
第36回 石川県ジュニア・トランポリン競技選手権大会 
兼：第46回 石川県トランポリン競技選手権大会選考会 

【 実 施 要 項 】 

 

 

 

主   催   石川県体操協会 

主   管   輪島市トランポリン協会 

後   援   輪島市・輪島市教育委員会・輪島市体育協会・北國新聞社 

期   日   令和１年7月13日(土)・14日(日)   

会   場   輪島市一本松総合運動公園体育館 サンアリーナ 

〒928-0011 輪島市杉平町１字12 TEL 0768－23－0101 

競技部門   ハイクラス 中学生の部 男・女    ハイクラス 小学生の部 男･女 

         中学生の部        男・女 

         小学生高学年 Aクラス 男・女    小学生低学年 Aクラス 男・女 

         小学生高学年 Bクラス 男・女    小学生低学年 Bクラス 男・女  

小学生低学年 Cクラス 男・女    幼児の部    Cクラス    （１7部門） 

競技方法   全部門とも規定演技・自由演技で予選を行い、上位10人が決勝に進出できる。 

予選（第１・規定）得点＋予選自由得点＋決勝得点の合計で順位を決定する。 

全部門参加選手がいれば競技は成立する。 

ハイクラスは、跳躍点及び移動点を導入する。 

参加資格   2019年度石川県体操協会クラブ登録・選手登録を完了した小・中学生・園児 

使用器具   公認ラージサイズ（４㎜×4㎜テープベッド） ： ハイクラス部門  男女 

         公認ミドルサイズ                  ： その他の部門  男女 

表   彰   全部門１位優勝杯・盾、メダル、賞状    ２位・３位メダル、賞状   ４位〜６位賞状 

北國杯 男女各１名（ハイクラスに於いて予選、決勝の合計得点が最も高かった男女選手で

同点の場合は決勝得点の高い選手とする） 

大会日程   ７月 13 日（土）  午前  審判会議、監督会議、公式練習、開会式  

午後  予選規定演技  

         ７月 14 日（日）  午前  公式練習、予選自由演技            

午後  決勝  閉会式 

申込方法  所定の申し込み用紙に必要事項を明記の上、下記まで郵送して下さい。 

  〒921— 8025 金沢市増泉 3-15-10 中島恵美子 

申込締切   令和１年 ６月7日 （金） 必着  

参 加 料   全部門共通 １名 1,500円  CF（競技基金） 100円   計 1,600円 

振 込 先  参加料は団体毎にまとめて申込み締切り日迄に下記口座へ振り込んで下さい。 

      北國銀行増泉支店 普通預金 口座番号 9１８５ 

      石川県体操協会トランポリン競技部 

プ ラ カ ー ド   各団体プラカードを御持参下さい。寸法は横 ６０ｃｍ・縦 ２０ｃｍ 持ち手の長さは自由です 

撮影許可証   各クラブ２名以内の方がフロアー撮影許可ゾーンに入る事ができます。許可証は受付でお

渡しします。必ず返却して下さい。体育館のコンセントは使用できません。 

付   記   参加者全員に傷害保険を掛け安全には万全を期しますが、それでも尚且つ起きる不可抗 

力の事故には責任を負い兼ねますので、選手には無理の無い演技構成で臨むよう配慮を 

お願いします。 

平成30年度の優勝者は、優勝杯を忘れずに持参下さい。 

 



＜競技方法について：付則＞  

※A・B・Cクラス規定種目について 

・規定演技は協会制定の規定種目で行う。 

・Ｂクラス規定種目〔背落ち-立つ〕に関する統一見解（規定種目にのみ適用） 

最終種目の片足立ちは中断とはせず最大減点で有効とする。 

ただし、種目の途中の片足立ちは無効。 

・Cクラスの最終種目の回転過不足については中断とせず最大減点で有効とする。 

 

※A・B・C クラス自由種目難度点と服装について 

・其々の上限難度を超えた技を実施しても難度の加点は無い。 

・Ａクラスの難度の上限は［男子：3.0、女子：2.5］とし、自由種目に於いては宙返り３６０度以上を使用し 

 なければならない。入らなかった場合自由演技得点は0点とする。（試技服着用の事） 

・Ｂクラスの難度の上限は［男女とも：1.0］とし宙返りを使用してはいけない。（跳びやすい服装でよい） 

・Cクラスの自由種目の難度の上限は[0.7]とする。（跳びやすい服装でよい） 

 

Aクラス (小・中学生共通) Bクラス (小学生) Cクラス（小学生低学年・幼児） 

 1   背落ち  

 2   プルオーバー腹落ち(F) 

 3   立つ 

 4   開脚跳び 

 5   1/2捻り腹落ち(S) 

