
試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 10才以下女子

1 伊賀 琴乃 ｲｶﾞ ｺﾄﾉ キタイスポーツクラブ

2 久堀 喜子 ｸﾎﾞﾘ ｷｺ 熊取T.T.T.
3 片岡 美羽音 ｶﾀｵｶ ﾐﾊﾈ 泉南トラストトランポリンクラブ
4 石井 あみる ｲｼｲ ｱﾐﾙ キタイスポーツクラブ
5 小山 紅 ｺﾔﾏ ﾍﾞﾆ 堺ハイパードリーム
6 林 璃奈 ﾊﾔｼ ﾘﾅ アベノジュニアトランポリンクラブ
7 草野 咲果 ｸｻﾉ ｻｷｶ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

8 勝森 天音 ｶﾂﾓﾘ ｱﾏﾈ キタイスポーツクラブ
9 谷好　 真琴 ﾀﾆﾖｼ ﾏｺﾄ 高槻トランポリンクラブ

10 益田 唯菜 ﾏｽﾀﾞ ﾕｲﾅ Ambitious

11 辻本 葉月 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 堺ハイパードリーム
12 奥野 紗季 ｵｸﾉ ｻｷ キタイスポーツクラブ
13 谷好　 未菜 ﾀﾆﾖｼ ﾐﾅ 高槻トランポリンクラブ

14 下西 美凪 ｼﾓﾆｼ ﾐﾅｷﾞ アベノジュニアトランポリンクラブ
15 野村 彩羽 ﾉﾑﾗ ｱﾔﾊ キタイスポーツクラブ
16 伊吹 千夢 ｲﾌﾞｷ ﾁﾕ 泉南トラストトランポリンクラブ

17 河本 和 ｶﾜﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ 大阪狭山トランポリンクラブ
18 田中 希湖 ﾀﾅｶ ｷｺ アベノジュニアトランポリンクラブ
19 正木 咲花 ﾏｻｷ ｻｸﾗ キタイスポーツクラブ

20 田鍬 りいな ﾀｸﾜ ﾘｲﾅ 泉南トラストトランポリンクラブ
21 北野 佑来 ｷﾀﾉ ﾕｳﾗ アベノジュニアトランポリンクラブ
22 谷 綾乃 ﾀﾆ ｱﾔﾉ 堺ハイパードリーム

23 岸野 こなつ ｷｼﾉ ｺﾅﾂ アベノジュニアトランポリンクラブ
24 播磨 ここね ﾊﾘﾏ ｺｺﾈ キタイスポーツクラブ
25 都竹 結花 ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｶ アベノジュニアトランポリンクラブ

26 中村 天美 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾐ キタイスポーツクラブ
27 根来 杏 ﾈｺﾞﾛ ｱﾝ 堺ハイパードリーム
28 須川 蘭 ｽｶﾞﾜ ﾗﾝ 泉南トラストトランポリンクラブ
29 辻田 花凜 ﾂｼﾞﾀ ｶﾘﾝ アベノジュニアトランポリンクラブ
30 寺田 美桜 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｵ キタイスポーツクラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 10才以下男子

1 西村 奏汰 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾀ スキップクラブ

2 小名 望生 ｵﾅ ﾐﾂｷ 阪南大学クラブジュニア
3 川端 篤志 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾂｼ アベノジュニアトランポリンクラブ
4 池上 大和 ｲｹｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
5 都竹 奏翔 ﾂﾂﾞｸ ｶﾅﾄ アベノジュニアトランポリンクラブ
6 増崎 源士 ﾏｽｻﾞｷ ｹﾞﾝﾄ キタイスポーツクラブ
7 長山 元 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ Ambitious

8 川端 湖羽琥 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺﾊｸ アベノジュニアトランポリンクラブ
9 池上 一颯 ｲｹｶﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

10 阿部 晴知 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾄ スキップクラブ

11 甚野 桔平 ｼﾞﾝﾉ ｷｯﾍﾟｲ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
12 豊崎 悠真 ﾄﾖｻｷ ﾕｳﾏ 堺ハイパードリーム
13 桒原 大輔 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ スキップクラブ

