛莉 しんの　あいり 高槻トランポリンクラブ

33 サリバン瑠香 さりばん　るか NPOアスレT.C

34 成田亜弥香 なりた　あやか Rainbow

35 木村　佑那 きむら　ゆいな NPOアスレT.C

36 山本　愛佳 やまもと　あいか ヒロトラクラブ

37 木村 心春 きむら　こはる 星稜クラブ

38 川端　朔果 かわばた　さくら 浜松Jr.トランポリンクラブ

39 永井　優月 ながい　ゆづき 長岡京市トランポリンクラブ

40 曽谷　楓夏 そだに　ふうか 金沢学院大学クラブ

41 古田みなつ ふるた　みなつ 長岡京市トランポリンクラブ

42 廣瀬万奈美 ひろせ　まなみ 浜松トランポリンクラブ（ＴＲ）

43 小室　日和 こむろ　ひより 七塚ｼﾞｭﾆｱ

44 大藤　彩 おうどう　あや 星稜クラブ

45 堀内　柚花 ほりうち　ゆうか 浜松修学舎中学校

46 堀内　咲来 ほりうち　さくら 浜松修学舎中学校

47 福永　安里 ふくなが　あんり 金沢学院大学クラブ

48 田鍬りいな たくわ　りいな 泉南ジュニアトランポリンクラブ

49 澤田　守杏 さわだ　もも アドバンストランポリンクラブ

50 山本若伽奈 やまもと　わかな NPOアスレT.C



51 鈴木　日和 すずき　ひより 静岡トランポリンクラブ

52 小松　悠月 こまつ　ゆづき キタイスポーツクラブ

53 野村　彩羽 のむら　あやは キタイスポーツクラブ

54 船井　美羽 ふない　みう アベノジュニアトランポリンクラブ

55 坪井　綾音 つぼい　あやね NPOアスレT.C

56 沼　優希 ぬま　ゆき くろしおトランポリンクラブ

57 縄田　琉羽 なわた　るう 小松イルカクラブ

58 羽手原　桜 はでわら　さくら キタイスポーツクラブ

59 池田　麻保 いけだ　まほ イアスFSC

60 脇長　葵 わきなが　あおい 松山トランポリンクラブ

61 清久実日菜 きよく　みひな 泉南ジュニアトランポリンクラブ

62 谷好　未菜 たによし　みな 相好トランポリンクラブ

63 福川　留那 ふくかわ　るな シープクラブ

64 清長　千紘 きよなが　ちひろ 金沢クリール

65 林　璃奈 はやし　りな アベノジュニアトランポリンクラブ

66 俵　芽生 たわら　めい キャッツアイKANAZAWA

高校生男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 片岡　拓朗 かたおか　たくろう 金沢学院大学クラブ

