
第11回大阪府ジュニアトランポリン競技選手権大会　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

【Ａクラス 女子】

  6 Group

岸和田市トランポリンクラブ奥田 真緒 ｵｸﾀﾞ ﾏｵ1 

イアス深井西島 颯来 ﾆｼｼﾞﾏ ｿﾗ2 

金岡ポップコーン小林 暖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ3 

Jースマイル奥井 結菜 ｵｸｲ ﾕﾅ4 

ワラビーキッズ森岡 心奏 ﾓﾘｵｶ ｺｺﾅ5 

金岡ポップコーン岡山 侑希 ｵｶﾔﾏ ﾕｳｷ6 

アインストランポリンクラブ林 芽生 ﾊﾔｼ ﾒｲ7 

イアス泉ヶ丘岡本 佳奈 ｵｶﾓﾄ ｶﾅ8 

イアス深井伊藤 直美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ9 

ＡＣＥ古谷 優依 ﾌﾙﾔ ﾕｲ10 

不思議の国のアリス舩木 優莉菜 ﾌﾅｷ ﾕﾘﾅ11 

初芝ビッキーズ康成 愛 ﾔｽﾅﾘ　 ｱｲ12 

不思議の国のアリス山川 萌々花 ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ13 

初芝ビッキーズ木下 優花 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｶ14 

金岡ジュニアＴＣ南河 芹奈 ﾐﾅﾐｶﾜ ｾﾅ15 

ワラビーキッズ小田 結月 ｵﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ16 

【Ａクラス 男子】

  7 Group

Ｔ-ＦＩＮＥ佐々木 海朝 ｻｻｷ ﾐﾄ1 

美原ジュニアトランポリンクラブ星山 虎太郎 ﾎｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ2 

イアス深井北野 巧 ｷﾀﾉ ﾀｸﾐ3 

貝塚市ジュニアトランポリンクラブ畑本 琉伽 ﾊﾀﾓﾄ ﾙｶ4 

イアス深井北野 平馬 ｷﾀﾉ ﾍｲﾏ5 

美原ジュニアトランポリンクラブ長井 彰汰 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ6 

金岡ジュニアＴＣ土岐 橙吾 ﾄｷ ﾀﾞｲｺﾞ7 

Phoenix Trampoline School濵谷 英斗 ﾊﾏﾀﾆ ｴｲﾄ8 

ドルフィンキック小田 龍之介 ｵﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ9 
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【Ｂクラス 女子】

