
第42回大阪オープントランポリン競技選手権大会　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

【Ａクラス 女子】

  3 Group

キタイスポーツクラブ横石 優萌 ﾖｺｲｼ ﾕﾒ1 

泉南ジュニアトランポリンクラブ須川 蘭 ｽｶﾞﾜ ﾗﾝ2 

アドバンストランポリンクラブ澤田 守杏 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓ3 

泉南ジュニアトランポリンクラブ西 千咲葵 ﾆｼ ﾁｻｷ4 

キタイスポーツクラブ小松 悠月 ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ5 

高槻トランポリンクラブ笠井 琳花 ｶｻｲ ﾘﾝｶ6 

キタイスポーツクラブ増崎 アンヌ ﾏｽｻﾞｷ ｱﾝﾇ7 

アドバンストランポリンクラブ乾 結羽 ｲﾇｲ ﾕﾉﾊ8 

阪南大学クラブ大倉 愛香 ｵｵｸﾗ ｱｲｶ9 

  4 Group

キタイスポーツクラブ上田 うらら ｳｴﾀﾞ ｳﾗﾗ10 

阪南大学クラブ田村 夏々 ﾀﾑﾗ ﾅﾅ11 

Phoenix Trampoline School伊吹 千夢 ｲﾌﾞｷ ﾁﾕ12 

アドバンストランポリンクラブ森 文乃 ﾓﾘ ｱﾔﾉ13 

キタイスポーツクラブ奥野 有季 ｵｸﾉ ﾕｷ14 

阪南大学クラブ半田 萌里 ﾊﾝﾀﾞ ﾓｴﾘ15 

アベノジュニアトランポリンクラブ林 璃奈 ﾊﾔｼ ﾘﾅ16 

阪南大学クラブ野中 麻由 ﾉﾅｶ ﾏﾕ17 

アベノジュニアトランポリンクラブ松原 知穂 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾎ18 

Phoenix Trampoline School片岡 美羽音 ｶﾀｵｶ ﾐﾊﾈ19 
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第42回大阪オープントランポリン競技選手権大会　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

【Ａクラス 男子】

  1 Group

阪南大学クラブ河口 優真 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾏ1 

アドバンストランポリンクラブ谷殿 大騎 ﾀﾆﾄﾞﾉ ﾋﾛｷ2 

阪南大学クラブ板本 一真 ｲﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾏ3 

アベノジュニアトランポリンクラブ吉村 匡貴 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ4 

Ambitious中村 智哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ5 

阪南大学クラブ中野 晴大 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ6 

泉南ジュニアトランポリンクラブ松岡 龍吾 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｺﾞ7 

Phoenix Trampoline School中井 大翔 ﾅｶｲ ﾔﾏﾄ8 

アベノジュニアトランポリンクラブ林 竜雅 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｶﾞ9 

Phoenix Trampoline School藤川 智朗 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾛｳ10 

  2 Group

Ambitious浦辻 泰成 ｳﾗﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ11 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ池上 大和 ｲｹｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ12 