2 奥山　大雅 おくやま　たいが 金沢学院大学クラブ

3 針生　淳平 はりう　じゅんぺい 金沢学院大学クラブ

4 片木　蓮 かたぎ　れん 長岡京市トランポリンクラブ

5 堀江　兼世 ほりえ　けんせい vivace

6 吹田　太一 ふきた　たいち 金沢学院大学クラブ

7 井関　駿太 いせき　しゅんた 星稜クラブ

8 大﨑　瑛斗 おおさき　えいと くろしおトランポリンクラブ

9 石田　孝 いしだ　たかし 金沢学院大学クラブ

10 結城　理輝 ゆうき　りき 金沢学院大学クラブ

11 松井　蓮 まつい　れん 浜松修学舎高等学校

12 草場　智之 くさば　ともゆき AIRFLOAT

13 永井　元 ながい　はじめ 静岡トランポリンクラブ

14 藤元　匠 ふじもと　たくみ 金沢学院大学クラブ

15 宮野　隼人 みやの　はやと 金沢学院大学クラブ

16 市川　萌瑠 いちかわ　もゆる 浜松修学舎高等学校

17 松本　航翔 まつもと　こうしょう 金沢学院大学クラブ

18 岡田　陸飛 おかだ　りくと 金沢学院大学クラブ

19 鈴木　陸斗 すずき　りくと 浜松修学舎高等学校

20 中山　依亮 なかやま　いすけ Ambitious

21 豊後　輝道 ぶんご　てるみち 星稜クラブ

22 浪本　陸功 なみもと　りく オワゾTC

23 渥美　涼那 あつみ　りょうな 浜松修学舎高等学校

24 安藤　勇 あんどう　いさみ 金沢学院大学クラブ

25 谷殿　大騎 たにどの　ひろき アドバンストランポリンクラブ

26 西岡　隆成 にしおか　りゅうせい キタイスポーツクラブ

27 秦　颯士 はた　そうし 星稜クラブ

28 岩﨑　拓海 いわざき　たくみ 静岡大成高等学校

29 北村　一気 きたむら　かずき ヒロトラクラブ

30 永吉　夏都 ながよし　なつと Phoenix Trampoline School

31 林　竜雅 はやし　りゅうが アベノジュニアトランポリンクラブ

32 藤井　希昇 ふじい　きしょう 高槻トランポリンクラブ

33 中山　心輝 なかやま　もとき 金沢学院大学クラブ

34 市川　太妃 いちかわ　たい 静岡大成高等学校



高校生女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 増埼セリナ ますざき　せりな キタイスポーツクラブ

2 加藤　愛歌 かとう　あいか vivace

3 田嶋　杏梨 たじま　あんり 長岡京市トランポリンクラブ

4 西　千咲葵 にし　ちさき 泉南ジュニアトランポリンクラブ

5 田中　沙季 たなか　さき 金沢学院大学クラブ

6 橋本　彩乃 はしもと　あやの 帝塚山学院トランポリン部

7 田之上涼夏 たのうえ　すずか 帝塚山学院トランポリン部

8 小田原由佳 おだわら　ゆうか 星稜クラブ

9 大場　愛実 おおば　あみ AIRFLOAT

10 大藤　愛 おおどう　あい リトルウィンズ勝山

11 生地　世奈 おいじ　せいな vivace

12 大倉　愛香 おおくら　あいか 阪南大学クラブ

13 堀川　真良 ほりかわ　まさら 熊本トランポリンクラブ

14 津浦　亜美 つうら　あみ 帝塚山学院トランポリン部

15 櫻井　愛菜 さくらい　えな 金沢学院大学クラブ

16 曽山　舞 そやま　まい 星稜クラブ

17 清水　玲花 しみず　れいか 帝塚山学院トランポリン部

18 佐々木李梨 ささき　りり 阪南大学クラブ

19 藤野　伶 ふじの　れい 阪南大学クラブ

20 上田うらら うえだ　うらら キタイスポーツクラブ

21 田山　舞美 たやま　まみ 金沢学院大学クラブ

22 西村　愛 にしむら　まな 金沢学院大学クラブ

23 六車　綾乃 むぐるま　あやの いかるがペガサスクラブ

24 鈴木　彩音 すずき　あやね 帝塚山学院トランポリン部

25 元角　沙羽 げんかく　さわ 星稜クラブ

26 松本　純怜 まつもと　すみれ 星稜クラブ

27 稲葉　楓那 いなば　ふうな 浜松修学舎高等学校

28 森松　はるか もりまつ　はるか vivace

29 野村菜月美 のむら　なつみ 星稜クラブ

30 山出　雪乃 やまで　ゆきの ピーターパントランポリンクラブ

31 渡瀬　百虹 わたせ　ももこ 浜松修学舎高等学校

32 山口　貴礼 やまぐち　きら 帝塚山学院トランポリン部

33 谷内　華笑 やちはなえ 星稜クラブ

34 齋藤　奏良 さいとう　そら 金沢学院大学クラブ

35 北村　梨彩 きたむら　りさ 野々市ジュニア

36 小林　和 こばやし　なごみ 金沢学院大学クラブ

37 森　文乃 もり　あやの アドバンストランポリンクラブ

38 佐藤　彩乃 さとう　あやの 帝塚山学院トランポリン部

39 石川　和香 いしかわ　のどか ケンケン体操・トランポリンクラブ

40 湯田佳李南 ゆだ　かりな 帝塚山学院トランポリン部

41 乾　結羽 いぬい　ゆのは アドバンストランポリンクラブ

42 枡田　翔子 ますだ　しょうこ 帝塚山学院トランポリン部

43 石黒　双葉 いしぐろ　ふたば vivace

44 川島　琉菜 かわしま　るな 金沢学院大学クラブ

45 藤原さくら ふじわら　さくら チームサイモン京都



大学生男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 大内　颯 おおうち　はやた 金沢学院大学クラブ

