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種　　別 監督・選手 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績
体操競技 監督 慶應義塾高等学校 第６６回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第３位

全国高等学校総合体育大会 団体総合 第２位
第７２回国民体育大会 団　体 第８位

体操競技 監督 とらい体操クラブ 第６６回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第２位
体操競技男子 選手 丁子　大樹 社会人 徳洲会体操クラブ 第６６回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第３位
体操競技男子 選手 内田　龍真 大３ 日本体育大学 第６６回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第３位

団体総合 第３位
鉄　棒 第３位

体操競技男子 選手 田中　瑞基 大３ 慶應義塾大学 第６５回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第３位
団体総合 第３位
あん馬 第２位

体操競技男子 選手 上田　悠太 中２ よこはまYSMC体操クラブ 東日本ジュニア体操競技大会　Ａクラス 個人総合 第３位
体操競技男子 選手 築山　翔馬 中２ 鶴見ジュニア体操クラブ・横浜市立矢向中学校　 全日本ジュニア体操競技漸主権大会　 ゆ　か 第５位

個人総合 第２位
あん馬 優　勝
つり輪 第２位
跳　馬 第３位
あん馬 優　勝
つり輪 優　勝
平行棒 第２位

全日本ジュニア体操競技大会　Ｂクラス つり輪 第６位
東日本ジュニア体操競技大会　Ｂクラス 鉄　棒　　 第２位

団体総合 第２位
個人総合 第２位
跳　馬 第３位
平均台 第２位
ゆ　か 第２位

体操競技女子 選手 井関　実紀 大２ 筑波大学 第６６回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第２位
体操競技女子 選手 橋本真菜美 大２ 東海大学 第６６回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第２位

団体総合 第２位
跳　馬 第３位

体操競技女子 選手 岩崎　朱莉 大１ 東海大学 第６６回関東体操競技成年選手権大会 団体総合 第２位
全国高等学校総合体育大会 団体総合 第２位
全日本ジュニア体操競技選手権大会 団体総合 第６位

体操競技女子 選手 藤倉　光里 高３ 白鵬女子（鶴見ジュニア） 全国高等学校総合体育大会 団体総合 第２位
第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
全国高等学校総合体育大会 団体総合 第２位
全日本ジュニア体操競技選手権大会 団体総合 第６位
第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
全国高等学校総合体育大会 団体総合 第２位
全日本ジュニア体操競技選手権大会 団体総合 第６位

体操競技女子 選手 辻前　綾里 中３ 鶴見ジュニア体操クラブ 第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
体操競技女子 選手 青木　飛鳥 高３ 日本大学高校（ｾﾝﾄﾗﾙ目黒） 第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
体操競技女子 選手 遠山亜理沙 高２ 日本大学高校（ｾﾝﾄﾗﾙ目黒） 第７２回国民体育大会 団　　体 第８位

体操競技女子 選手 杉岡　咲希 高１ 白鵬女子（鶴見ジュニア）

体操競技女子 選手 小川明日香 高２ 白鵬女子（鶴見ジュニア）

体操競技女子 選手 佐藤　愛美 高３ 白鵬女子（鶴見ジュニア）

第６６回関東体操競技成年選手権大会

体操競技女子 選手 中島布乃佳 大１ 東海大学 第６６回関東体操競技成年選手権大会

体操競技女子 選手 杉田しずか 大２ 日本女子体育大学

全日本ジュニア体操競技大会　Ａクラス

東日本ジュニア体操競技大会　Ａクラス

体操競技男子 選手 吉田　一真 小６ 鶴見ジュニア体操クラブ

体操競技男子 選手 田嶋　将太 中２ よこはまYSMC体操クラブ

氏　　名
首藤　聡史

体操競技 監督 田口　麻祐

第６６回関東体操競技成年選手権大会

体操競技男子 選手 杉野　広尭 大３ 慶應義塾大学 第６５回関東体操競技成年選手権大会

白鵬女子高等学校・鶴見ジュニア体操クラブ

中山　孝人

体操競技男子 選手 古門　駿佑 大４ 慶應義塾大学
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種　　別 監督・選手 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績氏　　名
団体総合 第３位
段違い平行棒 第６位
段違い平行棒 第３位
平均台 第６位
個人総合 第２位
跳馬 第４位
段違い平行棒 第６位
平均台 優　勝
ゆ　か 第６位

体操競技女子 選手 蛭海　　和 中２ 小田原市立千代中学校・とらい体操クラブ 全国中学校体操競技選手権大会 段違い平行棒 第５位
体操競技女子 選手 関塚　　萌 中３ ＳＲＣ体操クラブ 東日本ジュニア体操競技大会　Ａクラス 段違い平行棒 第２位

全日本ジュニア体操競技大会Ｃクラス 個人総合 第２位
個人総合 優　勝
平均台 第２位
ゆ　か 優　勝

全日本ジュニア体操競技大会Ｃクラス 個人総合 優　勝
個人総合 第２位
ゆ　か 第３位

体操競技女子 選手 権藤　ほの 小５ 米田功体操クラブ 東日本ジュニア体操競技大会　Ｃクラス 跳　馬 優　勝
体操競技女子 選手 石川　優奈 小５ 米田功体操クラブ 東日本ジュニア体操競技大会　Ｃクラス 跳　馬 第３位
体操競技女子 選手 向井　菜七 小４ よこはまYSMC体操クラブ 東日本ジュニア体操競技大会　Ｃクラス 段違い平行棒 優　勝
体操競技女子 選手 澤野　夏花 小５ 鶴見ジュニア体操クラブ 東日本ジュニア体操競技大会　Ｃクラス 段違い平行棒 第３位

