
第42回埼玉県トランポリン競技大会 入賞者一覧

期日：令和2年2月24日　会場：吉川市総合体育館

部門 順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 得点

小１･２女子 1 森屋 晶帆 ﾓﾘﾔ ｱｷﾎ 小2 Ｇａｌｅ 37.700

2 木村 風香 ｷﾑﾗ ﾌｳｶ 小2 久喜トランポリンクラブ 34.710

3 三善 瑚々 ﾐﾖｼ ｺｺ 小2 大宮レインボートランポリンクラブ 34.640

4 杉本 絢命 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾒ 小2 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 34.070

5 大澤 稟衣子 ｵｵｻﾜ ﾘｲｺ 小2 ひなぎく 33.875

6 鈴木 茉絢 ｽｽﾞｷ ﾏｱﾔ 小2 ひなぎく 33.720

小１･２男子 1 岩橋 直毅 ｲﾜﾊｼ ﾅｵｷ 小2 スポーツクラブ　テン・フォーティー 37.520

2 佐々木 薫 ｻｻｷ ｶｵﾙ 小2 スポーツクラブ　テン・フォーティー 36.325

3 澤田 真人 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 小2 スポーツクラブ　テン・フォーティー 35.765

4 佐藤 来輝 ｻﾄｳ ﾗｲｷ 小2 ミラクル１ 35.220

5 卯嶋 庵 ｳｼﾞﾏ ｲｵﾘ 小1 Ｓｆｉｄａ 34.845

6 小河 祥太朗 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 小1 越谷トランポリンクラブ 33.890

小３･４女子 1 川島 凛 ｶﾜｼﾏ ﾘﾝ 小4 ひなぎく 38.120

2 宮島 みなみ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 小4 久喜トランポリンクラブ 36.425

3 今井 結絆 ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾅ 小4 NPO法人ユニオンスポーツクラブ 35.925

4 山下 陽葵 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾏﾘ 小3 Ｇａｌｅ 35.880

5 及川 うた ｵｲｶﾜ ｳﾀ 小3 スポーツクラブ　テン・フォーティー 35.700

6 大城 早希 ｵｵｼﾛ ｻｷ 小3 大宮レインボートランポリンクラブ 35.585

小３･４男子 1 庄司 智悠 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾊﾙ 小4 ひなぎく 38.630

2 木村 成吾 ｷﾑﾗ ｾｲｺﾞ 小4 Ｇａｌｅ 37.335

3 須釜 翔輝 ｽｶﾞﾏ ｼｮｳｷ 小4 越谷トランポリンクラブ 36.365

4 野村 凌平 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 小3 久喜トランポリンクラブ 34.840

5 田口 楽 ﾀｸﾞﾁ ｶﾞｸ 小4 Ｇａｌｅ 33.840

6 柴田 峻佑 ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 小4 Ｓｆｉｄａ 32.440

小５･６女子 1 奥村 杏美 ｵｸﾑﾗ ｱﾐ 小6 Ｓｆｉｄａ 41.370

2 松本 唯子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲｺ 小6 ひなぎく 40.395

3 佐藤 結梨 ｻﾄｳ ﾕｲﾘ 小5 ミラクル１ 39.915

4 卯嶋 瑠風 ｳｼﾞﾏ ﾙｶ 小5 Ｓｆｉｄａ 39.085

5 鍵谷 美月 ｶｷﾞﾔ ﾐﾂﾞｷ 小6 スポーツクラブ　テン・フォーティー 38.360

6 岡野 瑠依 ｵｶﾉ ﾙｲ 小6 スポーツクラブ　テン・フォーティー 38.045

小５･６男子 1 森屋 侑樹 ﾓﾘﾔ ﾕｳｷ 小6 Ｇａｌｅ 39.810

2 宮島 龍樹 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｷ 小6 久喜トランポリンクラブ 39.125

3 新保 智颯 ｼﾝﾎﾞ ﾁﾊﾔ 小5 ひなぎく 38.850

4 水瀬 怜 ﾐｽﾞｾ ﾚｲ 小5 スポーツクラブ　テン・フォーティー 37.715

5 滝澤 順心 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾑﾈ 小5 スポーツクラブ　テン・フォーティー 36.915

6 鈴木 翔真 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 小5 越谷トランポリンクラブ 36.505

中学･高校女子 1 渡辺 心結 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 中2 NPO法人ユニオンスポーツクラブ 36.755

2 宮川 心杏 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｺｱ 中2 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 36.530

中学･高校男子 1 古瀬 翔大 ﾌﾙｾ ｼｮｳﾀ 中1 さくらトランポリン 42.810

2 宮川 泰輔 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲｽｹ 高1 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 40.775