14 村上 遥音 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ キタイスポーツクラブ
15 植田 陸隼 ｳｴﾀﾞ ﾘｸﾄ スキップクラブ
16 福島 丈 ﾌｸｼﾏ ｼﾞｮｳ アベノジュニアトランポリンクラブ

17 梅井 颯汰 ｳﾒｲ ｿｳﾀ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
18 浦辻 泰成 ｳﾗﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ Ambitious
19 中山 偉斗 ﾅｶﾔﾏ ﾖﾘﾄ 堺ハイパードリーム

20 神山 空駕 ｶﾐﾔﾏ ｸｳｶﾞ Ambitious
21 福永 凛希 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘﾉ キタイスポーツクラブ
22 吉村 匡貴 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ アベノジュニアトランポリンクラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 11才・12才女子

1 林 亜弥奈 ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ 堺ハイパードリーム

2 藤村 日菜子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾅｺ 西クレントランポリンクラブ　
3 源根　 花歩 ｹﾞﾝﾈ ｶﾎ 高槻トランポリンクラブ
4 相輪 紗菜 ｱｲﾜ ｽｽﾞﾅ キタイスポーツクラブ
5 宮崎 亜優 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕ 大阪狭山トランポリンクラブ
6 北井 莉子 ｷﾀｲ ﾘｺ キタイスポーツクラブ
7 田鍬 るな ﾀｸﾜ ﾙﾅ 泉南トラストトランポリンクラブ

8 藤村 紗凪 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾅ キタイスポーツクラブ
9 友永　 ほのか ﾄﾓﾅｶﾞ ﾎﾉｶ 高槻トランポリンクラブ

10 西 千咲葵 ﾆｼ ﾁｻｷ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

11 松岡 暖乃 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾉ アベノジュニアトランポリンクラブ
12 植田 千尋 ｳｴﾀﾞ ﾁﾋﾛ くまんばち
13 小林 陽花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ Ambitious

14 田中 雪花 ﾀﾅｶ ﾕｷｶ キタイスポーツクラブ
15 阪口 万由子 ｻｶｸﾞﾁ ﾏﾕｺ 西クレントランポリンクラブ　
16 岡崎 祐月 ｵｶｻﾞｷ ﾕﾂﾞｷ アベノジュニアトランポリンクラブ

17 川島 茉鈴 ｶﾜｼﾏ ﾏﾘﾝ 熊取T.T.T.
18 坂田 遥菜 ｻｶﾀ ﾊﾙﾅ アベノジュニアトランポリンクラブ
19 大桐 彩聖 ｵｵｷﾞﾘ ｱﾔｾ キタイスポーツクラブ

20 六車 なつこ ﾑｸﾞﾙﾏ ﾅﾂｺ アベノジュニアトランポリンクラブ
21 小松 悠月 ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ キタイスポーツクラブ
22 野口 春香 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ アベノジュニアトランポリンクラブ

23 甚野 彩羽 ｼﾞﾝﾉ ｱﾔﾊ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
24 馬場 愛香 ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾅｶ 阪南大学クラブジュニア
25 服部 青彩 ﾊｯﾄﾘ ｻｱﾔ キタイスポーツクラブ

26 要海 百音 ﾖｳｶｲ ﾓﾓ アベノジュニアトランポリンクラブ
27 西田 絵音里 ﾆｼﾀﾞ ｴｵﾘ キタイスポーツクラブ
28 峰 聖華 ﾐﾈ ｾｲｶ 熊取T.T.T.
29 上田 うらら ｳｴﾀﾞ ｳﾗﾗ キタイスポーツクラブ
30 大倉 愛香 ｵｵｸﾗ ｱｲｶ 堺ハイパードリーム
31 岩垣 伶 ｲﾜｶﾞｷ ﾚｲ 熊取T.T.T.
32 岩本 純果 ｲﾜﾓﾄ ｱﾔｶ アベノジュニアトランポリンクラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 11才・12才男子

