
個人競技　　C　クラス（女子）

G Ｎｏ． 氏名 フリガナ 団体名

1 榎本　希美 エノモト　ノゾミ 大宮レインボートランポリンクラブ

2 岸田　琴美 キシダ　コトミ CRAZY-TRAMPOLINE

3 川島　さち カワシマ　サチ 石越町JUMP愛好会

4 酒井　智菜美 サカイ　チナミ Pureトランポリンクラブ

5 大沢　夏稀 オオサワ　ナツキ 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

6 高嶋　佑衣 タカシマ　ユイ 大宮レインボートランポリンクラブ

7 熊谷　美希 クマガイ　ミキ レインボージムナスティックス大潟

8 新保　花音 シンボ　カノン MTCホッパーズ

9 長谷川　秋花 ハセガワ　シュウカ 猪苗代トランポリンクラブ

10 市川　南海 イチカワ　ミナミ Pureトランポリンクラブ

11 須江　優衣 スエ　ユイ feliz.milano

12 大上　茉桜 オオガミ　マオ CygnetTrAmpolineCluB

13 川嶋　すず カワシマ　スズ 石越町JUMP愛好会

14 足立　奈々美 アダチ　ナナミ Pureトランポリンクラブ

15 川本　紬 カワモト　ツムギ さくらトランポリン

16 三反崎　葉月 ミタザキ　ハルナ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

17 神田　和奏 カンダ　ワカナ 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

18 石坂　詩芭 イシザカ　ウタバ wing-horse

19 秋山　心音 アキヤマ　ココネ 石越町JUMP愛好会

20 平山　愛来ら ヒラヤマ　ウララ 厚木FUSiONスポーツクラブ

21 関　陽奈 セキ　ハルナ 石越町JUMP愛好会

22 中里　葵 ナカザト　アオイ 群馬オンリーワンスポーツクラブ

23 千田　悠月 チダ　ユヅキ feliz.milano

24 小田澤　朱花 オタザワ　シユウカ Pureトランポリンクラブ

25 高村　美羽 タカムラ　ミワ feliz.milano

26 鈴木　裕子 スズキ　ユウコ スポーツクラブ　テン・フォーティー

27 佐久間　珠央 サクマ　タマオ 上野学園トランポリンクラブ

28 丸田　倖衣 マルタ　サエ 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

29 岡野　琴音 オカノ　コトネ Pureトランポリンクラブ

30 桝谷　栞奈 マスタニ　カンナ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

31 遠藤　梨央那 エンドウ　リオナ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

32 福留　侑里 フクドメ　ユリ NAKAYOSHIトランポリンクラブ

33 奥村　璃花 オクムラ　リカ sfida

34 小渕　紗友良 オブチ　サユラ wing-horse

35 関口　結月 セキグチ　ユヅキ 群馬オンリーワンスポーツクラブ

36 笹川　瑠美 ササガワ　ルミ 厚木FUSiONスポーツクラブ

37 藤吉　実優 フジヨシ　ミユウ 厚木FUSiONスポーツクラブ

38 堀内　こころ ホリウチ　ココロ リトルジャガーズ

39 大竹　葵來 オオタケ　アコ 相馬トランポリンクラブ
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第４６回東日本トランポリン競技選手権大会
スターティングオーダー　A台

