
お名前 取り消し日
中谷　元人 20131101
清水裕道 20130816

阿部　克敏 奥山　巧 川上　嘉英 山田　翔太 安藤　理恵子 八巻　集子 小野寺　恵子
藤原　浩 松本　克哉 佐藤　綾華 片桐　利光 小野寺　幸二 小林　英樹 菅原　美紀
菅原　直樹

高田 隆徳 松澤　暁香莉 川上　徹也 二野　美樹 小川　節子 白崎　裕子 平田 涼
荒瀬　裕子 新屋 梨菜 岸本 葉子 木越　香花 前畑　菜々世 上村　恵梨奈 松岡　友美
中尾　裕聖 山田　真紀子

大田　恭仁子 鬼村 志穂 松井 淳 太田　敦子 片木　保英 川崎 祥子 片山　宇一
佐々木 知恵 坂井　智美 五十棲　奈津美 荒川　香那恵 安西　友香 辻 智美 ジェームズ　咲代
山田　芙美 中川　悠子 坂元　奈穂子 宮前　ふみえ 仲本　剛

大澤　心悟 長塚　京子 近藤　いづみ 佐藤　弓 森　佳代 瀬尾　真理 佐藤　いつ子
古畑　成美 藤井　絵実梨 大川　千恵 髙橋　花子 正木　隆裕 板垣　惇平 池野　友崇
小久保　美伶 佐竹　玲奈 富田　ひとみ 武藤 智広 土井畑　知里 安藤 庸介 櫻井　駿介
山下　史雅 斉藤 結衣

藤本 純子 伏見　美紀子 美甘　将太 千住　琴音 北村 綾香 浦田　大介 大西　沙知
大宮　沙梨華 神山　佳野 安藤　瞳

安居 和美 清水　千恵 林　晶子 奥　志子 松井　早苗 黒原　かおり 大藤　和子
大藤　輝幸 廣田　智那

田中　浩古 竹澤　稔充 山口　綾恵 安部　優也 谷口 良一 田山　健朗 津田　智弘
菊井　摂子 野村　幸男 木幡　美登里

遠藤 拓也 川縁　智志 滝沢 寛子 菊池 理紗 中尾　礼子 山口　愉里子 畑中　大助
高杉 梨乃 藤澤　佳幸 市川菜緒 関口 純子 山下　咲菜 石井 美菜 内山　優輝
福田　記子 太田 未央子 伊東 洸哉 戸部　経成 笠原　陸 岡本　佑仁 川満 萌
荒木 琢磨 西村　美由紀 後藤　由紀子 佐藤 梨奈 川村　郁洋 大塚　久美子 高橋　雪子

狩野　将輝 狩野　浩美 田中　桃子 青木　恵美 金巻　小百合 春田　久美 篠崎　康江
村松　利恵 齋藤　啓子 原澤　久代 山本　悟

只野　静香 佐々木　礼子 古大内　孝高 熊﨑　久恵 三枝　裕子 羽田　拓矢 花房　真弓
高森　萌子 坂本　里香 望月　亜紀子 長澤　雅子 原 真琳 小野　晴美 日置　友香
岸田　岳人 中島　あかね 山崎　幸江 小味 真人 菅原　未帆

中村　敏江 田中　真由子 古池　裕美 西尾　依里 花村　美波 川副　磨希 金原　理紗
田中　則生 西山　貴子 飯田 朋哉 田尻　大樹

仲　秀之 吉村　友秀 池田　裕二 横田　麻利 板橋 良太 丸田　博保 和田 勝宏
伊藤　有紀子 田中 閑可 山下　忠洋 長崎　峻侑

荒木 一美 竹本　百合子 酒尾　郁香 田山　健朗 坂井　一貴 浅野　美紀 安田珠実
藤井　桂子 中村　絢子 蒔田　桃子 高田 弥生 今井 美樹 山本　広子 白﨑　千晴
吉田　圭織 桜町　佳奈 樋口 千春 石村　さおり 宗田　瑠衣 中川　大輔 勘島　碧
勘島　遥 板橋 良太 金野 亜紀 坂村　小百合 吉村　美憂 野崎 美紀 古舘　忠弘
戸瀬　秀一

館岡　将平 天野　裕章 高嶋　亜希子 長谷川　誠和 山本　哲司 鵜澤　有里 末冨　千津子
菅原 美千子 吉本　真希子 蝦名　睦美

荒木　しのぶ 林　裕一 嶋田　壮志 石倉　えつこ 内田 藍 柴田　晴子 覚地あゆみ
吉川 慧 吉田　有花

上野　智 柳田　葉子 壱岐　知子 蓑田　誠 年神　誠哉 丸野 千恵 松永　須美子
齊藤　千代 羽生　美樹

牧野　利恵 小濱　尚美 中尾　由美 家吉　順子 村上　美紀 一川　綾子 楠　富美代
赤星　純子 吉岡　わかな 浪本　由紀子 上杉　里香 迫口　都弥子 荒木　可菜実 木村　紫
渡辺　輝子 谷崎　未千代 大沼　純一 浦上　大士

水野　弘子 島袋　亜紀 比嘉　健雄 赤嶺　麻衣子 狩俣　美智代 上原　正江 下地 要平
新城　里美 喜納優人 国仲翔太 横田　夏美 西筋　賢昌

小牧　純子 伊地知　幸太郎 井島　峰子 高見　美希 坂口 里佳 横田　友子 五反田 沙織
丸岡　美紀 宮田　美恵 田中　和加 高橋 りえ 高橋 祐子 枡崎　智美 成瀬　邦子
本村　美羽 野尻　佑佳 岩本　尚子 姫嶋　茜 衛藤　亜衣香 村上　陽香 矢野　智美
友岡　美紗緒 齋藤　明子 難波　ひとみ 小川　幸夫 坂田　龍治 北村　聖子 中田　幸枝
平原 玲奈 迫口　佳奈子 迫口　多恵 竹嵜　玲奈 藤川　実珠

内田　詩織 香月　浩 橋之口　楓 城　勇太 林　武尊 西　佳子 後藤　浩
後藤　洸 岩　智佳子 山下　美保 豊永　明日香 澤田　香澄 西岡　和幸 中谷　仁
佐々木　泰造 高見　健治 鬼束ときよ 福田佳代 長﨑恵美 井上優子 掛本あゆみ
吉川ゆかり 岩本 啓次 新宅 淳未 玉川　竣也 川村　好弘 大西 伶奈 新井　唯

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　06月15日～06月16日　福岡県・　講習会№1274

■公認普及指導員認定講習会　06月15日～06月16日　沖縄県・うるま市　講習会№1275

■公認普及指導員認定講習会　06月15日～06月16日　熊本県・合志市　講習会№1276

■公認普及指導員認定講習会　05月19日　大阪府・摂津市一津屋　講習会№1277

普及指導員　石川県・野々市市　講習会№1283
普及指導員　沖縄県・うるま市　講習会№1275

■公認普及指導員認定講習会　12月01日　静岡県・掛川市　講習会№1288

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　09月22日～09月23日　千葉県・佐倉市　講習会№1282

■公認普及指導員認定講習会　08月31日～09月01日　石川県・野々市市　講習会№1283

■公認普及指導員認定講習会　08月24日～08月25日　北海道・北見市　講習会№1280

■公認普及指導員認定講習会　08月10日～08月11日　富山県・富山市　講習会№1278

■公認普及指導員認定講習会　08月10日～08月11日　宮崎県・小林市　講習会№1281

■公認普及指導員認定講習会　02月01日～02月02日　大阪府・泉南市　講習会№1292

■公認普及指導員認定講習会　01月18日～01月19日　福井県・勝山市　講習会№1294

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　01月12日～01月13日　石川県・金沢市　講習会№1286

■公認普及指導員認定講習会　12月14日～12月15日　埼玉県・さいたま市　講習会№1279

■公認普及指導員認定講習会　12月07日～12月08日　群馬県・前橋市　講習会№1284

■公認普及指導員認定講習会　12月03日～12月07日　東京都・東京都　新宿区、　町田市　講習会№1285

2013年度（2013年4月1日～2014年3月31日開催分）
■公認普及指導員認定講習会　03月22日～03月23日　宮城県・登米市　講習会№1295

■公認普及指導員認定講習会　03月15日～03月16日　石川県・内灘町　講習会№1297

■公認普及指導員認定講習会　02月22日～02月23日　京都府・長岡京市　講習会№1289

■公認普及指導員認定講習会　02月15日～02月16日　茨城県・守谷市　講習会№1293

受講講習会
取得資格取り消し者(講習会受講後、登録手続きを実施されなかったもの・資格復活不可)



北海道 久保田 有枝 藤田 一郎 国府　壮
青森県 塩谷 喜兵衛 工藤　尚
宮城県 鈴木 和志 佐藤 隆
山形県 齋藤 武司
茨城県 松崎　浩 藤丸　晶子 土井畑　幸一

群馬県 寺門　洋子 鈴木　幹男
埼玉県 會田　靖 市橋 富男
千葉県 原田　利夫
東京都 武藤 真也 斎藤 安江 森田 弘文
長野県 永井　祐二
富山県 池田 雅計 黒崎　実
石川県 塩野 尚文 古 幸江 中島 恵美子 舘 順子
静岡県 海野 弘美 徳増 知之
愛知県 余語 由美子 後藤　雅美
大阪府 辰森 泉美
兵庫県 山本 宜史
奈良県 村井 道徳
鳥取県 長沢　伸也
岡山県 酒本　昌良
福岡県 河村 和浩
熊本県 竹嵜　道夫 大林 和子 高田　裕一
宮崎県 福元 学 稲留 和成 川中 幸明

鹿児島県 皿良　五夫 小濱　尚美
沖縄県 又吉　健一

北海道 久保田 有枝

青森県 塩谷 喜兵衛 工藤　尚
宮城県 鈴木 和志 佐藤 隆
山形県 齋藤 武司
茨城県 松崎　浩 藤丸　晶子
群馬県 寺門　洋子 鈴木　幹男
千葉県 原田　利夫
東京都 森田 弘文 飯ケ谷 美恵
富山県 池田 雅計 黒崎　実
石川県 坂井　恭仁子 古 幸江 須加 紀子 舘 順子 松岡　里紗 松岡 砂都美
静岡県 海野 弘美 遠藤　好美 小林　由貴美 戸塚　小夜子
愛知県 余語 由美子 後藤　雅美
大阪府 辰森 泉美
奈良県 村井 道徳
鳥取県 長沢　伸也
福岡県 河村 和浩 河村 いずみ 河村　和哉
熊本県 竹嵜　道夫 大林 和子 竹嵜　由美 堀川　美保 高田　裕一
宮崎県 福元 学 稲留 和成 川中 幸明

鹿児島県 皿良　五夫 小濱　尚美
沖縄県 又吉　健一

北海道 神山 和仁
青森県 塩谷 喜兵衛
山形県 齋藤 哲也 齋藤 武司
埼玉県 會田　靖 西尾　由香子
千葉県 原田　利夫
東京都 武藤 真也

神奈川県 玉川　久根
長野県 永井　祐二
富山県 池田 雅計 黒崎　実
石川県 芳養 朋子 中島 恵美子 福井 卓也
静岡県 海野 弘美 海野　大輔 徳増 知之

本会が主催している各種認定講習会の講師を務める認定養成講師の一覧です。

◆公認普及指導員認定養成講師

◆公認シャトル競技審判員認定講師

◆公認トランポリン競技コーチ3種認定講師



愛知県 後藤　雅美
兵庫県 山本 宜史
福岡県 河村 和浩
熊本県 竹嵜　道夫 竹嵜　由美 堀川　美保 高田　裕一
宮崎県 稲留 和成 川中 幸明

鹿児島県 皿良　五夫
沖縄県 又吉　健一

北海道 神山 和仁
山形県 齋藤 哲也
埼玉県 會田　靖 西尾　由香子
東京都 武藤 真也 小澤　麻衣
富山県 黒崎　実
石川県 芳養 朋子 中島 恵美子 福井 卓也
静岡県 徳増 知之
兵庫県 山本 宜史
奈良県 村井 道徳

◆公認トランポリン競技審判員認定講師



山内菜摘 川端 裕美子 草刈　友紀 上野　成美 雪山　陽子 高柳 陽子 熊薮 実穂子 今多　拓也
稲葉　琴江 鈴木　美香 馬場　卓 犬居　可奈絵 堀川　鷹 野田 亮太 佐藤　百合 名知　里実
森　亮子 廣瀬　智久 廣瀬　仁美

伊吹　善仁 猪尾観把 中溝雄輝 中尾　千佳 佐藤　萌香 中井　美咲 片上　由美子 大倉　多賀子
川嶋　なおみ 齊藤　泰司 石田　京志朗 高松　奈津美 和田　貴晴 渡辺　久和

東間　賢一 猪塚　敬彦 杉本　彩香 田中　瑠美 橋本　珠希 梅野　志帆 山本　千尋 豊永哲子
久保牧子 石田　雅恵 佐川　いつか 中村　愛子 浅利　明美 城尾　真理

岸本　伸弘 関野　香代子 足立　之洋 戸田　尚美 鈴木　育子 石川　貴照 守屋　さみ 松本　侑子
酒井　知範 鈴木　直代 川原岳人 許斐　さやか 伊藤　昭宏 松島　尚子 都竹　勝 鈴木　浩介
村松　光英 水嶋　瞳

武田　直樹 松島　正知 藤井 慎也 中井　洋子 筒井　邦彦 田崎　勝史 吉村　祐太 藤川　智朗
森　敏彰 都竹　知佳 中山 育子 突田　行生 乾　敦子 亀井　浩 益地　宏明

