
 

 

 

 

 

 

 

第 50 回全日本トランポリン競技選手権大会 

2013 年 第 3 回予選検定会 

 

 

1. 要項 

2. AD カード事前登録 

3. スタートリスト 

4. 静岡産業大学 

磐田キャンパス案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 9 月 20 日 

公益財団法人 日本体操協会 

事業委員会 



 

予選検定会 要項 

 

主催/主管 公益財団法人日本体操協会 

期  日 平成 25 年 9 月 29 日 (日)  10:00 検定開始 

会  場 静岡産業大学 磐田キャンパス SSU 第 2 スポーツセンター 2 階 (案内図参照) 

静岡県磐田市大原 1572-1 

参加資格  平成 25 年度公益財団法人日本体操協会に選手登録を済ませたもの 

 平成 25 年 12 月 31 日現在、13 歳以上のもの 

 第 3 回検定会の申込みを完了したもの 

使用器具 FIG 認定器具 ユーロトランプ 4x4 テープベッド 

進行方法  グループごとに 25 分間アップ、その後検定試技 

 最大 2 回の試技が許される 

 2 回目の試技前のアップはなし 

※審判団 1 パネルにて行う 

スケジュール  

開始 終了 内容 受付時間 

9:30   開館   

10:00 11:00 第 1 グループ検定 9:30 

11:00 12:00 第 2 グループ検定 10:30 

12:00 12:30 昼休憩 

 12:30 13:30 第 3 グループ検定 12:00 

13:30 14:30 第 4 グループ検定 13:00 

14:30 15:30 第 5 グループ検定 14:00 
 

当日の流れ 1. 各グループの練習時間 30 分前より「SSU 第 2 スポーツセンター」1 階にて受付を行う 

 棄権などの申告、競技カード提出、AD カードの受け取り 

2. 2 階の更衣室にて着替えを行う 

3. 1 階トレーニング ルームにて待機 

4. 事業委員会スタッフの指示に従って 2 階へ移動し予選検定開始 

5. 予選検定会が終了したら速やかに退室し、着替えを行った後退館する (コーチ・スポッタ

ーは AD カードを返却する) 

※前のグループが終了しても、指示があるまで 1F にて待機ください 

※競技カードは 2 時間前の提出ではなく、受付時に提出ください 

※JISS 開催と同様、グループごとに受付・検定・解散という流れになります 

※検定時間より前に 2 階体育館内に入ることはできません 

施設利用上の 

注意 

 会場は全館土足禁止となります 

 ３階観客席に入ることはできません 

 喫煙は中庭喫煙場所にてお願いします 

 駐車場は学内駐車場及びテニスコート前学生駐車場を利用してください(案内図参照) 

その他  撮影はできません 

 グループごとに、各団体で資格を持つコーチの方 1 名、その他選手のサポート 1 名、最大

2 名アリーナへの入場を許可いたします (AD カード事前登録参照のこと) 

 検定参加者以外の見学はできません 

 会場の静岡産業大学は藤枝市にもキャンパスがあります。間違えのないよう磐田キャンパ

スへお越しください 

 予選検定会の件についての問い合わせは静岡産業大学では対応できませんので、一切行わ

ないようにしてください。お問い合わせについては、事業委員会 岡嶋までお願いします 

trampoline@ostc.jp 
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AD カード事前登録 

 

選手以外に、事前に AD カード登録をした方のみ会場への入場を許可しますので、必要事項を

Email にて送信ください。 

 

内 容 

 グループごとに、各団体で資格を持つコーチの方 1 名、その他選手のサポート 1 名、最

大 2 名アリーナへの入場を許可いたします 

 コーチ以外でスポッターマットを持つ方については、危険を回避できると思われる適切

な方を指名ください 

 そのグループで試技を行う選手が、他の選手のスポッターマットを持っても問題ありま

せん (適切な方を指名ください) 

 コーチ資格を持たないスポッターマットを持つだけの方の登録はできません。必ずコー

チと共に申請し入室ください。 

 コーチおよびスポッターがいない選手で、スポッターマットが必要な方は、ほかの団体

のコーチ、スポッター、選手にマットを持ってもらうよう依頼してください。この場合、

危険回避という観点から、他の団体であっても積極的にご協力いただきますようお願い

します 

 検定当日受付または、申込み期限を過ぎての AD 発行はいたしませんので十分ご注意くだ

さい 

 

締  切: 2013 年 9 月 27 日 (金) 午後 6 時 

Email: jigyoiinkai_trampoline@outlook.jp 

 

所属団体名: 

選手名: 

コーチ登録番号: 

コーチ名: 

スポッター名: <コーチのみの場合は必要ありません> 

 

なお、メール送信後 1 日以上事業委員会から連絡がない場合は、再度メール送信が正しく行

われているかをご確認ください 
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開始時間 Ｇno No 選手名 フリガナ 所属チーム名