個人競技　　C　クラス（女子）

G Ｎｏ． 氏名 フリガナ 団体名

40 荒木　波香 アラキ　ナミカ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

41 卯嶋　雅 ウジマ　ミヤビ sfida

42 武田　百花 タケダ　ユカ sfida

43 中澤　葵 ナカザワ　アオイ 長野ＮＡＴＳトランポリンクラブ

44 岩田　真悠 イワタ　マユ Pureトランポリンクラブ

45 杉本  雅美子 スギモト マミコ 日本体育大学トランポリンクラブ

46 村松　郁音 ムラマツ　フミネ Pureトランポリンクラブ／前橋市立前橋高等学校体操部

47 林田　翔子 ハヤシダ　ショウコ 厚木FUSiONスポーツクラブ

48 河村　颯華 カワムラ　フウカ NAKAYOSHIトランポリンクラブ

49 樺澤　結愛 カバサワ　ユア wing-horse

50 永野　祐里 ナガノ　ユウリ 慶應義塾大学

51 毛利　はづき モウリ　ハヅキ 厚木FUSiONスポーツクラブ

52 木内　陽万里 キウチ　ヒマリ 赤城トランポリンクラブ

53 榎本　瑞生 エノモト　ミズキ 大宮レインボートランポリンクラブ

54 遠藤　彩那 エンドウ　アヤナ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

55 菅原　瑠莉 スガワラ　ルリ feliz.milano

56 足立　楓 アダチ　カエデ MTCホッパーズ

57 奥村　杏美 オクムラ　アミ sfida

58 田阪　優衣 タサカ　ユイ 厚木FUSiONスポーツクラブ

59 吉沢　早織 ヨシザワ　サオリ wing-horse

60 久松　海音 ヒサマツ　ウミネ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

61 横田　結衣 ヨコタ　ユイ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

62 兵藤　汐莉 ヒョウドウ　シオリ さくらトランポリン

63 信澤　來未 ノブサワ　クルミ 赤城トランポリンクラブ

64 渋谷　小春 シブヤ　コハル 南陽ジュニアトランポリンクラブ

65 及川　茉子 オイカワ　マコ feliz.milano

66 城山　樹音 シロヤマ　ジュネ sfida

67 山岸　樹音 ヤマギシ　ジュネ レインボージムナスティックス大潟

68 堀内　姫衣 ホリウチ　メイ Pureトランポリンクラブ

69 並木　はるか ナミキ　ハルカ 上野学園トランポリンクラブ

70 山本　凛華 ヤマモト　リンカ wing-horse

71 永井　柚 ナガイ　ユズ wing-horse

72 松村　美緒 マツムラ　ミオ Pureトランポリンクラブ

73 小池　姫菜 コイケ　ヒメナ 赤城トランポリンクラブ

74 山本　愛梨 ヤマモト　アイリ wing-horse

75 髙橋　つぐみ タカハシ　ツグミ wing-horse

76 古沢　珠己 フルサワ　タマキ Pureトランポリンクラブ

77 塚田　そら ツカダ　ソラ Pureトランポリンクラブ

78 嶋崎　真愛 シマザキ　マナ NPO江戸崎スポーツクラブ
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第４６回東日本トランポリン競技選手権大会
スターティングオーダー　A台

