
第３９回大阪府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】

  9 Group

アベノジュニアトランポリンクラブ野口 春香 ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ1 

泉南ジュニアトランポリンクラブ田鍬 るな ﾀｸﾜ ﾙﾅ2 

熊取T.T.T.佐藤 萌香 ｻﾄｳ ﾓｴｶ3 

Phoenix Trampoline School谷口 佳寿 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｼﾞｭ4 

アベノジュニアトランポリンクラブ田中 希湖 ﾀﾅｶ ｷｺ5 

泉南ジュニアトランポリンクラブ半田 萌里 ﾊﾝﾀﾞ ﾓｴﾘ6 

Ambitious小林 陽花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ7 

阪南大学クラブ秋山 千咲 ｱｷﾔﾏ ﾁｻｷ8 

泉南ジュニアトランポリンクラブ西 千咲葵 ﾆｼ ﾁｻｷ9 

アベノジュニアトランポリンクラブ岸野 こころ ｷｼﾉ ｺｺﾛ10 

キタイスポーツクラブ小松 悠月 ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ11 

アベノジュニアトランポリンクラブ谷嶋 花音 ﾀﾆｼﾏ ｶﾉﾝ12 

  10 Group

キタイスポーツクラブ宮﨑 七星 ﾐﾔｻｷ ﾅﾅﾎｼ13 

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14 

キタイスポーツクラブ岡田 亜実 ｵｶﾀﾞ ｱﾐ15 

キタイスポーツクラブ増崎 アンヌ ﾏｽｻﾞｷ ｱﾝﾇ16 

アドバンストランポリンクラブ森 文乃 ﾓﾘ ｱﾔﾉ17 

阪南大学クラブ田村 夏々 ﾀﾑﾗ ﾅﾅ18 

アドバンストランポリンクラブ森 若菜 ﾓﾘ ﾜｶﾅ19 

アドバンストランポリンクラブ乾 結羽 ｲﾇｲ ﾕﾉﾊ20 

キタイスポーツクラブ奥野 有季 ｵｸﾉ ﾕｷ21 

アベノジュニアトランポリンクラブ要海 百音 ﾖｳｶｲ ﾓﾓ22 

アドバンストランポリンクラブ澤田 守杏 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓ23 

キタイスポーツクラブ播磨 ここね ﾊﾘﾏ ｺｺﾈ24 

  11 Group

アベノジュニアトランポリンクラブ東本 麻由 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾕ25 

キタイスポーツクラブ上田 うらら ｳｴﾀﾞ ｳﾗﾗ26 

トミオカトランポリンクラブ小野 晴茄 ｵﾉ ﾊﾙﾅ27 

阪南大学クラブ山本 葉月 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ28 

熊取T.T.T.川口 瑞香 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｶ29 

キタイスポーツクラブ大宮 沙梨華 ｵｵﾐﾔ ｻﾘｶ30 

Phoenix Trampoline School伊吹 千夢 ｲﾌﾞｷ ﾁﾕ31 

アベノジュニアトランポリンクラブ岡崎 祐月 ｵｶｻﾞｷ ﾕﾂﾞｷ32 

キタイスポーツクラブ増崎 セリナ ﾏｽｻﾞｷ ｾﾘﾅ33 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ成田 華 ﾅﾘﾀ ﾊﾅ34 

キタイスポーツクラブ大桐 彩聖 ｵｵｷﾞﾘ ｱﾔｾ35 
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【Ａクラス 男子】

  9 Group

Ambitious森山 慧 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲ1 

金沢学院大学クラブ宇田 大志 ｳﾀﾞ ﾀｲｼ2 

Phoenix Trampoline School藤川 智朗 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾛｳ3 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ島本 勇吾 ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ4 