1 谷口 夏穂 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ ＳＳＵトランポリンクラブ

2 海野 玲奈 ｳﾝﾉ ﾚﾅ 静岡トランポリンクラブ

3 足立 将磨 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾏ 静岡産業大学クラブ

4 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 静岡産業大学クラブ

5 門田 賢樹 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻﾄｷ 静岡産業大学クラブ

6 野田 亮太 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 静岡産業大学クラブ

7 市川 悠樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ 静岡産業大学クラブ

8 池ケ谷 彩夏 ｲｹｶﾞﾔ ｱﾔｶ 浜松修学舎

9 武田 直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

10 片岡 滉基 ｶﾀｵｶ ｺｳｷ Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ

11 野島 皐記 ﾉｼﾞﾏ ｺｳｷ アベノＥＴＣ

12 谷嶋 瑞綺 ﾀﾆｼﾏ ﾐｽﾞｷ アベノジュニアトランポリンクラブ

13 宮﨑 七星 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾅｾ キタイスポーツクラブ

14 市村 斗哉 ｲﾁﾑﾗ ﾄｳﾔ キタイスポーツクラブ

15 藤川 智朗 ﾌｼﾞｶﾜ ﾄﾓﾛｳ スキップクラブ

16 美田 佳穂 ﾐﾀ ｶﾎ トミオカ体操スクールトランポリンクラブ

17 中井 美咲 ﾅｶｲ ﾐｻｷ 熊取Ｔ．Ｔ．Ｔ．

18 佐藤 萌香 ｻﾄｳ ﾓｴｶ 熊取Ｔ．Ｔ．Ｔ．

19 中村 亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 高槻トランポリンクラブ

20 小山 和人 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 高槻トランポリンクラブ

21 西村 充司 ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｼ 高槻トランポリンクラブ

22 西村 隆志 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶｼ 高槻トランポリンクラブ

23 中村 匠吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 高槻トランポリンクラブ

24 宮﨑 洋輔 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 高槻トランポリンクラブ

25 上田 晴菜 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ 阪南市トランポリンクラブ

26 奥 升吾 ｵｸ ｼｮｳｺﾞ 阪南市トランポリンクラブ

27 手嶋 ひかる ﾃｼﾏ ﾋｶﾙ 堺ハイパードリーム

28 中園 貴登 ﾅｶｿﾞﾉ ﾀｶﾄ 堺ハイパードリーム

29 成田 華 ﾅﾘﾀ ﾊﾅ 富田林市トランポリンクラブ

30 宮野 冬馬 ﾐﾔﾉ ﾄｳﾏ プラッツトランポリンクラブ

31 下出 康介 ｼﾓﾃﾞ ｺｳｽｹ 金沢クリール

32 田崎 匠 ﾀｻｷ ﾀｸﾐ 金沢クリール

33 和田 岳大 ﾜﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 金沢クリール

34 高木 千里 ﾀｶｷﾞ ﾁｻﾄ 金沢学院大学クラブ

35 角田 瑞希 ﾂﾉﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 星稜クラブ

36 寺西 菜摘 ﾃﾗﾆｼ ﾅﾂﾐ 星稜クラブ

37 村上 碧 ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 星稜クラブ

38 寺西 彩恵 ﾃﾗﾆｼ ｱﾔﾒ 星稜クラブ

39 中西 裕也 ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 星稜クラブ

40 市川 隆太 ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳﾀ 星稜クラブ

41 豊後 光明 ﾌﾞﾝｺﾞ ﾐﾂｱｷ 星稜クラブ

42 花井 亮太 ﾊﾅｲ ﾘｮｳﾀ 星稜クラブ

43 藤原 壮輝 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｷ 星稜クラブ

44 永田 信弥 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝﾔ 星稜クラブ

45 安藤 諒 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 星稜クラブ

46 堺 亮介 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 星稜クラブ

47 今本 芽生 ｲﾏﾓﾄ ﾒｲ 白山ジュニアトランポリンクラブ

48 青木 紗衣 ｱｵｷ ｻｴ 白山ジュニアトランポリンクラブ

49 黒田 明日香 ｸﾛﾀﾞ ｱｽｶ 白山ジュニアトランポリンクラブ

50 岡田 浩武 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾑ 白山ジュニアトランポリンクラブ

51 松尾 昌奈 ﾏﾂｵ ﾏｻﾅ 白山ジュニアトランポリンクラブ

52 多田 奈苗 ﾀﾀﾞ ﾅﾅｴ 北陸大学

53 中田 大輔 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ J-POWER

54 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 相馬トランポリンクラブ

55 宮田 幸音 ﾐﾔﾀ ﾕｷﾈ 東京女子体育大学トランポリン部

56 伊牟田 萌 ｲﾑﾀ ﾓｴ 日本体育大学

57 下 武士 ｼﾓ ﾑｻｼ 日本体育大学
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