高橋　純子 小林　明子 曽我　三恵子 粂　真澄 浜地　麻里子 小銭　数馬 渡辺　依子 砂辺　陽子
宮崎　洋輔 長田　悟 藤川　智朗

山内菜摘-2 山下　はるな 海野　大輔-2 上野　成美-4 犬居　可奈絵 野田 亮太-2 橋本　健史-2 犬居　菜穂子

稲葉　絵美里 平川　遼太朗 山崎　大輔 土屋　珠実 野村　泰之 伊藤勇木 松本　美華 矢部　隆弘
坂井 とき子 中澤 充 高橋　香菜 渡部　邦江 畠中　俊巳 飯塚　基志 森下　正崇 音成　眞紀子
音成　勇太 久保 実由 佐藤　優子 大谷 芳生 長島　康敬 金子　香 嶋川　優将 稲橋　まゆみ
竹田　大輔 石川 勝 広瀬 清

圓尾　芳樹 林　華子 入江　知紗 藤崎 博矢 馬場　圭佑 中村　杏紗 漆原　律子 若林　丈晴
森山　章人 山田　龍也 仲　えり子 山本みづき 仲　秀之 小村 元起 正平　裕也 渡辺　和英
田崎　勝史 渡邉　愛実 清水　俊介 松下　祥恵 河合　久美子

酒井　知範 鶴田　久子 山崎　大輔 岸本　伸弘 石川　貴照 足立　之洋 守屋　さみ 鈴木　育子
松本　侑子 関野　香代子 川原岳人 平野　美千代 山下　和也 樋口　鈴子 高塚　さとみ 永井　緑
三井　香 井上　容子

小松　千秋 出町　理香子 白取　和也 山並　明 阿部　由紀子 吹田　琴美 三浦　由里子 宮西　裕佳

坂井 とき子 森下　正崇 伊藤勇木 和田勝宏 中田充紀 大橋直美 昼間知穂 長崎　峻侑
仕黒　純子 松原 貴子 外村　哲也

小堀　和子-3 篠崎　駿-3 高橋　康紀-2 榎本　千裕-3 谷口　実季-2 島田　雅彦-2 松坂理生-4 伊東洸哉-3
佐藤梨奈-3 針谷友人-2 小林真奈人- 町田　尚生-2 武井　英憲-2

山本智美 手嶋　順子 坂井千奈都 勝原三貴 吉原真 岩竹和彦 松山　美菜 平田　英彦
池信　達志

谷　香織 高橋　知邑 竹内孝行 高村真悟 近藤柊馬 岩倉誠悟 尾崎綾 泉陽介
松永　実

多田奈苗 奥村　諭生 湊　和代 土肥　一成 柴草　由美子 栃沢　一義 大野　千晶 山下　はるな
常川　智子 杉浦　正隆 松本ひろみ 伊藤幸津枝 愛敬　雅人 山本　星彦 徳田　信吉 高山 愛

北村　皓太 長谷川尚子 西野真実

後藤　真美-2 長島　公太-2 冨樫　ルミ子- 冨樫 夏純-4 冨樫 真雪-4 大島千明-3 佐藤文紀-3 板橋良太-2
伊藤大輔-2 武藤智広-2 大谷龍太郎- 荒木琢磨-4 筑間友久シュ 中村隆誠-4 伊牟田萌-4 森田千尋-2
吉積侑莉-3 竹村　元-2 金石 渉-2 白川賢-3 橋本 莉奈-2

村上　真規-2 安藤 裕-3 植田 夏子-2 東野 弥栄子- 井上　勝太-1

有働真子 松元明代 島津　希美 藤村　綾乃 池田　勝 山口　仁美 森優二 篠原由紀
光井　美樹 井上千賀子 加来美恵 山田恵美 柿本　真理子 波多野　礼子 山中千代美 田代　恭子
城　彩子 前畑里美 清田國仁 松本彩

田中　康重 鈴木　孝三 後藤　春美 鈴木　美香 渡辺　友佳子 金子　まり 忠鉢　由美 北折　明子
伊藤　雄洋 奈良　江美子 長崎　剛政 斎藤　奈美 井川 勇介 本間　義和 三浦　久美子

井関　真理 湊　和代 中川　佳美 川村　佳陽子 毛利　富士美 米田　典子 津田　智弘 小寺陽子
中村　亜紀代 山出　真理 大野　真由子 池下　和美 丸山　順子 小林　千夏 酒井　九十九 山岸　しの
西出　雅美 川上　有紀 谷口良一 伊藤幸津枝 松本ひろみ 秋山真澄美 森　真紀 多田奈苗
金谷　紀子 木村　雅代 藤塚　史郎 中川ひとみ 岸彩乃 宮本　真紀 浅田　雅子 松本直美
永田弓美子 河村香那 多井　洋樹 江渕香織 多井　千智 高橋　千賀子 宮本幸紀 岡田香奈江
前野浩幸 嶋　哲昭 山口　泉 辻　研太 白崎 佑和 宮下　恵美 山本　朋香

■公認普及指導員認定講習会　04月14日～04月15日　石川県・白山市　講習会№1248

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　08月11日～08月12日　富山県・富山市　講習会№1251

■公認普及指導員認定講習会　08月11日～08月12日　福井県・勝山市　講習会№1257

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　06月09日～06月10日　東京都・北区　講習会№1254

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　06月02日～06月03日　大阪府・田尻町　講習会№1253

■公認普及指導員認定講習会　05月12日～05月13日　熊本県・熊本市　講習会№1250

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　04月21日～04月22日　山形県・上山市　講習会№1249

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　11月10日～11月11日　北海道・上川郡和寒町　講習会№1262
■公認普及指導員認定講習会　10月20日～10月21日　青森県・青森市　講習会№1261

■公認普及指導員認定講習会　09月29日～09月30日　茨城県・守谷市　講習会№1258

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　09月29日～09月30日　埼玉県・越谷市　講習会№1260

■公認普及指導員認定講習会　09月22日～09月23日　鳥取県・米子市　講習会№1259

■公認普及指導員認定講習会　08月25日～08月26日　北海道・和寒町　講習会№1256

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　01月19日～01月20日　大阪府・　講習会№1272

■公認普及指導員認定講習会　01月05日～01月06日　京都府・長岡京市　講習会№1265

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　12月22日～12月23日　静岡県・焼津市　講習会№1269

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　12月08日～12月09日　埼玉県・越谷市　講習会№1266

■公認普及指導員認定講習会　12月04日～12月08日　東京都・新宿区、町田市　講習会№1263

■公認シャトル競技審判員認定講習会　12月02日　静岡県・袋井市　講習会№1264

2012年度（2012年4月1日～2013年3月31日開催分）
■公認普及指導員認定講習会　02月09日～02月10日　静岡県・焼津市　講習会№1273

■公認普及指導員認定講習会　02月02日～02月03日　大阪府・泉南市　講習会№1270

■公認普及指導員認定講習会　01月26日～01月27日　兵庫県・尼崎市　講習会№1268

■公認普及指導員認定講習会　01月26日　静岡県・袋井市　講習会№1271



お名前 取り消し日
岡田　敦子 20130327

中出　悠一 20130306

山下　哲平 20130306

安井 久美子 20130209

成田　千春 20121130

宇佐美　倫 20121130

笠原陸 20121130

新田美月 20121130

内山優輝 20121130

中村　志織 20121012

斉藤結衣 20120810

大内　俊明 20120810

競技審判　東京都・北区　講習会№1254

競技審判　東京都・北区　講習会№1254

普及指導員　兵庫県・尼崎市　講習会№1268

普及指導員　京都府・長岡京市　講習会№1265

取得資格取り消し者(講習会受講後、登録手続きを実施されなかったもの・資格復活不可)

受講講習会

普及指導員　京都府・長岡京市　講習会№1265

コーチ３種　埼玉県・越谷市　講習会№1266

普及指導員　茨城県・守谷市　講習会№1258

競技審判　埼玉県・越谷市　講習会№1260

競技審判　埼玉県・越谷市　講習会№1260

競技審判　埼玉県・越谷市　講習会№1260

競技審判　埼玉県・越谷市　講習会№1260

普及指導員　福井県・勝山市　講習会№1257



石本　敦士 泉沙希 坂田　英成 松尾　典子 突田　行生 増崎登久子 大宮　和美 城尾　真理

水野 喜行 新田　佐智子 山中　慎介 古賀　照人 小見山　和美 粂　真澄 手嶋　恭子 岡田　千賀子

宮原　憲二 中野 孝司 森山　貴子

川島　宏美 谷好　純子 谷岡美那 田鍬　契子 片岡　香織 松尾　菖香 泉沙希 久保田一矢

吉嶋　大希 甚野　都 井畑　佳恵美 石野七海 山下裕子 大橋　崇志 岩田まゆみ 井田暢

早狩浩平 西田　税 島田幸歩 武林優香 植田夏子

舘野　祥慧 中野瑞穂 西端　雅子 中山真由美 堀 由佳 藤井　宏美 圓田智志 山下　忠洋

横田　麻利

三上ゆみ子 本多卓也 三宅奈穂美 田原利行 田原久美子 末永京子 四木久美子 加藤寛子

佐々井和佳奈 加藤　三容子 岩田　美郁 西原宏美 田坂美幸 楠祥江 花谷悠希 田代明美

佐藤朱美

柏倉　早智子 伊達千尋 山下　亘 山下　恵美子 大見　美帆 西島　和佳子 古川　亜希 新山　めぐみ

松田　和美 大柏　真美子 丹野　由紀子

青木久美子 青木大 高木泰子 高橋牧子 藤岡桂子 内藤茂 竹谷一 赤木眞矢

安部　優也 横田航平 岸純子 川上透 象谷大志 中島眞由美 佐野香織 荒木聡

斎藤貴幸

二神　裕志 内山　智加 植月英介 阿部しのぶ 阿部充快 重田聖良 中塚　清美 遠山知秀

染谷　忠勝 宮　智史 川満　梓 上山　秀樹 山崎　智香 佐々木祐介 半藤　京子 金石渉

渡邉　航太郎 山本　昌史 和泉　恵 恩田寿枝 山地　渉 山地量子 石坂　浩美 諸田景子

中山怜子 小山直美

北折明子 松井陽子 長島康敬 安藤和明 中野　徳広 片岡美穂 鳴海ユーキ 山崎由梨恵　

山本拓真 上野眞奈美 上野雄太 中原　香輔

高村真悟-2 武藤裕也-3 中川　泰一-3 森野　総司-3

大堀　麻由美 並木　教江 中島　裕規 片川　久美子 長島　公太 冨樫　ルミ子 寺門　洋子 松本好成

植松 理恵 中田 大輔 河原　誠 後藤　健 青塚　景子 高柳　保 小栗　由紀

竹内祐子 平木孝直 平木智代 竹川恭子 瓜田元美 武藤裕也 中川すみれ 木川田　しおり　

小林　胡桃

有坂 重雄 小野口　美由樹 福田　陽 安生　守 野原　久男 山川　朋美 三浦　久美子 髙橋　千賀子

朝倉　由子 羽賀　亜優美

酒本　昌良 高尾　俊昭 田中　佑樹 桂　健二郎 ウイリアムス　サラ 井村　美鈴 長沢　伸也 長沢　裕里

山下　なつみ-1 徳増　知之-1 黒崎　実-1

大野　千晶 上原　かおり 宮國　博美 徳村　房子 久高　裕子 田仲　康和 崎山　勤子 安里　千賀子

徳本　愛 知念　　勇 宮里　貴文 渡真利　朝美

針生秀一 河原　誠 澁谷　理恵子 梶山尋美 市島 益代 田中閑可 海老原　佳世子 藤井　健太郎

八木駿平 樋口　実佳 竹田大輔 中田 大輔 木村　由未 阿部　武司 森嶋　和子 篠原雅子

小堀　健一郎 田中　まり子 近藤優子 山田孝太 石井理恵 吉川功一 高瀬清美 富田康夫

小山田唯子 白鳥真一 畠中俊巳 川島由紀 篠崎駿 榎本千裕 稲垣　明子 浅香宣江

木下 後藤春美

大下麗子 後藤健 松村　治門 田中　幸江 大井　信積 古川　勝 古川　達也 長谷川　育子

長谷川　昌宏 小田　和代 岩佐　英充 佐藤　ふみ

齋藤 哲也-1 大守　博子-2 寺田 一洋-1 寺前　麻菜美-2 岡田　紳之介-2 東本　麻由-2 澤岻　享憲-2 藤川智朗-2

山下　咲菜-2 長崎　剛政-2 加藤 丈博-2 大久保和哉-2 大野　耕平-2 後藤健-2 中島　裕規-1 明神祐里子-3

大内俊明-3 末包生海-2 竹村元-3

2011年度（2011年4月1日～2012年3月31日開催分）

■公認シャトル競技審判員認定講習会　03月24日　大阪府・泉佐野市　講習会№1247

■公認普及指導員認定講習会　03月17日～03月18日　大阪府・泉南市　講習会№1246

■公認普及指導員認定講習会　03月03日～03月04日　千葉県・鎌ヶ谷市　講習会№1245

■公認普及指導員認定講習会　02月18日～02月19日　岡山県・総社市　講習会№1242

■公認普及指導員認定講習会　02月18日～02月19日　北海道・和寒町　講習会№1244

■公認普及指導員認定講習会　07月02日～07月03日　埼玉県・さいたま市　講習会№1227

■公認普及指導員認定講習会　01月08日～01月09日　島根県・出雲市　講習会№1243

■公認普及指導員認定講習会　12月06日～12月10日　東京都・新宿区、町田市　講習会№1240

■公認普及指導員認定講習会　11月19日～11月20日　長野県・白馬村　講習会№1236

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　11月19日～11月20日　北海道・帯広市　講習会№1241

