
G 試技順 選 手 名 フリガナ 所   属
1    ⽩ ⼾ 風 季 シラト フキ 釧路TCアクティヴ
2    河 ⽥ 梨 沙 カワダ リサ 小樽商科大学トランポリン競技部
3    牛 島  楓  ウシジマ カエデ 風連トランポリン協会
4    中 野 翠 藍 ナカノ スイラ サンスピリッツ端野
5    今 井 七 望 イマイ ナナミ トランポリンクラブKITAMI
6    大 井 紗 彩 オオイ サアヤ 小樽商科大学トランポリン競技部
7    有 野 沙 弥 アリノ サヤ 士別トランポリン協会
8    ⼟ 井 理 央 ドイ リオ 十勝ジュニア体操クラブ
9    有 野 千 穂 アリノ チホ 士別トランポリン協会
10    佐々木 希 美 ササキ ノゾミ 幕別トランポリンクラブ フーニ
11    澁 谷 心 音 シブヤ ココネ なかの体操クラブ
12    中 山 琴 春 ナカヤマ コハル 士別トランポリン協会
13    ⽩ 滝 絵 理 シラタキ エリ トランポリンクラブKITAMI
14    栗 山 杏 ⽉ クリヤマ アズキ 士別トランポリン協会
15    塚 越 清 音 ツカゴシ キヨネ 士別トランポリン協会
16    北 野 寧 々 キタノ ネネ 美深町トランポリン協会
17    石 川 叶 衣 イシカワ カナエ なかの体操クラブ
18    佐久間 陽 葵 サクマ ヒマリ 士別トランポリン協会
19    中 野 悠 緋 ナカノ ユウヒ サンスピリッツ端野
20    ⻘ 島 穂 果 アオシマ ホノカ 釧路TCアクティヴ
21    坂 下 春 翔 サカシタ ハルカ 小樽商科大学トランポリン競技部
22    大日向 結 希 オオヒナタ ユキ 釧路TCアクティヴ
23    成 ⽥ 琴 織 ナリタ コトリ トランポリンクラブKITAMI
24    千 葉 彩 奏 チバ アヤナ 士別トランポリン協会
25    小 林 千 桜 コバヤシ チサ 小樽商科大学トランポリン競技部
26    杉 野 こはる スギノ コハル 風連トランポリン協会
27    及 川 真 優 オイカワ マユ トランポリンクラブKITAMI
28    石 川 桃 衣 イシカワ モモエ なかの体操クラブ
29    ⽶ ⽥ 聖 梨 ヨネタ キヨリ 幕別トランポリンクラブ フーニ
30    石 谷 和香乃 イシタニ ワカノ 美深町トランポリン協会
31    後 藤 実 愛 ゴトウ ミノリ サンスピリッツ端野
32    朝 ⻑ 天 音 トモナガ アマネ トランポリンクラブ るねは
33    佐久間 玲 名 サクマ レイナ 風連トランポリン協会
34    塚 越 優 真 ツカゴシ ユマ 士別トランポリン協会
35    杉 野 ヒカル スギノ ヒカル 風連トランポリン協会
36    齋 藤 り の サイトウ リノ 釧路TCアクティヴ
37    中 出 聖 菜 ナカデ セナ サンスピリッツ端野