フリーエアースポーツクラブ森 晴太郎 ﾓﾘ ﾊﾙﾀﾛｳ5 

アベノジュニアトランポリンクラブ福島 丈 ﾌｸｼﾏ ｼﾞｮｳ6 

金沢学院大学クラブ片岡 雄貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ7 

阪南大学クラブ荒瀬 貴史 ｱﾗｾ ﾀｶﾌﾐ8 

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9 

Phoenix Trampoline School片岡 誠一 ｶﾀｵｶ ｾｲｲﾁ10 

堺ハイパードリーム中山 心輝 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾄｷ11 

アベノジュニアトランポリンクラブ都竹 奏翔 ﾂﾂﾞｸ ｶﾅﾄ12 

エアリアルドリーム瀬谷 真一 ｾﾀﾆ ｼﾝｲﾁ13 

アベノジュニアトランポリンクラブ植田 大和 ｳｴﾀﾞ ﾔﾏﾄ14 

  10 Group

トミオカトランポリンクラブ美田 靖文 ﾐﾀ ﾔｽﾌﾐ15 

アベノジュニアトランポリンクラブ片岡 滉基 ｶﾀｵｶ ｺｳｷ16 

堺ハイパードリーム中山 偉斗 ﾅｶﾔﾏ ﾖﾘﾄ17 

金沢学院大学クラブ石川 和 ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ18 

キタイスポーツクラブ市村 斗哉 ｲﾁﾑﾗ ﾄｳﾔ19 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ野村 綾之介 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾉｽｹ20 

TOKYO SPORTS ACADEMY石井 純 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ21 

金沢学院大学クラブ植田 太郎 ｳｴﾀﾞ ﾀﾛｳ22 

Ambitious片岡 拓朗 ｶﾀｵｶ ﾀｸﾛｳ23 

高槻トランポリンクラブ西村　 隆志 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｼ24 

アベノETC武田 直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ25 

静岡産業大学クラブ門田 賢樹 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻﾄｷ26 

キタイスポーツクラブ西岡 隆成 ﾆｼｵｶ ﾘｭｳｾｲ27 

Ambitious浦辻 康成 ｳﾗﾂｼﾞ ｺｳｾｲ28 
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  11 Group

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29 

キタイスポーツクラブ芝 圭佑 ｼﾊﾞ ｹｲｽｹ30 

Phoenix Trampoline School永吉 夏都 ﾅｶﾞﾖｼ ﾅﾂﾄ31 

Ambitious長山 元 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ32 

阪南大学クラブ深田 亜由武 ﾌｶﾀ ｱﾕﾑ33 

Phoenix Trampoline School谷口 敦紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｷ34 

金沢学院大学クラブ中園 貴登 ﾅｶｿﾞﾉ ﾀｶﾄ35 

高槻トランポリンクラブ藤井　 希昇 ﾌｼﾞｲ ｷｼｮｳ36 

長岡京市トランポリンクラブ早狩 浩平 ﾊﾔｶﾘ ｺｳﾍｲ37 

Phoenix Trampoline School西村 貫汰 ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀ38 

静岡産業大学クラブ谷口 遼平 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ39 

阪南大学クラブ板本 一真 ｲﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾏ40 

Phoenix Trampoline School秦 颯士 ﾊﾀ ｿｳｼ41 
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【Ｂクラス 女子】

  7 Group

アベノジュニアトランポリンクラブ岸野 こなつ ｷｼﾉ ｺﾅﾂ1 

堺ハイパードリーム大倉 愛香 ｵｵｸﾗ ｱｲｶ2 

キタイスポーツクラブ勝森 天音 ｶﾂﾓﾘ ｱﾏﾈ3 

帝塚山学院トランポリン部橋本 彩乃 ﾊｼﾓﾄ ｱﾔﾉ4 

キタイスポーツクラブ中村 天美 ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾐ5 

キタイスポーツクラブ奥野 紗季 ｵｸﾉ ｻｷ6 

アベノジュニアトランポリンクラブ辻田 花凜 ﾂｼﾞﾀ ｶﾘﾝ7 

長岡京市トランポリンクラブ田中 日菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ8 

阪南大学クラブ酒井 莉菜 ｻｶｲ ﾘﾅ9 

長岡京市トランポリンクラブ山下 香帆 ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ10 

アベノジュニアトランポリンクラブ林 璃奈 ﾊﾔｼ ﾘﾅ11 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ梅井 舞香 ｳﾒｲ ﾏｲｶ12 