  3 Group

イアス深井寺木 未来 ﾃﾗｷ ﾐﾗｲ1 

金岡ポップコーン小林 万智 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾁ2 

西クレントランポリンクラブ　中司 陽菜 ﾅｶﾂｶ ﾋﾅ3 

金岡ジュニアＴＣ中江 妃愛 ﾅｶｴ ﾋﾅ4 

イアス深井保木 環 ﾔｽｷ ﾀﾏｷ5 

美原ジュニアトランポリンクラブ秋山 風 ｱｷﾔﾏ ﾌｳ6 

金岡ジュニアＴＣ甲 菜桜 ｷﾉｴ ﾅｵ7 

イアス泉ヶ丘松井 叶実 ﾏﾂｲ　 ｶﾅﾐ8 

金岡ポップコーン田中 莉央 ﾀﾅｶ ﾘｵ9 

キタイスポーツクラブ吉田 朱里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ10 

貝塚市ジュニアトランポリンクラブ畑本 詩穂 ﾊﾀﾓﾄ ｼﾎ11 

金岡ポップコーン隅田 華帆 ｽﾐﾀﾞ ｶﾎ12 

Phoenix Trampoline School横田 柚乃 ﾖｺﾀ ﾕｽﾞﾉ13 

大阪狭山トランポリンクラブ藤田 いづみ ﾌｼﾞﾀ ｲﾂﾞﾐ14 

ＡＣＥ田畑 心結 ﾀﾊﾞﾀ ｺｺﾛ15 

  4 Group

帝塚山学院トランポリン部立花 心優 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾕｳ16 

イアス深井川人 緋彩 ｶﾜﾋﾄ ﾋｲﾛ17 

西クレントランポリンクラブ　中司 有希菜 ﾅｶﾂｶ ﾕｷﾅ18 

金岡ジュニアＴＣ大門 美咲 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾐｻｷ19 

ぴょんぴょんクラブ後藤 那月 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ20 

帝塚山学院トランポリン部大濱 有芽 ｵｵﾊﾏ ﾕﾒ21 

Ｔ-ＦＩＮＥ牧 優美香 ﾏｷ ﾕﾐｶ22 

西クレントランポリンクラブ　宇賀 千笑 ｳｶﾞ ﾁｴﾐ23 

岸和田市トランポリンクラブ大嶋 菜月 ｵｵｼﾏ ﾅﾂｷ24 

帝塚山学院トランポリン部坂本 真里香 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｶ25 

熊取トランポリンクラブ（TC）川嶋 真央 ｶﾜｼﾏ ﾏｵ26 

美原ジュニアトランポリンクラブ古賀 悠月 ｺｶﾞ ﾕﾂﾞｷ27 

金岡ポップコーン林 真結子 ﾊﾔｼ ﾏﾕｺ28 

美原ジュニアトランポリンクラブ城下 りお ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｵ29 

イアス深井久保奥 結衣 ｸﾎﾞｵｸ ﾕｲ30 
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  5 Group

美原ジュニアトランポリンクラブ誉田 優 ｺﾝﾀﾞ ﾕｳ31 

帝塚山学院トランポリン部眞栄平 聖衣 ﾏｴﾋﾗ ｻﾄｲ32 

熊取トランポリンクラブ（TC）藤原 幸穂 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾁﾎ33 

イアス深井藤田 紗 ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾞ34 

イアス泉ヶ丘桑野 なるみ ｸﾜﾉ　 ﾅﾙﾐ35 

不思議の国のアリス吉岡 陽七 ﾖｼｵｶ ﾋﾅﾉ36 

熊取トランポリンクラブ（TC）小渕 未夢 ｺﾌﾞﾁ ﾐﾕ37 

ワラビーキッズ田中 千咲 ﾀﾅｶ ﾁｻｷ38 

ワラビーキッズ舩木 凛菜 ﾌﾅｷ ﾘﾝﾅ39 

美原ジュニアトランポリンクラブ長井 芽生 ﾅｶﾞｲ ﾒｲ40 

岸和田市トランポリンクラブ山下 真綾 ﾔﾏｼﾀ ﾏｱﾔ41 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　スカイ岩本 りお ｲﾜﾓﾄ ﾘｵ42 

イアス深井蛯名 葉音 ｴﾋﾞﾅ ﾊﾉﾝ43 

西クレントランポリンクラブ　宇賀 彩笑 ｳｶﾞ ｻｴﾐ44 

イアス深井丸山 紗楽 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾗ45 

アインストランポリンクラブ森安 悠恵 ﾓﾘﾔｽ ﾕﾒ46 

【Ｂクラス 男子】

  6 Group

イアス泉ヶ丘水馬 颯介 ﾐｽﾞﾏ　 ｿｳｽｹ1 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　スカイ江口 壮偉 ｴｸﾞﾁ ｿｳｲ2 

イアス泉ヶ丘松井 耀生 ﾏﾂｲ ﾖｳｾｲ3 

イアス深井平野 聡太 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ4 

ぴょんぴょんクラブ山岸 璃久 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｸ5 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　スカイ管惣 海 ｽｹﾞｿｳ ｶｲ6 

