
第９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】

  0 Group

高槻トランポリンクラブ新野　 愛莉 ｼﾝﾉ ｱｲﾘ1 

Ｔ-ＦＩＮＥ赤石 夏星 ｱｶｲｼ ｶﾎ2 

イアス・ファミリースポーツクラブ池田 麻保 ｲｹﾀﾞ ﾏﾎ3 

ＡＣＥ古谷 陽奈 ﾌﾙﾔ ﾋﾅ4 

イアス・ファミリースポーツクラブ杉森 風香 ｽｷﾞﾓﾘ ﾌｳｶ5 

金岡ポップコーン野口 真愛 ﾉｸﾞﾁ ﾏｱｲ6 

ＡＣＥ笠井 菜央 ｶｻｲ ﾅｵ7 

金岡ポップコーン藤田 みゆ ﾌｼﾞﾀ　 ﾐﾕ8 

ＡＣＥ新谷 日和 ｼﾝﾀﾆ ﾋﾖﾘ9 

金岡ジュニアＴＣ山本 愛佳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅｶ10 

堺ハイパードリーム横山 芙美花 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶ11 

ＡＣＥ福西 都也子 ﾌｸﾆｼ ﾂﾔｺ12 

不思議の国のアリス大崎 未唯奈 ｵｵｻｷ ﾐｲﾅ13 

ドルフィンキック中内 樺恋 ﾅｶｳﾁ ｶﾚﾝ14 

Phoenix Trampoline School五十川 あおい ｲｿｶﾞﾜ ｱｵｲ15 

イアス・ファミリースポーツクラブ山北 実来 ﾔﾏｷﾀ ﾐﾗｲ16 

ドルフィンキック来司 澪 ｸﾙｼﾞ ﾐｵ17 

Phoenix Trampoline School平磯 遥 ﾋﾗｲｿ ﾊﾙｶ18 

イアス・ファミリースポーツクラブ村本 七海 ﾑﾗﾓﾄ ﾅﾅﾐ19 

堺ハイパードリーム千代延 有里 ﾁﾖﾉﾌﾞ ﾕﾘ20 

イアス・ファミリースポーツクラブ水口 明音 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾉﾝ21 

Ｔ-ＦＩＮＥ降井 咲穂 ﾌﾙｲ ｻｷﾎ22 

ワラビーキッズ舩木 優莉菜 ﾌﾅｷ ﾕﾘﾅ23 

高槻トランポリンクラブ笠井　 琳花 ｶｻｲ ﾘﾝｶ24 

【Ａクラス 男子】

  0 Group

不思議の国のアリス清水 龍 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ1 

イアス・ファミリースポーツクラブ伊藤 悠希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ2 

金岡ジュニアＴＣ大門 洸喜 ﾀﾞｲﾓﾝ ｺｳｷ3 

ワラビーキッズ小田 龍之介 ｵﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ4 

熊取トランポリンクラブ（TC）本倉 数紀 ﾓﾄｸﾗ ｶｽﾞｷ5 

貝塚市ジュニアトランポリンクラブ赤井 寛太 ｱｶｲ ｶﾝﾀ6 

イアス・ファミリースポーツクラブ陰山 凌 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳ7 

Ｔ-ＦＩＮＥ佐々木 海朝 ｻｻｷ ﾐﾄ8 

イアス・ファミリースポーツクラブ水口 明哉 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾒｲﾔ9 

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10 

貝塚市ジュニアトランポリンクラブ松田 篤彦 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂﾋｺ11 
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【Ｂクラス 女子】