堺ハイパードリーム豊崎 悠真 ﾄﾖｻｷ ﾕｳﾏ13 

阪南大学クラブ阪本 裕 ｻｶﾓﾄ ﾕｳ14 

高槻トランポリンクラブ白坂 健志 ｼﾗｻｶ ｹﾝｼ15 

イアスFSC松尾 唯冬 ﾏﾂｵ ﾕｲﾄ16 

Ambitious神山 空駕 ｶﾐﾔﾏ ｸｳｶﾞ17 

キタイスポーツクラブ増崎 源士 ﾏｽｻﾞｷ ｹﾞﾝﾄ18 

イアスFSC市川 悠樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ19 

大日トランポリンクラブ武田 直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ20 

  3 Group

Ambitious中山 依亮 ﾅｶﾔﾏ ｲｽｹ21 

キタイスポーツクラブ菊川 景生 ｷｸｶﾜ ｹｲｼｮｳ22 

Ambitious長山 元 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ23 

金沢学院大学クラブ片岡 拓郎 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ24 

高槻トランポリンクラブ藤井　 希昇 ﾌｼﾞｲ ｷｼｮｳ25 

エアリアルドリーム瀬谷 真一 ｾﾀﾆ ｼﾝｲﾁ26 

金沢学院大学クラブ片岡 雄貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ27 

アドバンストランポリンクラブ柳田 昊世 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺｳｾｲ28 

Phoenix Trampoline School西村 奏汰 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾀ29 
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【Ｂクラス 女子】

  6 Group

泉南ジュニアトランポリンクラブ松岡 周 ﾏﾂｵｶ ｱﾏﾈ1 

Phoenix Trampoline School釜元 莉奈 ｶﾏﾓﾄ ﾘﾅ2 

帝塚山学院トランポリン部田之上 涼夏 ﾀﾉｳｴ ｽｽﾞｶ3 

イアスFSC船中 碧 ﾌﾅﾅｶ ｱｵｲ4 

阪南大学クラブ佐々木 李梨 ｻｻｷ ﾘﾘ5 

アベノジュニアトランポリンクラブ竹内 莉子 ﾀｹｳﾁ ﾘｺ6 

長岡京市トランポリンクラブ古田 みなつ ﾌﾙﾀ ﾐﾅﾂ7 

アドバンストランポリンクラブ水野 桜花 ﾐｽﾞﾉ ｻｸﾗ8 

帝塚山学院トランポリン部佐藤 彩乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ9 

チームサイモン京都藤原 さくら ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ10 

アインストランポリンクラブ林 いろ葉 ﾊﾔｼ ｲﾛﾊ11 

高槻トランポリンクラブ黒木　 叶歩 ｸﾛｷ ｶﾅﾎ12 

いかるがペガサスクラブ六車 綾乃 ﾑｸﾞﾙﾏ ｱﾔﾉ13 

  7 Group

キタイスポーツクラブ野村 彩羽 ﾉﾑﾗ ｱﾔﾊ14 

Phoenix Trampoline School河本 和 ｶﾜﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ15 

キタイスポーツクラブ石井 あみる ｲｼｲ ｱﾐﾙ16 

キタイスポーツクラブ村上 梨紗 ﾑﾗｶﾐ ﾘｻ17 

長岡京市トランポリンクラブ佐々木 結愛 ｻｻｷ ﾕｱ18 

帝塚山学院トランポリン部橋本 彩乃 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾉ19 

アベノジュニアトランポリンクラブ下西 美凪 ｼﾓﾆｼ ﾐﾅｷﾞ20 

高槻トランポリンクラブ新野 愛莉 ｼﾝﾉ ｱｲﾘ21 

アインストランポリンクラブ大西 楓 ｵｵﾆｼ ｶｴﾃﾞ22 

アベノジュニアトランポリンクラブ船井 美羽 ﾌﾅｲ ﾐｳ23 

Phoenix Trampoline School松浦 茉希 ﾏﾂｳﾗ ﾏｷ24 

キタイスポーツクラブ酒谷 風花 ｻｶﾀﾆ ﾌｳｶ25 

阪南大学クラブ藤野 伶 ﾌｼﾞﾉ ﾚｲ26 
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【Ｂクラス 男子】

  1 Group

キタイスポーツクラブ西村 隼 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ1 

Phoenix Trampoline School峰 琢磨 ﾐﾈ ﾀｸﾏ2 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ梅井 颯汰 ｳﾒｲ ｿｳﾀ3 