  8 Group

キタイスポーツクラブ相輪 紗菜 ｱｲﾜ ｽｽﾞﾅ13 

アベノジュニアトランポリンクラブ岩本 純果 ｲﾜﾓﾄ ｱﾔｶ14 

高槻トランポリンクラブ友永　 ほのか ﾄﾓﾅｶﾞ ﾎﾉｶ15 

Phoenix Trampoline School片岡 美羽音 ｶﾀｵｶ ﾐﾊﾈ16 

キタイスポーツクラブ正木 咲花 ﾏｻｷ ｻｸﾗ17 

泉南ジュニアトランポリンクラブ田鍬 りいな ﾀｸﾜ ﾘｲﾅ18 

高槻トランポリンクラブ源根　 花歩 ｹﾞﾝﾈ ｶﾎ19 

トミオカトランポリンクラブ吉村 紅子 ﾖｼﾑﾗ ｱｶﾈ20 

阪南大学クラブ市川 佳織里 ｲﾁｶﾜ ｶｵﾘ21 

熊取T.T.T.岩垣 伶 ｲﾜｶﾞｷ ﾚｲ22 

アベノジュニアトランポリンクラブ都竹 結花 ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｶ23 

阪南大学クラブ山本 幸葉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾊ24 
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【Ｂクラス 男子】

  7 Group

キタイスポーツクラブ菊川 景生 ｷｸｶﾜ ｹｲｼｮｳ1 

Ambitious中山 依亮 ﾅｶﾔﾏ ｲｽｹ2 

チームサイモン京都本郷 竜汰 ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｭｳﾀ3 

キタイスポーツクラブ増崎 源士 ﾏｽｻﾞｷ ｹﾞﾝﾄ4 

アベノジュニアトランポリンクラブ山口 遥人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ5 

アドバンストランポリンクラブ橋本 泰知 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾁ6 

Ambitious細田 尋平 ﾎｿﾀﾞ ｼﾞﾝﾍﾟｲ7 

長岡京市トランポリンクラブ片木 蓮 ｶﾀｷﾞ ﾚﾝ8 

キタイスポーツクラブ村上 遥音 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾄ9 

  8 Group

阪南大学クラブ石田 武 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾙ10 

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 

阪南大学クラブ河口 優真 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾏ13 

泉南ジュニアトランポリンクラブ甚野 桔平 ｼﾞﾝﾉ ｷｯﾍﾟｲ14 

阪南大学クラブ西田 将規 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ15 

Ambitious浦辻 泰成 ｳﾗﾂｼﾞ ﾀｲｾｲ16 

阪南大学クラブ出野 寛二 ｲﾃﾞﾉ ｶﾝｼﾞ17 

長岡京市トランポリンクラブ湯川 勝太 ﾕｶﾜ ｼｮｳﾀ18 
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【Ｃクラス 女子】