  0 Group

美原ジュニアトランポリンクラブ小林 樹梨華 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘｶ1 

金岡ジュニアＴＣ小野 美佳 ｵﾉ ﾐｶ2 

アベノジュニアトランポリンクラブ川嶋 瑚子 ｶﾜｼﾏ ｺｺ3 

イアス・ファミリースポーツクラブ西島 颯来 ﾆｼｼﾞﾏ ｿﾗ4 

美原ジュニアトランポリンクラブ宗山 里奈 ﾑﾈﾔﾏ ﾘﾅ5 

ワラビーキッズ森岡 心奏 ﾓﾘｵｶ ｺｺﾅ6 

金岡ポップコーン小林 暖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ7 

貝塚市ジュニアトランポリンクラブ大本 真生 ｵｵﾓﾄ ﾏﾅﾐ8 

金岡ポップコーン隅田 華帆 ｽﾐﾀﾞ ｶﾎ9 

美原ジュニアトランポリンクラブ古賀 日悠 ｺｶﾞ ﾆﾁｶ10 

不思議の国のアリス山川 萌々花 ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ11 

美原ジュニアトランポリンクラブ寺野 萌花 ﾃﾗﾉ ﾓｴｶ12 

Phoenix Trampoline School水野 晴 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｶ13 

キタイスポーツクラブ村上 梨紗 ﾑﾗｶﾐ ﾘｻ14 

不思議の国のアリス横山 穂 ﾖｺﾔﾏ ﾎﾉﾘ15 

ＡＣＥ中島 帆香 ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ16 

ＡＣＥ新谷 日向 ｼﾝﾀﾆ ﾋﾅﾀ17 

ワラビーキッズ小野 夏実 ｵﾉ ﾅﾂﾐ18 

キタイスポーツクラブ神川 菜穂子 ｶﾐｶﾜ ﾅﾎｺ19 

イアス・ファミリースポーツクラブ木村 光瑠 ｷﾑﾗ ﾋｶﾙ20 

熊取トランポリンクラブ（TC）藤原 愛音 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾈ21 

イアス・ファミリースポーツクラブ下野 音羽 ｼﾓﾉ ｵﾄﾊ22 

金岡ジュニアＴＣ角田 聖奈 ｽﾐﾀﾞ ｾｲﾅ23 

Phoenix Trampoline School森 優未菜 ﾓﾘ ﾕﾐﾅ24 

ワラビーキッズ坂本 海唯 ｻｶﾓﾄ ﾐﾕｲ25 

ぴょんぴょんクラブ宇賀 千笑 ｳｶﾞ ﾁｴﾐ26 

金岡ジュニアＴＣ南河 芹奈 ﾐﾅﾐｶﾜ ｾﾅ27 

熊取トランポリンクラブ（TC）小渕 瑠美菜 ｺﾌﾞﾁ ﾙﾐﾅ28 

ワラビーキッズ小田 結月 ｵﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ29 

Phoenix Trampoline School加藤 陽 ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ30 

美原ジュニアトランポリンクラブ村松 琉乃音 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾉﾝ31 

イアス・ファミリースポーツクラブ平手 花菜 ﾋﾗﾃ ﾊﾅ32 

Phoenix Trampoline School川畑 萌花 ｶﾜﾊﾀ ﾓｴｶ33 

ＡＣＥ松山 愛 ﾏﾂﾔﾏ ｱｲ34 

不思議の国のアリス徳角 彩美 ﾄｸｽﾐ ｱﾔ35 

金岡ポップコーン岡山 侑希 ｵｶﾔﾏ ﾕｳｷ36 

イアス・ファミリースポーツクラブ小島 綺玲亜 ｺｼﾞﾏ ｷﾚｱ37 

熊取トランポリンクラブ（TC）村田 明依香 ﾑﾗﾀ ｱｲｶ38 
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不思議の国のアリス田中 実里 ﾀﾅｶ ﾐｻﾄ39 

【Ｂクラス 男子】

  0 Group

高槻トランポリンクラブ谷好　 健琉 ﾀﾆﾖｼ ﾀｹﾙ1 

アベノジュニアトランポリンクラブ瀧頭 叶多 ﾀｷｶﾞｼﾗ ｶﾅﾀ2 

イアス・ファミリースポーツクラブ松尾 唯冬 ﾏﾂｵ ﾕｲﾄ3 

金岡ジュニアＴＣ米田 伊吹 ﾖﾈﾀﾞ ｲﾌﾞｷ4 

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5 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　スカイ傳谷 純平 ﾃﾞﾝﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ6 