イアスFSC伊藤 悠希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ4 

Ambitious近藤 伍樹 ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾂｷ5 

アインストランポリンクラブ大西 良玖 ｵｵﾆｼ ﾘｸ6 

アドバンストランポリンクラブ大西 春瑠 ｵｵﾆｼ ﾊﾙ7 

キタイスポーツクラブ勝井 俊翔 ｶﾂｲ ｼｭﾝﾄ8 

  2 Group

京都BTC早狩 浩平 ﾊﾔｶﾘ ｺｳﾍｲ9 

熊取T.T.T.川嶋 蒼士 ｶﾜｼﾏ ｿｳｼ10 

キタイスポーツクラブ横石 塁 ﾖｺｲｼ ﾙｲ11 

阪南大学クラブ中村 徳真 ﾅｶﾑﾗ ﾄｸﾏ12 

Phoenix Trampoline School庭瀬 公儒 ﾆﾜｾ ｺｳｼﾞｭ13 

キタイスポーツクラブ福永 凛希 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘﾉ14 

長岡京市トランポリンクラブ片木 蓮 ｶﾀｷﾞ ﾚﾝ15 

アベノジュニアトランポリンクラブ黒木 瞭 ｸﾛｷ ﾘｮｳ16 

阪南市トランポリンクラブ瀧谷 優大 ﾀｷﾀﾆ ﾕｳﾀ17 
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【Ｃクラス 女子】

  3 Group

キタイスポーツクラブ吉嶺 歩花 ﾖｼﾐﾈ ｱﾕｶ1 

イアスFSC升谷 優希 ﾏｽﾀﾆ ﾕｳｷ2 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ小野 夏実 ｵﾉ ﾅﾂﾐ3 

キタイスポーツクラブ正野 妃依 ｼｮｳﾉ ﾋﾖﾘ4 

阪南市トランポリンクラブ熊野 瑚々 ｸﾏﾉ ｺｺ5 

キタイスポーツクラブ増岡 心美 ﾏｽｵｶ ｺｺﾐ6 

Ambitious佐野 桃 ｻﾉ ﾓﾓ7 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ草野 咲果 ｸｻﾉ ｻｷｶ8 

帝塚山学院トランポリン部清水 玲花 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ9 

イアスFSC池田 麻保 ｲｹﾀﾞ ﾏﾎ10 

帝塚山学院トランポリン部津浦 亜美 ﾂｳﾗ ｱﾐ11 

キタイスポーツクラブ吉田 朱里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ12 

Phoenix Trampoline School久堀 喜子 ｸﾎﾞﾘ ｷｺ13 

  4 Group

帝塚山学院トランポリン部山口 貴礼 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾗ14 

長岡京市トランポリンクラブ古田 みかぜ ﾌﾙﾀ ﾐｶｾﾞ15 

帝塚山学院トランポリン部志村 有衣梨 ｼﾑﾗ ｱｲﾘ16 

Phoenix Trampoline School加藤 陽 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ17 

キタイスポーツクラブ寺田 美桜 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｵ18 

帝塚山学院トランポリン部湯田 佳李南 ﾕﾀﾞ ｶﾘﾅ19 

イアスFSC山北 実来 ﾔﾏｷﾀ ﾐﾗｲ20 

長岡京市トランポリンクラブ西川 愛梨 ﾆｼｶﾜ ｱｲﾘ21 

アドバンストランポリンクラブ今井 春那 ｲﾏｲ ﾊﾙﾅ22 

アインストランポリンクラブ大森 華穂 ｵｵﾓﾘ ｶﾎ23 

帝塚山学院トランポリン部枡田 翔子 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳｺ24 

高槻トランポリンクラブ長谷　 茉里奈 ﾊｾ ﾏﾘﾅ25 

堺ハイパードリーム千代延 有里 ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾕﾘ26 
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第42回大阪オープントランポリン競技選手権大会　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

  5 Group

いかるがペガサスクラブ西井 空 ﾆｼｲ ｿﾗ27 

帝塚山学院トランポリン部鈴木 彩音 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ28 

阪南大学クラブ藤本 真梨 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾘ29 

アベノジュニアトランポリンクラブ寺澤 美翔 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾐｻﾈ30 

