
部門 順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 合計得点 備考

幼児男女 1 戸田 茉莉希 トダ マリノ スマイルマリナーズ 25.100

2 大澤 蘭 オオサワ ラン ひなぎく 24.550

3 鈴木 大地 スズキ ダイチ ひなぎく 24.200

4 竹上 春馬 タケガミ ハルマ 大宮レインボートランポリンクラブ 23.400

5 石井 千穂子 イシイ チホコ BESC埼玉 21.500

6 戸谷 澄玲 トヤ スミレ BESC埼玉 20.900

小１男女 1 藤井 菫 フジイ スミレ BESC埼玉 31.140

2 三澤 大知 ミサワ ダイチ エアリアルドリームスポーツクラブ 30.830

3 津吹 正宗 ツブキ マサムネ さくらトランポリン 28.960

小２男女 1 中川 望々花 ナカガワ モモカ BESC埼玉 36.780

2 柿沼 咲凜 カキヌマ エミリ BESC埼玉 35.670

3 榎本 琴葉 エノモト コトハ 大宮レインボートランポリンクラブ 32.820

4 川本 透 カワモト トオル さくらトランポリン 32.680

5 一宮 智恵子 イチミヤ チエコ 大宮レインボートランポリンクラブ 29.800

6 髙木 ひなの タカギ ヒナノ BESC埼玉 28.880

小３男女 1 宮本 悠葵 ミヤモト ハルキ ミラクル1 38.300

2 大澤 甚太郎 オオサワ ジンタロウ ひなぎく 37.350

3 中野 智博 ナカノ トモヒロ ひなぎく 36.040

4 原 瑚々彩 ハラ ココロ BESC埼玉 34.170

5 西本 一結 ニシモト イチユ BESC埼玉 33.070

6 山本 ゆず花 ヤマモト ユズカ BESC埼玉 32.810

小４男女 1 古里 真依子 フルサト マイコ ひなぎく 37.160

2 伊勢 奏 イセ カナデ BESC埼玉 36.880

3 畑中 樟太 ハタナカ ショウタ ひなぎく 35.900

4 丸山 煌祈 マルヤマ コウキ スマイルマリナーズ 35.730

5 梅村 愛璃 ウメムラ アイリ さくらトランポリン 35.320

5 高嶋 佑衣 タカシマ ユイ 大宮レインボートランポリンクラブ 35.170

小５男女 1 大澤 稟衣子 オオサワ リイコ ひなぎく 38.130

2 鈴木 茉絢 スズキ マアヤ ひなぎく 36.200

3 峰島 なゆみ ミネシマ ナユミ BESC埼玉 36.060

4 植松 咲月 ウエマツ サツキ BESC埼玉 35.220

5 高橋 亜維里 タカハシ アイリ さくらトランポリン 35.120

6 橋本 調士 ハシモト ツヨシ BESC埼玉 34.500

小６男女 1 戸田 莉希亜 トダ リノア スマイルマリナーズ 37.450

2 勝矢 葵 カツヤ アオイ BESC埼玉 36.980

3 榎本 瑞生 エノモト ミズキ 大宮レインボートランポリンクラブ 36.780

4 中村 美璃 ナカムラ ミリ BESC埼玉 36.160

5 松田 帆夏 マツダ ホノカ さくらトランポリン 35.720

6 清水 享佳 シミズ キョウカ さくらトランポリン 35.710

オープン男女 1 内藤 公子 ナイトウ キミコ パピヨン 35.920

2 七尾 絹子 ナナオ キヌコ チーム　ペガサス 35.740

3 中尾 礼子 ナカオ レイコ SPIRIT 35.660

4 斉藤 典子 サイトウ ノリコ パピヨン 34.950

5 佐々木 まき子 ササキ マキコ PrimeNumbers 34.620

6 丸山 佳子 マルヤマ ケイコ スマイルマリナーズ 34.280
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Ｃ男子 1 山本 惇寛 ヤマモト アツヒロ ミラクル1 38.330

2 佐藤 快地 サトウ カイチ ミラクル1 37.340

3 杉本 快生 スギモト カイ 大宮レインボートランポリンクラブ 35.630

Ｃ女子 1 古里 夏奈子 フルサト カナコ ひなぎく 35.040

2 吉平 希夏 ヨシヒラ ノノカ BESC埼玉 34.820

3 三善 瑚々 ミヨシ ココ 大宮レインボートランポリンクラブ -

Ｂ男子 1 上杉 眞矢 ウエスギ マサヤ ひなぎく 41.280

2 岸田 壮輔 キシダ ソウスケ CRAZY-TRAMPOLINE 40.150

3 工藤 優空 クドウ マサタカ CRAZY-TRAMPOLINE 38.420

4 佐伯 隆空 サエキ ルクウ CRAZY-TRAMPOLINE 37.950

Ｂ女子 1 平野 綾珂 ヒラノ アヤカ CRAZY-TRAMPOLINE 38.620

2 武田 明香里 タケダ アカリ BESC埼玉 38.570

3 吉田 颯夏 ヨシダ ソヨカ 大宮レインボートランポリンクラブ 37.260

4 兵藤 汐莉 ヒョウドウ シオリ さくらトランポリン 36.810

Ａ男子 1 金子 慶汰 カネコ ケイタ さくらトランポリン 48.620

2 川島 翔 カワシマ ショウ CRAZY-TRAMPOLINE 41.930

3 庄司 智悠 ショウジ トモハル ひなぎく 41.550

4 新保 智颯 シンボ チハヤ ひなぎく 40.370

5 岸田 大輔 キシダ ダイスケ CRAZY-TRAMPOLINE 39.890

Ａ女子 1 岸田 琴美 キシダ コトミ CRAZY-TRAMPOLINE 42.110

2 門間 彩恵 モンマ アヤノ さくらトランポリン 42.080

3 川本 紬 カワモト ツムギ さくらトランポリン 40.190

4 大城 早希 オオシロ サキ MUSASHI TRAMPOLINE CLUB 40.180

トダ マリノ スマイルマリナーズ 25.1

テレビ埼玉賞
(最高演技点賞)

埼玉新聞社賞
(最高難度点賞)

宮崎杯
（幼児ｸﾗｽ優勝）

宮本 悠葵 ミヤモト ハルキ ミラクル1 26.5

金子 慶汰 カネコ ケイタ さくらトランポリン 7.9

戸田 茉莉希