 6   立つ 

 7   閉脚跳び 

 8   1/2捻り腰落ち 

 9   よつんばい落ち(T) 

10   3/4前方宙返り(T) 

 1   1/2捻り腰落ち 

 2  スイブルヒップス 

 3  1/2捻り立つ 

 4  抱え跳び 

 5  腰落ち 

 6  １／２捻り腹落ち(S) 

 7  立つ 

 8  開脚跳び 

 9  背落ち(F) 

10   立つ(F) 

1   腰落ち 

 2  スイブルヒップス 

 3   立つ 

 4  抱え跳び 

 5  1/2捻り腰落ち 

 6  立つ 

 7  開脚跳び 

 8  1/2ピルエット 

 9  閉脚跳び 

10   ピルエット 

 

※H クラス第 1 演技について 

・全ての部門に於いて難度点は加算されない。 

・全ての部門に於いて異なる 10 種目で構成されなければならない。 

・全ての部門に於いて要求種目を第二自由演技で実施しても難度点の加算はある。 

・要求種目には競技カードに「※」を付け競技カード順に実施しなければ中断とする。 

 

※第１演技種目の特別要求に関して 

①小学生の部（男女） 

  ・一回宙返り以上の種目 

   タック（T）パイク（P）ストレート（S）の 3 種類の姿勢を実施。 

   その際、前方宙返り種目と後方宙返り種目を必ず使用する。 

  ・ハーフピルエットジャンプ又はフルピルエットジャンプの実施。 

  ・腹落ち系種目又は背落ち系種目の実施。 

（1 つの種目で 2 つ以上の要求種目を兼ねることができる） 

②中学生の部（男女） 

 ・一回宙返り以上の種目 

   タック（T）パイク（P）ストレート（S）の 3 種類の姿勢の実施 

   その際、前方宙返り種目と後方宙返り種目を必ず使用する。 

  ・ハーフピルエットジャンプ、フルピルエットジャンプの実施。 

  ・腹落ち系種目の実施（1 つの種目で 2 つ以上の要求種目を兼ねることができる） 

  ・背落ち系種目の実施（1 つの種目で 2 つ以上の要求種目を兼ねることができる） 



団体名 Ａ　台 Ｂ　台 １日目 ２日目 団体名 C　台 D　台

Ｃ園　児 Ｃ小低女 Ｈ小女 Ｈ中女

C小低男 B小低女

Ｂ小高男 B小低男

Ｂ小高女 Ａ小低男 H小男 H中男

Ｇ A小高男 A小低女

中学男子 A小高女 練習① 練習③

中学女子 練習② 練習④

輪島市トランポリンクラブ 4 4 ① ③ 輪島トランポリンクラブ 2
宝達志水町トランポリン 5 10：30 9：15 金沢クリール 7 1
羽咋ジュニア 2 5 ～ ～ 宇ノ気クラブ 1 2
宇ノ気クラブ 3 5 ② ④ 中能登ジュニア 1

13：10 10：55 ピエロつばたクラブ 1 1
～ ～ SeveC 3

14 14 10 9
七塚ジュニア 4 13 ① ③ キャッツアイKANAZAWA 3 4
中能登ジュニア 7 1 10：50 9：35 金沢ジャンパーズ 4 2
タートル 1 ～ ～ 金沢学院大学クラ 1 2

2 ② ④ プラッツトランポリンクラブ 1
13：30 11：15 金沢トランポリンクラブ 1
～ ～

14 14 10 8
ピエロつばたクラブ 7 3 ① ③ 星稜ジュニア 3
七塚トランポリン 7 7 11：10 9：55 白山ジュニア 4
金沢クリール 2 ～ ～ 七塚ジュニア 2 4
バランスクラブ 2 ② ④ SeveC 5

13：50 11：35
～ ～

14 14 10 8
ＳeveC 3 5 ① ③ 白山ジュニア 4
松任トランポリンクラブ 2 5 11：30 10：15 MIKAWAジュニア 4
加賀アイリス 2 2 ～ ～ シープクラブ 1 1
トンボクラブ 4 ② ④ 星稜クラブ 7
おてんばキッズ 3 1 14：10 11：55
星稜ジュニア 1 1 ～ ～

15 14 9 8
トータスクラブ 6 3 ① ③ 小松イルカクラブ 5 7
野々市ジュニア 4 5 11：50 10：35 野々市ジュニア 4
金沢ジャンパーズ 3 4 ～ ～ ビッグスプリング 1 1
内灘ジュニア 1 2 ② ④

14：30 12：15
～ ～

14 14 10 8
ツイストクラブ 11 5
大徳トランポリンクラブ 1 　　　　受　　付 10:30
シープクラブ 1 2 　　　　監督会議 10:45
つばさトランポリンクラブ 1 6 　　　　審判会議 11:15
星稜クラブ 1