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7 

イアス・ファミリースポーツクラブ奥野 晃史 ｵｸﾉ ｺｳｼ8 

金岡ポップコーン福田 将基 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｷ9 

岸和田市トランポリンクラブ奥田 真行 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ10 

美原ジュニアトランポリンクラブ勝本 桐太 ｶﾂﾓﾄ ｷﾘﾀ11 

大阪狭山市ジュニアトランポリンクラブ　スカイ傳谷 恭平 ﾃﾞﾝﾀﾆ ｷｮｳﾍｲ12 

金岡ジュニアＴＣ山本 奏太 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾀ13 

トミオカトランポリンクラブ尾花 友輔 ｵﾊﾞﾅ ﾕｳｽｹ14 
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【Ｃクラス 女子】

  0 Group

イアス・ファミリースポーツクラブ伊藤 直美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ1 

トミオカトランポリンクラブ藤尾 倫子 ﾌｼﾞｵ ﾄﾓｺ2 

西クレンジュニアトランポリンクラブ　久木原 明梨 ｸｷﾊﾗ ﾒｲﾘ3 

トミオカトランポリンクラブ尾畑 優月 ｵﾊﾞﾀ ﾕｽﾞｷ4 

オルクトランポリンクラブ三上 葵櫻 ﾐｶﾐ ｷｵ5 

Phoenix Trampoline School秦 爽 ﾊﾀ ｻﾜｶ6 

トミオカトランポリンクラブ中塚 優衣 ﾅｶﾂｶ ﾕｲ7 

金岡ジュニアＴＣ江口 奈々子 ｴｸﾞﾁ ﾅﾅｺ8 

西クレンジュニアトランポリンクラブ　角野 碧 ｶﾄﾞﾉ ｱｵｲ9 

金岡ジュニアＴＣ青木 優奈 ｱｵｷ ﾕｳﾅ10 

イアス・ファミリースポーツクラブ升谷 優希 ﾏｽﾀﾆ ﾕｳｷ11 

美原ジュニアトランポリンクラブ秋山 風 ｱｷﾔﾏ ﾌｳ12 

不思議の国のアリス吉岡 陽七 ﾖｼｵｶ ﾋﾅﾉ13 

イアス・ファミリースポーツクラブ平手 蒼唯 ﾋﾗﾃ ｱｵｲ14 

岸和田市トランポリンクラブ久保田 ひなた ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅﾀ15 

うさぎっこピョン太ピョン子クラブ森岡 心優 ﾓﾘｵｶ ﾐﾕｳ16 

ｋラビッツ川嶋 真央 ｶﾜｼﾏ ﾏｵ17 

不思議の国のアリス田中 花実 ﾀﾅｶ ﾊﾅﾐ18 

ワラビーキッズ田中 千咲 ﾀﾅｶ ﾁｻｷ19 

イアス・ファミリースポーツクラブ陰山 留加 ｶｹﾞﾔﾏ ﾙｶ20 

うさぎっこピョン太ピョン子クラブ松葉 玲奈 ﾏﾂﾊﾞ ﾚﾅ21 

熊取T.T.T.久堀 由華 ｸﾎﾞﾘ ﾕｶ22 

高槻トランポリンクラブ吉田　 寧々 ﾖｼﾀﾞ ﾈﾈ23 

岸和田市トランポリンクラブ澤村 佳歩 ｻﾜﾑﾗ ｶﾎ24 

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25 

トミオカトランポリンクラブ森本 光 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｶﾘ26 

岸和田市トランポリンクラブ高田 佳乃 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾉ27 

ぴょんぴょんクラブ宇賀 彩笑 ｳｶﾞ ｻｴﾐ28 

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29 

ＡＣＥ清久 実日菜 ｷﾖｸ ﾐﾋﾅ30 

岸和田市トランポリンクラブ久保田 のどか ｸﾎﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ31 

イアス・ファミリースポーツクラブ川人 緋彩 ｶﾜﾋﾄ ﾋｲﾛ32 

不思議の国のアリス大塚 柚 ｵｵﾂｶ ﾕｽﾞ33 

ＡＣＥ古谷 優依 ﾌﾙﾔ ﾕｲ34 

イアス・ファミリースポーツクラブ迫村 羽華 ｻｺﾑﾗ ﾜｶ35 

不思議の国のアリス梅本 菜生 ｳﾒﾓﾄ ﾅﾅ36 

トミオカトランポリンクラブ林 芽生 ﾊﾔｼ ﾒｲ37 

イアス・ファミリースポーツクラブ丸山 紗楽 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾗ38 
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堺ハイパードリーム守山 由佳 ﾓﾘﾔﾏ　 ﾕｶ39 