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　10月15日～10月16日　東京都・　講習会№1233

■公認普及指導員認定講習会　10月15日～10月16日　北海道・釧路市　講習会№1237

■公認普及指導員認定講習会　06月18日～06月19日　福井県・勝山市　講習会№1223

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　06月04日～06月05日　大阪府・田尻町　講習会№1229

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　06月04日～06月05日　東京都・豊島区　講習会№1228

■公認普及指導員認定講習会　10月02日～10月03日　栃木県・栃木市　講習会№1238

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　09月24日～09月25日　鳥取県・　講習会№1234

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　09月24日　東京都・豊島区　講習会№1239

■公認普及指導員認定講習会　09月23日～09月24日　沖縄県・沖縄市　講習会№1232

■公認普及指導員認定講習会　08月27日～08月28日　茨城県・守谷市　講習会№1231



坂井　ゆかり 赤井　久恵 中村　智恵子 東　有紀 西村裕幸 川﨑直美 西川純子 後藤　紫

藤井 慎也 小山　誠 中西直美 松本好成 安村　ひろみ 増崎登久子 大宮　和美 寺西　有紀

岡野　隆光

横田　雄帆 岡本 美知子 豊後　歌子 加藤 丈博 竹嵜　道夫 田崎　美穂子 清長　弘美 和田　いずみ

山下　なつみ 中村　里佳

お名前 取り消し日

田中　美穂 20120518

澁谷由紀子 20120410

三村大輔 20120309

中原　寛太 20120220

柳本　絵莉香 20120220

山口　好洋 20110903

河裾充晃 20110805

亀井　浩 20110805

■公認普及指導員認定講習会　05月03日～05月04日　大阪府・高槻市　講習会№1222

■公認トランポリン3種コーチ認定講習会　04月23日～04月24日　石川県・　講習会№1218

競技審判　大阪府・田尻町　講習会№1229

競技審判　大阪府・田尻町　講習会№1229

受講講習会

取得資格取り消し者(講習会受講後、登録手続きを実施されなかったもの・資格復活不可)

普及指導員　大阪府・泉南市　講習会№1246

普及指導員　岡山県・総社市　講習会№1242

普及指導員　島根県・出雲市　講習会№1243

普及指導員　長野県・白馬村　講習会№1236

競技審判　北海道・帯広市　講習会№1241

普及指導員　埼玉県・さいたま市　講習会№1227



播正和房 楠　富美代 松本美華 倉光雅子 上村さゆり 川人康与 谷川君代 原田知江
峰　朋子

指山裕美 赤星純子 石原加奈子 猿渡　愛 浪本由紀子 一川綾子 古庄健太 上田裕香
楠　富美代 杉本大士 酒井香織 渡辺輝子 川村真理 東　菜摘女 田島友香 笹田陽子
荒木可菜実 錦井房美

長崎剛政 犬居菜穂子 石垣ゆかり 杉浦正隆 山崎治彦 山下和也 高戸千晴 平野美千代
山下はるな 西村雅彦 村上哲也 鈴木牧 山内由香 山道佳奈 大橋泰介 鶴田久子
永井緑 山崎大輔 今田和成 福島高男 堀岡光夫 樋口鈴子 . .

寺西進治 宇田真澄 瀬戸茜 山崎淳弘 突田行生 奥谷清美 新井唯 桃谷道直
松田眞紀子 大守博子 東本麻由 北崎加寿美 山田里美 武田直樹 中台圭太 亀井浩
平川遼太朗 伊吹てるみ 坂本直美 . . . . .

梶谷あすみ 田崎美穂子 早川泉美 越野真子 小坂紀代美 浅田啓介 松村恵 坪井大
岡野祐介 豊後歌子 安下知実 灰田美佐子 橋本真代 坂井律香 多田由香 山本良子
結城宣 和田いずみ 川島みなみ 南浩子 橋本千裕 茶谷あかね 森吉世奈 標麻未
荒井淳子 清長弘美 古市真富果 薫森美津子 福島敦宏 笹掛寛子 中道有可 岩村真里
山本一予 宮本文子 島田諒太 亀谷恵 滝川夏生 前田美沙希 西川礼奈 岡田あゆみ
松尾智子 . . . . . . .

渡邉貞稔 原田利夫 高森順子 インカー恵理 岸田美代子 五十嵐直美 横川美代子 小林由貴美
小堀和子 高柳保 瓜幸子 小林明智 多田美保子 中島眞紀子 高橋克彦 戸塚小夜子
小堀健一郎 中田侑歩 宇田川由美乃 井野康子 菅原麻由美 星知加 日比野友美 .

若松侑治-2 小倉僚介-2 小林雄介-3 本間啓司-2 植松孝仁-2 細川敏博-2 村椿麻美-3 三浦裕貴-2
吉多憂馬-3 欠ケ端未希-3 中川雄太-2 本間聖一-2 佐藤瑞季-3 國司えり子-2 山根理佳-3 小川登美予-3
杉本泰輝-2 角裕-2 日向雄斗-2

乾敦子 田中里佳 清水糸枝 三輪田美佐子 前山恵梨子 馬場美和 澤田眞一 江原藍子
岡部智英子 藤原恭子 津吉由貴 元田啓裕 高橋卓也

勝田尚子 大瀬良信雄 落合将来 内瀬戸俊 村井良吉 広野恵美子 小宮裕子 小泉潤
堀江純子 宮川敦子 西尾克子 高橋良明 平井美沙枝 今井誠 新居彩子 北田ひかる
愛敬雅人 櫻中勝信 津山哲 吉村友秀 千葉清之 涌井一嘉 中山香菜 森田晴江
宮向井緑 小川由起子 石井淳一 小林淳之介 八鍬俊介 石原雄太 谷平健二

前田裕子 西加代子 内之倉るり子 牟田原一信 新田美子 齋藤太記実 杉本美智子 寺坂三千子
楢木由実 橋満恵里子 牟田原実亜 吉川真由

工藤尚 對馬悠人 菊地一智 米澤大翔 飯塚馨 早坂大夢 高橋一徳 後藤真美
佐藤隆 貝森美央

井上勝太 大城はるか 四至本麻耶 久永幸広 玉川小百合 河野友悠 成田隆史 稲留和成
長岡佑美 手嶋恭子 牧野久美 泉文絵 澄川真弓 高尾明子

久保田照子 大城敦 宮里ひびき 知念美香 谷村純代 我喜屋笑美

福澤遼太 岡田豊太 赤瀬明美 椋田恵梨 伊賀淑子 坂田めぐみ 竹田朱実 木村みゆき
福山農 安部育代 宮谷洋子 山名香里

上谷佳世 荒木広美 本橋幸子 須賀真弓 余吾由美子 直井美和 宮本法子 丸田博保
平澤雄児 伊丹みどり 藤本由紀枝 野村公一 渡辺恵子 佐々木寛子 倉持奈々 竹之内美子
川崎祐子

小竹美夏 栃沢一義 奥村諭生 袋美津子 城生勝昭 大島健一 石井理恵 蓑地洋
川井吾子 芳田将司 櫻井文代 山川真弓 山﨑英人 吉村千春 小澤豊美 野村幸男

佐藤公規 菅原恵美子 長谷川春海 柿崎朱里 加藤弘之 築達晶子 飯塚あやか 土田光達
河村達雄 信田祐作 國井秀俊 早坂大夢 後藤栄 早坂広行 前川幸 飯塚基志
桜井康子

平成22年度（平成22年4月1日～平成23年3月31日開催分）

■公認トランポリンシャトル競技審判員認定講習会　平成23年3月6日　熊本県・熊本市

■公認普及指導員認定講習会　平成23年3月5日・6日　熊本県・熊本市

■公認普及指導員認定講習会　平成23年1月29日・30日　静岡県・掛川市

■公認普及指導員認定講習会　平成23年1月29日・30日　大阪府・泉南市

■公認普及指導員認定講習会　平成23年1月22日・23日　石川県・内灘町

■公認トランポリンシャトル競技審判員認定講習会　平成23年1月22日　東京都・町田市

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　平成23年1月15日・16日　北海道・小樽市

■公認普及指導員認定講習会　平成22年12月11日・12日　兵庫県・尼崎市

■公認普及指導員認定講習会　平成22年12月7日・11日　東京都・町田市

■公認普及指導員認定講習会　平成22年11月27日・28日　宮崎県・小林市

■公認トランポリンコーチ3種認定講習会　平成22年11月27日～28日　宮城県・登米市会場

■公認トランポリンコーチ3種認定講習会　平成22年10月16日～17日　大阪府・泉南市会場

■公認普及指導員認定講習会　平成22年9月25日～26日　沖縄県・うるま市

■公認普及指導員認定講習会　平成22年9月18日～19日　鳥取県・北栄町会場

■公認普及指導員認定講習会　平成22年8月28日～29日　茨城県・守谷市会場

■公認普及指導員認定講習会　平成22年8月21日～22日　富山県・富山市会場

■公認普及指導員認定講習会　平成22年7月24日～25日　山形県・山形市会場



山口剛弘 遠藤歩 望月友子 仲亀茂美 佐野真一 遠藤幹雄 秋山裕行 青木志津
後藤海

鵜澤和郎 新井山大 小林哲也 幸坂諭諮 湊谷祐司 菅原恵 熊山幸子 熊山彩子
山本悠貴 岩浪理 戸梶由梨 峰岸雄三 赤塚洋人 田中茉純

寺田望七-1 高橋和馬-2 森本匠-2 渡邉かおり-2 倉持真央-2 大島麻紀子-4 河崎彩乃-2 名雪健一-4
人見雅樹-1 田崎勝史-2 吉岡愛未-3 井上比佐子-3 関口将樹-3 薄田雄太-2 並木教江-2 佐藤文紀-4
鳥海絵里加-2 野沢匡史-2 石田正人-2 矢部隆弘-4 藤川美和子-4 鈴木裕太郎-4 吉村祐太-2

齋藤哲也-2 河野友悠-2 井上勝太-2 北崎加寿美-3 大城はるか-2 澤氏享憲-4 松田眞紀子-2 平川遼太朗-2
中溝一男-2 山中慎介-2 鈴木雅大-2

鈴木伸幸 長島公太 石山昭人 鈴木孝三 渡辺友佳子 鈴木美香 小浅美由紀 金子まり
冨樫司 片桐睦 高山広明 鈴木彩子 忠鉢由美 山木麻美

酒井れい子 津梅　紀子 出坂　節子 中泉　和宏 神田　利砂 浜谷　典明 小堀富士子 土肥　麻美
大西　潤 青木　正子 宮地　直樹 岸　直美 中野　由紀 永井　祐二 田丸　雅子 人見　雅樹

山崎穂菜美 小玉尚貴 安彦まさみ 池田久美 藤牧ひとみ 吉多憂馬 大築英恵 佐々木陽子
峰岸雄三 岩浪理 北山亮太 山本悠貴 若松侑治 吉多彩菜 大野友美 杉野かおる
新井山大 吉田樹冬 浅井直樹 國兼千枝 吉岡翼 小嶋力康 鈴木真理 鵜澤理江

茂垣知江 坂井春香 山口翔平 音成勇太 渡辺華清 稲葉絵美里 二多田弥生 田代明美
菅原喜代美 村瀬美香 及川裕 田代供也 石垣宗士郎 廣田清志 音成眞紀子 青塚克海
関根茂 岡山睦美 殿原弘之 山本星彦

深澤光一 山口佳代 荒木由美 近藤将浩 海野大輔 海野美沙希 橋本健史 徳増知之

野田陽子 鈴木雅大 伊藤友岐 佐藤仁美 高津裕美

■公認普及指導員認定講習会　平成22年5月22日～23日　北海道・和寒町会場

■公認普及指導員認定講習会　平成22年5月15日～16日　神奈川県・藤沢市会場

■公認トランポリンコーチ3種認定講習会　平成22年5月22日～23日　静岡県・焼津市会場

■公認普及指導員認定講習会　　平成22年6月26日～27日　山梨県・南部町会場

■公認トランポリンコーチ3種認定講習会　平成22年6月12日～13日　北海道・端野町会場

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　平成22年6月12日～13日　東京都・豊島区会場

■公認トランポリン競技審判員認定講習会　平成22年6月5日～6日　大阪府・田尻町会場

■公認普及指導員認定講習会　平成22年6月5日　山形県・南陽市会場

■公認トランポリンコーチ3種認定講習会　平成22年5月29日～30日　石川県・金沢市会場



和田勇気

高村真悟

池田智恵 畑田真喜子 富松めぐみ 大城戸麻弥 佐藤洋子 谷川君代 多良木弥生 前田孝子
原田知江 外室美貴 鵜野澤祐子 坂本雅子 大塚勇喜 荒木絵三子 井上朝子 甲斐政博
清田真理子 加納麻衣 吉村裕子 川端京子 坂尻和子 大沼純一 松本美華 甲斐和美