  4 Group

帝塚山学院トランポリン部清水 玲花 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ1 

大阪狭山トランポリンクラブ杉浦 彩季 ｽｷﾞｳﾗ ｻｷ2 

Ambitious益田 唯菜 ﾏｽﾀﾞ ﾕｲﾅ3 

キタイスポーツクラブ石井 あみる ｲｼｲ ｱﾐﾙ4 

長岡京市トランポリンクラブ田嶋 杏梨 ﾀｼﾞﾏ ｱﾝﾘ5 

堺ハイパードリーム林 亜弥奈 ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ6 

Phoenix Trampoline School五十川 ひかる ｲｿｶﾞﾜ ﾋｶﾙ7 

チームサイモン京都岩根 愛花 ｲﾜﾈ ﾏﾅｶ8 

長岡京市トランポリンクラブ鬼村 海咲 ｵﾆﾑﾗ ﾐｻｷ9 

広島県新市トランポリンクラブ西原 夏穂 ﾆｼﾊﾗ ｶﾎ10 

西クレントランポリンクラブ　阪口 万由子 ｻｶｸﾞﾁ ﾏﾕｺ11 

Phoenix Trampoline School佐藤 奈津 ｻﾄｳ ﾅﾂ12 

チームサイモン京都山田 莉緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ13 

高槻トランポリンクラブ谷好　 真琴 ﾀﾆﾖｼ ﾏｺﾄ14 

  5 Group

阪南大学クラブ仲野 光乃里 ﾅｶﾉ ﾐﾉﾘ15 

キタイスポーツクラブ羽手原 桜 ﾊﾃﾞﾜﾗ ｻｸﾗ16 

堺ハイパードリーム小山 紅 ｺﾔﾏ ﾍﾞﾆ17 

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18 

高槻トランポリンクラブ谷好　 未菜 ﾀﾆﾖｼ ﾐﾅ19 

帝塚山学院トランポリン部鈴木 彩音 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ20 

アベノジュニアトランポリンクラブ坂田 遥菜 ｻｶﾀ ﾊﾙﾅ21 

大阪狭山トランポリンクラブ宮崎 亜優 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕ22 

アドバンストランポリンクラブ福田 菜都美 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂﾐ23 

広島県新市トランポリンクラブ田坂 日菜 ﾀｻｶ ﾋﾅ24 

Ambitious湯浅 日瑶里 ﾕｱｻ ﾋﾖﾘ25 

広島県新市トランポリンクラブ西原 優里奈 ﾆｼﾊﾗ ﾕﾘﾅ26 

帝塚山学院トランポリン部中野 実結 ﾅｶﾉ ﾐﾕ27 
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  6 Group

チームサイモン京都藤原 さくら ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ28 

アベノジュニアトランポリンクラブ松岡 暖乃 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾉ29 

帝塚山学院トランポリン部槌谷 利佳子 ﾂﾁﾔ ﾘｶｺ30 

阪南大学クラブジュニア唐本 莉緒 ｶﾗﾓﾄ ﾘｵ31 

堺ハイパードリーム辻本 葉月 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ32 

帝塚山学院トランポリン部勢力 麗 ｾｲﾘｷ ｳﾗﾗ33 

トミオカトランポリンクラブ大西 楓 ｵｵﾆｼ ｶｴﾃﾞ34 

帝塚山学院トランポリン部冨田 ひかり ﾄﾐﾀ ﾋｶﾘ35 

帝塚山学院トランポリン部岸部 実奈子 ｷｼﾍﾞ ﾐﾅｺ36 

泉南ジュニアトランポリンクラブ須川 蘭 ｽｶﾞﾜ ﾗﾝ37 

キタイスポーツクラブ伊賀 琴乃 ｲｶﾞ ｺﾄﾉ38 

帝塚山学院トランポリン部熊本 彩咲 ｸﾏﾓﾄ ｱｻｷ39 

長岡京市トランポリンクラブ山下 桃香 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ40 

【Ｃクラス 男子】

  6 Group

阪南大学クラブ舞島 一樹 ﾏｲｼﾏ ｶｽﾞｷ1 

堺ハイパードリーム豊崎 悠真 ﾄﾖｻｷ ﾕｳﾏ2 

阪南大学クラブ武田 朋樹 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ3 

アドバンストランポリンクラブ藤原 直哉 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ4 

Ambitious神山 空駕 ｶﾐﾔﾏ ｸｳｶﾞ5 

FreeStyle八木 一乃大 ﾔｷﾞ ﾓﾄﾅｵ6 

高槻トランポリンクラブ川崎 慎也 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾔ7 

阪南市トランポリンクラブ瀧谷 優大 ﾀｷﾀﾆ ﾕｳﾀ8 

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9 

Phoenix Trampoline School西村 奏汰 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾀ10 