3 大導寺 慧 ﾀﾞｲﾄﾞｳｼﾞ ｹｲ 中2 リトルジャガーズ 35.410

4 矢野 碧空 ﾔﾉ ｿﾗ 中1 NPO法人ユニオンスポーツクラブ 34.485

5 松井 麦陽 ﾏﾂｲ ﾑｷﾞﾊﾙ 中1 リトルジャガーズ 29.985



部門 順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 所属 得点

ｵｰﾌﾟﾝＣ女子 1 武田 百花 ﾀｹﾀﾞ ﾕｶ 小6 Ｓｆｉｄａ 36.035

2 田頭 史 ﾀｶﾞｼﾗ ｱﾔ 草加トランポリンクラブ 35.220

3 佐竹 美幸 ｻﾀｹ ﾐﾕｷ 草加トランポリンクラブ 34.865

4 野村 英梨 ﾉﾑﾗ ｴﾘ 久喜トランポリンクラブ 33.795

5 七尾 絹子 ﾅﾅｵ ｷﾇｺ チーム ペガサス 33.510

6 大澤 博子 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｺ ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 33.275

ｵｰﾌﾟﾝＣ男子 1 福岡 孝彰 ﾌｸｵｶ ﾖｼｱｷ ＣＬＵＢ ｅａｒｔｈ 35.150

ｵｰﾌﾟﾝＢ女子 1 稲垣 和花 ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶ 中1 スポーツクラブ　テン・フォーティー 44.095

2 奥村 紗帆 ｵｸﾑﾗ ｻﾎ 小3 Ｓｆｉｄａ 42.065

3 佐々木 葵 ｻｻｷ ｱｵｲ 小6 スポーツクラブ　テン・フォーティー 41.225

4 山越 寧々 ﾔﾏｺｼ ﾈﾈ 中1 Ｓｆｉｄａ 41.070

5 髙橋 沙季 ﾀｶﾊｼ ｻｷ Ｓｆｉｄａ 40.625

6 小山 春 ｺﾔﾏ ﾊﾙ 中1 ミラクル１ 40.275

ｵｰﾌﾟﾝＢ男子 1 伊藤 鍵太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 中2 スポーツクラブ　テン・フォーティー 43.420

2 東山 瞬大 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 中1 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 42.965

3 板橋 穂高 ｲﾀﾊﾞｼ ﾎﾀｶ 小6 スポーツクラブ　テン・フォーティー 42.165

4 佐柄 惺麒 ｻｶﾞﾗ ｻﾄｷ 中2 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 42.020

5 山本 寛斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 中1 ミラクル１ 41.120

6 矢野 豊士 ﾔﾉ ﾄｼ 小3 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 39.325

ｵｰﾌﾟﾝＡ女子 1 勝田 万里奈 ｶﾂﾀ ﾏﾘﾅ 中3 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 45.855

2 山﨑 香凛 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 小5 越谷トランポリンクラブ 45.395

3 當間 みのり ﾄｳﾏ ﾐﾉﾘ 小5 越谷トランポリンクラブ 45.225

4 羽生 菜波 ﾊﾆｭｳ ﾅﾅﾐ 中2 越谷トランポリンクラブ 43.075

5 本道 らら ﾎﾝﾄﾞｳ ﾗﾗ 小6 ミラクル１ 41.815

6 小林 里琉希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾙｷ 中1 リトルジャガーズ 13.535

ｵｰﾌﾟﾝＡ男子 1 鈴木 晃太 ｽｽﾞｷｺｳﾀ 中2 Ｓｆｉｄａ 49.980

2 青木 陸翔 ｱｵｷ ﾘｸﾄ 中2 Ｓｆｉｄａ 46.250

3 武田 光希 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 小4 Ｓｆｉｄａ 40.405

幼児女子 1 樋口 瑠美 ﾋｸﾞﾁ ﾙﾐ 年長 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 24.700

2 大矢 七菜子 ｵｵﾔ ﾅﾅｺ 年中 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 24.600

3 渡邉 好香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾉｶ 年中 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 24.400

4 奥村 璃花 ｵｸﾑﾗ ﾘｶ 年中 Ｓｆｉｄａ 24.400

5 松浦 千紗 ﾏﾂｳﾗ ﾁｻ 年長 NPO法人ユニオンスポーツクラブ 24.000

6 長谷川 心音 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾈ 年長 Ｇａｌｅ 23.400

幼児男子 1 川島 翔 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳ 年長 ひなぎく 26.600

2 山本 惇寛 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 年長 ミラクル１ 26.000

3 大澤 甚太郎 ｵｵｻﾜ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 年長 ひなぎく 24.500

4 千葉 律 ﾁﾊﾞ ﾘﾂ 年中 ＣＬＵＢ ｅａｒｔｈ 23.700

5 八木下 侑真 ﾔｷﾞｼﾀ ﾕｳﾏ 年長 ＣＬＵＢ ｅａｒｔｈ 23.000

6 濱田 涼史郎 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞﾛｳ 年長 NPO法人ユニオンスポーツクラブ 22.400

最高演技点賞 男子 鈴木 晃太 ｽｽﾞｷｺｳﾀ 中2 Ｓｆｉｄａ 26.6

女子 奥村 杏美 ｵｸﾑﾗ ｱﾐ 小6 Ｓｆｉｄａ 28.0

最高難度点賞 男子 鈴木 晃太 ｽｽﾞｷｺｳﾀ 中2 Ｓｆｉｄａ 8.1

女子 勝田 万里奈 ｶﾂﾀ ﾏﾘﾅ 中3 ＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ ２０００ 9.1