14 14
ピーターパントランポリン 1 2
金沢学院大学クラブ 4
キャッツアイKANAZAWA 4 11
金沢トランポリンクラブ 5 1

14 14
小松イルカクラブ 4 3
小松東部トランポリンクラブ 1
美川ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄ 6 1
MIKAWAジュニア 3 6
金沢学院大学クラブ 5

14 15
加賀体トランポリンクラブ 3 4
ナスポ七尾ジュニア 4 2
プラッツトランポリン 2 4
城西ジュニアトランポリン 5 2
白山ジュニアトランポリン 2

14 14

5 １１：００

2 １０：１５

3 １０：３０

4 １０：４５

団体別割り当て練習表

練習

1 １０：００

8 １１：４５

9 １２：００

6 １１：１５

7 １１：３０
　＊練習時間は、団体毎にスポッターの配置をお願いします。



　Cクラス幼児 　Bクラス小学生低学年男子 　Bクラス高学年女子 　Aクラス小学生低学年女子 　　ハイクラス小学生女子 　　ハイクラス中学生女子

No.  選手名  ふりがな 団体名 No.  選手名  ふりがな 団体名 No.  選手名  ふりがな 団体名 No.  選手名  ふりがな 団体名 No.  選手名  ふりがな 団体名 No.  選手名  ふりがな 団体名

1 中村　颯真 なかむら　そうま 宝達志水町トランポリンクラブ 1 森　遊助 もり　ゆうすけ トータスクラブ 1 大塚　柚杏 おおつか　ゆあん 七塚トランポリンクラブ 1 岸本　菜瑚 きしもと　なこ SeveC 1 丸山　心華 まるやま　ここか キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 1 曽谷　楓夏 そだに　ふうか 金沢学院大学クラブ

2 番所　獅心 ばんしょ　れお 金沢トランポリンクラブ 2 池田　裕喜 いけだ　ひろき トータスクラブ 2 櫻本　真帆 さくらもと　まほ おてんばキッズ 2 清坐　紗弥 せいざ　さや キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 2 内潟　佳奈 うちかた　かな 宇ノ気クラブ 2 岩田　仁亜 いわた　にあ ピエロつばたクラブ

3 扇間　章輝 おうぎま　しょうき 金沢学院大学クラブ 3 内潟　千暉 うちがた　ちあき 宇ノ気クラブ 3 松田　万緒 まつだ　まお トンボクラブ 3 安江　彩和 やすえ　さわ ＭＩＫＡＷＡジュニア 3 中村　香菜 なかむら　かな 金沢クリール 3 清長　千紘 きよなが　ちひろ 金沢クリール

4 藤本七々椛 ふじもと　ななか 七塚トランポリンクラブ 4 治村　幸太 じむら　こうた ツイストクラブ 4 松田　莉生 まつだ　りう ツイストクラブ 4 川上　華奈 かわかみ　かな 加賀体トランポリンクラブ 4 吉谷　葵衣 よしたに　あおい ＭＩＫＡＷＡジュニア 4 多田　恵望 ただ　めぐみ 星稜クラブ

5 林　成美 はやし　なるみ 中能登ジュニアトランポリンクラブ 5 扇間　響介 おうぎま　きょうすけ 金沢学院大学クラブ 5 曽田　乙芭 そだ　おとは ツイストクラブ 5 松本　陽葵 まつもと　ひまり キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 5 柿田　紗希 かきた　さき 星稜ジュニア 5 木村　心春 きむら　こはる 星稜クラブ

6 中口　凰李 なかぐち　おうり 金沢トランポリンクラブ 6 小林　郁斗 こばやし　ふみと ツイストクラブ 6 山岸　楓 やまぎし　かえで 七塚ジュニア 6 土本　萌結 つちもと　もゆ 金沢学院大学クラブ 6 室野ももこ むろの　ももこ 白山ジュニアトランポリンクラブ 6 河島　千空 かわしま　ちひろ 星稜クラブ

7 中澤　颯人 なかざわ　そうと トータスクラブ 7 砂山　尚吾 すなやま　しょうご 宇ノ気クラブ 7 川本　詩愛 かわもと　しえ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 7 示野　百笑 しめの　ももえ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 7 杉本　紗弥 すぎもと　さや 七塚ジュニア 7 出村明日花 でむら　あすか 宇ノ気クラブ

8 伊藤　杏奈 いとう　あんな 七塚トランポリンクラブ 8 中谷　清吾 なかや　せいご 加賀アイリスジャンピングクラブ 8 角井　悠莉 かどい　ゆうり 宝達志水町トランポリンクラブ 　Aクラス小学生高学年男子 8 南　 栞奈 みなみ　かんな 小松イルカクラブ 8 倉田　陽加 くらた　はるか SeveC