阪南大学クラブ吉川 大貴 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ11 

長岡京市トランポリンクラブ行澤 俊輝 ﾕｸｻﾞﾜ ｼｭﾝｷ12 

阪南市トランポリンクラブ瀧谷 柾晴 ﾀｷﾀﾆ ﾏｻﾊﾙ13 

長岡京市トランポリンクラブ辻 将慶 ﾂｼﾞ ﾏｻﾖｼ14 
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第３９回大阪府オープントランポリン競技選手権大会　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

【Ｄクラス 女子】

  1 Group

キタイスポーツクラブ坂中 友梨香 ｻｶﾅｶ ﾕﾘｶ1 

高槻トランポリンクラブ新野 愛莉 ｼﾝﾉ ｱｲﾘ2 

帝塚山学院トランポリン部和泉 華奈 ｲｽﾞﾐ ｶﾅ3 

帝塚山学院トランポリン部土肥 万里奈 ﾄﾞｲ ﾏﾘﾅ4 

キタイスポーツクラブ成田 光花 ﾅﾘﾀ ﾐｶ5 

帝塚山学院トランポリン部梶本 桃代 ｶｼﾞﾓﾄ ﾓﾓﾖ6 

トミオカトランポリンクラブ林 いろ葉 ﾊﾔｼ ｲﾛﾊ7 

長岡京市トランポリンクラブ古田 みなつ ﾌﾙﾀ ﾐﾅﾂ8 

阪南大学クラブ木下 美桜 ｷﾉｼﾀ ﾐｵ9 

キタイスポーツクラブ古原 一葉 ﾌﾙﾊﾗ ｲﾁﾊ10 

帝塚山学院トランポリン部高平 千暖 ﾀｶﾋﾗ ﾁﾊﾙ11 

キタイスポーツクラブ寺田 美桜 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｵ12 

  2 Group

帝塚山学院トランポリン部川口 恵梨奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾘﾅ13 

西クレントランポリンクラブ　藤村 日菜子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾅｺ14 

帝塚山学院トランポリン部前田 奈那 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅ15 

長岡京市トランポリンクラブ佐野 麻美 ｻﾉ ｱｻﾐ16 

帝塚山学院トランポリン部藤原 蓮 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝ17 

阪南大学クラブジュニア米田 心優 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾕｳ18 

帝塚山学院トランポリン部津浦 亜美 ﾂｳﾗ ｱﾐ19 

長岡京市トランポリンクラブ川崎 友奈 ｶﾜｻｷ ﾕﾅ20 

キタイスポーツクラブ野村 彩羽 ﾉﾑﾗ ｱﾔﾊ21 

泉南ジュニアトランポリンクラブ中野 珠菜 ﾅｶﾉ ﾐﾅ22 

帝塚山学院トランポリン部湯田 佳李南 ﾕﾀﾞ ｶﾘﾅ23 

長岡京市トランポリンクラブ川崎 望来 ｶﾜｻｷ ﾐｸ24 

  3 Group

帝塚山学院トランポリン部山口 貴礼 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾗ25 

熊取T.T.T.久堀 多恵 ｸﾎﾞﾘ ﾀｴ26 

キタイスポーツクラブ井上 真優香 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｶ27 

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28 

キタイスポーツクラブ酒谷 風花 ｻｶﾀﾆ ﾌｳｶ29 

Phoenix Trampoline School平磯 遥 ﾋﾗｲｿ ﾊﾙｶ30 

トミオカトランポリンクラブ藤瀬 結愛 ﾌｼﾞｾ ﾕﾅ31 

帝塚山学院トランポリン部梶本 浩代 ｶｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾖ32 

大阪府立懐風館高等学校トランポリン部佐野　 萌花 ｻﾉ ﾓｴｶ33 

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34 

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35 

Phoenix Trampoline School五十川 あおい ｲｿｶﾞﾜ ｱｵｲ36 
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  4 Group