1 中山 依亮 ﾅｶﾔﾏ ｲｽｹ Ambitious

2 川村 友也 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾔ キタイスポーツクラブ
3 林 竜雅 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｶﾞ アベノジュニアトランポリンクラブ
4 中山 心輝 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾄｷ 堺ハイパードリーム
5 川崎 慎也 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾔ 高槻トランポリンクラブ
6 笹部 宏斗 ｻｻﾍﾞ ﾋﾛﾄ キタイスポーツクラブ
7 植田 翔太 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ スキップクラブ

8 菊川 景生 ｷｸｶﾜ ｹｲｼｮｳ キタイスポーツクラブ
9 山口 遥人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ アベノジュニアトランポリンクラブ

10 片川 陽暉 ｶﾀｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 堺ハイパードリーム

11 西村 貫汰 ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀ スキップクラブ
12 細田 尋平 ﾎｿﾀﾞ ｼﾞﾝﾍﾟｲ Ambitious
13 谷口 敦紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｷ スキップクラブ

14 庭瀬 公儒 ﾆﾜｾ ｺｳｼﾞｭ 大阪狭山トランポリンクラブ
15 西本 大剛 ﾆｼﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 泉南ジュニアトランポリンクラブ
16 新宅 輝 ｼﾝﾔ ﾋｶﾙ スキップクラブ

17 中村 智哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ Ambitious
18 永吉 夏都 ﾅｶﾞﾖｼ ﾅﾂﾄ スキップクラブ
19 西岡 隆成 ﾆｼｵｶ ﾘｭｳｾｲ キタイスポーツクラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 13才・14才女子

1 杉浦 彩季 ｽｷﾞｳﾗ ｻｷ 大阪狭山トランポリンクラブ

2 河野 留奈 ｺｳﾉ ﾙﾅ キタイスポーツクラブ
3 植田 歩未 ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾐ Ambitious
4 奥野 有季 ｵｸﾉ ﾕｷ キタイスポーツクラブ
5 岸本 彩花 ｷｼﾓﾄ ｱﾔｶ スキップクラブ
6 上田 春日 ｳｴﾀﾞ ｶｽｶﾞ キタイスポーツクラブ
7 大野 瑠菜 ｵｵﾉ ﾙﾅ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

8 唐本 莉緒 ｶﾗﾓﾄ ﾘｵ 阪南大学クラブジュニア
9 松村 美咲 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 泉南ジュニアトランポリンクラブ

10 五十川 ひかる ｲｿｶﾞﾜ ﾋｶﾙ スキップクラブ

11 北川 七光 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ くまんばち
12 梅井 舞香 ｳﾒｲ ﾏｲｶ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
13 増崎 アンヌ ﾏｽｻﾞｷ ｱﾝﾇ キタイスポーツクラブ

14 岸野 こころ ｷｼﾉ ｺｺﾛ アベノジュニアトランポリンクラブ
15 増崎 セリナ ﾏｽｻﾞｷ ｾﾘﾅ キタイスポーツクラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 13才・14才男子

1 藤井　 希昇 ﾌｼﾞｲ ｷｼｮｳ 高槻トランポリンクラブ

2 森山 慧 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲ Ambitious
3 芝 圭佑 ｼﾊﾞ ｹｲｽｹ キタイスポーツクラブ
4 松岡 侑弥 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾔ 西クレントランポリンクラブ　
5 片岡 拓朗 ｶﾀｵｶ ﾀｸﾛｳ Ambitious
6 秦 颯士 ﾊﾀ ｿｳｼ スキップクラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 15才・16才女子

1 西川 瑠海 ﾆｼｶﾜ ﾙｳﾐ アベノジュニアトランポリンクラブ

2 宮﨑 七星 ﾐﾔｻｷ ﾅﾅｾ キタイスポーツクラブ
3 成田 華 ﾅﾘﾀ ﾊﾅ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
4 酒井 莉菜 ｻｶｲ ﾘﾅ 阪南大学クラブジュニア
5 川口 瑞香 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｶ 熊取T.T.T.
6 安藤 陽香 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ キタイスポーツクラブ
7 田村 夏々 ﾀﾑﾗ ﾅﾅ 阪南大学クラブ

8 岡村 真凜 ｵｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ 大阪狭山トランポリンクラブ
9 岡田 亜実 ｵｶﾀﾞ ｱﾐ キタイスポーツクラブ