2 阪本　裕 さかもと　ゆう 阪南大学クラブ

3 下出　康介 しもで　こうすけ 金沢学院大学クラブ

4 中野　晴大 なかの　はると 阪南大学クラブ

5 石田　武 いしだ　たける 阪南大学クラブ

6 石井　柊 いしい　しゅう 静岡産業大学クラブ

7 山田　大翔 やまだ　ひろと 星稜クラブ

8 片岡　雄貴 かたおか　ゆうき 金沢学院大学クラブ

9 宮野　冬馬 みやの　とうま 星稜クラブ

10 河村　拓己 かわむら　たくみ 金沢学院大学クラブ

11 河口　優真 かわぐち　ゆうま 阪南大学クラブ

12 田中　銀弥 たなか　ぎんや 静岡産業大学クラブ

13 牧野　悠利 まきの　ゆうり 金沢学院大学クラブ

14 小川　結生 おがわ　ゆうき T.C Ultimate

15 牧野　励弥 まきの　れいや AIRFLOAT

16 橋本　考弘 はしもと　たかひろ 静岡産業大学クラブ

17 上野　隼輔 うえの　しゅんすけ 星稜クラブ

18 中谷　龍馬 なかたに　りょうま 金沢学院大学クラブ

19 野村　綾之介 のむら　りょうのすけ 金沢学院大学クラブ

20 風呂谷　幸汰 ふろたに　こうた 静岡産業大学クラブ

21 中村　匠吾 なかむら　しょうご 静岡産業大学クラブ

22 菅原　正哉 すがわら　まさや 静岡産業大学クラブ

23 中園　貴登 なかぞの　たかと 金沢学院大学クラブ

24 石井　祐雅 いしい　ゆうが 静岡産業大学クラブ

25 重田　祐都 しげた　ゆうと 金沢学院大学クラブ

26 荒谷　穂高 あらや　ほだか 星稜クラブ

大学生女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 鵜飼　彩華 うかい　あやか vivace

2 青木　風海 あおき　ふうか 金沢学院大学クラブ

3 田村　夏々 たむら　なな 阪南大学クラブ

4 今井　薫桃 いまい　くるみ 金沢学院大学クラブ

5 野中　麻由 のなか　まゆ 阪南大学クラブ

6 赤井　なつみ あかい　なつみ 金沢学院大学クラブ

7 杉谷　櫻花 すぎたに　おうか 星稜クラブ

8 松原　知穂 まつばら　ちほ アベノジュニアトランポリンクラブ

9 谷口　空 たにぐち　そら 星稜クラブ

10 坪井　侑奈 つぼい　ゆきな 星稜クラブ

11 竹嵜　姫花 たけざき　ひめか 静岡産業大学クラブ

12 長澤　萌栞 ながさわ　もえか forteTC

13 東　彩乃 ひがし　あやの 金沢学院大学クラブ

14 奥津　充子 おくつ　あつこ 金沢学院大学クラブ

15 朝日　しずく あさひ　しずく vivace

16 奥野　有季 おくの　ゆき キタイスポーツクラブ

17 櫻井　葉月 さくらい　はづき 金沢学院大学クラブ

18 田中　結子 たなか　ゆうこ 金沢学院大学クラブ



一般男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 武田　直樹 たけだ　なおき 大日トランポリンクラブ

2 早狩 浩平 はやかり こうへい 京都BTC

3 山口　兼宗 やまぐち　けんしゅう 野々市ジュニア

4 足立　将磨 あだち　しょうま 相好トランポリンクラブ

5 瀬谷　真一 せたに　しんいち エアリアルドリーム

6 谷口　遼平 たにぐち　りょうへい 静岡産業大学クラブ

7 植田　太郎 うえだ　たろう 金沢学院大学クラブ

8 中村　晋也 なかむら　しんや トランポリンクラブＲＡＲＡ

9 藤川　智朗 ふじかわ　ともろう Phoenix Trampoline School

10 市川　悠樹 いちかわ　ゆうき イアスFSC

一般女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 竹嵜　玲奈 たけざき　れな 熊本トランポリンクラブ