金岡ポップコーン朝野 陽向 ｱｻﾉ ﾋﾅﾀ7 

イアス泉ヶ丘長光 広樹 ﾅｶﾞﾐﾂ　 ﾋﾛｷ8 

ウルトラｋｉｄｓトランポリンクラブ西岡 諒 ﾆｼｵｶ ﾘｮｳ9 

すいすい西山 晴樹 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｷ10 

イアス深井平部 遼 ﾋﾗﾍﾞ ﾘｮｳ11 

岸和田市トランポリンクラブ前田 舷汰 ﾏｴﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ12 

アインストランポリンクラブ小野 晄輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ13 

イアス深井奥野 耀斗 ｵｸﾉ ｱｷﾄ13 

イアス泉ヶ丘若杉 昴 ﾜｶｽｷﾞ　 ｽﾊﾞﾙ15 

Printed　by　Personal-ｃomputer　Support　Ｙamagata　ｓｙｓｔｅｍ 3 / 72018年8月2日
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【Ｃクラス 女子】

  1 Group

不思議の国のアリス徳角 望 ﾄｸｽﾐ ﾉｿﾞﾐ1 

ぴょんぴょんクラブ増田 美玖 ﾏｽﾀﾞ ﾐｸ2 

美原ジュニアトランポリンクラブ城下 ゆら ｼﾞｮｳｼﾀ ﾕﾗ3 

泉佐野市トランポリン協会ジュニア教室父川 碧 ﾁﾁｶﾜ ｱｵｲ4 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　スカイ岩本 るり ｲﾜﾓﾄ ﾙﾘ5 

金岡ポップコーン青木 優奈 ｱｵｷ ﾕｳﾅ6 

Phoenix Trampoline School秦 杷 ﾊﾀ ｻﾗｲ7 

イアス深井西島 莉来 ﾆｼｼﾞﾏ ﾘｸ8 

ワラビーキッズ森岡 心優 ﾓﾘｵｶ ﾐﾕｳ9 

堺ハイパードリーム市丸 果侑 ｲﾁﾏﾙ ﾊﾕｷ10 

Phoenix Trampoline School本村 蒼衣 ﾓﾄﾑﾗ ｱｵｲ11 

西クレンジュニアトランポリンクラブ　藤村 十明子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄｱｺ12 

イアス泉ヶ丘森下 花帆 ﾓﾘｼﾀ ｶﾎ13 

Phoenix Trampoline School津留 あかね ﾂﾙ ｱｶﾈ14 

Ｔ-ＦＩＮＥ鈴木 胡子 ｽｽﾞｷ ｺｺ15 

イアス泉ヶ丘水馬 穂花 ﾐｽﾞﾏ　 ﾎﾉｶ16 

  2 Group

西クレンジュニアトランポリンクラブ　内濱 夢乃 ｳﾁﾊﾏ ﾕﾒﾉ17 

金岡ジュニアＴＣ三浦 友歌 ﾐｳﾗ ﾄﾓｶ18 

熊取トランポリンクラブ（TC）本倉 美波 ﾓﾄｸﾗ ﾐﾅﾐ19 

イアス泉ヶ丘西本 桃名禾 ﾆｼﾓﾄ ﾓﾅｶ20 

Ｔ-ＦＩＮＥ岸上 芽生 ｷｼｶﾞﾐ ﾒｲ21 

金岡ジュニアＴＣ河東 優奈 ｶﾄｳ ﾕｳﾅ22 

金岡ポップコーン村上 夏海 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ23 

大阪狭山トランポリンクラブ神戸 彩佳 ｶﾝﾍﾞ ｱﾔｶ24 

イアス泉ヶ丘上尾 杏衣 ｳｴｵ　 ｱｲ25 

Ｔ-ＦＩＮＥ古宮 侑奈 ｺﾐﾔ ﾕﾅ26 

アインストランポリンクラブ福 彩衣 ﾌｸ ｻｴ27 

金岡ジュニアＴＣ串田 日菜子 ｸｼﾀ ﾋﾅｺ28 

泉南ジュニアトランポリンクラブ池永 柑菜 ｲｹﾅｶﾞ ｶﾝﾅ29 

高槻トランポリンクラブ井上 美花璃 ｲﾉｳｴ ﾐｶﾘ30 

JUMP UP CLUB青木 百花 ｱｵｷ ﾓﾓｶ31 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　イエロ納多 南帆 ﾉﾀﾞ ﾐﾅﾎ32 
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  3 Group