泉南ジュニアトランポリンクラブ清久　 実日菜 ｷﾖｸ ﾐﾋﾅ31 

イアスFSC杉森 風香 ｽｷﾞﾓﾘ ﾌｳｶ32 

アドバンストランポリンクラブ東堂 綾華 ﾄｳﾄﾞｳ ｱﾔｶ33 

高槻トランポリンクラブ木谷　 遥菜 ｷﾀﾆ ﾊﾙﾅ34 

キタイスポーツクラブ南山 紫音 ﾐﾅﾐﾔﾏ ｼｵﾝ35 

アドバンストランポリンクラブ山縣 七々海 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅﾅﾐ36 

西クレントランポリンクラブ　宇賀 彩笑 ｳｶﾞ ｻｴﾐ37 

阪南大学クラブジュニア谷口 莉玖 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｸ38 

阪南大学クラブ野口 真綾 ﾉｸﾞﾁ ﾏｱﾔ39 

【Ｃクラス 男子】

  6 Group

Ambitious越智 勇巴 ｵﾁ ｲｻﾄ1 

高槻トランポリンクラブ新野　 晃弘 ｼﾝﾉ ｱｷﾋﾛ2 

Phoenix Trampoline School井谷 拓也 ｲﾀﾆ ﾀｸﾔ3 

長岡京市トランポリンクラブ西川 翔貴 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｷ4 

Phoenix Trampoline School片岡 遼馬 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾏ5 

松山トランポリンクラブ中谷 勇理 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾘ6 

Phoenix Trampoline School矢葺 圭一郎 ﾔﾌﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ7 

阪南市トランポリンクラブ水島 孝士郎 ﾐｽﾞｼﾏ ｺｳｼﾛｳ8 

  7 Group

阪南大学クラブ永田 皓真 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾏ9 

松山トランポリンクラブ片上 昇大 ｶﾀｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ10 

阪南大学クラブ阪中 駿 ｻｶﾅｶ ｼｭﾝ11 

長岡京市トランポリンクラブ鬼村 和葉 ｵﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾊ12 

阪南大学クラブ中谷 駿介 ﾅｶﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ13 

Phoenix Trampoline School庭瀬 典儒 ﾆﾜｾ ﾃﾝｼﾞｭ14 

アベノジュニアトランポリンクラブ増本 黎 ﾏｽﾓﾄ ﾚｲ15 

アベノジュニアトランポリンクラブ久末 耕平 ﾋｻｽｴ ｺｳﾍｲ16 

Phoenix Trampoline School庭瀬 怜儒 ﾆﾜｾ ﾘｮｳｼﾞｭ17 
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【Ｄクラス 女子】

  1 Group

阪南大学クラブ小杉 百花 ｺｽｷﾞ ﾓﾓｶ1 

帝塚山学院トランポリン部坂本 真里香 ｻｶﾓﾄ ﾏﾘｶ2 

Phoenix Trampoline School秦 杷 ﾊﾀ ｻﾗｲ3 

高槻トランポリンクラブ井上 美花璃 ｲﾉｳｴ ﾐｶﾘ4 

チームサイモン京都大川 花菜 ｵｵｶﾜ ﾊﾅ5 

堺ハイパードリーム市丸 果侑 ｲﾁﾏﾙ ﾊﾕｷ6 

帝塚山学院トランポリン部正冨 瑠璃 ﾏｻﾄﾐ ﾙﾘ7 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ阪上 明日香 ｻｶｳｴ ｱｽｶ8 