2 増埼アンヌ ますざき　あんぬ キタイスポーツクラブ

3 又吉　幹奈 またよし　かんな ケンケン体操・トランポリンクラブ

4 東野　里沙 ひがしの　りさ 加賀体トランポリンクラブ

5 小早川　理奈 こばやかわ　りな 高槻トランポリンクラブ



時　間

キャッツアイKANAZAWA 5 キャッツアイKANAZAWA 2 キャッツアイKANAZAWA 4

輪島トランポリンクラブ 2 金沢クリール 1 輪島トランポリンクラブ 3

金沢クリール 7 金沢学院大学（中学女子・一般男子） 3 中能登ジュニアトランポリンクラブ 1

七塚ジュニア 2 ビッグスプリング 1

ピーターパントランポリンクラブ 1 SeveC 1

野々市ジュニア 2 金沢ジャンパーズクラブ 1

宇ノ気クラブ 2 金沢クリール 2
14 13 13

羽咋ジュニアトランポリンクラブ 2 金沢学院大学（高校女子・大学女子） 14 金沢学院大学（高校男子） 12

金沢学院大学クラブ 4 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 1

加賀体トランポリンクラブ 3

シープクラブ 2

星稜ジュニア 3
14 14 13

小松イルカクラブ 8 星稜クラブ（中女・大女） 10 金沢学院大学（大学男子） 9

七塚ジュニア 6 シープクラブ 1 七塚ジュニア 2

小松イルカクラブ 2 野々市ジュニア 2
14 13 13

野々市ジュニア 5 星稜クラブ（高女） 6 白山ジュニアトランポリンクラブ 4

金沢ジャンパーズクラブ 4 加賀体トランポリンクラブ 1 星稜クラブ 9

宇ノ気クラブ 1 リトルウインズ勝山 3

ビッグスプリング 1 SeveC 1

白山ジュニアトランポリンクラブ 1 チームサイモン京都 1

滋賀トランポリンクラブ 2 大日トランポリンクラブ 1
14 13 13

SeveC 6 長岡京市トランポリンクラブ 3 シープクラブ 1

プラッツトランポリンクラブ 4 阪南大学クラブ 5 小松イルカクラブ 2

リトルウインズ勝山 4 アベノジュニアトランポリンクラブ 5 金沢トランポリンクラブ 1

リトルウインズ勝山 1

泉南ジュニアトランポリンクラブ 1

滋賀トランポリンクラブ 1

プラッツトランポリンクラブ 1

阪南大学クラブ 5
14 13 13

ピーターパントランポリンクラブ 3 高槻トランポリンクラブ 4 イアスFSC 1

堺ハイパードリーム 1 泉南ジュニアトランポリンクラブ 3 堺ハイパードリーム 2

金沢トランポリンクラブ 2 京都BTC 1 アベノジュニアトランポリンクラブ 6

イアスFSC 2 イアスFSC 4 浜松修学舎高等学校 4

長岡京市トランポリンクラブ 6 浜松トランポリンクラブ（TR) 1
14 13 13

Phoenix Trampoline School 6 キタイスポーツクラブ 8 キタイスポーツクラブ 6

富田林市トランポリンクラブ 4 浜松修学舎高等学校 2 熊取T.T.T 1

高槻トランポリンクラブ 4 浜松修学舎中学校 2 長岡京市トランポリンクラブ 3

Phoenix Trampoline School 1 富田林トランポリンクラブ 3
14 13 13

泉南ジュニアトランポリンクラブ 6 静岡産業大学クラブ 3 静岡大成高等学校 2

キタイスポーツクラブ 8 静岡トランポリンクラブ 2 Phoenix Trampoline School 6

NPOアスレT.C 4 浜松修学舎中学校 1

浜松Jr.トランポリンクラブ 2 高槻トランポリンクラブ 2

相好トランポリンクラブ 2 静岡トランポリンクラブ 2
14 13 13

アベノジュニアトランポリンクラブ 5 vivace 8 静岡産業大学クラブ 7

広島県しんいちトランポリンクラブ 2 アドバンストランポリンクラブ 3 Ambitious 7

いかるがペガサスクラブ 2 Rainbow 1

チャイルドトランポリンクラブ 1 エアリアルドリーム 1

Rainbow 2

ぶるーすかい神戸 1

NANBU・T・T 1
14 13 14

Ambitious 3 熊本トランポリンクラブ 3 NPOアスレT.C 4

NPOアスレT.C 4 いかるがペガサスクラブ 1 vivace 4

静岡トランポリンクラブ 4 forteTC 2 くろしおトランポリンクラブ 2

相好トランポリンクラブ 2 松山トランポリンクラブ 3 松山トランポリンクラブ 2

阪南市トランポリンクラブ 2 AIRFLOAT 1 オワゾTC 2

ノリトラクラブ 1