1⽇目 B台 個⼈競技 ⼥⼦ Cクラス
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G3

G2



G 試技順 選 手 名 フリガナ 所   属
1    栗 山 瑞 稀 クリヤマ ミズキ 士別トランポリン協会
2    寺 沢 滉 起 テラサワ コウキ トランポリンクラブKITAMI
3    阿 部 慎 司 アベ シンジ サンスピリッツ端野
4    寺 ⻄ 健 悟 テラニシ ケンゴ トランポリンクラブKITAMI
5    芳 賀 寅之助 ハガ トラノスケ 美深町トランポリン協会
6    多 ⽥ 大 輝 タダ ヒロキ 士別トランポリン協会
7    山 ⽥ 大 夢 ヤマダ ヒロム トランポリンクラブKITAMI
8    早 弓 英 汰 ハヤユミ エイタ トランポリンクラブ るねは
9    成 ⽥ 崇 汰 ナリタ アガタ トランポリンクラブKITAMI
10    前 川  陸  マエカワ リク 小樽商科大学トランポリン競技部
11    角 ⽥ 陽 崇 カクタ アキタカ 十勝ジュニア体操クラブ
12    早 弓 冬 真 ハヤユミ トウマ トランポリンクラブ るねは
13    松 本  駿  マツモト シュン 小樽商科大学トランポリン競技部
14    ⽩ ⼾ 琥 徹 シラト コテツ 釧路TCアクティヴ
15    石 谷 優 気 イシタニ ユウキ トランポリンクラブKITAMI
16    遠 藤 亘 兼 エンドウ コウケン 津別トランポリンクラブ
17    駒 津 ⼒ 柊 コマツ リキト 風連トランポリン協会
18    ⻘ 山 雅 也 アオヤマ マサヤ サンスピリッツ端野
19    斎 藤 千 薫 サイトウ カオル 風連トランポリン協会
20    石 橋 歩 大 イシバシ アユタ 小樽商科大学トランポリン競技部
21    道 下 悠 輝 ミチシタ ハルキ 十勝ジュニア体操クラブ
22    鈴 木 惇 也 スズキ ジュンヤ 釧路TCアクティヴ
23    伊 藤 銀 士 イトウ ギンジ トランポリンクラブ るねは
24    村 ⽥ 海 斗 ムラタ カイト 小樽商科大学トランポリン競技部
25    湊 谷 幸 司 ミナトヤ コウジ 士別トランポリン協会
26    ⻑ 村 剛 希 オサムラ ゴウキ 釧路トランポリンキッズスポーツ少年団
27    堰 代 大 貴 セキシロ ダイキ トランポリンクラブKITAMI
28    古 市 柊 喜 フルイチ シュウキ 風連トランポリン協会
29    徳 光 奏 汰 トクミツ カナタ 小樽商科大学トランポリン競技部
30    秋 山  翼  アキヤマ ツバサ トランポリンクラブ るねは
31    塚 ⽥ 蒼 太 ツカダ ソウタ トランポリンクラブ るねは
32    渡 辺  郷  ワタナベ サトシ 津別トランポリンクラブ
33    福 ⽥ 夏 進 フクダ ナツユキ サンスピリッツ端野

1⽇目 A台 個⼈競技 男⼦ Cクラス
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G3
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G 試技順 選 手 名 フリガナ 所   属
1    谷 地 彪 吾 ヤチ ヒョウゴ 士別トランポリン協会
2    秋 山  樹  アキヤマ タツキ トランポリンクラブ るねは
3    山 崎 凌 大 ヤマザキ リョウタ 釧路TCアクティヴ
4    鷲 ⾒ 碧 空 ワシミ ソラ サンスピリッツ端野
5    駒 津 太 珂 コマツ タイガ 風連トランポリン協会
6    ⾇ 岡 孝太郎 マスオカ コウタロウ サンスピリッツ端野
7    柏 倉 崇 志 カシクラ タカシ 士別トランポリン協会
8    中 村 将 大 ナカムラ マサヒロ 美深町トランポリン協会

G 試技順 選 手 名 フリガナ 所   属
1    中 村 美 陽 ナカムラ ミハル 美深町トランポリン協会
2    湊 谷 幸 歩 ミナトヤ ユキホ 士別トランポリン協会
3    伊 藤  凛  イトウ リン 釧路TCアクティヴ
4    山 本 夏 未 ヤマモト ナツミ 津別トランポリンクラブ
5    吉 ⽥ 美 麗 ヨシダ ミレイ サンスピリッツ端野
6    北 澤 星 來 キタザワ セイラ 十勝ジュニア体操クラブ
7    ⽩ ⼾ 倖 冬 シラト コト 釧路TCアクティヴ
8    石 谷 蕾 香 イシタニ ライカ 美深町トランポリン協会