Phoenix Trampoline School西條 希彩 ｻｲｼﾞｮｳ ﾉｱ9 

長岡京市トランポリンクラブ永井 優月 ﾅｶﾞｲ ﾕﾂﾞｷ10 

阪南大学クラブ植田 恵理 ｳｴﾀﾞ ｴﾘ11 

長岡京市トランポリンクラブ宮島 優菜 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ12 

帝塚山学院トランポリン部高平 千暖 ﾀｶﾋﾗ ﾁﾊﾙ13 

  2 Group

Ambitious角 結夏 ｶﾄﾞ ﾕｳｶ14 

帝塚山学院トランポリン部中塚 優衣 ﾅｶﾂｶ ﾕｲ15 

阪南大学クラブジュニア米田 心優 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾕ16 

帝塚山学院トランポリン部藤川 采子 ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾔｺ17 

Phoenix Trampoline School西山 璃子 ﾆｼﾔﾏ ﾘｺ18 

帝塚山学院トランポリン部田之上 咲花 ﾀﾉｳｴ ｻｷｶ19 

Phoenix Trampoline School宮崎 亜優 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕ20 

チームサイモン京都寺田 裕美子 ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾐｺ21 

帝塚山学院トランポリン部野畑 颯希 ﾉﾊﾞﾀ ｻﾂｷ22 

アインストランポリンクラブ林 芽生 ﾊﾔｼ ﾒｲ23 

Phoenix Trampoline School猪又 このか ｲﾉﾏﾀ ｺﾉｶ24 

阪南大学クラブ中内 樺恋 ﾅｶｳﾁ ｶﾚﾝ25 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ松葉 玲奈 ﾏﾂﾊﾞ ﾚﾅ26 
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  3 Group

帝塚山学院トランポリン部前田 奈那 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ27 

アドバンストランポリンクラブ澤田 菜那 ｻﾜﾀﾞ ﾅﾅ28 

帝塚山学院トランポリン部土肥 万里奈 ﾄﾞｲ ﾏﾘﾅ29 

西クレントランポリンクラブ　藤原 幸奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷﾅ30 

Ambitious角 夏希 ｶﾄﾞ ﾅﾂｷ31 

いかるがペガサスクラブ森 楓恋 ﾓﾘ ｶﾚﾝ32 

阪南大学クラブ?田 来未 ｼｹﾞﾀ ｸﾙﾐ33 

イアスFSC西島 颯来 ﾆｼｼﾞﾏ ｿﾗ34 

高槻トランポリンクラブ橋口 歩美 ﾊｼｸﾞﾁ ｱﾕﾐ35 

帝塚山学院トランポリン部西田 志乃 ﾆｼﾀﾞ ｼﾉ36 

アインストランポリンクラブ森安 悠恵 ﾓﾘﾔｽ ﾕﾒ37 

隼トランポリンクラブ安藤 柚花 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ38 

イアスFSC久保奥 結衣 ｸﾎﾞｵｸ ﾕｲ39 

  4 Group

帝塚山学院トランポリン部鈴木 帆香 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ40 

阪南市トランポリンクラブ増尾 音澄 ﾏｽｵ ｵﾄ41 

長岡京市トランポリンクラブ佐々木 凛 ｻｻｷ ﾘﾝ42 

いかるがペガサスクラブ栗森 佳奈穂 ｸﾘﾓﾘ ｶﾅﾎ43 

泉南ジュニアトランポリンクラブ清久　 愛乃音 ｷﾖｸ ｱﾉﾝ44 

大阪狭山トランポリンクラブ神戸 彩佳 ｶﾝﾍﾞ ｱﾔｶ45 

すいすい甲田 采和 ｺｳﾀ ﾄﾜ46 

アドバンストランポリンクラブ土田 理結 ﾂﾁﾀﾞ ﾘﾕ47 

帝塚山学院トランポリン部小鍛治 奈々 ｺｶｼﾞ ﾅﾅ48 

松山トランポリンクラブ脇長 葵 ﾜｷﾅｶﾞ ｱｵｲ49 

帝塚山学院トランポリン部綾井 響奏 ｱﾔｲ ｷｮｳｶ50 

阪南大学クラブ遠藤 美織 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｵ51 

いかるがペガサスクラブ岩本 明日香 ｲﾜﾓﾄ ｱｽｶ52 
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  5 Group