赤地三智子 松岡睦実 江蔵紀子 木越智美 宮野初久 木下徳子 林信吾 中田華加
松岡俊史 須加宏子 平田美佐 牧野啓子 宮下明美 北村泰江 西田禎

長谷川康子 伊藤香 横沢護 角田理恵 倉持真央 中村麻美 西岡尚美 小林由貴美
安藤秀夫 村井道徳 田中将希 西尾由香子 小澤麻衣 野口朋恵 村上真規 戸塚小夜子
宇田川由美乃 佐藤学 小堀和子 會田靖 高橋幸恵 木村純浩 小林千秋 愛敬隆史
岩田和加奈 山室みのり 岡本翼 太田恵 高橋大輔 赤間敬通 音成眞弓 園田知子
上山容弘 河田通子 松崎浩 寺田望七 細川佑一郎 石田正人 櫻井秀樹

前田有美子 佐藤仁美 松浦　恵 小出満里奈 落合若菜 藤田嘉司 土屋聡子 乗松拓郎
孕石真琴 鈴木雅大 加藤丈博 大村豪士

久保丈典 山口和美 城山恵美 池田吉伸 成田隆史 真栄田奈津美 岡田千賀子 加藤雅久
土田ひとみ 浅見大和 西川美和子 木村勇 玉川千紗都 田中久美 堂本摂津子 古賀照人
瀬川真紀子 筒井邦彦 岡本洋子 木村久紗子 平山萌子 寺前麻菜美 中村友祐 奥野恭平
井上勝太 松島正知 川口真由美 松村成美 小幡清美 澤岻享憲 野川恭子 坂田衣里
大西香那 別所あかね 吉村百合子 丹波和歌 大道安子 石本敦士 奥村啓介 田中美幸
笹岡胡桃 上林真規子 内田康平 田出梓 川崎香織 西川尚代 竹林晃

倉長真由美 松本沙織 樋上正美 藤嶋明子 山﨑由佳 小早川瑠莉 國料由季 要佑樹
山嵜章裕 中村賀子 高橋京子 武田春奈 建部康彦 小早川典子 足立晴香 太田一誠
森川久暢 市原弘美 門サヤ 升本有香 森山貴子 森田早智 上村裕之 足立静香
木村和真

竹脇野恵-2 岡野拓弥-3 千村梓-3 宇佐美倫-3 倉橋香衣-3 田中絢子-2 谷田拓真-2 木立康太-1
武井英憲-3 金田宏美-3 高橋康記-3 島田雅彦-3 谷口実季-3 井川勇介-2

伊藤美夫 藤本利美 原澤千弘 永井款子 松田尊江 岩内房美 木暮利枝 今井知江子
小金澤暁子 小林玄順 飯田裕子 足立まり子 江蔵清夏 吉田佳央梨

鈴木英行 広瀬孝子 牛久則明 中村唯 中村由美子 後藤有希 須藤裕幸 小池道予
福島昌美 広瀬由実 石綱佳苗 井上芳明 上野真弓

工藤尚 對馬悠人 櫛引敦子 神知美

岡本翼 内山沙紀 加古浩美 高橋直美 宮村孝政 水尾泰子 元上恵子 山下真司
細川佑一郎 大西亜由美 柴田やよい 林田明子 山田朋子

福島昌美 大垣昇一 広瀬孝子 牛久則明 石綱佳苗 中村唯 井上芳明 中村由美子
鈴木英行 増渕英子 広瀬由美

鵜澤和郎-3 岩浪理-3 押野孝彦-3 工藤千奈-3 小泉智宏-3 仁義水緒-3
中村祐子-3 清野真知-3 海藤恵里子-3 小林胡桃-3 峰岸雄三-2 新井山大-2 泉陽介-3

中村直子 大澤綾子 嶋田純子 中村朱実 松原由美子 松村るり 松田幸枝 三屋信子
漆屋正治

海野大輔-3 橋本健史-3 大庭典子-3 落合育子-3 大西千代-3 永山しのぶ-3 佐藤仁美-2 前田有美子-3

坂下由子 伊藤淳 酒井ひろみ 高橋康紀 吉澤菜栄子 吉村祐太 高橋香織 中島裕規
中西千春 倉橋香衣 鳥海絵里加 大谷紀子 谷口実季 木村純浩 高橋和馬 寺田望七
高橋克彦 高橋香菜 山本享子 川端智美 斉藤風花 大山浩司 渡邉かおり 坂本鷹志

規定の登録等の手続きがなされなかったので取得した資格が無効となった方

公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年1月16日・17日　東京都・足立区

公認トランポリン競技審判員認定講習会 　平成22年2月6日～7日　北海道・北見市

平成21年度（平成21年4月1日～平成22年3月31日開催分）

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年3月20日～21日　熊本県・熊本市
背景はピンクの者は登録手続きが完了していない方です。

■公認コーチ3種認定講習会 　平成22年3月21日～22日　石川県・野々市町

■公認コーチ3種認定講習会 　平成22年3月13日～14日　埼玉県・越谷市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年3月13日～14日　静岡県・藤枝市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年3月7日　大阪府・泉南市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年3月6日　京都府・長岡京市

■公認トランポリン競技審判員認定講習会 　平成22年3月6日～7日　埼玉県・越谷市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年2月27日～28日　群馬県・前橋市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年2月20日～21日　栃木県・宇都宮市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年2月20日～21日　青森県・青森市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年2月13日～14日　愛知県・東海市

■公認トランポリンシャトル競技審判員認定講習会 　平成22年2月7日　栃木県・宇都宮市

■公認トランポリン競技審判員認定講習会 　平成22年2月6日～7日　北海道・北見市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年2月6日　福井県・勝山市

■公認トランポリン競技審判員認定講習会 　平成22年1月30日～31日　静岡県・焼津市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成22年1月16日・17日　東京都・足立区



青木希 横川美代子 吉澤まゆみ 葛西貴代 大山美樹 島田萌香 鈴木裕子 安藤秀夫
永井久美 土井畑幸一郎 小野口知佳 小嶋美里 奥山瀬奈 櫻井秀樹 吉田雅子
信夏代 大南征子 佐々木かおり 石井啓子 笹野秀 山下なつみ 河崎彩乃 内田悠子
吉澤小百合 石塚美奈子 島田雅彦 宇佐見倫 渡辺洋子 井川勇介

西村道典 太田知子 川上智美 佐々木新造 梅田晃正 大西由香理 佐々木努
ウイリアムス
サラ

山下貴 橋本里香 岡本薫 大塚慎一 佐藤由美 佐々木秀樹 桂健二郎 長久拡右
久田真志 瀬戸利枝 田代智彦 土田麻奈未

愛敬正明 斉藤恵 小澤麻衣 中村幸四郎 鈴木すみ子 小山直紀 三池田愛枝 石田正人
愛敬郁代 岡嶋正治 大谷政明 並木教江 大谷友一朗 中里陽香 石田美穂 森田賢太郎
渡邉貞稔 武藤真也 倉持真央 藤井進 天坂佳美

久保田勝則 中西紀子 矢口和美 山本大地 斎藤利子 鈴木如 永井夕佳 前田恵里
中西拓 宮沢有紀子 宮嶋夕子 胡桃明 松川理 捻金泰昭

河野優子 小濱尚美 重森大樹 中原広貴 有馬恵

矢尾幸子 杉谷尚美 三嶋宣子 徳増知之 大城悠摩 小西敬太 米谷恵子 下之薗知延子
岸真希子 油野佳奈枝 西谷智代 塩谷加奈子 内潟博 西川明大 山崎麻衣 高橋大輔
浅野達郎 竹澤稔充 小室志津江 村中龍介 宮地直樹 町衣純 小倉さゆり

前田美子 栃沢一義 林信吾 川井吾子 櫻井文代 常川智子 奥村諭生 袋美津子
柴草由美子 芳田将司 土肥麻美 西田禎 高橋大輔

高田裕一 牧野清孝 白川豊和 吉行聡 仲吉朝善 永野多恵 又吉健一 堀川美保
竹嵜由美

齋藤哲也(3) 手嶋恭子(3) 酒本昌良(3) 左近愛(3) 寺前麻菜美(3) 後藤雅美(2) 長岡佑美(2) 半本ひろみ(1)
松岡里紗(1)

松崎浩(3) 伊藤楠菜(3) 河崎彩乃(3) 鈴木雅大(3) 丹暁子(3) 山下はるな(3) 小島恵子(2) 小林真奈人(2)
岡本美知子(3) 大城悠摩(3) 後藤奈菜(3) 倉持真央(3) 戸田ゆりこ(3) 吉村祐太(3) 島田萌香(2) 飯田和之(2)
原田利夫(3) 大野耕平(3) 櫻田和彦(3) 高橋和馬(3) 西村穂(3) 渡邉かおり(3) 近藤優矢(2)

金一国 小見山和美 松尾香恵 知念真 児玉勝典 岡部直美 柳橋昌一 川中幸明
諏澤誠 吉井聖美 中田ゆかり 小川豊 矢野祥弘 中尾恒 照屋敏算 柏木民江

西門道夫 新田利枝 中田侑歩 村田英梨

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年12月12日・13日　岡山県・総社市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年12月1日・5日　東京都・町田市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年12月1日～2日　長野県・白馬村

■公認トランポリン競技コーチ3種認定講習会 　平成21年4月18日～19日　広島県・福山市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年11月22日～23日　鹿児島県・霧島市

■公認トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年10月24日～25日　石川県・金沢市

■公認トランポリン・シャトル競技審判員認定講習会 　平成21年8月23日　富山県・富山市

■公認トランポリン競技コーチ3種認定講習会 　平成21年6月13日～14日　福岡県・小倉市

■公認トランポリン競技審判員認定講習会 　平成21年6月6日～7日　大阪府・田尻町

■公認トランポリン競技審判員認定講習会 　平成21年6月6日～7日　東京都・豊島区



田村和男 中村祐美子 酒井れい子 大谷輝美 小林ゆかり 寺島智恵子 廣田寿見子 岩佐正世
武内里美 今本圭介 桝家早苗 方便由美恵 尾崎志穂

名知和美(3) 櫻井秀樹(3) 野田耕平(3) 小島恵子(3) 田原良彦(3)
小林真奈人
(3)

奥野文夫(2) 伊東真路(2)

藤丸晶子(3) 大西裕介(3) 久住亮太(3) 高橋佳(3)
佐々木のど
か(3)

柳澤登喜子
(3)

佐藤裕之(2) 高橋和樹(2)

小林由貴美
(3)

野田伸明(3) 岡本飛鳥(3) 飯田和之(3) 近藤優矢(3) 太田恵(2)
嶋川由美子
(2)

中島裕規(2)

戸塚小夜子
(3)

服部乃梨子
(3)

佐藤果奈(3) 島田萌香(3)
高橋すみれ
(3)

鈴木久根(2) 徳増知之(2) 和田勇気(2)

細川佑一郎
(3)

犬居菜穂子
(3)

八十島有希
(3)

深見結希(3) 町田尚生(3) 江蔵紀子(2) 鹿野香織(2) 高橋香織(2)

山下なつみ
(2)

花田亜希子
(2)

小野聡子(2) 森敬之(1) 小澤麻衣(1)

瀬谷真一(3) 長岡佑美(3) 牧野久美(2) 斉藤英子(1) 鶉野健司(2)
大城はるか
(3)

坂田和哉(2) 馬場丈幸(2)

山口学(2) 栄徳優毅(2) 田出章洋(3) 三宅雅之(3) 山中慎介(3)

宜保奈津子 辻　和久 高見扶世 儀間広美 西田光恵
比屋根久美
子

安慶名勇気 外間美咲

炭山優子 小見山和美 日傳澄子 後安藤江 長谷部政子 藤原里美 菱川則子 新宮泰行
森　和美 杉山克子 岡本康治

佐藤日出子 永田京子 吉田義隆 高元美紀 原　将人 古川悠子 井上俊男 山部圭亮
田淵優子

小林貴子 塩谷節子 湯山隆志 幸坂諭諮 海藤恵里子 木村智美 山根理佳 小林哲也
田和宣彦 鷲見　香 村田英子 菊地さち子 藤池美友 熊山彩子 吉仲実咲 廣瀬和代
田中茉純 鉢呂奈々

楠　智美 藤丸崇徳 三浦玲子 江田紀子 辻本さおり 北市しのぶ 国重英里 大川裕子
金沢由美子 佐藤純子 前田美由紀 佐々木法子 後藤賢一 須田正幸 橋本淳子

中村直子 岩岡千賀子 大谷輝美 織田幸男 織田みゆき 酒井秀一 酒井律子 酒井れい子
中村祐美子 方便由美恵

受川美子(3) 中越　恵(3)
旗　由香利
(3)

湊　和代(3) 宮野初久(3) 森　ひろみ(3) 佐伯和哉(3) 須加宏子(3)

安藤宗毅(3) 岸　直美(3) 二木美香(3) 坂口絵里(3) 益田　徹(2) 馬渡京子(3) 土肥一成(3)
杉本美由紀
(3)

藤田美枝子
(3)

赤地三智子
(3)

松田正行(3) 中田華加(3) 池田雅計(2) 石井文美(3) 川井吾子(3) 堀田晴子(3)

笠間孝治(3) 宮地直樹(3) 高山　愛(3) 伊藤潤子(3) 宮岡雪美(3)

久住亮太 金子香 千葉祐司 青木孝子 有田千里 石川秀康 佐々木香恵 二神裕志
小宮高之 中山誠刀海 愛敬隆史 福島一仁 鈴木淳史 横田雄帆 川名緑 稲田知子
小宮祐子 落合涼 飯塚冬樹 戸田ゆりこ 塚本和貴 木幡美登里 櫻田和彦 吉田政樹
今井誠