イアス泉ヶ丘中村 陽茉莉 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾏﾘ33 

金岡ポップコーン中村 文乃 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾉ34 

西クレンジュニアトランポリンクラブ　宇賀 萌笑 ｳｶﾞ ﾓｴﾐ35 

イアス泉ヶ丘松井 遥咲 ﾏﾂｲ　 ﾊﾙｻ36 

高槻トランポリンクラブ橋口 歩美 ﾊｼｸﾞﾁ ｱﾕﾐ37 

泉佐野市トランポリン協会ジュニア教室近藤 葵 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ38 

金岡ジュニアＴＣ掛見 涼葉 ｶｹﾐ ｽｽﾞﾊ39 

高槻トランポリンクラブ横田 望結 ﾖｺﾀ ﾐｼﾞｭ40 

アインストランポリンクラブ近久 結子 ﾁｶﾋｻ ﾕｳｺ41 

イアス泉ヶ丘桑野 まおみ ｸﾜﾉ　 ﾏｵﾐ42 

金岡ジュニアＴＣ中江 結愛 ﾅｶｴ ﾕｲﾅ43 

ホッピング・ベアーズ山岸 千陽 ﾔﾏｷﾞｼ ﾁﾊﾙ44 

金岡ジュニアＴＣ岡村 咲希 ｵｶﾑﾗ ｻｷ45 

キタイスポーツクラブ冨田 媛佳令 ﾄﾐﾀ ﾋｶﾘ46 

高槻トランポリンクラブ長谷　 優里奈 ﾊｾ ﾕﾘﾅ47 

美原ジュニアトランポリンクラブ名川 智捺 ﾅｶﾞﾜ ﾁﾅﾂ48 

  4 Group

Phoenix Trampoline School松山 てな ﾏﾂﾔﾏ ﾃﾅ49 

ワラビーキッズ松葉 玲奈 ﾏﾂﾊﾞ ﾚﾅ50 

金岡ジュニアＴＣ岡内 海音 ｵｶｳﾁ ﾐｵ51 

ワラビーキッズ浦田 彩愛 ｳﾗﾀ ｻｴ52 

イアス深井宮本 幸実 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｷﾐ53 

ｋラビッツ川上 愛梨 ｶﾜｶﾐ ｱｲﾘ54 

イアス泉ヶ丘長田 優 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳ55 

金岡ジュニアＴＣ山本 彩花 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ56 

イアス深井村本 美空 ﾑﾗﾓﾄ ﾐｸ57 

初芝ビッキーズ岸田 朋華 ｷｼﾀﾞ ﾄﾓｶ58 

イアス泉ヶ丘古田 真菜 ﾌﾙﾀ ﾏﾅ59 

すいすい吉本 星利葉 ﾖｼﾓﾄ ｾﾘﾊ60 

Phoenix Trampoline School稲木 理央 ｲﾅｷﾞ ﾘｵ61 

イアス深井平手 蒼唯 ﾋﾗﾃ ｱｵｲ62 

JUMP UP CLUB阪上 明日香 ｻｶｳｴ ｱｽｶ63 

美原ジュニアトランポリンクラブ中尾 朱花 ﾅｶｵ ｼｭｶ64 
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  5 Group