個人競技　　C　クラス（女子）

G Ｎｏ． 氏名 フリガナ 団体名

79 三善　瑚々 ミヨシ　ココ 大宮レインボートランポリンクラブ

80 大金　釉芽 オオガネ　ユメ wing-horse

81 江藤　心海 エトウ　ココミ CygnetTrAmpolineCluB

82 村瀬　七海 ムラセ　ナナミ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

83 眞下　莉侑 マシモ　リア Pureトランポリンクラブ

84 林希　光 ハヤシ　ノゾミ さくらトランポリン

85 平野　綾珂 ヒラノ　アヤカ CRAZY-TRAMPOLINE

86 神山　千乃 カミヤマ　ユキノ スポーツクラブ　テン・フォーティー

87 丸山　未玲 マルヤマ　ミレイ Pureトランポリンクラブ

88 髙橋　結 タカハシ　ユイ Pureトランポリンクラブ

89 大木　真央 オオキ　マオ Ｌes Fiertés

90 池上　咲南 イケガミ　エミナ オールミズモトトランポリンクラブ

個人競技　　C　クラス（男子）

G Ｎｏ． 氏名 フリガナ 団体名

1 積　蓮人 セキ 　レント TOKYO SPORTS ACADEMY

2 庄司　智悠 ショウジ　トモハル ひなぎく

3 工藤　優空 クドウ　マサタカ CRAZY-TRAMPOLINE

4 関　悠河 セキ　ユウガ 石越町JUMP愛好会

5 山下　忠洋 ヤマシタ　タダヒロ PiCTuRES:quÉ

6 小林　卓 コバヤシ　タク PiCTuRES:quÉ

7 羽根田　葵斗 ハネダ　アオト 相馬トランポリンクラブ

8 小谷中　涼太 コヤナカ　リョウタ MTCホッパーズ

9 鈴木　翔真 スズキ　ショウマ 越谷トランポリンクラブ

10 小堀　春幸 コボリ　ハルユキ Pureトランポリンクラブ

11 松村　諒一 マツムラ　リョウイチ Pureトランポリンクラブ

12 藤本　雄舞 フジモト　ユウマ Syスポーツ

13 船橋　鴻介 フナハシ　コウスケ ウイングトランポリンクラブ

14 大畠　奏志 オオハタ　ソウシ Pureトランポリンクラブ

15 卯嶋　庵 ウジマ　イオリ sfida

16 板井　風宇也 イタイ　フウヤ 相馬トランポリンクラブ

17 柴田　峻佑 シバタ　シュンスケ sfida

18 岸田　壮輔 キシダ　ソウスケ CRAZY-TRAMPOLINE

19 青山　治樹 アオヤマ　ハルキ スターサファイア郡山トランポリンクラブ

20 上杉　眞矢 ウエスギ　マサヤ ひなぎく

21 坂井　誠賢 サカイ　セイケン スポーツクラブ　テン・フォーティー

22 林田　匠矢 ハヤシダ　ショウヤ sfida

23 市川　惺南 イチカワ　セナ Pureトランポリンクラブ

24 沼澤　倫太郎 ヌマザワ　リンタロウ 赤城トランポリンクラブ

25 林　将希 ハヤシ　マサキ CygnetTrAmpolineCluB

26 大金　颯 オオガネ　ハヤテ wing-horse

27 木村　太陽 キムラ　タイヨウ 群馬オンリーワンスポーツクラブ

28 田代　達之 タシロ　タツユキ 相馬トランポリンクラブ
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第４６回東日本トランポリン競技選手権大会
スターティングオーダー　A台