松崎浩 藤川美和子 名雪健一 大堀麻由美 中村貴子 大島麻紀子 加藤慎太郎 吉田雅子
寺門洋子 平林洋子 園田知子 阪本和彦 中村麻美 三浦玲子 江部智子 鈴木裕子
鈴木幹男 内山栄子 ニノ瀬玉恵 伊藤有紀子 矢部隆弘 永井善浩 小金澤暁子 小栗由紀

左近愛 黒川藍子 門中良江 谷口由美子 水野善行 新本由貴 小山伸也 和田多佳子
中山育子 堀晃宏 川瀬里恵 岩谷陽子 加田景子 上野晴子 栄徳匠真 風尾美由紀
籾井由佳 薮内健史 西本隆志 中森由紀子 益田善之 大西承子 石橋美香 西浦奈々
吉田千晴 岩切秀樹 石川真弓 田倉美佐 永島祥子 北小路実起 太田三洋 岡本早紀
松島逸人 市橋亜紀

小林哲也(2) 田中茉純(3) 熊山彩子(3) 鷲見香(3)

平成20年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日開催分）

■トランポリン普及指導員認定講習会 　福井県・勝山市　平成20年4月26日・27日

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成20年6月7日～8日　東京都・豊島区

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成20年6月7日～8日　大阪府・田尻町

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成20年7月12日～13日　沖縄県・沖縄市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成20年8月2日～3日　岡山県・真庭市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成20年8月23日～24日　鳥取県・米子市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成20年8月30日～31日　北海道・池田町市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成20年9月14日～15日　茨城県・守谷市

■トランポリン・シャトル競技審判員認定講習会 　平成20年9月21日　福井県・勝山市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成20年10月4日～5日　石川県・金沢市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成20年12月2日・6日　東京都・町田市

■トランポリン・シャトル競技審判員認定講習会 　平成20年12月27日　千葉県・鎌ヶ谷市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年1月10日・11日　大阪府・泉南市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成21年1月31日～2月1日　北海道・名寄市

■トランポリン・シャトル競技審判員認定講習会 　平成21年2月11日　茨城県・守谷市



関孝 沼尻美登里 大滝賀子 長沢一寿 佐藤純子 金沢由美子 藤本由紀枝 萩原俊二
藤井直世 岩田和加奈 稲垣直子

坂田英成 杉本里歌 雪山麻紀子 松村寿子 山田由紀 濵田麻由美 野村優子 笹裏宣子
本田真由里 安田幸子 小笠原展子 大塚美香 西島桂子 門垣均 田口けい子 澤田友紀子
廣田光史 劉恵子 伊賀美穂 田端広子 井上直恵 大串美保 武田由佳子 井村亨

牧野清孝 牧野利恵 中川綾美 正平裕也
小野山神之
介

神保陽介 佐藤静香 河村和哉

河村いずみ

市坪理香 新福一夫 上仮屋鈴敏 柞木あや 栫浩三 若松美穂子 河野優子 寺坂三千子
稲留和成 溝口厚子 加治木貴靖 八ケ代朝子 福園由実 西加代子 小濱尚美 前田裕子
指宿辰哉 上谷克己 池田成諒 田爪徳子 柳橋勇司 山口光子 重森大樹 坂元由佳子
明石晶彦 田丸俊一 柳橋昌一

後藤雅美 飯ヶ谷美恵 美根真由美 倉持真由美 坂田和哉 宮岡雪美 田村和男 笠間孝治
皿良五夫 坂井恭仁子 小銭弘美 須加紀子 坂口絵里 福井エミ子 田村喜代美 谷田拓真
原田利夫 馬場知映 織田幸男 旗由香利 山谷和美 小坂泰子 佐藤裕之 藤池亮太
阪本和彦 馬場早代 織田みゆき 半本ひろみ 松本友恵 村本茜 中溝一男 栗原光洋
薄田雄太 木立康太 佐藤里歌 山口学 長谷川浩司 高山美幸 日下美織 加藤政幸
上田敦子 長谷川伸洋 加田真一 岡田明江 長谷川美貴 藤丸晶子 今村直子 木村里江子
宮丸弘子 北村明子 松岡里紗 梶谷正昭 北居宏基 津田和紀 関川正明 平松朋法
北村富子 中川晴美 酒井秀一 高山智美 山田紀和 中川洸輔 山中慎介 今藤修
東野弥栄子 早川さよ

治田和也 多田千秋 武井英憲 金田宏美 中嶋佐季 竹村陽子 千村梓 細井戸絵美
岡野拓弥 伊藤香 塚本優介 小林嶺 江部智子 加藤慎太郎 小野寺彩子 笠原由香里
門馬教良 河崎洋志 嘉門直美 鈴木理江 押目正美 菅野久美 永島優子 佐藤建太郎
浅香祐子 市川由実

岩山芳子 飴本彩子 発田葉子 荒木綾美 横田裕彦 村端良太 宇都宮由美 斎藤　綾
佐藤　忍 佐藤江利子 橋口敦子 福田朋子 鈴木美和 宮崎雅子 川畑愛子 三嶋ハル歌
松尾昭信 多田理恵 廣田康子 嶋田瑞絵 川人康与 藤原香織 横田亜希子 竹ノ下珠靖
江藤　晃 村上　愛 清水典代 藤本史江 鈴木美和

佐々木美里 中村里佳 八尾桃子 土肥麻美 遠藤弘美 中野由紀 新井幸恵 大野有希子

宮下由紀恵 高山　愛 安田一絵 藤田万理乃 橋本さおり 横江聖子 藤池俊太 福島敏広

宮下雅揮

大烏広次 河崎雅樹 成田明子 鳥越啓史

多田千秋（3） 塚本優介（3） 江橋公祐（3） 斉藤康一（2）

福山欣晃 磯谷友里会

小野祐二 月瀬　毅

松田典夫

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年2月14日・15日　兵庫県・尼崎市

■トランポリン・シャトル競技審判員認定講習会 　平成21年3月1日　福岡県・北九州市
背景がピンクの方は未登録、または登録手続き中です。

■トランポリン・シャトル競技審判員認定講習会 　平成21年3月1日　宮崎県・小林市

■公認トランポリン競技コーチ3種認定講習会 　平成21年2月28日～3月1日　石川県・金沢市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年3月7日・8日　埼玉県・草加市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年3月7日・8日　熊本県・熊本市
背景がピンクの方は未登録、または登録手続き中です。

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年6月
23日・24日　滋賀県・高島市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年8月
18日・19日　福井県・福井市

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成21年3月28日・29日　石川県・内灘町

登録手続き無のため資格抹消者　資格を回復することは
できません。
■トランポリン普及指導員認定講習会 　福井県・勝山市　平
成20年4月26日・27日

■トランポリン普及指導員認定講習会 　平成20年8月2日
～3日　岡山県・真庭市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成20年3月8日
～9日　埼玉県・越谷市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年6月
16日・17日　神奈川県・藤沢市



石井文美 森　ひろみ 長井　忍 吉村弘美 笹川加奈子 開發久美子 馬渡京子 高松かほる

堀田晴子 宮崎裕美

河村和哉(3) 牧野清孝(3) 高田裕一(3) 吉行　聡(3) 中村謙太(3) 又吉健一(3) 竹嵜由美(3) 堀川美保(3)
河村いずみ
( )川中幸明(3) 皿良五夫(3)

杉林　由香里 升田　有香 津田　育子 仲摩　絢子 藤川　英里 本田　能子 大村　貴則 鶴見　喜隆

山本　彩加 佐野　千秋 守安　章子

平林洋子 茂木信彦 国友幸夫 小池依子 小川かおり 柳沢宏幸 内山栄子 名雪健一

鈴木聡子 吉原秀人

藤池亮太(1) 山崎麻衣(1) 坂本鷹志(1) 岡本翼(1) 長澤雅子(2) 森田哲朗(2) 野口朋恵(2) 瓜真守(2)

植田光(2) 栗原光洋(2) 伊藤友岐(3) 木立有香(3) 秋元友希(3) 嶋川由美子
( )

大堀麻由美
( )

花田亜希子
( )高橋和樹(3) 伊東真路(3) 本間義和(3) 佐藤仁美(3) 高橋香織(3) 鹿野香織(3) 鈴木久根(3) 小野聡子(3)

中島裕規(3) 和田勇気(3) 松井祐治(3)

牧野宏美(1) 西田直子(3) 河合真由(3) 喜多代康裕
( )

中溝一男(3) 栄徳優毅(3) 坂田和哉(3)

嶋川拓也 佐野　彰 出川恵美 山本慎一 香川照子 山田紀和 勝山里美 阿久津恵子

薄井康志 福山欣晃 中川洸輔 江口佳美 片岡　輝 磯谷友里会 坂本里香 田代雄大

海川祐輝

小川雅生 大塚剣一 西川恵梨奈 小野祐二 月瀬　毅 岡本　進 野中純子

西野博幸 田村喜代美 北村真沙美 田中勝吾 村田寛一郎 森川真俊 松田典夫 山本千春

岩佐千裕 巨田元信 渡辺和家

上田晃一 小比内勇希 島田　光 井上　瞳 山内　茜 浅井明美 河原佳子 高田富治

高田純子 土橋　繁

山田圭子 舘野妙子 宮本由佳 本多梨沙 櫻井理絵 畑中孝行 稲垣直子 大滝賀子

長沢一寿 渡辺純一 渡辺恭子

渡部邦江 斉藤英美 斉藤幸恵 菊地一智 馬上亜生 横山秀俊

高尾俊昭 岡﨑稔弘 服部素之 酒本昌良 椎原夕美子 阿部絵理子 風早秀義

河野忍 日高大輔 寺谷末弘 坂下晃一 新竹美智子 八ケ代朝子 瀬戸山博 宮崎裕美

上谷克己 長崎拡輝 加治木貴靖 柞木あや 堂原郁恵 岡野江里 栫浩三 黒田智美

田丸俊一 江藤昭 池田成諒 萩元博子 寺迫志乃 田爪徳子 日高紀孝 瀬戸山昭子

岩満英人 上仮屋鈴敏 柳橋昌一 内立朝世 松山真弓 坂元由佳子 葛迫龍司 西ひろみ

木切倉良昭 三木尚 谷元紀夫 本元英子 山之口幸子

駒牧盛年 名知和美 並木亮子 小川知美 渡邉敦美 増田　純 奈木れい 鈴木貴之

成瀬慎一郎 渡辺和佳 鈴木久根 星　清慈 三浦梨恵 髙橋和久 工藤美奈子 長田文秀

柏　茂良 横田美佐子 岩本将広 滝沢友理 太田　恵 金山雄介 佐藤祥子 瓜生寿子

金井聖和 安部早織 徳口　涼 佐藤　晃 上野真希 黒木美紀子 日熊秀貴 藤咲和也

平成19年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日開催分）

■トランポリン・シャトル審判員認定講習会 　平成19年4月15日　富山県・射水市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成19年4月21日～22日　福岡県・北九州市小倉北

 追加認定

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年4月28日・30日　石川県・小松市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年5月26日・27日　群馬県・前橋市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成19年6月9日～10日　東京都・豊島区

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成19年6月9日～10日　大阪府・田尻町

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年6月16日・17日　神奈川県・藤沢市

氏名のピンクの方は登録中または、未登録の方です。

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年6月23日・24日　滋賀県・高島市

氏名のピンクの方は登録中または、未登録の方です。

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年8月18日・19日　福井県・福井市

氏名のピンクの方は登録中または、未登録の方です。

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年9月3日・4日　石川県・金沢市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年9月8日・9日　茨城県・守谷市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年9月15日・16日　福島県・郡山市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年10月20日・21日　岡山県・総社市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年　　月　　日・　　日　宮崎県

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年11月27日・12月1日　東京都・町田市



沼田英之 木下　宗 薄田雄太 中村圭祐

中尾慈順 本多隆志 並木亮子 深田一徳 新井政和 杉本俊輔 山根敦子 小谷淳子

島田裕子 本池明美 西田美恵子 福岡美喜 高垣美恵 久野弘子 小林三千代 深田幸美

林原朋子 福井涼子 福岡孝美

杉本泰輝(3) 吉田勇太(3) 高木智未(3) 吉田安希(3) 森原光(3) 渡辺裕人(3) 峰岸雄三(3) 小玉尚貴(3)
朝長久美子
( )

岩田直佳(3) 山田達也(3) 國田千尋(3) 中村春香(3) 吉仲実咲(3) 西田智晴(3) 三浦裕貴(3)
小川登美予
( )

濱田綾(3) 阿部知里(3) 柴垣聡美(3) 法邑俊彰(3) 小林哲也(3) 新井山大(3) 玉置準一(3)

松井隆一(3) 盛田雄貴(1) 造田道普(1)