1⽇目 A台 個⼈競技 男⼦ Bクラス

1⽇目 B台 個⼈競技 ⼥⼦ Bクラス

G5

G5



G 試技順 選 手 名 フリガナ 所   属 国体予選 オープン

1    千 葉 更 紗 チバ サラサ 幕別トランポリンクラブ フーニ

2    髙 橋 希 星 タカハシ キラリ 釧路TCアクティヴ ○

3    千 葉 野々杏 チバ ノノア 幕別トランポリンクラブ フーニ

4    佐々木 李 梨 ササキ リリ 阪南大学クラブ ◎

5    権 隨 かりん ゴンズイ カリン 釧路TCアクティヴ

6    藤 原 冴 彩 フジワラ サヤ 士別トランポリン協会

7    若 山 光 莉 ワカヤマ ヒカリ 幕別トランポリンクラブ フーニ
◎ふるさと選手

G 試技順 選 手 名 フリガナ 所   属 国体予選 オープン

1    平 木  塁  ヒラキ ルイ 釧路TCアクティヴ ○

2    松 永 昊 晴 マツナガ コウセイ 風連トランポリン協会

3    ⻘ 山 昂 ⽣ アオヤマ イブキ サンスピリッツ端野 ○

4    中 ⻄ 智 也 ナカニシ トモヤ トランポリンクラブKITAMI ○

5    荒 谷 穂 高 アラヤ ホダカ 星稜クラブ ◎

6    佐々木 悠 人 ササキ ハルト 日本体育大学 ◎

7    権 隨 洸 矢 ゴンズイ コウヤ 釧路TCアクティヴ ○

8    山 崎  凌 空 ヤマザキ リク 星稜クラブ ◎

9    楳 ⽥ 凌 ⽞ ウメダ リョウゲン 釧路TCアクティヴ ○

10    湊 谷 祐 司 ミナトヤ ユウジ 士別トランポリン協会

11    赤 塚 洋 人 アカツカ ヒロト トランポリンクラブKITAMI

12    河 江 公 庸 カワエ コウヨウ 音更トランポリンクラブ ○
◎ふるさと選手

G1

2⽇目 A台 個⼈競技 ⼥⼦ Aクラス

G1

2⽇目 A台 個⼈競技 男⼦ Aクラス



  吉⽥ 美麗   ⻘山 昂⽣
  後藤 実愛   ⾇岡孝太郎
  中出 聖菜   鷲⾒ 碧空
  中野 悠緋   ⻘山 雅也
  杉野ヒカル   松永 昊晴
  牛島  楓   駒津 太珂
  佐久間玲名   駒津 ⼒柊
  杉野こはる   古市 柊喜
  及川 真優   石谷 優気
  成⽥ 琴織   寺沢 滉起
  今井 七望   中⻄ 智也
  ⽩滝 絵理   赤塚 洋人
  髙橋 希星   成⽥ 崇汰
  権隨かりん   山⽥ 大夢
  伊藤  凛   堰代 大貴
  ⽩⼾ 倖冬   寺⻄ 健悟
  ⽩⼾ 風季   平木  塁
  齋藤 りの   楳⽥ 凌⽞
  大日向結希   権隨 洸矢
  ⻘島 穂果   山崎 凌大
  石谷 蕾香   湊谷 幸司
  中村 美陽   栗山 瑞稀
  北野 寧々   柏倉 崇志
  石谷和香乃   湊谷 祐司
  千葉野々杏
  若山 光莉
  千葉 更紗
  佐々木希美
  藤原 冴彩
  湊谷 幸歩
  千葉 彩奏
  有野 千穂
  栗山 杏⽉
  有野 沙弥
  中山 琴春
  佐久間陽葵

所   属 選 手 名

トランポリンクラブ
KITAMI

釧路TCアクティヴ A

風連トランポリン協会

士別トランポリン協会 B

サンスピリッツ端野

幕別トランポリンクラブ フー
ニ

士別トランポリン協会 A

【団体】 男⼦の部【団体】 ⼥⼦の部

釧路TCアクティヴ B

士別トランポリン協会

トランポリンクラブ
KITAMI A

選 手 名

風連トランポリン協会

釧路TCアクティヴ

トランポリンクラブ
KITAMI B

美深町トランポリン協会

所   属

サンスピリッツ端野


