
部門 順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 得点

1 廣田 彩音 ﾋﾛﾀ ｱﾔﾈ ＭＴＣホッパーズ 40.395

2 福留 侑希 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕｷ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 38.805

3 田村 桃子 ﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 越谷トランポリンクラブ 37.835

4 林 希光 ﾊﾔｼ ﾉｿﾞﾐ さくらトランポリン 37.410

5 及川 うた ｵｲｶﾜ ｳﾀ スポーツクラブ テン・フォーティー 37.230

6 友田 彩花 ﾄﾓﾀﾞ ｲﾛﾊ ＭＴＣホッパーズ 36.150

1 小谷中 涼太 ｺﾔﾅｶ ﾘｮｳﾀ ＭＴＣホッパーズ 41.790

2 柴田 峻佑 ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ Ｓｆｉｄａ 39.480

3 蒔田 奏亮 ﾏｷﾀ ｿｳｽｹ Ｃｙｇｎｅｔ Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ Ｃｌｕｂ 37.525

4 大日方 優偉斗 ｵｵﾋﾅﾀ ﾕｲﾄ ＴＯＫＹＯ ＳＰＯＲＴＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 37.345

5 岩﨑 潤月 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｷ スポーツクラブ テン・フォーティー 36.770

6 山田 高大 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ スポーツクラブ テン・フォーティー 36.065

1 城山 樹音 ｼﾛﾔﾏ ｼﾞｭﾈ Ｓｆｉｄａ 40.720

2 福留 侑里 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕﾘ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 39.020

3 佐久間 珠央 ｻｸﾏ ﾀﾏｵ 上野学園トランポリンクラブ 38.610

4 奥村 璃花 ｵｸﾑﾗ ﾘｶ Ｓｆｉｄａ 38.580

5 藤田 望心 ﾌｼﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ リトルジャガーズ 37.405

6 江藤 心海 ｴﾄｳ ｺｺﾐ Ｃｙｇｎｅｔ Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ Ｃｌｕｂ 37.350

1 川島 翔 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳ ひなぎく 38.535

2 合寳 漣人 ｶﾞｯﾎﾟｳ ﾚﾝｼﾞ ＴＯＫＹＯ ＳＰＯＲＴＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 37.255

3 石井 悠斗 ｲｼｲ ﾕｳﾄ Ｃｙｇｎｅｔ Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ Ｃｌｕｂ 36.685

4 佐藤 来輝 ｻﾄｳ ﾗｲｷ ミラクル１ 36.395

5 山本 惇寛 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ ミラクル１ 34.930

6 鈴木 翔真 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 越谷トランポリンクラブ 34.595

1 足立 楓 ｱﾀﾞﾁ ｶｴﾃﾞ ＭＴＣホッパーズ 41.215

2 三浦 花琳 ﾐｳﾗ ｶﾘﾝ 上野学園トランポリンクラブ 40.705

3 堀内 こころ ﾎﾘｳﾁ ｺｺﾛ リトルジャガーズ 40.605

4 河村 颯華 ｶﾜﾑﾗ ﾌｳｶ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 40.310

5 友田 和花 ﾄﾓﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ ＭＴＣホッパーズ 40.265

6 今泉 愛心 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｺ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 40.175

1 崎浜 寧王 ｻｷﾊﾏ ﾈｵ Ａｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ 43.280

2 大角 航輝 ｵｵｽﾐ ｺｳｷ ＭＴＣホッパーズ 41.090

3 岩橋 直毅 ｲﾜﾊｼ ﾅｵｷ スポーツクラブ テン・フォーティー 39.955

4 笹川 羚玖 ｻｻｶﾞﾜ ﾚｸ Ｃｙｇｎｅｔ Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ Ｃｌｕｂ 39.575

5 林 将希 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ Ｃｙｇｎｅｔ Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ Ｃｌｕｂ 38.780

6 積 蓮人 ｾｷ ﾚﾝﾄ ＴＯＫＹＯ ＳＰＯＲＴＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 38.450

1 新保 花音 ｼﾝﾎﾞ ｶﾉﾝ ＭＴＣホッパーズ 44.455

2 橋本 青澄 ﾊｼﾓﾄ ｱｽﾐ ＭＴＣホッパーズ 44.045

3 小野 友愛 ｵﾉ ﾕｳｱ リトルジャガーズ 43.690

4 松本 里花 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 43.365

5 松本 結花 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｲﾅ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 42.595