10 秋山 千咲 ｱｷﾔﾏ ﾁｻｷ 阪南大学クラブジュニア

11 大鋸　 みなみ ｵｵｶﾞ ﾐﾅﾐ 高槻トランポリンクラブ
12 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



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 15才・16才男子

1 野村 綾之介 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾉｽｹ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

2 片岡 滉基 ｶﾀｵｶ ｺｳｷ アベノジュニアトランポリンクラブ
3 島本 勇吾 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
4 市村 斗哉 ｲﾁﾑﾗ ﾄｳﾔ キタイスポーツクラブ
5 河口 優真 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 阪南大学クラブ
6 植田 大和 ｳｴﾀﾞ ﾔﾏﾄ アベノジュニアトランポリンクラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 17才以上女子

1 大宮 沙梨華 ｵｵﾐﾔ ｻﾘｶ キタイスポーツクラブ

2 佐藤 萌香 ｻﾄｳ ﾓｴｶ 熊取T.T.T.
3 山本 葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ 阪南大学クラブ
4 山口 晴緒 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｵ 阪南大学クラブ
5 川内 佑妃 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 阪南大学クラブ
6 谷嶋 瑞綺 ﾀﾆｼﾏ ﾐｽﾞｷ アベノジュニアトランポリンクラブ
7 小早川 理奈 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾘﾅ 阪南大学クラブ

8 松原 知穂 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾎ アベノジュニアトランポリンクラブ
9 東本 麻由 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾕ 阪南大学クラブ

10 私市 希 ｷｻｲﾁ ﾉｿﾞﾐ アベノジュニアトランポリンクラブ

11 藤田 琴 ﾌｼﾞﾀ ｺﾄ 阪南大学クラブ
12 竹内 舞希 ﾀｹｳﾁ ﾏｲｷ Ambitious
13 五戸 一葉 ｺﾞﾉﾍ ｶｽﾞﾊ 阪南大学クラブ

14 寺前 麻菜美 ﾃﾗﾏｴ ﾏﾅﾐ 阪南大学クラブ
15 根来　 みら ﾈｺﾞﾛ ﾐﾗ 高槻トランポリンクラブ
16 大谷 茉由 ｵｵﾀﾆ ﾏﾕ 阪南大学クラブ

17 谷口 佳寿 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｼﾞｭ 泉南トラストトランポリンクラブ
18 箕浦 悠 ﾐﾉｳﾗ ﾊﾙｶ 阪南大学クラブ



試技順 選　手　名 所　　　　　　　　　　属
個 人 競 技 17才以上男子

1 石田 武 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 阪南大学クラブ

2 宇田 大志 ｳﾀﾞ ﾀｲｼ アベノジュニアトランポリンクラブ
3 浦辻 康成 ｳﾗﾂｼﾞ ｺｳｾｲ Ambitious
4 深田 亜由武 ﾌｶﾀ ｱﾕﾑ 阪南大学クラブ
5 藤川 智朗 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾛｳ スキップクラブ
6 吉岡 昇太 ﾖｼｵｶ ｼｮｳﾀ 阪南大学クラブ
7 城戸 優希 ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 阪南大学クラブ

8 板本 一真 ｲﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 阪南大学クラブ
9 石井 純 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 阪南大学クラブ

10 安原 健太 ﾔｽﾊﾗ ｹﾝﾀ 阪南大学クラブ

11 西村　 隆志 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｼ 高槻トランポリンクラブ
12 西田 将規 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ 阪南大学クラブ
13 梅原 正成 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｼｹﾞ 富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

14 髙田 脩平 ﾀｶﾀ ｼｭｳﾍｲ キタイスポーツクラブ
15 荒瀬 貴史 ｱﾗｾ ﾀｶﾌﾐ 阪南大学クラブ
16 中村　 匠吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 高槻トランポリンクラブ

17 奥 升吾 ｵｸ ｼｮｳｺﾞ 阪南市トランポリンクラブ
18 高崎 陽遥 ﾀｶｻｷ ﾋｮｳ 阪南大学クラブ
19 入江 朗 ｲﾘｴ ｱｷﾗ 阪南大学クラブ