Phoenix Trampoline School秦 爽 ﾊﾀ ｻﾜｶ53 

帝塚山学院トランポリン部大濱 有芽 ｵｵﾊﾏ ﾕﾒ54 

高槻トランポリンクラブ横田 望結 ﾖｺﾀ ﾐｼﾞｭ55 

堺ハイパードリーム中江 妃愛 ﾅｶｴ ﾋﾅ56 

キタイスポーツクラブ本長 沙耶香 ﾎﾝﾁｮｳ ｻﾔｶ57 

長岡京市トランポリンクラブ辻 水緒 ﾂｼﾞ ﾐｵ58 

隼トランポリンクラブ井上 咲良 ｲﾉｳｴ ｻﾗ59 

帝塚山学院トランポリン部森本 穂子 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾉﾘｺ60 

Phoenix Trampoline School久堀 由華 ｸﾎﾞﾘ ﾕｶ61 

イアスFSC伊藤 直美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ62 

キタイスポーツクラブ瀬戸 桜子 ｾﾄ ｻｸﾗｺ63 

帝塚山学院トランポリン部梶本 浩代 ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾖ64 

いかるがペガサスクラブ前田 知花 ﾏｴﾀﾞ ﾁﾊﾙ65 

松山トランポリンクラブ和田 姫奈 ﾜﾀﾞ ﾋﾒﾅ66 
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【Ｄクラス 男子】

  1 Group

隼トランポリンクラブ末藤 奏 ｽｴﾄｳ ｶﾅﾃﾞ1 

Phoenix Trampoline School澤田 莉一 ｻﾜﾀﾞ ﾘｲﾁ2 

大阪狭山トランポリンクラブ傳谷 純平 ﾃﾞﾝﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ3 

長岡京市トランポリンクラブ窪田 育玖 ｸﾎﾞﾀ ｲｸ4 

阪南大学クラブ辻 航輝 ﾂｼﾞ ｺｳｷ5 

アドバンストランポリンクラブ門脇 壮亮 ｶﾄﾞﾜｷ ｿｳｽｹ6 

阪南大学クラブ京田 陸 ｷｮｳﾀ ﾘｸ7 

アベノジュニアトランポリンクラブ財部 天吾 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾃﾝｺﾞ8 

イアスFSC北野 巧 ｷﾀﾉ ﾀｸﾐ9 

阪南大学クラブ渡辺 凛太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ10 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ松林 龍哉 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ11 

阪南大学クラブ錦織 颯 ﾆｼｺｵﾘ ﾊﾔﾃ12 

アベノジュニアトランポリンクラブ財部 吉平 ﾀｶﾗﾍﾞ ｷｯﾍﾟｲ13 

  2 Group

隼トランポリンクラブ井上 航太朗 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ14 

阪南大学クラブ河合 隆輝 ｶﾜｲ ﾘｭｳｷ15 

長岡京市トランポリンクラブ太田 喬仁 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾄ16 

高槻トランポリンクラブ定行 摩珠 ｻﾀﾞﾕｷ ﾏｼｭ17 

Ambitious早稲田 陵貴 ﾜｾﾀﾞ ﾐｻｷ18 

TENトランポリンクラブ丸山 颯斗 ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ19 

長岡京市トランポリンクラブ川﨑 晴斗 ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ20 

泉南ジュニアトランポリンクラブ須川 勘太郎 ｽｶﾞﾜ ｶﾝﾀﾛｳ21 

大阪狭山トランポリンクラブ傳谷 恭平 ﾃﾞﾝﾀﾆ ｷｮｳﾍｲ22 

西クレントランポリンクラブ　中司 寛人 ﾅｶﾂｶ ﾋﾛﾄ23 

Phoenix Trampoline School奥田 晴羽 ｵｸﾀﾞ ｾｲﾊ24 

イアスFSC若杉 昴 ﾜｶｽｷﾞ ｽﾊﾞﾙ25 

いかるがペガサスクラブ岩本 啓次 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｼﾞ26 
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  8 Group