6 髙田 恵那 ﾀｶﾀﾞ ｹｲﾅ アストレアトランポリンクラブ 40.440

1 三浦 真弥 ﾐｳﾗ ｼﾝﾔ ＭＴＣホッパーズ 42.175

2 塚原 輝 ﾂｶﾊﾗ ﾋｶﾙ 越谷トランポリンクラブ 41.280

3 佐々木 薫 ｻｻｷ ｶｵﾙ スポーツクラブ テン・フォーティー 40.430

4 板橋 穂高 ｲﾀﾊﾞｼ ﾎﾀｶ 上野学園トランポリンクラブ 40.430

5 多田 智哉 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾔ アストレアトランポリンクラブ 40.270

6 金子 颯杜 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ アストレアトランポリンクラブ 40.200
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1 今泉 愛生 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｷ 上野学園トランポリンクラブ 45.420

2 當間 みのり ﾄｳﾏ ﾐﾉﾘ 越谷トランポリンクラブ 45.140

3 出雲 なのん ｲｽﾞﾓ ﾅﾉﾝ ＭＴＣホッパーズ 43.945

4 當間 いまり ﾄｳﾏ ｲﾏﾘ 越谷トランポリンクラブ 43.835

5 田中 陽笑 ﾀﾅｶ ﾋﾜﾗ アストレアトランポリンクラブ 43.775

6 藤井 琴弓 ﾌｼﾞｲ ｺﾄﾐ 上野学園トランポリンクラブ 43.710

1 齊藤 拓真 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ アストレアトランポリンクラブ 46.405

2 伊藤 鍵太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ スポーツクラブ テン・フォーティー 45.040

3 古瀨 翔大 ﾌﾙｾ ｼｮｳﾀ さくらトランポリン 43.870

4 郷原 伊晴 ｺﾞｳﾊﾗ ｲﾊﾙ 上野学園トランポリンクラブ 42.755

5 武田 光希 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ Ｓｆｉｄａ 42.560

6 田口 楽 ﾀｸﾞﾁ ｶﾞｸ Ｇａｌｅ 42.130

1 遠藤 翠那 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｲﾅ ＴＯＫＹＯ ＳＰＯＲＴＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 47.090

2 長谷川 南実 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 上野学園トランポリンクラブ 45.585

3 関 未優 ｾｷ ﾐﾕｳ Ｃｙｇｎｅｔ Ｔｒａｍｐｏｌｉｎｅ Ｃｌｕｂ 44.440

4 森元 美涼 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｽｽﾞ 上野学園トランポリンクラブ 44.335

5 大熊 七翠 ｵｵｸﾏ ﾅﾅﾐ スポーツクラブ テン・フォーティー 44.330

6 中沢 千愛 ﾅｶｻﾞﾜ ﾁﾅﾘ ＴＯＫＹＯ ＳＰＯＲＴＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 44.190

1 上山 容弘 ｳｴﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ ベンチャーバンクホールディングス 57.345

2 大内 颯 ｵｵｳﾁ ﾊﾔﾀ ＴＯＫＹＯ ＳＰＯＲＴＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 54.760

3 浅香 智尋 ｱｻｶ ﾁﾋﾛ 上野学園トランポリンクラブ 49.895

4 鈴木 晃太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ Ｓｆｉｄａ 49.260

5 阿久津 瑛拓 ｱｸﾂ ｴｲﾀ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 48.295

6 江尻 愛翔 ｴｼﾞﾘ ﾏﾅﾄ ＮＡＫＡＹＯＳＨＩトランポリンクラブ 47.280

男子 大内 颯 ｵｵｳﾁ ﾊﾔﾀ ＴＯＫＹＯ ＳＰＯＲＴＳ ＡＣＡＤＥＭＹ 26.450

女子 當間 みのり ﾄｳﾏ ﾐﾉﾘ 越谷トランポリンクラブ 25.500

男子 上山 容弘 ｳｴﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ ベンチャーバンクホールディングス 17.300

女子 安澤 陽菜 ｱﾝｻﾞﾜ ﾋﾅ Ａｔｓｕｇｉ ｂｏｎｆｉｒｅ 8.600

※予選会選考基準（男子42.0点以上/女子40.0点以上）

部門 判定 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 得点

Ｂｸﾗｽ女子 ○ 當間 みのり ﾄｳﾏ ﾐﾉﾘ 埼玉県立大宮東高等学校 45.140

Ａｸﾗｽ男子 ○ 青木 陸翔 ｱｵｷ ﾘｸﾄ 埼玉県立八潮南高等学校 45.650

Ａｸﾗｽ男子 ○ 鈴木 晃太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ (我孫子二階堂高等学校) 49.260

Ａｸﾗｽ女子
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Ｂｸﾗｽ男子

最高演技点賞

最高難度点賞

第46回全国高等学校トランポリン競技選手権大会埼玉県予選会 結果