井上亜矢 梅本保菜美 浦田純一 村上真規 松田眞名巳 宮村和男 葛谷　紳 木原　健

馬野巌雄 長岡佑美 三宅雅之 井上一平 井上佳南

西川隆剛 岩本サナエ 上野由美 坂本康代 天野智子 野尻佑佳 山本典子 近藤利恵

牧野利恵 嶋田貴子 松本由起子 山本寛子 井村望 神志那実来 片桐千恵 佐藤恵美子

藤田圭子 須山明弓 安田純子 松原順 佐方肇子 土谷修 上村直美 佐藤和美

佐藤名々美 園田智美 坂本雅美 大林春奈 三村千賀子 稲摩美保 藤本由里

遠藤　いね 岸本　直記 谷口　恵亮 三ツ井　康昌 小梶　崇 長瀬　直樹 遠藤　治奈 山中　咲

小寺　直

竹嵜由美 上杉里香 村上幸子 家吉順子 本田まゆみ 芹川真理愛 田中こゆき 白川豊和

堀川美保 生駒春美

安藤綾 島田こずえ 嶋和美 湯川満妃 出野るみ子 山田和正 泉あけみ 上村淳美

樋上正美 西門道夫 武林恵

鈴木ほのか
（ ）

竹村陽子（3） 多田千秋（3） 塚本優介（3） 治田和也（3） 松野奈生（3） 有賀裕太（3） 井川勇介（3）

臼井里美（3） 小西克典（3） 坂口貴文（3） 竹脇野恵（3） 田中絢子（3） 江橋公祐（3） 山崎浩太（2） 斉藤康一（2）

玉田寛美（2） 西尾由香子
（ ）

會田　靖（1） 谷田拓真（3） 坂本和彦（3） 原田美紀（2）

橋本陽子 塩谷美智代 仕舘勝巳 今本輝美 中越　恵 青木朋子 林　信吾 奥山雅代

松永祥成 黒田　恵 岡田三智子 石崎竜乃介 室住大地 西田　禎 車　知樹 北村卓也

河端　浩 太磨照美 山本真由美 中邑素子 山田ユカ子 山田綾香 西村夏季 二角雄介

北本教恵 白山恵美子 仲原朝美 野口晴枝 吉田智恵 横浜猛夫 中村美穂 倉見美穂

堀　節子 青山理絵

川西隆由樹 奥野文夫 益田　徹 黒﨑　実 池田雅計 宮崎裕美 嶋川由美子 鈴木久根

馬場丈幸 河村和浩 河村いずみ 河村和哉 米山清彦 伊藤直木 余語由美子 山崎麻衣

山本宜史 宮田幸典

桑原秀子 谷田拓真 藤池亮太 鈴木秀雄 内藤公子 栗原光洋 菅沼美智子 木立康太

山田恭史 笠原久美子 小磯久美子 荒生孝江 中澤中枝 釣谷麻夏 山田佳奈

浅野　輔 石田淳子 石川朱実 林　智長 高塚さとみ 野田耕平 村上和香奈 油目　涼

田中将太 本田翔子 松本こずえ

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成19年12月8日・12月9日　鳥取県・鳥取市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成20年1月19日～20日　北海道小樽市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成20年2月2日・2月3日　大阪府・守口市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成20年2月2日・2月3日　熊本県・合志市

■トランポリンコーチ（3級）認定講習会 　平成20年3月15日・16日　石川県・金沢市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成20年3月15日・16日　埼玉県・草加市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成20年3月22日・23日　静岡県・焼津市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成20年2月10日・2月17日　愛知県・東海市

■トランポリン・シャトル審判員認定講習会 　平成20年2月16日　熊本県・合志市

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成20年3月1日・2日　京都府・長岡京市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成20年3月8日～9日　埼玉県・越谷市

氏名のピンクの方は登録中または、未登録、黄色は基本登録が未登録の方です。

■トランポリン普及指導員2種養成講習会 　平成20年3月15日・16日　石川県・白山市



吉田綾子 小坂貴子 池田香緒合 麻田美由紀 鍛冶千代美 多井英一 松多　愛 安田恭子
川端久美 笠間孝治 林　和志 宮岡雪美 穴田宝美 中村孝志 安田尚登 藤田美枝子
中坂千秋 甲野太郎 川本まゆみ 水島博美 森　千里

立花千穂 七野寿裕 北瀬　愛 国分直美 嘉本公子 河野友悠 大川海生 幸長　功
松岡弥里 松尾典子 松井弘成 樋口智里 大竹雅子 市川優子 久米敏生 山口　薫
松岡猛久 福島美幸 高尾美恵 森　敏彰 藤原まや子 小池聡子 水野和子

杉本美由紀 紙谷智子 安藤宗毅 佐伯和哉 佐伯弘美 土肥一成 遠藤瑛子 寺林寛美
中川大輔 高山　真 北村明子 遠藤好美

半井路美 矢上久美 村上由美 福嶋和子 坂本可奈子 田中陽子 上田りつこ 本田山陽子
田中紀子 江見尚美 畑京子 竹中博美 置田かおり 新熊優美 棚田嘉津子 坂本建樹
小門伸枝 岩切恭子

池田雅計(3) 上山容弘(2) 六代陽平(3) 松岡弥里(3) 馬場丈幸(3) 河村和浩(3) 吉田佳世(2) 河野友悠(3)
黒崎実(2)

太田知未(3) 丸田祐介(3) 長江正太郎 宮崎洋輔(2) 鬼頭由衣(2) 嶋川優将(2) 川尻名緒(2) 森敬之(2)
太田　恵(3) 寺田望七(2) 桜井峻(2) 細川万梨子 植田　光(3)

盛志津子 山並秀子 鈴木千帆子 杉山強 鈴木博美 村中久美子 桜田正行 山崎等
小山内敬子 林優子 酒田綾子 塩谷喜兵衛 工藤めぐみ 佐藤紀子

植垣望 西郷圭子 高田佳代子 中尾有香里

宮崎裕美 泉哲弥 野沢直人 奥村徳俊 中川真依 平田真梨子 手島陽平 小野山紳之
北居宏基 西村勇輝 向井貴誉志 杉山充樹 稲井さくら 村本茜 北田絵梨 旗由香利
山口学 新木智也 宮道徳光 橘泰至 岡田祥輝

戸梶由梨(3) 大西智恵(3) 上野翔太(3) 武田章(3) 島奈津美(3) 若松直美(3) 小林清美(3) 藤池美友(3)
森﨑恵(3) 早坂俊亮(3) 川代健司(3) 長谷田咲季

小笠原泰則 和田洋子(3) 米澤大翔(3) 伊藤雄洋(3) 鎌田裕恵(3) 飯塚基志(3) 谷内美保子 千葉翌(3)
奈良江美子 米沢秀則(3) 伊藤幸洋(3)

鵜澤和郎 笹森奈津美 在原真奈美 二見一美 山下牧子 中川泰一 鈴木千佳 山崎純子

坂本たみ子 坂本昌世 大久保栄子 原田ふみ江 石井直美 石井　信 沼尻美登里 岩田和加奈
坂　良則 長谷川慶彦 清水秋彦 中根美代子

長井 忍 沼田明美 阪口朱美 出崎厚子 高松かほる 馬渡京子
大丸和要子 牧 治子 林 ゆかり 城山清香

小島恵子 杉本みゆき 佐藤　愛 福田理紗 七里洋子 田中　泉 大石克也 宮内南美
宮岡春香 渡辺万里 清水美沙 榎本千保 水野加弥子 長島直美 山田雅弘 江藤隆仁
松村有可 船戸雅子

簗田光子 桧山恵美 酒田都代 竹ケ原桂子 荒川朋子 船水清 寺山添乃美 蝦名明子
上原子明美 近藤仁美 酒田優 本間江利子 木村布美子

本山麻美 村上祐三 村上美紀 奥村留美 上田智美 下田輝子 室原真由美 川添安紗比
坂梨博英 松原まり子 樋口玉美 脇坂康代 村上義一郎 重元眞理 上野知恵美 中尾由美
佐藤由起子 鶴田真由美 吉田広美 上村さゆり 江藤昌子 村上範子 佐藤　透 白川豊和
脇坂友美子 溝口厚子 本田まゆみ 田中こゆき 芹川真理愛 永野多恵 池田理津子 西村幸子
境　要子

秋山範彦 造田道普 奥山貴弘 山崎真由美 黒田渉 池田政幸 池田克己 合田鉄雄
森崎厚巳 久保田有枝 小林清美 若松直美 柳本勇二 柏倉崇志 三好圭輔 竹市雅典

森山真子 梶原めぐみ 生沼京子 中川佳美 馬場京子 西脇晴美 奥山照美 工藤亜紀子

平成18年度（平成18年4月1日～平成19年3月31日開催分）
■普及指導員２種養成講習会 　平成18年4月15-16日　石川県・白山市

■普及指導員２種養成講習会 　平成18年4月22-23日　兵庫県・宝塚市

■シャトル競技審判員認定講習会 　平成18年5月20日　富山県・富山市

■普及指導員２種養成講習会 　平成18年6月3-4日　大阪府・大阪狭山市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成18年6月10日～11日　大阪府・田尻町

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成18年6月10日～11日　東京都・世田谷区

■シャトル競技審判員認定講習会 　平成18年7月23日　青森県・上北郡野辺地町

■シャトル競技審判員認定講習会 　平成18年7月23日　鳥取県・米子市

■普及指導員２種養成講習会 　平成18年8月7日～8日　石川県・金沢市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成18年9月2日～3日　北海道・名寄市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成18年10月7日～8日　福島県・福島市

■トランポリン競技審判員認定講習会 　平成18年10月7日～8日　北海道・釧路市

■普及指導員２種養成講習会 　平成18年10月8日～9日　茨城県・守谷市

■普及指導員２種養成講習会 　平成18年11月4日～5日　富山県・射水市

■普及指導員２種養成講習会 　平成18年11月28日.12月2日　東京都・町田市

■普及指導員２種養成講習会 　平成18年12月16日～17日　青森県・上北郡野辺地町

■普及指導員２種養成講習会 　平成19年2月3日～4日　熊本県・合志市

■公認コーチ（３級）認定地域講習会 　平成19年2月17日～18日　北海道・士別市

■普及指導員２種養成講習会 　平成19年3月10日～11日　埼玉県・さいたま市



加藤由美 加藤千晶 高橋智枝 川村　仁 斉藤康一 山崎浩太 繁宮和弘 唐川礼子
江橋公祐 有賀裕太 臼井里美 小西克典 坂口貴文 竹脇野恵 室井克之 松村雅美
田中絢子 松野奈生 渡辺千鶴子 高橋亜津美 小堀和子 稲橋まゆみ 小林早綾 小島恵子

瀧北智夫 大嶋しのぶ 小川裕子 東倉美佐保 橋口千晶 江口奈奈 野口浩史 野口知子
瀬谷真一 栄徳優毅 喜多代康裕 奥村健太 徳永貴彦 大城はるか 浜崎秀隆 澄川真弓
奥原千秋 中澤恭子 山本愛子 田中美和 田出章洋 泉　正人 東　知恵美 横井昌彦
半田代志子 坂田和哉 河合真由 西田直子 澄川好久 清原理恵子 宮本　芽 西浦順子
山中慎介

小林聖子 岡本美代子 岡本　進 武田直樹 藤田裕貴 樋口実佳 藤原末也子 吉氏千沙子
林　徳幸 倉長真由美 瀬古昌代 井上弘美 吉田佳世 小銭弘美

松岡里紗 中島睦美 今村直子 浅利明子 田丸雅子 須加宏子 橘　泰至 奥村麻央
北野真一 玉川博千 池田香緒合

安部礼子 高橋典子 斎藤奈美 渡辺徳子 梅津一穂 堀米　薫 高橋瑞葉 鈴木万里子
矢萩知津 酒井真理子 後藤　毅

■普及指導員２種養成講習会 　平成19年3月17日～18日　大阪府・泉南市

■シャトル競技審判員認定講習会 　平成19年3月18日　滋賀県・彦根市

■シャトル競技審判員認定講習会 　平成19年3月25日　石川県・野々市町

■普及指導員２種養成講習会 　平成19年3月24日～25日　山形県・上山市



大谷昭代 根本美津子 黒田実里 江口美保 河野睦美 藤井直世

足立理絵 宮野勝典 藤丸千亜希 小出晃子 太田知未 相原多恵子

佐伯弘美 森ひろみ 中田恵美 和田雅俊 柴草由美子 常川智子

三鍋ますみ 石井文美 堀田晴子 土肥一成 柴草孝至

田村昴一 若林良一 若尾明彦 旗持三吉郎 大倉直也 笠井睦美

渡辺美香 志村純子 望月　充

浦出優美 九尾圭子 木曾博美 山本喜恵 赤木みえ

五十嵐陽平(2) 田中雄介(1) 岡本　翼(2) 栗原光洋(3) 赤荻裕美子(3) 横山恵利華(3)

松村真紀子(2) 吉田修士(1) 木立康太(2) 飯塚あやか(3) 山田麻代(3) 長江正太郎(3)

水吉麻美(2) 寺嶋政幸(2) 宇田川由美乃(3) 嶋川優将(3) 森田哲朗(3) 森　敬之(3)

小澤麻衣(2) 濱　和博(2) 小栗由紀(3) 瓜　真守(3) 阿部靖子(3) 桜井　峻(3)

西尾由香子(2) 藤池亮太(2) 鈴木仁美(3) 橋本智晴(3) 亀山祐貴(3) 宮崎洋輔(3)

會田　靖(2) 坂本鷹志(2) 寺田望七(3) 高木　孝（3）

遠山光(2) 縣美千子(2) 外村ゆう子(3) 泉文絵(3) 桜井真理(3) 黒崎実(3)

宮崎裕美(3)

岡本美代子 善家将弘 二宮浩祐 藤井祥子 河村　要 片岡　等

原　久美子 林　鮎美 長沢純一 風間　裕 岩岡　猛 澤本美奈子

岡崎真紀 細川真紀 金　一国 前田正博 松岡真由美

松下聖子(2) 山下弥生(3) 堀川真由美(3) 藤田利子(3) 吉岡育美(3) 星　知加(3)

徳増知之(3) 木村伸一(3) 渡辺雅彦(3)