9 大山　紗葉 おおやま　すずは タートルクラブ 9 俵　直生 たわら　なおき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 9 金子　真帆 かねこ　まほ 加賀体トランポリンクラブ No.  選手名  ふりがな 団体名 9 坂本　心歩 さかもと　しほ SeveC 9 松本　奈優 まつもと　なゆう 小松イルカクラブ

10 鰐部　壮真 わにべ　そうま 金沢ジャンパーズクラブ 10 天内　侶開 てんない　ろあ SeveC 10 北川　日和 きたがわ　ひより 城西ジュニアトランポリンクラブ 1 山田莞太郎 やまだ　かんたろう 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 10 八田　彩愛 はった　さえ 金沢クリール 10 高田　暖乃 たかだ　のの 星稜クラブ

11 石田　雄大 いしだ　ゆうた トータスクラブ 11 松柳　初基 まつやなぎ　はつき ナスポ七尾ジュニアトランポリン教室 11 上田　恵衣 うえだ　めい 野々市ジュニア 2 阿蘇　瑛祐 あそ　えいすけ ピエロつばたクラブ 11 太田　結菜 おおた　ゆな 七塚ジュニア 11 向島　未紗 むこうじま　みさ 宇ノ気クラブ

12 上本明日海 うえもと　あすみ 宝達志水町トランポリンクラブ 12 大谷　和志 おおたに　かずし キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 12 前　結音 まえ　ゆいね バランスクラブ 3 中谷　清太 なかや　せいた 加賀アイリスジャンピングクラブ 12 坂井　莉里 さかい　りり シープクラブ 12 小室　日和 こむろ　ひより 七塚ジュニア

13 池田　晴喜 いけだ　はるき トータスクラブ 13 岡田　凜玖 おかだ　りんく シープクラブ 13 本田　絢菜 はんだ　あやな 加賀体トランポリンクラブ 4 岸　陽太 きし　ようた 宇ノ気クラブ 13 安江　彩果 やすえ　いろは ＭＩＫＡＷＡジュニア 13 縄田　琉羽 なわた　るう 小松イルカクラブ

14 森　香里奈 もり　かりな トータスクラブ 14 橋本　将太 はしもと　しょうた プラッツトランポリンクラブ 14 林　久久凛 はやし　くくり 加賀体トランポリンクラブ 5 山田　周平 やまだ　しゅうへい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 14 紺谷　知花 こんたに　ちか SeveC 14 加納　彩葉 かのう　いろは 星稜クラブ

15 松本　達也 まつもと　たつや 金沢トランポリンクラブ 　Bクラス小学生低学女子 15 宮嶋　彩羽 みやじま　いろは 城西ジュニアトランポリンクラブ 6 久保　尋 くぼ　じん 七塚ジュニア 15 土田　真実 つちだ　まみ小松イルカクラブ 15 福永　安里 ふくなが　あんり 金沢学院大学クラブ

16 馬場　穂佳 ばば　ほのか トータスクラブ No.  選手名  ふりがな 団体名 16 鷲竹　偲乃 わしたけ　しの つばさトランポリンクラブ 7 東　司真 ひがし　つかさ SeveC 16 谷井　葵 たにい　あおい 金沢ジャンパーズクラブ 16 中田　楽々 なかだ　らら 小松イルカクラブ

17 桶作　瑠花 おけさく　るか 七塚トランポリンクラブ 1 上杉　心那 うえすぎ　ここな SeveC 17 小畠　楓華 こばたけ　ふうか おてんばキッズ 8 山口　修雅 やまぐち　しゅうが 野々市ジュニア 17 米田　悠音 よねだ　ゆおん 金沢ジャンパーズクラブ 17 俵　芽生 たわら　めい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

18 堀　和人 ほりかずと プラッツトランポリンクラブ 2 灰谷　真緒 はいや　まお つばさトランポリンクラブ 18 山越　志乃 やまこし　しの 宇ノ気クラブ 9 山口　碧仁 やまぐち　あおと 七塚ジュニア 18 小村　咲七 こむら　さな 金沢ジャンパーズクラブ 18 高森　梨紗 たかもり　りさ 七塚ジュニア

　Cクラス小学生低学年男子 3 小杉　詩乃 こすぎ　しの 美川ピーターラビット 19 松田　莉彩 まつだ　りあ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 10 寺山　翔生 てらやま　しょうせい 加賀アイリスジャンピングクラブ 19 坂本　玲奈 さかもと　れな SeveC 19 宮本　奈津 みやもと　なつ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