ぴょんぴょんクラブ後藤 彩心 ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾐ65 

Phoenix Trampoline School大北 咲絢 ｵｵｷﾀ ｻｱﾔ66 

ｋラビッツ山下 あさ陽 ﾔﾏｼﾀ ｱｻﾋ67 

金岡ポップコーン永澤 乙葉 ﾅｶﾞｻﾜ ｵﾄﾊ68 

ぴょんぴょんクラブ藤原 幸奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷﾅ69 

キタイスポーツクラブ伊藤 海桜 ｲﾄｳ ﾐｵ70 

金岡ジュニアＴＣ辰野 由奈 ﾀﾂﾉ ﾕｳﾅ71 

イアス深井中村 杏 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ72 

西クレンジュニアトランポリンクラブ　岡 実彩 ｵｶ ﾐｱﾔ73 

金岡ジュニアＴＣ木多 鈴音 ｷﾀ ﾘｵﾝ74 

熊取トランポリンクラブ（TC）巖根 心音 ｲﾜﾈ ｺｺﾈ75 

イアス深井久保奥 萌衣 ｸﾎﾞｵｸ ﾓｴ76 

西クレンジュニアトランポリンクラブ　信貴 陽菜乃 ｼｷﾞ ﾋﾅﾉ77 

イアス深井北野 楓和 ｷﾀﾉ ﾌｳﾅ78 

ワラビーキッズ千葉 安奈 ﾁﾊﾞ ｱﾝﾅ79 

金岡ジュニアＴＣ鳥井 柚花 ﾄﾘｲ ﾕｽﾞｶ80 
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【Ｃクラス 男子】

  1 Group

金岡ポップコーン中村 洸太 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ1 

イアス深井平原 慶大 ﾋﾗﾊﾗ ｹｲﾀ2 

Ｔ-ＦＩＮＥ土井 陽翔 ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ3 

イアス深井廣田 海翔 ﾋﾛﾀ ｶｲﾄ4 

Phoenix Trampoline School佐々木 晴真 ｻｻｷ ﾊﾙﾏ5 

イアス深井重水 一吹 ｼｹﾞﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ6 

アインストランポリンクラブ塩田 雫希 ｼｵﾀﾞ ｼｽﾞｷ7 

金岡ジュニアＴＣ土岐 柚太 ﾄｷ ﾕｳﾀ8 

アインストランポリンクラブ塩田 暁登 ｼｵﾀﾞ ｱｷﾄ9 

Phoenix Trampoline School黒川 裕史 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼ10 

イアス深井藤田 蒼甫 ﾌｼﾞﾀ ｿｳｽｹ11 

キタイスポーツクラブ岡林 碧琉 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｱｲﾙ12 

イアス泉ヶ丘上原 直暉 ｳｴﾊﾗ ﾅｵｷ13 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　イエロ納多 眞寿 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ14 

イアス泉ヶ丘中村 優基 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ15 

  2 Group

ぴょんぴょんクラブ山岸 珂偉 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｲ16 

イアス深井宮本 旺誠 ﾐﾔﾓﾄ ｵｳｾｲ17 

Phoenix Trampoline School金森 海空斗 ｶﾅﾓﾘ ﾐｸﾄ18 

イアス泉ヶ丘川野 智弘 ｶﾜﾉ　 ﾁﾋﾛ19 

西クレントランポリンクラブ　中司 寛人 ﾅｶﾂｶ ﾋﾛﾄ20 

Phoenix Trampoline School中坪 陽向 ﾅｶﾂﾎﾞ ﾋﾅﾀ21 

イアス深井高嶋 倫太郎 ﾀｶｼﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ22 

西クレンジュニアトランポリンクラブ　南 総一郎 ﾐﾅﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ23 

Phoenix Trampoline School奥田 晴羽 ｵｸﾀﾞ ｾｲﾊ24 

美原ジュニアトランポリンクラブ阪口 風真 ｻｶｸﾞﾁ ﾌｳﾏ25 

金岡ジュニアＴＣ鳥井 俊志 ﾄﾘｲ ｼｭﾝｼﾞ26 

イアス深井北畠 琢人 ｷﾀﾊﾞﾀｹ ﾀｸﾄ27 

ワラビーキッズ左近 颯都 ｻｺﾝ ｿｳﾄ28 

イアス深井兼松 拓輝 ｶﾈﾏﾂ ﾋﾛｷ29 

Phoenix Trampoline School椋本 琥珀 ﾑｸﾓﾄ ｺﾊｸ30 
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