小橋雄三 田中裕之 三屋智戒 織田幸男 織田みゆき 長谷川たか子

荒井妙子 西野千鶴子 酒井秀一 酒井律子 岩岡琴美

飯塚幹造 菅澤奈緒美 渋谷可奈子 若松純子 長谷川真弓 志賀英樹

平原一弥

後藤奈保美(3) 菅澤奈緒美(2) 浜野和人(3) 菊地一智(3)

黒田 渉(1) 熊山幸子(3) 熊山紹子(2) 小林葉月(3) 殿谷比和子(3) 山本悠貴(3)

梶間浪子(3) 湊谷祐司(2) 盛田雄貴(2) 三好圭輔(3)

宮下明美(3) 岡田明江(3) 今村直子(3) 福井エミ子(3) 赤地三智子(3) 政木康子(3)

北野真一(2) 白崎美枝(3) 益田　徹(3) 北村明子(3) 遠藤好美(2) 北居宏基(3)

島田妙子(3) 平田美佐(3) 山口　学(3)

中尾有香里 東田照美 宮本幸太郎 山﨑一也 山根勇一 倉本正昭

高橋一徳 高橋政宏 山田いずみ 温海宏明 岩田一也 遠藤和香子

斑目和彦

宮永幸子 柳田景子 後藤典行 浜野浩太郎 弓井公一 弓井志津恵

杉山尚 本間義和 石出映理子 村田圭輔 神山康 村松渚

海老沢恭介 田村瑞紀 栗原貴俊 青江信明 大橋俊道 高森順子

宇野耕平 今泉勝 折笠潤一 池田香 山本めぐみ 大高香太朗

武田慎二郎 田畑和子 志村和洋 島津愛乃 川人健太郎 山口由美

平成17年度（平成17年4月1日～平成18年3月31日開催分）

■普及指導員２種養成講習会 2005.4.2-3 茨城県　守谷市　常総運動公園

■普及指導員２種養成講習会 2005.5.7-8 富山県　富山市　富山県総合体育館

■普及指導員２種養成講習会 2005.5.28-29 山梨県　南部町　ｱﾙｶﾃﾞｨｱ総合公園体育館

■普及指導員２種養成講習会 2005.6.2-3 石川県　輪島市　一本松総合運動公園体育館

■トランポリン競技公認審判員認定講習会 2005.6.11-12　神奈川県　横浜市　慶応義塾高校

背景色がピンクは未登録です。

■トランポリン競技公認審判員認定講習会 2005.6.11-12　大阪府　田尻町公民館

■普及指導員２種養成講習会 2005.6.25-26 高知県　高知市　北浦公民館他

■トランポリン競技公認審判員認定講習会 2005.07.9-10　静岡県　焼津市　焼津高等学校

■普及指導員２種養成講習会 2005.8.27-28 福井県　勝山市　勝山市営体育館他

■普及指導員２種養成講習会 2005.9.24-25 福島県　郡山市　尚志高校体育館

■トランポリン競技公認審判員認定講習会 2005.10.15-16 福島県　郡山市　尚志高校体育館

■トランポリン競技公認審判員認定講習会 2005.10.22-23 北海道　北海学園北見大学

■トランポリン競技公認審判員認定講習会 2005.10.22-23 石川県　金沢市　星稜高等学校

■シャトル競技審判員養成講習会 2005.10.19 鳥取県　北栄町

■普及指導員２種養成講習会 2005.11.5-6 宮城県　登米市

■シャトル競技審判員養成講習会 2005.11.27 広島県　福山市　新市スポーツセンター

■普及指導員２種養成講習会 2005.11.11.29 12.3 東京都　早稲田大学他



廣瀬友香 竹田盛勝 金子洋輔 牧寿太郎 内田麻衣 八木梢

冨樫ルミ子 後藤真美 菅野早苗 平間清直 石田真紀 鈴木広幸

齋藤　舞

有内照美 荒木章子 岡田晴美 城　保子 中村真佐美 香川幸代

川添桂子 市坪理香 田中千代美 山本雅世 松﨑幸世 市坪正一

河津由美 嶋田嘉代 小林恵美 緒方由香里 小崎真砂子 岡田　丘

平川優子 牛島由香 工藤由紀 家吉順子 坂本夏実 茶屋陽子

内村貴容子 八木むつみ 吉本幸子 福原智子

那知上貴士 岡野公一 山下恵美子 飯塚 淳 河本純子 二上真紀

植垣 望 前橋 環 高田佳代子 山枡尚夫 栗川尚博

寺門洋子 飯塚悦子 土屋美穂 本田桂子 徳永美明 星野晴美

鈴木幹男 藤川美和子 鈴木彰太 徳永博明 上原弘充

森﨑恵 佐々木光男 平田由美子 清水美和 諸藤綾子 大西智恵

佐藤郁子 小泉久恵 臼田みどり 土屋淳二 吉仲紀代美 住田美紀

吉岡賢一 菊地弘美 東真佐恵 坂本みゆき

牧野清孝 園田英明 西尾裕希 河村和哉 佐藤静香 中川綾美

古石達也 神保陽介

山原龍也 半田桂子 都竹知佳 馬場丈幸 児玉由希子 鶴　陽子

田平昌代 南　成光 小泉珠美枝 伊藤美和子 手島恭子 大熊謙二

六代陽平

高木　孝 森田哲朗 藤田悦子 永田理沙 吉田佳世 牧野宏美

田中栄一

浅利優貴 田中　縁 酒造　麗 山本　瞳 杉窪明子 植田祥代

田丸雅子 佐々野由紀子 宮野初久 奥村麻央 増田かおり 久万良介

高山美幸 前川夏未 上田菜生 岩岡千賀子

谷内美保子 岩崎紀子 羽賀廣美 林里美 伊藤幸洋 畠山祐司

高橋紀子 米澤大翔 若松麻美 伊藤雄洋 谷地田直美 和田希望

小室良子（3） 山崎浩太（3） 斉藤康一（3） 落合悠子（3） 角田理恵（2） 大川晃弘（3）

松浦有加（2） 玉田寛美（3） 野上遥（3） 南雲沙和（3） 加藤淳子（3） 間宮茜（3）

田子真悠子（3） 松本幸子（3） 田中栄一（3） 石川奈津美（3）

田村久美 遠藤瑛子 堀川鷹 暉道聡 深澤光一 後藤智也

山﨑恵子 戸塚小夜子 堀川真由美 吉林一哲 成田由夏 清水真巳

■普及指導員２種養成講習会 2005.12.10-11 山形県　南陽市　えくぼセンター

■普及指導員２種養成講習会 2005.12.10-11 熊本県　合志町　合志町総合センターヴィブル

■普及指導員２種養成講習会 2006.02.11-12 鳥取県　米子市　県立米子産業体育館

■普及指導員２種養成講習会 2006.02.5-26 群馬県　前橋市　群馬県総合スポーツセンター他

■普及指導員２種養成講習会 2006.02.25-26　北海道風連町農村環境改善センター

■トランポリン競技公認審判員認定講習会 2006.03.25-26 埼玉県　越谷市　文教大学

■普及指導員２種養成講習会 2006.03.25-03.26　静岡県　焼津市　焼津高等学校

■普及指導員２種養成講習会 2006.02.26-03.05　福岡県北九州市ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｸﾗﾌﾞｽﾍﾟｰｽｳｫｰｸ

■普及指導員２種養成講習会 2006.03.04-03.05　大阪府泉南市市民体育館

背景色がピンクは未登録または登録手続き中です。

■コーチ(3級)認定講習会 2006.03.11-12　大阪府泉南市市民体育館

■普及指導員２種養成講習会 2006.03.25-03.26　石川県　津幡町　条南コミュニティ

■普及指導員２種養成講習会 2006.03.25-03.26　秋田県　大館市　大館市田代体育館



大森純子 長谷川康子 三浦友里 佐藤学 金丸義治 國島友紀
熱尾茂樹 佐藤裕之 海地晴子 田中栄一 野口奈佑美 木下宗
伊勢桜子 渡辺玲子 田中喜美江 太田美鈴 人見礼子 肥田昌幸
内山和恵 関口輝明 植木幸子 上口睦人 佐藤咲奈恵 田代まゆみ
江原邦彦 田中茂人 吉岡わかな 福原正之 豊田富 大畑ひめよ
下原三四郎 疋田優 桂馬ちえ子 佐藤学 曲尾希

今野幸司 高橋潮子 阿部貴弘 山本　平

大嶌芳恵 神山恵 小林光世 尋木美和 下田和代 生駒春美
田口雅子 野中美奈子 播正和房 濱田宏陽

佐藤和昭(3) 佐々木恵美(3) 五十嵐陽平(3) 齊藤幸恵(1) 藤池亮太(3) 佐藤　学(3)
大里伊織(3) 井上はるな(3) 寺嶋政幸(3) 坂口奈美紀(2) 清水修平(2) 下川原哲郎(3)
松村真紀子(3) 内山ひとみ(3) 鬼頭由衣(3) 渡部貴子(2) 濱　和博(3) 岡本　翼(3)
小澤麻衣(3) 武藤真也(1) 川尻名緒(3) 外村哲也(2) 木立康太(3) 坂本鷹志(3)
水吉麻美(3) 佐藤幹哉(3) 細川万梨子(2)

吉田佳世(3) 窪田佑介(3) 中川誠次(3) 縣美千子(3) 井上涼子(2) 西岡尚美(2)
中井洋子(3) 馬殿ともみ(3) 永田理沙(3) 池側瑠美(3) 廣田遥(2)

阿部貴弘 藤根裕也 高橋潮子 今野幸司 小野玲子 鎌田里子
鎌田昌司 佐藤隆志

高橋　翼 松倉由美子 松木むつみ 大河原　孝 五十嵐律子 松田慶子
昆　宏 阿部みゆき 伊藤朋子 尾形敬子 泉　美奈子

高木真琴 谷崎恵子 前田香代子 鶴瀬ゆかり 倉知恵子 源田恵理
太村佐和子 谷内智子 小坂恵子 浜田留美 福井和美

長岡弥生 田中真理 清水里依子 中浜静香 在原あゆみ 沖田努
前川達也 藤原直樹

横江真衣 吉川千尋 山下めぐみ 松尾香恵 多田真美 福島美緒
加賀淳美 吉田佳世 山下裕美 上沼恭子 椎原夕加里 米澤民恵
加田真一 吉田梨沙 秋山絵美里 杉中理恵子 田中まゆみ 堀内梢
梶恵美 工藤彩子 小林綾子 石田由紀子 藤井万弓 味岡牧美
関口美佐子 阪口海 松原由佳 村田竜哉 二司昌子 明石益美

近藤泰三 柏木民江 佐崎洋祐 田中佑樹 木下留美 小倉浩樹
田中弘美 足立芳美

市川貴仁(2) 奥村敏宏(3) 草野孝治(3) 河尻哲郎(3) 石井孝和(3) 福原宗城(3)
幸坂諭諮(2) 湯上裕之(3) 佐藤健二(3) 坂本雄太郎(3) 野澤宏祐(3) 白川玲奈(3)
高村弘幸(2) 佐竹仁(3) 浜田康江(3) 在家直之(3) 前野晋太郎(3)

田中康重(2) 飯塚幹造(2) 村中久美子(3) 高瀬千佳子(3) 大山千春(3) 鈴木友美(3)
佐藤秀一(2) 酒田綾子(3) 鈴木正人(3) 伊藤英司(3) 管澤奈緒美(3) 松浦ひとみ(3)
山崎　等(2) 山並秀子(3)

篠田厚志 齋藤絵梨 坂田由美子 松岡聡子 鎮守尚美 市野浩
村上幸子 瀬戸由美 峰朋子 木永和博 池田絵吏 松本恵美子

斉田頌子 望月梢 柏倉智美 柿木みつき 村井亜祐実 橋元聖子
飯田敏聡 金城梨紗 中田侑歩 髙柳保 大槻朝比 瓜真守
八木夏希 村田はない 荒深晴奈 山本寛 今井佐和 脇田実
渡辺麻子 酒井伸太郎 里口望 神志名諒 源咲希子 河野百合名
渡邊理沙子 絹山慶花 高須圭子 滝澤容子 瀬戸口優美 沖田愛
柴田昌樹 古田潤子 矢田典 田中久留美 中屋朋子 遠藤直美
和田真一 塙梓 米丸歩 川並綾 星友乃 平良倫子
清水直子 伊藤潤一 成澤晴江 小野麻美 上村麻里子 松井友理子