くろしおトランポリンクラブ 1

ヒロトラクラブ 1
15 13 14

forteTC 4 トランポリンクラブＲＡＲＡ 1 AIRFLOAT 3

くろしおトランポリンクラブ 2 手塚山学院トランポリン部 9 阪南市トランポリンクラブ 2

AIRFLOAT 2 ケンケン体操・トランポリンクラブ 3 相好トランポリンクラブ 1

vivace 3 アドバンストランポリンクラブ 1

八代トランポリンクラブ 1 ヒロトラクラブ 1

オワゾTC 1 T.C Ultimat 1

熊本トランポリンクラブ 1 広島県しんいちトランポリンクラブ 1

バンビトランポリンクラブ 1

熊本トランポリンクラブ 2
14 13 13

11：00
～

11：40

中学・高校・大学女子、一般男女

10：20
～

11：00

9:00
～
9:40

14:20
～

15：00

高学年・中学・高校・大学男子

公式練習表 
A　台 B　台 C　台

15:40
～

16：20

9:40
～

10:20

15:00
～

15：40

11:40
～

12:20

低学年男女・高学年女子

12:20
～

13：00

13:00
～

13：40

13：40
～

14：20



　9月21日（土）　部門別予選

　9月22日（日）　部門別決勝・オープン決勝

　予　選 ※グループ毎に15分間アップ後試技（3本確約ではあるが30秒ルール厳守）

Ｇ 部門 部門 部門

9：00 ～ 9：45 1 低学年男子 1 ～ 14 1 ～ 13 1 ～ 13

9：45 ～ 10：30 2 1 ～ 13 14 ～ 26 14 ～ 26

10：30 ～ 11：15 3 14 ～ 27 27 ～ 39 27 ～ 40

11：15 ～ 12：00 4 1 ～ 14 40 ～ 52 1 ～ 13

12：00 ～ 12：45 5 15 ～ 28 53 ～ 66 14 ～ 26

13：15 ～ 14：00 6 29 ～ 42 1 ～ 13 27 ～ 39

40 ～ 45

1 ～ 7

14：45 ～ 15：30 8 57 ～ 70 27 ～ 39 8 ～ 20

40 ～ 45

1 ～ 6

16：20 ～ 17：10 10 85 ～ 99 7 ～ 18 1 ～ 13

一般男子 1 ～ 10

一般女子 1 ～ 5

8：30 ～ 8：50 1 低学年女子 1 ～ 10 中学女子 1 ～ 10 高学年男子 1 ～ 10

8：50 ～ 9：10 2 低学年男子 1 ～ 10 高校女子 1 ～ 10 中学男子 1 ～ 10

9：10 ～ 9：30 3 高学年女子 1 ～ 10 大学女子 1 ～ 10 高校男子 1 ～ 10

一般男子 1 ～ 10

一般女子 1 ～ 5

10：00 ～ 10：35 1 低学年女子 1 ～ 10 高学年男子 1 ～ 10

10：35 ～ 11：10 2 低学年男子 1 ～ 10 中学女子 1 ～ 10

11：10 ～ 11：45 3 高学年女子 1 ～ 10 中学男子 1 ～ 10

11：45 ～ 12：20 4 高校女子 1 ～ 10 高校男子 1 ～ 10

12：20 ～ 12：55 5 大学女子 1 ～ 10 大学男子 1 ～ 10

12：55 ～ 13：30 6 一般男子 1 ～ 10

13：30 ～ 13：50 7 一般女子 1 ～ 5

※選手紹介　１5分間アップ後試技

14：00 ～ 15：00 1 オープン女子 1 ～ 10 オープン男子 1 ～ 10

高学年女子

中学女子

高校女子
～ 56

高学年男子

　オープン決勝

　決　勝 ※選手紹介　２本アップ後試技

114 ～ 26

4

閉会式　

　　　　　　　　　　10分間　休　憩　　　　　（オープン出場選手練習可）

時間 試技順 試技順 試技順

昼　　食

低学年女子

高学年女子

43

　９月22日（日）　 ※決勝練習

競技進行表

　9月20日（金）　公式練習（9時～16時20分）　開会式（16時半〜）

選手数　444　名 A　台 B　台 C　台

繰り上げて行います。注意して下さい。

※両日とも開館8時・進行状況により

　　　　　 　　　審判会議（14時半～）　監督会議（14時40分～）　　

17：10 ～ 18：00 11 100 ～

71 ～ 84 21

高校男子

中学男子

大学女子

大学男子

14：00 ～ 14：45 7

中学男子

14

15：30 16：20～ 9

10

～ 34

14 ～26

1 ～9：30 ～ 9：50 大学男子