No.  選手名  ふりがな 団体名 4 金子　心咲 かねこ　みさき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 20 折戸　乃彩 おりと　のあ ツイストクラブ 11 滝岡　伶慈 たきおか　りょうじ シープクラブ 20 示野　佑奈 しめの　ゆうな キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 20 佐々木里桜 ささき　りお 白山ジュニアトランポリンクラブ

1 川端　也大 かわばた　かなた 輪島トランポリンクラブ 5 小池　華蓮 こいけ　かれん 加賀アイリスジャンピングクラブ 21 金田　純佳 かねだ　すみか 宝達志水町トランポリンクラブ 　Aクラス小学生高学年女子 21 田畑　佐菜 たばた　さな ピエロつばたクラブ 21 南　玲奈 みなみ　れな 小松イルカクラブ

2 小泉春太郎 こいずみ　はるたろう 美川ピーターラビット 6 中田ありす なかだ　ありす 小松イルカクラブ 22 黒田　七愛 くろだ　なない 城西ジュニアトランポリンクラブ No.  選手名  ふりがな 団体名 22 西田真実子 にしだ　まみこ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 22 都原　彩加 とはら　あやか 小松イルカクラブ

3 鰐部　一真 わにべ　かずま 金沢ジャンパーズクラブ 7 奥野　紫月 おくの　しづき 金沢クリール 23 小杉　涼音 こすぎ　すずね 美川ピーターラビット 1 黒川こころ くろかわ　こころ 七塚ジュニア 23 塚本　莉子 つかもと　りこ 金沢クリール 23 大藤　彩 おおどう　あや 星稜クラブ

4 石田　吏輝 いしだ　りき 七塚トランポリンクラブ 8 瀧川ひなた たきかわ　ひなた 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 24 南　梨星 みなみ　りせい 小松イルカクラブ 2 山口　彩音 やまぐち　あやね 七塚ジュニア 24 青地　真睦 あおじ　まちか 金沢学院大学クラブ 24 福川　留那 ふくかわ　るな シープクラブ

5 中村　朔 なかむら　さく 宇ノ気クラブ 9 平床　愛依 ひらとこ　あい 金沢学院大学クラブ 25 松柳　湖愛 まつやなぎ　こいと ナスポ七尾ジュニアトランポリン教室 3 数馬さおり かずま　さおり ＭＩＫＡＷＡジュニア 25 野上結衣子 のがみ　ゆいこ ＭＩＫＡＷＡジュニア 25 松村　渚 まつむら　なぎさ SeveC

6 木村　幸輝 きむら　こうき トータスクラブ 10 松本　花依 まつもと　かより 松任トランポリンクラブ 26 大塚　菜結 おおつか　なゆ 七塚トランポリンクラブ 4 庭田　和佳 にわた　わか ツイストクラブ 26 音川　こと おとかわ　こと 星稜ジュニア

7 折戸　陽汰 おりと　ようた ツイストクラブ 11 吉田　葵菜 よしだ　あおな 松任トランポリンクラブ 27 小堀　悠 こぼり　はるか トンボクラブ 5 喜多　あい きた　あい 七塚ジュニア 27 天内　李音 てんない　りのん SeveC

8 河村　翔太 かわむら　しょうた 金沢ジャンパーズクラブ 12 門前　凛香 もんぜん　りんか キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 28 宮澤　美奈 みやさわ　みな 松任トランポリンクラブ 6 西谷内里佳 にしやち　りか つばさトランポリンクラブ 28 北村　理菜 きたむら　りな 野々市ジュニア

9 中口　龍穹 なかぐち　りゅうく 金沢トランポリンクラブ 13 杉本ひなた すぎもと　ひなた 七塚ジュニア 29 濱江　優音 はまえ　ゆのん 内灘ジュニア 7 林　愛香 はやし　あいか 七塚トランポリンクラブ 29 岩田よつ葉 いわた　よつは SeveC

10 向野　颯人 むかいの　はやと ピエロつばたクラブ 14 松岡　樹花 まつおか　このか 野々市ジュニア 30 井野　叶望 いの　かなみ ツイストクラブ 8 太田　結菜 おおた　ゆな 七塚ジュニア 30 唐澤　凛 からさわ　りん 金沢クリール

11 清田　朋希 きよた　ともき 金沢学院大学クラブ 15 金田　芽衣 かねだ　めい 七塚ジュニア 31 山本　葉月 やまもと　はづき ナスポ七尾ジュニアトランポリン教室 9 定益　実玖 じょうます　みく 野々市ジュニア 31 網　ひかり あみ　ひかり金沢ジャンパーズクラブ