大阪狭山トランポリンクラブ大橋 紗奈 ｵｵﾊｼ ｽｽﾞﾅ37 

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38 

阪南大学クラブジュニア谷口 莉玖 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｸ39 

長岡京市トランポリンクラブ佐々木 結愛 ｻｻｷ ﾕｱ40 

大阪府立懐風館高等学校トランポリン部笹川 佳愛 ｻｻｶﾞﾜ ﾖｼｴ41 

帝塚山学院トランポリン部志村 有衣梨 ｼﾑﾗ ｱｲﾘ42 

高槻トランポリンクラブ笠井 琳花 ｶｻｲ ﾘﾝｶ43 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ草野 咲果 ｸｻﾉ ｻｷｶ44 

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45 

泉南ジュニアトランポリンクラブ湯淺 珠希 ﾕｱｻ ﾀﾏｷ46 

Phoenix Trampoline School河本 和 ｶﾜﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ47 

阪南市トランポリンクラブ玉置 めい ﾀﾏｷ ﾒｲ48 

  5 Group

帝塚山学院トランポリン部千田 宝泉 ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾐ49 

阪南大学クラブ安達 玲寧 ｱﾀﾞﾁ ﾚﾈ50 

帝塚山学院トランポリン部藤本 こころ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾛ51 

阪南大学クラブジュニア馬場 愛香 ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾅｶ52 

熊取T.T.T.久堀 喜子 ｸﾎﾞﾘ ｷｺ53 

泉南ジュニアトランポリンクラブ山百 蓮音 ﾔﾏﾋｬｸ ﾊｽﾈ54 

阪南大学クラブ本田 涼乃 ﾎﾝﾀﾞ ｽｽﾞﾉ55 

キタイスポーツクラブ西田 天音 ﾆｼﾀﾞ ｱﾏﾈ56 

帝塚山学院トランポリン部秋山 紗良 ｱｷﾔﾏ ｻﾗ57 

熊取T.T.T.川島 茉鈴 ｶﾜｼﾏ ﾏﾘﾝ58 

堺ハイパードリーム千代延 有里 ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾕﾘ59 

キタイスポーツクラブ菊川 瑞心 ｷｸｶﾜ ﾐｽﾞﾐ60 
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第３９回大阪府オープントランポリン競技選手権大会　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

【Ｄクラス 男子】

  1 Group

熊取T.T.T.川嶋 蒼士 ｶﾜｼﾏ ｿｳｼ1 

阪南大学クラブ中島 祐樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ2 

トミオカトランポリンクラブ梶原 大琥 ｶｼﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ3 

阪南大学クラブ千葉 龍生 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ4 

アベノジュニアトランポリンクラブ富永 裕孝 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾐﾁ5 

阪南大学クラブ今井 達貴 ｲﾏｲ ﾀﾂｷ6 

トミオカトランポリンクラブ大西 良玖 ｵｵﾆｼ ﾘｸ7 

阪南大学クラブジュニア小名 望生 ｵﾅ ﾐﾂｷ8 

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9 

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10 

堺ハイパードリーム加藤 慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ11 

アドバンストランポリンクラブ大西 春瑠 ｵｵﾆｼ ﾊﾙ12 

  2 Group

阪南大学クラブ桑 良伍 ｸﾜ ﾘｮｳｺﾞ13 

金岡トランポリンクラブ猪尾 真把 ｲﾉｵ ｼﾝﾊﾞ14 

大日トランポリンクラブ井谷 拓也 ｲﾀﾆ ﾀｸﾔ15 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ大谷 颯大 ｵｵﾀﾆ ｿｳﾀ16 

