
平成 25 年度公認審判員資格認定講習会 上位資格取得者および新規資格取得者 
 

平成 25 年 7 月 5 日現在 
公益財団法人日本体操協会 

審判委員会 トランポリン審判本部 
トランポリントランポリントランポリントランポリン    上位資格取得者上位資格取得者上位資格取得者上位資格取得者・昇格者・昇格者・昇格者・昇格者（普及指導員からの取得者も含む）（普及指導員からの取得者も含む）（普及指導員からの取得者も含む）（普及指導員からの取得者も含む） 
１種公認審判員１種公認審判員１種公認審判員１種公認審判員    ：：：：    ６名６名６名６名 
北海道北海道北海道北海道                                                     東京都東京都東京都東京都                                                        大阪府大阪府大阪府大阪府 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
516142 新井山 大 516671 倉持 真央 517289 藤川 智朗 

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
514220 石田 正人 515971 長澤 雅子 516673 吉村 祐太 

 
２種公認審判員２種公認審判員２種公認審判員２種公認審判員    ：：：：    8 名名名名 
北海道北海道北海道北海道 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
510284 奥山 貴弘 516975 吉岡 翼 517355 武藤 裕也 

東京都東京都東京都東京都                                                     茨城県茨城県茨城県茨城県                                                        奈良県奈良県奈良県奈良県 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
512170 田中 栄一 517629 伊藤 勇木※ 517491 筒井 邦彦 

大阪府大阪府大阪府大阪府 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 
517726 佐藤 萌香 517727 中井 美咲 

 
３種公認審判員３種公認審判員３種公認審判員３種公認審判員    ：：：：    ４名４名４名４名 
北海道北海道北海道北海道                                                     大阪府大阪府大阪府大阪府 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
516979 大築 英恵 514190 松尾 菖香  516852 別所 あかね 

静岡静岡静岡静岡県県県県 
登録番号 氏名 
517682 上野 成美 

 
４種公認審判員４種公認審判員４種公認審判員４種公認審判員    ：：：：    ２名２名２名２名 
北海道北海道北海道北海道                                                     大阪府大阪府大阪府大阪府 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 
517602 竹内 孝行 517607 松永 実 

 
※ 公認審判員規程に基づき、世界選手権出場者のため、研修会の受講にて資格付与 
  



トランポリントランポリントランポリントランポリン    新規資格取得者新規資格取得者新規資格取得者新規資格取得者 
２２２２種公認審判員種公認審判員種公認審判員種公認審判員    ：：：：    38 名名名名 
北海道北海道北海道北海道     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 笹尾 歩未 － 石川 晴菜 － 大平 亜実 

－ 寺村 怜菜 － 大久保 敦 － 難波 岳 

－ 松本 陽平 － 大森 美華 － 和田 大介 

千葉県千葉県千葉県千葉県 
登録番号 氏名 

－ 白川 賢 

東京都東京都東京都東京都     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 池野 友崇 － 土井畑 知里※ － 若菜 優哉 

－ 小久保 美伶 － 富田 ひとみ － 相田 有里子 

－ 瀬谷 真一 － 中村 隆誠 － 筑間 友久シュテファン 

－ 山田 綾菜※ 

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 宮田 幸音 － 日垣 博考 － 伊牟田 萌 

－ 寺嶋 政之 

静岡県静岡県静岡県静岡県     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 吉岡 拓也 － 白坂 健志 － 門田 賢樹 

－ 足立 将磨 

大阪府大阪府大阪府大阪府     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 山口 晴緖 － 石井 純 － 内田 康平 

－ 小早川 理奈 － 中谷 仁 － 入江 朗 

京都府京都府京都府京都府                                                     兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 武林 優香 － 大谷 茉由 － 松本 萌 

 
※ 公認審判員規程に基づき、世界選手権出場者のため、研修会の受講にて資格付与 
 
  



３３３３種公認審判員種公認審判員種公認審判員種公認審判員    ：：：：    13 名名名名 
北海道北海道北海道北海道     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 宮田 直人 － 榊 裕太 － 長嶋 舞 

－ 向舘 千晶 － 山根 里奈 － 畑瀬 果 

東京都東京都東京都東京都     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 斉藤 結衣 － 服部 佳奈 － 勝本 育美 

－ 佐竹 玲奈 － 下 武士 

大阪府大阪府大阪府大阪府     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 安原 健太 － 内田 詩織 

 
４４４４種公認審判員種公認審判員種公認審判員種公認審判員    ：：：：    4 名名名名 
北海道北海道北海道北海道     
登録番号 氏名 

－ 大島 崇 

大阪府大阪府大阪府大阪府     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 河裾 充晃 － 佐藤 奈津 － 板本 一真 

 
  



タンブリングタンブリングタンブリングタンブリング    新規新規新規新規審判員資格取得者（審判員資格取得者（審判員資格取得者（審判員資格取得者（トランポリン審判トランポリン審判トランポリン審判トランポリン審判、指導員資格保有者からの受験者を含む）、指導員資格保有者からの受験者を含む）、指導員資格保有者からの受験者を含む）、指導員資格保有者からの受験者を含む） 
２種公認審判員２種公認審判員２種公認審判員２種公認審判員    ：：：：    ５名５名５名５名 
神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県                                                 大阪府大阪府大阪府大阪府                                                        沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
514220 石田 正人 517274 松本 好成 515137 又吉 健一 

静岡県静岡県静岡県静岡県 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 

－ 足立 将磨 － 杉浦 隼平 

 
３種公認審判員３種公認審判員３種公認審判員３種公認審判員    ：：：：    ２名２名２名２名 
埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県                                                     愛知県愛知県愛知県愛知県     
登録番号 氏名 登録番号 氏名 
515899 小堀 和子 517359 北折 明子 

 
ダブルミニトランポリンダブルミニトランポリンダブルミニトランポリンダブルミニトランポリン    新規審判員資格取得者（トランポリン審判、指導員資格保有者からの受験者を含む）新規審判員資格取得者（トランポリン審判、指導員資格保有者からの受験者を含む）新規審判員資格取得者（トランポリン審判、指導員資格保有者からの受験者を含む）新規審判員資格取得者（トランポリン審判、指導員資格保有者からの受験者を含む） 
２種公認審判員２種公認審判員２種公認審判員２種公認審判員    ：：：：    ６名６名６名６名 
神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県                                                  
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
512364 嶋川 由美子 514220 石田 正人 513829 花房 真弓 

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県                                                 大阪府大阪府大阪府大阪府                                                        沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 
登録番号 氏名 登録番号 氏名 登録番号 氏名 
515979 玉川 久根 517274 松本 好成 515137 又吉 健一 

静岡県静岡県静岡県静岡県 
登録番号 氏名 

－ 足立 将磨 

 
３種公認審判員３種公認審判員３種公認審判員３種公認審判員    ：：：：    １名１名１名１名 
埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県     
登録番号 氏名 
515899 小堀 和子 

 