12 桶井　龍信 おけい　りゅうしん 中能登ジュニアトランポリンクラブ 16 出山　琴葉 でやま　ことは 加賀体トランポリンクラブ 32 杉山　美紀 すぎやま　みのり 美川ピーターラビット 10 中村　唯奈 なかむら　ゆいな 加賀体トランポリンクラブ 32 櫻井　陽菜 さくらい　はるな 小松イルカクラブ

13 上杉　優心 うえすぎ　ゆうしん SeveC 17 北本　結 きたもと　むすび 金沢クリール 33 八木美佐姫 やぎ　みさき 輪島トランポリンクラブ 11 湊　麻稀 みなと　まき つばさトランポリンクラブ 33 大久保杜苺 おおくぼ　とも 金沢トランポリンクラブ 7月13日（土） 7月14日（日）

14 大西　照太 おおにし　しょうた ＭＩＫＡＷＡジュニア 18 西田　杏 にしだ　あん 七塚トランポリンクラブ 34 石田　茉佑 いしだ　まゆ 野々市ジュニア 12 加茂野優亜 かもの　ゆあ 野々市ジュニア 34 谷内　風花 やち　ふうか プラッツトランポリンクラブ 　　８：３０ 開館 開館

15 谷口　直士 たにぐち　なおと 中能登ジュニアトランポリンクラブ 19 神尾　幸歩 かみお　さちほ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 35 安藤　萌笑 あんどう　めばえ ピエロつばたクラブ 13 紺谷　麻衣 こんたに　まい SeveC 35 上野さゆり うえの　さゆり 白山ジュニアトランポリンクラブ 　　９：００

16 砂田　宇太 すなだ　うた ＭＩＫＡＷＡジュニア 20 辻　姫菜 つじ　ひめな 輪島トランポリンクラブ 36 谷内　花帆 やち　かほ トンボクラブ 14 山本　笑子 やまもと　わこ シープクラブ 36 神田　美砂 かんだ　みさ小松イルカクラブ 　　９：３０

　Cクラス小学生低学年女子 21 林　里咲 はやし　りさ 松任トランポリンクラブ 37 井筒　咲蕾 いづつ　さら 輪島トランポリンクラブ 15 絹川　瑞季 きぬかわ　みずき ピーターパントランポリンクラブ 37 高橋　沙希 たかはし　さき 金沢クリール 　１０：００

No.  選手名  ふりがな 団体名 22 堀　皐月 ほり　さつき プラッツトランポリンクラブ 38 吉田　琴菜 よしだ　ことな 松任トランポリンクラブ 16 上中　望愛 かみなか　もえ 加賀体トランポリンクラブ 38 北本　珠己 きたもと　みこ 野々市ジュニア 　１０：３０

1 寺川　由珠 てらかわ　ゆず 金沢学院大学クラブ 23 室屋　樹希 むろや　じゅの 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 39 西田　朱里 にしだ　あかり ツイストクラブ 17 今井　明彩 いまい　めい ＭＩＫＡＷＡジュニア 39 落合　愛実 おちあい　まなみ ＭＩＫＡＷＡジュニア 　１１：００

2 高木　咲花 たかぎ　えみか つばさトランポリンクラブ 24 今井　楓 いまい　かえで ＭＩＫＡＷＡジュニア 40 任田　綾香 とうだ　あやか トンボクラブ 18 西川　初花 にしかわ　ういな キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 40 室野ななこ むろの　ななこ 白山ジュニアトランポリンクラブ 　１１：３０

3 岩佐　玲那 いわさ　れな 小松イルカクラブ 25 久世　真央 くぜ　まお トータスクラブ 41 新宅　萌永 しんたく　もえ 小松イルカクラブ 19 治村　美虹 じむら　みこ ツイストクラブ 41 小田原愛莉 おだわら　あいり小松イルカクラブ 　１２：１５

4 川本　絆花 かわもと　はんな キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 26 工一　夢舞 くいち　ゆま 宇ノ気クラブ 42 小蔵かりん こくら　かりん 中能登ジュニアトランポリンクラブ 20 木島　悠里 きじま　ゆうり 輪島トランポリンクラブ 42 伊徳いち花 いとく　いちか 星稜ジュニア 　１２：２０ 開会式

5 表　柚里奈 おもて　ゆりな 宇ノ気クラブ 27 松田　妃栞 まつだ　ひな キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 43 木村　琴乃 きむら　ことの 美川ピーターラビット 21 若浦　彩乃 わかうら　あやの プラッツトランポリンクラブ 　　ハイクラス中学生男子 　１３：００

6 井上こころ いのうえ　こころ 七塚トランポリンクラブ 28 桶作　結花 おけさく　ゆいか 七塚トランポリンクラブ 44 下野　由弥 しもの　ゆみ ツイストクラブ 22 林　環那 はやし　かんな つばさトランポリンクラブ No.  選手名  ふりがな 団体名 　１３：３０