1
奥野 有季
小松 悠月

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｵｸﾉ ﾕｷ
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ

2
田村 夏々
松原 知穂

阪南大学クラブ
アベノジュニアトランポリンクラブ

ﾀﾑﾗ ﾅﾅ
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾎ

3
伊吹 千夢
片岡 美羽音

Phoenix Trampoline School
Phoenix Trampoline School

ｲﾌﾞｷ ﾁﾕ
ｶﾀｵｶ ﾐﾊﾈ

4
大倉 愛香
野中 麻由

阪南大学クラブ
阪南大学クラブ

ｵｵｸﾗ ｱｲｶ
ﾉﾅｶ ﾏﾕ

5
西 千咲葵
林 璃奈

泉南ジュニアトランポリンクラブ
アベノジュニアトランポリンクラブ

ﾆｼ ﾁｻｷ
ﾊﾔｼ ﾘﾅ

6
乾 結羽
森 文乃

アドバンストランポリンクラブ
アドバンストランポリンクラブ

ｲﾇｲ ﾕﾉﾊ
ﾓﾘ ｱﾔﾉ

7
澤田 守杏
半田 萌里

アドバンストランポリンクラブ
阪南大学クラブ

ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓ
ﾊﾝﾀﾞ ﾓｴﾘ

8
上田 うらら
増崎 アンヌ

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｳｴﾀﾞ ｳﾗﾗ
ﾏｽｻﾞｷ ｱﾝﾇ
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  8 Group

1
松岡 龍吾
池上 大和

泉南ジュニアトランポリンクラブ
富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｺﾞ
ｲｹｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ

2
河口 優真
阪本 裕

阪南大学クラブ
阪南大学クラブ

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾏ
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ

3
谷殿 大騎
柳田 昊世

アドバンストランポリンクラブ
アドバンストランポリンクラブ

ﾀﾆﾄﾞﾉ ﾋﾛｷ
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺｳｾｲ

4
市川 悠樹
松尾 唯冬

イアスFSC
イアスFSC

ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ
ﾏﾂｵ ﾕｲﾄ

5
白坂 健志
板本 一真

高槻トランポリンクラブ
阪南大学クラブ

ｼﾗｻｶ ｹﾝｼ
ｲﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

6
浦辻 泰成
長山 元

Ambitious
Ambitious

ｳﾗﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ

7
菊川 景生
増崎 源士

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｷｸｶﾜ ｹｲｼｮｳ
ﾏｽｻﾞｷ ｹﾞﾝﾄ
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  9 Group

8
中村 智哉
中山 依亮

Ambitious
Ambitious

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ
ﾅｶﾔﾏ ｲｽｹ

9
林 竜雅
吉村 匡貴

アベノジュニアトランポリンクラブ
アベノジュニアトランポリンクラブ

ﾊﾔｼ ﾘｭｳｶﾞ
ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ

10
神山 空駕
豊崎 悠真

Ambitious
堺ハイパードリーム

ｶﾐﾔﾏ ｸｳｶﾞ
ﾄﾖｻｷ ﾕｳﾏ

11
瀬谷 真一
藤川 智朗

エアリアルドリーム
Phoenix Trampoline School

ｾﾀﾆ ｼﾝｲﾁ
ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾛｳ

12
中野 晴大
藤井　 希昇

阪南大学クラブ
高槻トランポリンクラブ

ﾅｶﾉ ﾊﾙﾄ
ﾌｼﾞｲ ｷｼｮｳ

13
西村 奏汰
中井 大翔

Phoenix Trampoline School
Phoenix Trampoline School

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾀ
ﾅｶｲ ﾔﾏﾄ

14
片岡 雄貴
片岡 拓郎

金沢学院大学クラブ
金沢学院大学クラブ

ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ
ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ
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