関東高等学校新体操大会 団体競技 優　勝
関東新体操男子選手権大会 団体競技 優　勝

新体操 監督 森村学園 第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
関東高等学校新体操大会 団体競技 優　勝
関東新体操男子選手権大会 団体競技 優　勝

団体競技 優　勝
個人・ロープ 第２位

関東新体操男子選手権大会 団体競技 優　勝
関東高等学校新体操大会 団体競技 優　勝
関東新体操男子選手権大会 団体競技 優　勝
関東高等学校新体操大会 団体競技 優　勝
関東新体操男子選手権大会 団体競技 優　勝
関東高等学校新体操大会 団体競技 優　勝
関東新体操男子選手権大会 団体競技 優　勝
関東高等学校新体操大会 団体競技 優　勝
関東新体操男子選手権大会 団体競技 優　勝

新体操女子 選手 服部　希咲 高３ 団　　体 第８位
新体操女子 選手 大河原千鈴 高２ 団　　体 第８位
新体操女子 選手 森田　真由 高２ 桐蔭学園高等学校 第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
新体操女子 選手 檜山祐萌乃 高３ 光明学園相模原高等学校 第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
新体操女子 選手 栗原　海帆 高２ 緑ヶ丘女子高校 第７２回国民体育大会 団　　体 第８位
トランポリン 監督 Atsugi bonfire 第3回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会・他 団体・個人 優勝・他

新体操

佐藤　薫

第７２回国民体育大会

新体操男子 選手 栗山　隼輔 高１

森村学園

高３

新体操男子 選手 山本　耕平 高１

関東高等学校新体操大会

新体操男子 選手 佐々木駿斗 高３
光明学園相模原高等学校

新体操男子 選手 井門　　輝 高３

新体操男子 選手 谷本龍之介

監督 貝瀬　仁史 光明学園相模原高等学校

小野　信予

新体操男子 選手 高橋　晴貴 高３

東日本ジュニア体操競技大会　Ｃクラス

体操競技女子 選手 府川　光咲 小５ とらい体操クラブ
東日本ジュニア体操競技大会　Ｃクラス

体操競技女子 選手 伊藤みのり 小６ とらい体操クラブ

第7回アジア体操競技選手権大会

全日本ジュニア体操競技選手権大会

体操競技女子 選手 柏木　淑里 高1 とらい体操クラブ 第50回全日本シニア体操競技選手権大会

体操競技女子 選手 河崎真理菜 高３ 平塚学園（とらい体操）
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種　　別 監督・選手 所　　　　　属 大　　会　　名 団体・個人・種目別 成　績氏　　名
トランポリン 監督 厚木FUSiONスポーツクラブ 第3回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会・他 団体 第２位・他

第８回都道府県対抗 トランポリン競技選手権大会 個人　10才以下男子 優　勝
第１４回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 個人　10才以下男子 第２位
第3回全日本トランポリン 競技ジュニア選手権大会 団体　シンクロナイズド10才以下男子　優　勝
川崎市長杯争奪２０１７ 国際トランポリンジャパンオープン 個人　10才以下男子 第３位
第３回全日本トランポリン 競技ジュニア選手権大会 個人　10才以下男子 第２位

トランポリン 選手 本橋　政希 小６ Atsugi bonfire 第１４回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 個人　11・12才以下男子優　勝
トランポリン 選手 三木　瑛斗 小３ Atsugi bonfire 第１４回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 個人　10才以下男子 第３位
トランポリン 選手 斉藤　友莉 小５
トランポリン 選手 佐藤　歩実 小５
トランポリン 選手 斉藤　友莉 小５ Atsugi bonfire 第１4回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 個人　11・12才女子 優　勝
トランポリン 選手 個人　13・14才女子 第２位
トランポリン 選手 オープン女子 第２位
トランポリン 選手 本橋　柚希 中３ Atsugi bonfire 第１４回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 個人　15・16才男子 優　勝
トランポリン 選手 本橋　柚希 中３
トランポリン 選手 嶋川　優将 中３
トランポリン 選手 池田　晟齊 高１ Atsugi bonfire 第１４回全日本タンブリング・ ダブルミニトランポリン競技選手権大会 個人　15・16才男子 第２位

選手 本橋　愛希 小４
選手 崎浜　寧王 小２
選手 池田　冴蓮 小３
選手 三木　瑛斗 小３
選手 小松　駿 高３
選手 池田　晟齊 高１
選手 本橋　柚希 中３
選手 嶋川　優将 中３
選手 石田美咲希 小５
選手 奥山　心結 小５
選手 加藤　麻美 小５
選手 大竹　琴羽 小５

トランポリン 選手 石田美咲希 小５ 厚木FUSiONスポーツクラブ 第8回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 団体　11-12 才の部 第２位
トランポリン 選手 奥山　大雅 中２ 厚木FUSiONスポーツクラブ 第8回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 団体　13-14才の部 第２位
トランポリン 選手 中村　風稀 大１ 厚木FUSiONスポーツクラブ 第8回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 団体　17才以上の部 第３位

トランポリン 厚木FUSiONスポーツクラブ 第3回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 団体　11-12 才の部 第３位

優　勝

トランポリン Atsugi bonfire 第１４回東日本トランポリン競技選手権大会 団体　シンクロナイズドAクラス男子 第３位

第２位

中１ Atsugi bonfire

Atsugi bonfire

トランポリン Atsugi bonfire 第４２回全国高等学校 トランポリン競技選手権大会 団体　シンクロナイズド競技男子

第3回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 団体　10才以下男子 第２位

Atsugi bonfire 第１４回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 団体　女子

第１4回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 団体　男子 第２位

第１４回全日本タンブリング ・ダブルミニトランポリン競技選手権大会

Atsugi bonfireトランポリン

トランポリン Atsugi bonfire

石田　正人

選手 本橋　愛希

佐藤　歩実

小４