金岡ジュニアＴＣ甲 菜桜 ｷﾉｴ ﾅｵ40 

熊取トランポリンクラブ（TC）藤原 幸穂 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾁﾎ41 

Phoenix Trampoline School西條 希彩 ｻｲｼﾞｮｳ ﾉｱ42 

西クレントランポリンクラブ　中司 陽菜 ﾅｶﾂｶ ﾋﾅ43 

トミオカトランポリンクラブ岡田 百恵 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓｴ44 

イアス・ファミリースポーツクラブ川人 穂高 ｶﾜﾋﾄ ﾎﾀﾞｶ45 

ワラビーキッズ舩木 凛菜 ﾌﾅｷ ﾘﾝﾅ46 

金岡ジュニアＴＣ森 彩絢 ﾓﾘ ｻｱﾔ47 

金岡ポップコーン田中 莉央 ﾀﾅｶ ﾘｵ48 

イアス・ファミリースポーツクラブ蛯名 葉音 ｴﾋﾞﾅ ﾊﾉﾝ49 

不思議の国のアリス徳角 望 ﾄｸｽﾐ ﾉｿﾞﾐ50 

岸和田市トランポリンクラブ奥田 真緒 ｵｸﾀﾞ ﾏｵ51 

熊取トランポリンクラブ（TC）小渕 未夢 ｺﾌﾞﾁ ﾐﾕ52 

美原ジュニアトランポリンクラブ山本 由菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾅ53 

大日トランポリンクラブ櫨木 希 ﾊｾﾞｷ ﾉｿﾞﾐ54 

イアス・ファミリースポーツクラブ迫村 音和 ｻｺﾑﾗ ｵﾄﾜ55 

美原ジュニアトランポリンクラブ橋詰 玲奈 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚｲﾅ56 

キタイスポーツクラブ正野 妃依 ｼｮｳﾉ ﾋﾖﾘ57 

トミオカトランポリンクラブ森安 悠恵 ﾓﾘﾔｽ ﾕﾒ58 

大日トランポリンクラブ師水 心奈 ｼﾐｽﾞ ｺｺﾅ59 

岸和田市トランポリンクラブ大嶋 菜月 ｵｵｼﾏ ﾅﾂｷ60 

【Ｃクラス 男子】

  0 Group

不思議の国のアリス蔦 流起弥 ﾂﾀ ﾙｷﾔ1 

ＡＣＥ笠井 斡太 ｶｻｲ ｶﾝﾀ2 

アベノジュニアトランポリンクラブ鷲見 瑠一 ｽﾐ ﾙｲ3 

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4 

貝塚市ジュニアトランポリンクラブ赤井 将太 ｱｶｲ ｼｮｳﾀ5 

不思議の国のアリス横山 諒平 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ6 

高槻トランポリンクラブ新野　 晃弘 ｼﾝﾉ ｱｷﾋﾛ7 

イアス・ファミリースポーツクラブ伊勢本 雄生 ｲｾﾓﾄ ﾕｳｷ8 

不思議の国のアリス蔦 龍翔 ﾂﾀ ﾘｭｳﾄ9 

イアス・ファミリースポーツクラブ北野 巧 ｷﾀﾉ ﾀｸﾐ10 

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11 

イアス・ファミリースポーツクラブ奥野 耀斗 ｵｸﾉ ｱｷﾄ12 

トミオカトランポリンクラブ小野 晄輔 ｵﾉ ｺｳｽｹ13 

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14 

イアス・ファミリースポーツクラブ平原 慶大 ﾋﾗﾊﾗ ｹｲﾀ15 

貝塚市ジュニアトランポリンクラブ小西 歩夢 ｺﾆｼ ｱﾕﾑ16 
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