7 竹澤奈乃花 たけざわ　なのは バランスクラブ 29 小林　里嘉 こばやし　りか ツイストクラブ 45 谷渡　友夢 たにわたり　ゆめ 金沢学院大学クラブ 23 松本　侑奈 まつもと　ゆな 七塚ジュニア 1 山口　修規 やまぐち　しゅうき 七塚ジュニア 　１４：００

8 山口　莉理 やまぐち　りり ピエロつばたクラブ 　Bクラス小学生高学年男子 46 村中　里奈 むらなか　りな 小松東部トランポリンクラブ 24 山口　悠里 やまぐち　ゆうり 七塚ジュニア 2 澤邉　煌 さわべ　こう 小松イルカクラブ 　１４：３０

9 山本　美月 やまもと　みづき ナスポ七尾ジュニアトランポリン教室 No.  選手名  ふりがな 団体名 47 橋本　那海 はしもと　なみ プラッツトランポリンクラブ 25 室屋　颯希 むろや　さつき 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 3 橋本　泉流 はしもと　いずる 金沢ジャンパーズクラブ 　１５：００

10 藤本　楓生 ふじもと　ふうき 七塚トランポリンクラブ 1 川口　陽士 かわぐち　はると ナスポ七尾ジュニアトランポリン教室 48 本山　夏寧 もとやま　なつね ピエロつばたクラブ 26 間野　心結 まの　みゆう 七塚ジュニア 4 岩田　命 いわた　みこと SeveC 　１５：３０

11 石田　心愛 いしだ　ここあ 七塚トランポリンクラブ 2 泉　心翔 いずみ　まなと バランスクラブ 49 森戸　理恵 もりと　りえ 大徳トランポリンクラブ 27 上野　杏樹 うえの　あんじゅ SeveC 5 加藤　一城 かとう　かずき ビッグスプリング 　１６：００

12 竹内　愛来 たけうち　あいら 宇ノ気クラブ 3 澤田　蓮人 さわだ　れんと ピエロつばたクラブ 50 扇間　鈴音 おうぎま　すずね 金沢学院大学クラブ 28 山本　優佳 やまもと　ゆうか 金沢ジャンパーズクラブ 6 熊谷　天慈 くまがい　てんじ 白山ジュニアトランポリンクラブ 　１６：３０

13 新谷　佳穂 しんたに　かほ 金沢ジャンパーズクラブ 4 楠　俊一 くすのき　しゅんいち 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 51 曽田　彩芭 そだ　いろは ツイストクラブ 29 黒橋　愛梨 くろはし　あいり ＭＩＫＡＷＡジュニア 7 福井　輝龍 ふくい　きりゅう 七塚ジュニア 　１７：００

14 坂下　寧々 さかした　ねね つばさトランポリンクラブ 5 谷内　政仁 やち　まさひと 七塚ジュニア 52 辻　姫花 つじ　ひめか 輪島トランポリンクラブ 30 畠中　莉央 はたなか　りお 野々市ジュニア 8 橋本　祥利 はしもと　しょうり 白山ジュニアトランポリンクラブ 　１７：３０

15 瀧田　倖和 たきた　さわ 松任トランポリンクラブ 6 今泉橙史郎 いまいずみ　とうじろう 美川ピーターラビット 53 藤井梨紗子 ふじい　りさこ ピーターパントランポリンクラブ 31 小松崎　遥 こまつざき　はる 星稜ジュニア 9 長谷川琥太 はせがわ　こうた 白山ジュニアトランポリンクラブ 　１７：４５ 終了予定 終了予定

16 飯田　結名 いいだ　ゆな 七塚トランポリンクラブ 7 森岡令太郎　もりおか　りょうたろう ＭＩＫＡＷＡジュニア 54 中山瑠璃花 なかやま　るりか 宝達志水町トランポリンクラブ 　　中学生男子 10 辻　虎太朗 つじ　こたろう 輪島トランポリンクラブ 閉会式

17 宮嶋　悠羽 みやじま　ゆわ 城西ジュニアトランポリンクラブ 8 山崎　結登 やまざき　ゆいと ピエロつばたクラブ 55 石坂　莉乃 いしざか　りの 小松イルカクラブ No.  選手名  ふりがな 団体名 11 上田　怜央 うえだ　れお 金沢ジャンパーズクラブ 後片付け

18 藤池　美心 ふじいけ　みこ 金沢トランポリンクラブ 9 吉田　光輝 よしだ　こうき 美川ピーターラビット 56 都原　萌愛 とはら　めい 小松イルカクラブ 1 中口　逞虎 なかぐち　てとら 金沢トランポリンクラブ 12 山田　純平 やまだ　じゅんぺい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