阪南大学クラブ阪本 裕 ｻｶﾓﾄ ﾕｳ17 

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18 

Ambitious近藤 伍樹 ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾂｷ19 

大阪狭山トランポリンクラブ庭瀬 典儒 ﾆﾜｾ ﾃﾝｼﾞｭ20 

熊取T.T.T.風尾 朋秀 ｶｻﾞｵ ﾄﾓﾋﾃﾞ21 

大阪狭山トランポリンクラブ庭瀬 公儒 ﾆﾜｾ ｺｳｼﾞｭ22 

Phoenix Trampoline School中井 大翔 ﾅｶｲ ﾔﾏﾄ23 

大阪狭山トランポリンクラブ庭瀬 怜儒 ﾆﾜｾ ﾘｮｳｼﾞｭ24 

  3 Group

阪南大学クラブ松田 佳樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｷ25 

大阪狭山トランポリンクラブ今井 大翔 ｲﾏｲ ﾀﾞｲﾄ26 

アベノETC吉備 祐介 ｷﾋﾞ ﾕｳｽｹ27 

Ambitious師水 瑛友 ｼﾐｽﾞ ｴｲﾄ28 

阪南市トランポリンクラブ馬野 翔伍 ｳﾏﾉ ｼｮｳｺﾞ29 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ梅井 颯汰 ｳﾒｲ ｿｳﾀ30 

Phoenix Trampoline School峰 琢磨 ﾐﾈ ﾀｸﾏ31 

金岡トランポリンクラブ田上 佳依 ﾀｶﾞﾐ ｶｲ32 

アベノETC三村 靖 ﾐﾑﾗ ﾔｽｼ33 

キタイスポーツクラブ福永 凛希 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘﾉ34 

大阪府立懐風館高等学校トランポリン部白江 颯聖 ｼﾗｴ ﾊﾔｾ35 

Phoenix Trampoline School片岡 遼馬 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾏ36 
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【テスト男子】

  1 Group

堺ハイパードリーム加藤 慶一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ1 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ大谷 颯大 ｵｵﾀﾆ ｿｳﾀ2 

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3 

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ梅井 颯汰 ｳﾒｲ ｿｳﾀ4 

大阪府立懐風館高等学校トランポリン部白江 颯聖 ｼﾗｴ ﾊﾔｾ5 
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Synchronized　　【Ａクラス 女子】

第３９回大阪府オープントランポリン競技選手権大会　　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

  1 Group

1
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

2
西 千咲葵
田鍬 るな

泉南ジュニアトランポリンクラブ
泉南ジュニアトランポリンクラブ

ﾆｼ ﾁｻｷ
ﾀｸﾜ ﾙﾅ

3
小松 悠月
宮﨑 七星

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ
ﾐﾔｻｷ ﾅﾅﾎｼ

4
佐藤 萌香
川口 瑞香

熊取T.T.T.
熊取T.T.T.

ｻﾄｳ ﾓｴｶ
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｶ

5
東本 麻由
田中 希湖

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

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾕ
ﾀﾅｶ ｷｺ

6
成田 華
谷口 佳寿

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
Phoenix Trampoline School

ﾅﾘﾀ ﾊﾅ
ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｼﾞｭ

7
要海 百音
野口 春香

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

ﾖｳｶｲ ﾓﾓ
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｶ

8
秋山 千咲
山本 葉月

阪南大学クラブ
阪南大学クラブ

ｱｷﾔﾏ ﾁｻｷ
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾂﾞｷ
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第３９回大阪府オープントランポリン競技選手権大会　　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

  2 Group

9
大宮 沙梨華
奥野 有季

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｵｵﾐﾔ ｻﾘｶ
ｵｸﾉ ﾕｷ

10
森 若菜
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

ﾓﾘ ﾜｶﾅ
ﾓﾘ ｱﾔﾉ

11
大桐 彩聖
播磨 ここね

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｵｵｷﾞﾘ ｱﾔｾ
ﾊﾘﾏ ｺｺﾈ

12
乾 結羽
澤田 守杏

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
ｻﾜﾀﾞ ﾓﾓ

13
小林 陽花
谷嶋 花音

Ambitious
アベノジュニアトランポリンクラブ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
ﾀﾆｼﾏ ｶﾉﾝ

14
岸野 こころ
松原 知穂

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

ｷｼﾉ ｺｺﾛ
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾁﾎ

15
岡田 亜実
増崎 セリナ

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｵｶﾀﾞ ｱﾐ
ﾏｽｻﾞｷ ｾﾘﾅ

16
田村 夏々
半田 萌里

阪南大学クラブ
泉南ジュニアトランポリンクラブ

ﾀﾑﾗ ﾅﾅ
ﾊﾝﾀﾞ ﾓｴﾘ
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Synchronized　　【Ａクラス 男子】