平成16年度（平成16年4月1日～平成17年3月31日開催分）
■普及指導員２種養成講習会2004.04.10-11東京都・財団法人スポーツ会館

■普及指導員２種養成講習会2004.05.8-9岩手県・花巻市民体育館

■普及指導員２種養成講習会2004.05.15-16　熊本県・県立体育館　中央在宅福祉センター

■トランポリン競技公認審判員認定講習会2004.06.12-13東京都・日本体育大学
　氏名がグレーの者は登録手続きが未完です。

■トランポリン競技公認審判員認定講習会2004.06.12-13大阪府・田尻町公民館
　氏名がグレーの者は登録手続きが未完です。

■シャトル競技公認審判員認定講習会2004.06.12　岩手県花巻市民体育館

■普及指導員２種養成講習会2004.07.03-04　山形県・上山市体育文化センター他

■普及指導員２種養成講習会2004.07.8-9　22-23　石川県　津幡町総合体育館

■普及指導員２種養成講習会2004.0710-11　鳥取県　北条町B&G海洋センター

■普及指導員２種養成講習会2004.07.24-25　兵庫県　武庫川女子大学
　氏名がグレーの者は登録手続きが未完です。

■シャトル競技公認審判員認定講習会2004.09.25　鳥取県立米子産業体育館

■トランポリン競技公認審判員認定講習会2004.10.23-24　札幌南区体育館
　氏名がグレーの者は登録手続きが未完です。

■トランポリン競技公認審判員認定講習会2004.10.24　尚志高等学校

■普及指導員２種養成講習会2004.12.04-05　熊本県　合志町総合センターブィーブル

■普及指導員２種養成講習会2004.11.16 12.04　東京都　町田



吉木利枝 澄川純子 丸山夏実

織田徳明 田中一豊 小林葉月 田岡恵美 三好圭輔 小野哲也
内藤賢 大石陽進 山口國春 造田道普 木村晃三

工藤友香 澤野弘実 村中久美子 工藤有希 佐藤紀子 柴田智昭
鈴木博美 工藤めぐみ 天内由佳 工藤尚 中谷綾華 浜田学
小野寺一重

呉屋女美 古堅奈津子 古堅理枝子 田場千恵美 関根順平 篠原秀文
新垣弘樹 前里幸代 與儀律子 山城静香 野元聖子

片岡誠一 千住史子 寺西香名子 武田晃典 原田理香 上野夏子
奥清美 井川志保 河内正美 谷口京子 大﨑彩子 澤田千恵
梶原亜由美 西川孝美 北村真紀 深井貴美恵 大谷しげみ 栄徳篤志

下吉素子 小川光子 山川珠美 岡田享 山根勇一 伊藤歩
米山順子 冨本美砂 中村謙太 倉本正昭 中尾有香里 松尾千尋
宮本幸太郎

米山順子 長岡弥生 長沢裕里 二岡瑛里 吉田弘子 治郎丸有里

神山和仁 窪田佑介 古　章子 北野真一 添田壮一(保留) 鯉住政次郎
神山尚子 遠藤好美 福井直哉 松下聖子 山下桂子 遠山　光

安藤ポーレィ 鈴木恵理 西村真穂 小川亜紀子 中村麻美 間宮　茜
籾山知恵子 溝添くる美 吉野久子 片山あけみ 佐々木京子 三枝佳子
長谷川伸佳 仲谷里佐子 山際ひろみ 中村あかね 杉本美由紀 中村智之
落合真夕 落合悠子 須藤あゆみ 高野　悠 角田理恵 西尾由香子
松浦有加 吉田真由美 南雲沙和 小室良子 石川奈津美 田子真悠子
松本幸子 藤井芳子

小林由貴美 落合育子 高田佳子 永山しのぶ 大庭典子 大西千代
藤井美枝子 山本勝江 河合有希 鈴木智仁 川島敬一 内藤晃子
井村悦子 大石智子 上野晴美 鈴木まゆみ 中村千文 松永浩幸
中西　梢 石塚健次 兼子春樹 渡辺雅彦 鈴木　舞 佐藤綾美
太田美恵子 馬渕智子 山中　茜

伊藤治周 井口智恵 小倉篤郎 高橋みどり 姉川仁美 中園小乃美
猪尾幾代 木下宗子 那賀美也子 中村友美 馬杉奈津子 芦田大地
山下祥子 倉本祐子 鳥本廣明 堂本　覚 浦辻由希 寺浦真由美

渡邊嘉枝 谷　美華 会田悦子 平川のぞみ 吉田みどり 尾谷奈緒子
山内芳子 植村之彦 井上貴博 笹本　淳 大桃健司 木川田清美
柳本由美子 橋本佳津美

前田和子 筒井裕也 米川直道 山口昌子 谷田部博子 旭美陽子
永谷康二 米川智子 添田壮一 瀧村ゆかり 上田美実 山本由乃
山田由香 阿部浩二 阿部栄子 青塚景子 新井久実子 水島　俊
嶋川優将 磯谷一美 北村美由紀 武居陽子

受川美子 一川友香里 今藤　修 山口沙耶 福久美樹 吉村智子
北川由佳理 赤地三智子 前田亨奈 北出隆俊 鈴木淳子 三國康代
伊藤雄大 高村千恵 太田智子 高野美穂 平島夕香梨 荒木美香
高井信子 多井裕一 中島睦実 塩井淳子 中川怜子 丹保香織
前川公美子 余田美佐

■普及指導員２種養成講習会2004.12.11-12 北海道 浦臼町

■普及指導員２種養成講習会2005.01.15-16 青森県 青森市

■普及指導員２種養成講習会 2005.02.05-06 沖縄県　名護市　名護青年の家

■普及指導員２種養成講習会 2005.02.19-20 大阪府　泉南市　泉南市民体育館他

　氏名がグレーの者は登録手続きが未完です。

■普及指導員２種養成講習会 2005.03.26-27 北海道　端野町　端野町農業者トレーニングセンター

■普及指導員２種養成講習会 2005.03.26-27 神奈川県　相模原市　相模原市立鹿島台小学校

■普及指導員２種養成講習会 2005.03.26-27 石川県　内灘町 内灘勤労者体育センター他

■普及指導員２種養成講習会 2005.02.26-27 鳥取県　北条町　B&G海洋センター

■シャトル競技公認審判員認定講習会 2005.03.12 鳥取県　鳥取県立米子産業体育館

■トランポリン競技公認コーチ3級認定講習会 2005.03.13 大阪府　泉南市　泉南市民体育館

■普及指導員２種養成講習会 2005.03.19-20 埼玉県　越谷市　文教大学

■普及指導員２種養成講習会 2005.03.19-20 静岡県　掛川市　東遠カルチャーパーク総合体育館

■普及指導員２種養成講習会 2005.03.20-21 大阪府・なみはやドーム



松岡祐加 大浦知聖 平瀬城啓 宮脇哲也 開発久美子 笹川加奈子
吉村弘美 寺林寛美 高山真 佐伯和哉 池田翔平 有山好永
杉山義裕 宮林健二 安土武志

泉洋介 池側瑠美 松村由美子 佐野文彦 岩井愁子 四至本麻耶
松浪理恵 吉井聖美 池本昌弘 瀧川嘉彦 野坂三鈴 小林敬子
殿谷比和子 渡壁由美子 万谷敦子 上山容弘

佐藤和昭 坂口奈美紀 貝森美央 徳河公子 田中雄介 添田壮一
児玉真理子 張本牧子 清水修平 阿部幸香 谷田拓真 佐久間洋
河野風雲 藤原拓也 渡部貴子 細川万梨子 石橋いずみ 吉田修士

蜂谷結美 星知加 瓜幸子 日比野友美 中川啓子 上田智子
宇田川由美乃 中丸陽子 羽田直美 石川務 横関憲一 小池冬彦
中島眞紀子 岩山昭美 土屋嘉徳 鈴木仁美

吉田友子 神崎雅也 内田秀之 藤田悦子 中村昌雄 玉川小百合
松島正知 斉藤英子 内田育代 牧野久美 牧野宏美

小倉浩樹< 横山明子 手島咲子 秋田和子 田口徳子 治郎丸有里
林原武司 柏木民江 田中佑樹 岡田直子 柿本妙子 近藤泰三
伊地知瑛里 東田照美

坂口京子 原田芳江 谷崎未千代 中村力弦 木村行宏 堀川陽一
大林清夏

横手佐和< 長谷川猛 佐藤隆志 小原益美 山田匡 鎌田昌司
藤根裕也 吉田一紀

湊谷裕司 尾形大河 都築孝紀 名知上貴士 盛田雄貴 平野悟史
池田克己 市川和子

横手佐和 吉田一紀 田村雄孝 小原益美 山田匡

真壁和之(3) 熊田典子(2) 赤間敬通(2) 大谷芳生(2) 菊地武人(1) 久保実由(1)

福井直哉(1) 油木恵(1) 梶谷正昭(2) 吉倉伸治郎(2) 松岡里紗(2) 田山健朗(2)
高山智美(2) 世川みち子(3) 笠間朋子(3) 梶谷亮丞(3) 上出康子(3) 関京子(3)
南幸範(3) 二木美和子(3) 西谷真優美(3) 佐々木由里恵(3) 木村ゆかり(3) 徳原智子(3)
玉川博千(3) 津田和紀(3) 市田奈緒子(3)

赤間利通 村上友之

畠山武志 濱野和人 細尾和江 岡田康弘

今村正博 福島千鶴 古家操 西手わかな 井上奈緒子 大賀美由紀
中田江利香

藤原絵里香 櫻井美乃里 孟ｾﾝｾﾞﾝ 藤田 透 高木 孝 村田美智代
志村早苗 牧野珠美 高橋酉佳 藤田君代 金岡弘美 高木美恵子
カリ野千佳 吉澤和子

高原千恵美 高原達也 柳田景子 後藤典行 重永美希子 藤ケ崎しおり
井上真範 大瀬戸尉高 弓井公一 宮永幸子 長久拡右 青森 清
土肥志津恵 諏澤誠

三谷有祐美 田中絵美子 清井崇行 熊谷里可子 宮前裕之 岡田美幸

平成15年度（平成15年4月1日～平成16年3月31日開催分）
■普及指導員２種養成講習会2003.05.10-2003.05.11富山・小杉町民体育館

■普及指導員２種養成講習会2003.05.10-2003.05.11大阪・泉南市体育館

■トランポリン競技審判員認定講習会2003.06.07-06.08東京都・日本体育大学

■普及指導員２種養成講習会2003.06.07-06.08神奈川県・厚木市睦合北公民館

■トランポリン競技審判員認定講習会2003.06.08大阪市立城北学習センター

■普及指導員２種養成講習会2003.06.28-29鳥取県・鳥取県立米子産業体育館

■普及指導員２種養成講習会2003.08.23熊本県・熊本県総合体育館

■普及指導員２種養成講習会2003.08.30-31岩手県・岩手県立盛岡高等養護学校

■トランポリン競技審判員認定講習会2003.09.13-14北海道・北海学園北見大学

■シャトル競技公認審判員認定講習会2003.09.13-14岩手県立盛岡高等養護学校

■トランポリン競技公認審判員認定講習会2003.09.13-14福島県・尚志高等学校

■トランポリン競技公認審判員認定講習会2003.09.27-28石川県・金沢学院大学

■シャトル競技公認審判員認定講習会2003.10.04-05福島県・尚志高等学校

■普及指導員２種養成講習会2003.10.04-05福島県・尚志高等学校

■普及指導員２種養成講習会2003.07.19-10.11佐賀県・佐賀女子短期大学

■普及指導員２種養成講習会2003.11.29・12.6東京都・町田市・サン町田旭体育館

■普及指導員２種養成講習会2003.12.13-14広島県・㈱小川長春館

■普及指導員２種養成講習会2003.12.13-14北海道・士別市立つくも青少年の家



奥山貴弘

林伶音 和気美幸 佐久間広子 小原千津子 勝田薫 高山悟
国重英里 伊藤勇木

森永千鶴 大住良子 和田恵美 吉田徳江 吉田豊行 森達也
町川眞由 矢部典子 飯田香佳子 楠りか 貞廣実穂 東野和樹
長崎太郎 寺内麻子

田中幸江 大井由里子 福井エミ子 橋本佳代 山崎由美 由田美菜
中出英夫 辻純子 藤原敦子 田中祥子 宮竹可代子 向瞳
宮本智香 上口成美 佐々木真由美 村中千賀子 関京子 中川朋美
吉岡妙子 岡野尚子 田中逸枝 山谷和美 清水麻美

海野弘美 吉田修士 寺田一洋 長井美智代 山城佳代子 齋藤英子
若杉友美 片岡洋介 中野義弘 塩谷喜兵衛

籾山知恵子(3) 中澤充(3) 林茉美子(3) 角田理恵(3) 高橋怜士(3) 片倉徹(3)
溝添くる美(3) 岩田和徳(3) 土屋奈緒子(3) 浅見稔子(3) 佐々木康治(3) 落合真夕(3)
木立幹子(3) 出家亜由美(3) 中西聡子(3) 木村怜子(3) 會田靖(3) 吉田真由美(3)
城戸史子(3) 山本星彦(3) 高野悠(3) 加藤英樹(3) 小林貴志(3) 須藤あゆみ(3)
吉川千恵(3) 荒川陽介(3) 西尾由香子(3) 瀧澤美穂(3) 関口香里(3) 松浦有加(3)
若林登喜枝(3) 福山佑子(3) 河田通子(2) 平松朋法(1)

野田聖子 鍛冶本晋明 松尾里枝 橋之口悦子 中川かおり 石谷智都子
永橋茜 片岡洋介 川原晴代 奥田多美子 中村奈緒子 村井洋子
吉野由里子 中川誠次 生賀弘子 澤村実世 高橋祥子 栄元裕希

北村明子 広瀬亜衣 長谷川敦己 前田美子 宮下恵理 谷口美保
平田彩夏 中村正子 小滝昌代 北　芳美 日下美織 得田智佳
早川さよ 傳　依純 連　美樹

　氏名がグレーの者は登録手続きが未完です。

■普及指導員２種養成講習会2004.03.27-28大阪府・泉南市体育館他

■普及指導員２種養成講習会2004.03.27-28石川県・内灘町

■普及指導員２種養成講習会2004.01.31-02.01茨城県・常総運動公園

■普及指導員２種養成講習会2004.02.14-02.15香川県

■普及指導員２種養成講習会2004.02.18.19.25.26石川県・加賀市動橋地区会館他

■第11回公認コーチ資格（3種）認定講習会2004.03.13-14大阪府泉南市市民体育館

■トランポリン競技公認審判員認定講習会2004.03.20-21埼玉県・文教大学
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