19 浦　日奈乃 うら　ひなの 七塚ジュニア 10 谷口　豪紀 たにぐち　たけのり 中能登ジュニアトランポリンクラブ 57 小松崎　結 こまつざき　ゆう 星稜ジュニア 2 櫻本　彩仁 さくらもと　あやと おてんばキッズ 13 澤邉　敬 さわべ　けい 小松イルカクラブ

20 藤井　美玲 ふじい　みれい ピーターパントランポリンクラブ 11 川岸　蒼空 かわぎし　そら ピエロつばたクラブ 58 山室　美柚 やまむろ　みゆう ツイストクラブ 　　中学生女子 14 中山　斗伽 なかやま　ときや 輪島トランポリンクラブ

21 中村　友羅 なかむら　ゆら 中能登ジュニアトランポリンクラブ 12 石木伸之丞 いしき　しんのすけ 中能登ジュニアトランポリンクラブ 59 東峰　樹花 とうぼう　あいか 野々市ジュニア No.  選手名  ふりがな 団体名 15 番所　駿斗 ばんしょ　はやと 星稜クラブ

22 杉山　優佳 すぎやま　ゆうか 金沢学院大学クラブ 13 小竹　八瑠 おだけ　はる ナスポ七尾ジュニアトランポリン教室 60 西田　希菜 にしだ　きな 七塚トランポリンクラブ 1 濱江　愛音 はまえ　あいね 内灘ジュニア 16 中田　悠暉 なかた　ゆうき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

23 滝谷　理桜 たきや　りお ピエロつばたクラブ 　Aクラス小学生低学年男子 61 上杉美衣那 うえすぎ　みいな SeveC 2 川幡　涼佳 かわばた　すずか 内灘ジュニア

24 山崎　穂実 やまざき　ほのみ ピエロつばたクラブ No.  選手名  ふりがな 団体名 62 森川　茉樹 もりかわ　まき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 3 前　美結 まえ　みゆう バランスクラブ

25 中林　優結 なかばやし　ゆい 金沢ジャンパーズクラブ 1 小村　修也 こむら　しゅうや 金沢ジャンパーズクラブ 63 前川　愛希 まえかわ　あいき ツイストクラブ 4 井筒　海碧 いづつ　みあ 輪島トランポリンクラブ

26 瀧田　珠陸 たきた　みちか 松任トランポリンクラブ 2 神尾　武幸 かみお　たけゆき 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 64 東　日向子 あずま　ひなこ 城西ジュニアトランポリンクラブ 5 木島　璃菜 きじま　りな 輪島トランポリンクラブ

27 渡邊　もも わたなべ　もも 野々市ジュニア 3 谷内　寿人 やち　こと プラッツトランポリンクラブ 65 番井埜々香 ばんい　ののか 城西ジュニアトランポリンクラブ 6 山下優衣奈 やました　ゆいな 城西ジュニアトランポリンクラブ

28 太田　梨陽 おおた　りお 七塚ジュニア 4 土田　瑛太 つちだ　えいた 小松イルカクラブ 66 桶井　愛雪 おけい　なゆ 中能登ジュニアトランポリンクラブ 7 大高　希実 おおたか　のぞみ 星稜クラブ

29 黒川りん花 くろかわ　りんか 七塚ジュニア 5 黒川　十武 くろかわ　とむ 七塚ジュニア 67 柳谷内　葉 やなぎやち　よう ツイストクラブ

30 吉田　柚香 よしだ　ゆずか 白山ジュニアトランポリンクラブ 6 室野　尊 むろの　たける 白山ジュニアトランポリンクラブ 　　ハイクラス小学生男子

31 森岡　真野 もりおか　まの ＭＩＫＡＷＡジュニア 7 俵　雄生 たわら　ゆうせい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ No.  選手名  ふりがな 団体名

32 八田　夏妃 はった　なつき おてんばキッズ 1 山出　涼雅 やまで　りょうが 白山ジュニアトランポリンクラブ

2 四辻　愁凱 よつつじ　しゅうが ビッグスプリング

3 尾倉　遥仁 おぐら　はると 野々市ジュニア

4 尾倉　遼太 おぐら　りょうた 野々市ジュニア

5 田山　雄貴 たやま　ゆうき 中能登ジュニアトランポリンクラブ

6 戸水　三喜 とみず　みつき 金沢クリール

7 戸水　琴大 とみず　ことひろ 金沢クリール

第34回県ジュニア日程（案）

セッティング

公式練習
10:00~
12:15

部門別予選自由

部門別決勝

部門別
予選
規定

-  1  - 