第３９回大阪府オープントランポリン競技選手権大会　　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

  1 Group

1
植田 太郎
宇田 大志

金沢学院大学クラブ
金沢学院大学クラブ

ｳｴﾀﾞ ﾀﾛｳ
ｳﾀﾞ ﾀｲｼ

2
石井 純
門田 賢樹

TOKYO SPORTS ACADEMY
静岡産業大学クラブ

ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ
ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻﾄｷ

3
中山 心輝
秦 颯士

堺ハイパードリーム
Phoenix Trampoline School

ﾅｶﾔﾏ ﾓﾄｷ
ﾊﾀ ｿｳｼ

4
林 竜雅
都竹 奏翔

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
ﾂﾂﾞｸ ｶﾅﾄ

5
中園 貴登
石川 和

金沢学院大学クラブ
金沢学院大学クラブ

ﾅｶｿﾞﾉ ﾀｶﾄ
ｲｼｶﾜ ﾔﾏﾄ

6
荒瀬 貴史
深田 亜由武

阪南大学クラブ
阪南大学クラブ

ｱﾗｾ ﾀｶﾌﾐ
ﾌｶﾀ ｱﾕﾑ

7
谷口 遼平
森 晴太郎

静岡産業大学クラブ
フリーエアースポーツクラブ

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ
ﾓﾘ ﾊﾙﾀﾛｳ

8
西岡 隆成
片岡 拓朗

キタイスポーツクラブ
Ambitious

ﾆｼｵｶ ﾘｭｳｾｲ
ｶﾀｵｶ ﾀｸﾛｳ
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第３９回大阪府オープントランポリン競技選手権大会　　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

  2 Group

9
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

10
板本 一真
浦辻 康成

阪南大学クラブ
Ambitious

ｲﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾏ
ｳﾗﾂｼﾞ ｺｳｾｲ

11
市村 斗哉
芝 圭佑

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｲﾁﾑﾗ ﾄｳﾔ
ｼﾊﾞ ｹｲｽｹ

12
永吉 夏都
西村 貫汰

Phoenix Trampoline School
Phoenix Trampoline School

ﾅｶﾞﾖｼ ﾅﾂﾄ
ﾆｼﾑﾗ ｶﾝﾀ

13
野村 綾之介
片岡 雄貴

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
金沢学院大学クラブ

ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾉｽｹ
ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ

14
中山 偉斗
福島 丈

堺ハイパードリーム
アベノジュニアトランポリンクラブ

ﾅｶﾔﾏ ﾖﾘﾄ
ﾌｸｼﾏ ｼﾞｮｳ

15
梅原 正成
島本 勇吾

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｼｹﾞ
ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ

16
植田 大和
片岡 滉基

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

ｳｴﾀﾞ ﾔﾏﾄ
ｶﾀｵｶ ｺｳｷ
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Synchronized　　【テスト男子】

第３９回大阪府オープントランポリン競技選手権大会　　Ｓｔａｒｔ-ｌｉｓｔ

  1 Group

1
荒瀬 貴史
深田 亜由武

阪南大学クラブ
阪南大学クラブ

ｱﾗｾ ﾀｶﾌﾐ
ﾌｶﾀ ｱﾕﾑ

2
市村 斗哉
芝 圭佑

キタイスポーツクラブ
キタイスポーツクラブ

ｲﾁﾑﾗ ﾄｳﾔ
ｼﾊﾞ ｹｲｽｹ

3
中山 偉斗
福島 丈

堺ハイパードリーム
アベノジュニアトランポリンクラブ

ﾅｶﾔﾏ ﾖﾘﾄ
ﾌｸｼﾏ ｼﾞｮｳ

4
梅原 正成
島本 勇吾

富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ
富田林ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞ

ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｼｹﾞ
ｼﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ

5
植田 大和
片岡 滉基

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

ｳｴﾀﾞ ﾔﾏﾄ
ｶﾀｵｶ ｺｳｷ
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