個人競技　　C　クラス（男子）

G Ｎｏ． 氏名 フリガナ 団体名

29 信澤　悠月 ノブサワ　ユヅキ 赤城トランポリンクラブ

30 田代　直之 タシロ　ナオユキ 相馬トランポリンクラブ

31 山﨑　衣斎 ヤマザキ　イサイ Pureトランポリンクラブ

32 飯田　馨太 イイダ　キョウタ 厚木FUSiONスポーツクラブ

33 笹川　羚玖 ササガワ　レク CygnetTrAmpolineCluB

34 坂上　新太 サカガミ　アラタ フリーエアースポーツクラブ

35 神長　遼 カミナガ　レヲ 日本体育大学トランポリンクラブ

36 飯田　康介 イイダ　コウスケ NPO江戸崎スポーツクラブ

37 髙橋　和 タカハシ　ノドカ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

38 合寳　漣人 ガッポウ 　レンジ TOKYO SPORTS ACADEMY

39 加賀　陽翔 カガ　ハルト NPO江戸崎スポーツクラブ

40 岸田　大輔 キシダ　ダイスケ CRAZY-TRAMPOLINE

41 遠藤　柊茉 エンドウ　シュウマ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

42 佐伯　隆空 サエキ　ルクウ CRAZY-TRAMPOLINE

個人競技　　A　クラス（女子）

G Ｎｏ． 氏名 フリガナ 団体名

1 佐竹　玲奈 サタケ　レイナ 株式会社プリモ

2 遠藤　翠那 エンドウ　スイナ TOKYO SPORTS ACADEMY

3 髙橋　琳 タカハシ　リン 南陽ジュニアトランポリンクラブ

4 宇田川　日菜子 ウダガワ　ヒナコ フリーエアースポーツクラブ

5 児玉　朱梨 コダマ　アカリ 大泉スワロー体育クラブ

6 花房　凛 ハナブサ　リン 厚木FUSiONスポーツクラブ

7 中村　優希 ナカムラ　ユウキ 株式会社ジーケーライン/CRAZY-TRAMPOLINE

8 加藤　愛歌 カトウ　アイカ 大泉スワロー体育クラブ

9 三澤　優華 ミサワ　ユウカ Ｌes Fiertés

10 中沢　千愛 ナカザワ　チナリ TOKYO SPORTS ACADEMY

11 當間　みのり トウマ　ミノリ 越谷トランポリンクラブ

12 角力山　美妃 スモウヤマ　ミキ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

13 佐藤　優菜 サトウ　ユウナ FIPS／フリーエアスポーツクラブ

14 岡田　亜実 オカダ　アミ 日本体育大学トランポリンクラブ

15 宇山　芽紅 ウヤマ　メグ スポーツクラブ　テン・フォーティー

16 高柳　愛海 タカヤナギ　マナミ Pureトランポリンクラブ／群馬医療福祉大学

17 山﨑　香凛 ヤマザキ　カリン フリーエアースポーツクラブ

18 名倉　沙織 ナクラ　サオリ エアリアルドリーム

19 髙橋　明里 タカハシ　アカリ 大泉スワロー体育クラブ

20 篠嶋　理紗 シノジマ　リサ 日本体育大学トランポリンクラブ

21 大木　彩 オオキ　アヤ 日本大学豊山女子中学高等学校体操部

22 桐生　莉沙 キリュウ　リサ 大泉スワロー体育クラブ

23 関口　結菜 セキグチ　ユイナ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

24 千葉　夢咲 チバ　ミサキ フリーエアースポーツクラブ

25 長澤　優来 ナガサワ　ユラ 厚木FUSiONスポーツクラブ

26 小野　晴茄 オノ　ハルナ 日本体育大学トランポリンクラブ
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第４６回東日本トランポリン競技選手権大会
スターティングオーダー　A台

個人競技　　A　クラス（男子）

G Ｎｏ． 氏名 フリガナ 団体名

1 田﨑　勝史 タサキ　カツフミ TOKYO SPORTS ACADEMY

2 宮内　翼光 ミヤウチ　タクミ 大泉スワロー体育クラブ

3 山田　大翔 ヤマダ　ヒロト フリーエアースポーツクラブ

4 上田　乃維 ウエダ　ノイ 慶應義塾大学

5 堺　亮介 サカイ　リョウスケ  バンダイナムコアミューズメント

6 村石　雄陽 ムライシ　ユウヒ 大泉スワロー体育クラブ

7 野村　綾之介 ノムラ　リョウノスケ 株式会社　Prima

8 佐々木　悠人 ササキ　ハルト 日本体育大学トランポリンクラブ

9 齋藤　瑠 サイトウ　リュウ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

10 髙木　惇平 タカギ　ジュンペイ 大泉スワロー体育クラブ

11 南　和希 ミナミ　カズキ 慶應義塾大学

12 折田　侑翼 オリタ　ユラ 日本体育大学トランポリンクラブ

13 鈴木　晃太 スズキ　コウタ sfida

14 棟朝　銀河 ムネトモ　ギンガ セイコー

15 藤田　隆之介 フジタ　リュウノスケ 三木プーリ/フリーエアースポーツクラブ

16 菊地　智周 キクチ　トモナリ 相馬トランポリンクラブ

17 岸　凌大 キシ　リョウタ 日本体育大学トランポリンクラブ

18 平山　徳獅 ヒラヤマ　トクシ 厚木FUSiONスポーツクラブ

19 結城　理輝 ユウキ　リキ 日本体育大学トランポリンクラブ

20 大内　颯 オオウチ　ハヤタ CRAZY-TRAMPOLINE

21 愛敬　亮我 アイキョウ　リョウガ 群馬オンリーワンスポーツクラブ

22 大嶋　諒人 オオシマ　リョウト 日本体育大学トランポリンクラブ

23 伊藤　佑真 イトウ　ユウマ 日本体育大学トランポリンクラブ

24 鈴木　蒼大 スズキ　ソウタ 日本体育大学トランポリンクラブ

25 桐生　直輝 キリュウ　ナオキ 大泉スワロー体育クラブ

26 明石　凌 アカシ　リョウ フリーエアースポーツクラブ

27 一川　澄人 イチカワ　スミト 大泉スワロー体育クラブ

28 名取　漣音 ナトリ　レオン 大泉スワロー体育クラブ

29 菅原　正哉 スガワラ　マサヤ 大泉スワロー体育クラブ

30 石井　智也 イシイ　トモヤ スポーツクラブ　テン・フォーティー

31 寺沢　健太 テラサワ　ケンタ 大泉スワロー体育クラブ

32 近藤　馨 コンドウ　カオル MUSASHI TRAMPOLINE CLUB

33 岡﨑　優太 オカザキ　ユウタ 慶應義塾大学

34 片岡　拓朗 カタオカ　タクロウ 日本体育大学トランポリンクラブ
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