
2022年12月15日 

関係者各位 

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 

 

 

2022年度トランポリン公認審判員講習会開催案内 

および１種カテゴリー試験実施案内 

 

 

今般、2022 年度標記講習会を下記の要領にて開催いたします。つきましては受講対象となる方は、受講ください

ますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

１．主  旨 １）公益財団法人日本体操協会採点規則の改訂に伴う義務講習の実施。 

２）優秀な審判員を養成・認定し各種トランポリン競技会における公正かつ円滑な審判業

務の推進を図る。 

３）新規資格者の増員を図る。 

 

 

２．受講区分および費用  

 

区分 

記号 
受講区分 講習会 

理論 

試験 

実技 

(採点) 
受講料 備考（参加申込要件等） 

A 

TRA、TUM 

新規 1種認定 

（新規受験時はカテゴリー 

試験は受験できません） 

○ ○ ○ 10,000円 

※2022 年度 JGA 

審判登録を完了した者 

◎第 3 項の受講資格を参照 

（申込フォームで『審判実績』

の記入が必要になります） 

B 

TRA1種カテゴリー 

試験受験 

（講習受講を含む） 

○ － ○ 7,000円 

※2022 年度 JGA 

審判登録を完了した者 

C 

TRA1種カテゴリー 

試験受験 

（講習受講を含まない） 

－ － ○ 5,000円 

※2022 年度 JGA 

審判登録を完了した者 

D 
TRA、TUM 

新規 2種認定試験 
○ ○ ○ 7,000円 

※2022 年度 JGA 

審判登録を完了した者 

◎第 3 項の受講資格を参照 

E 
TRA、TUM 

新規 3種認定試験 
○ ○ ○ 7,000円 

 

 

F 

TRA、TUM 

1種保留解除講習 

2・3種研修受講 

○ －  5,000円 

※2022 年度 JGA 

審判登録を完了した者 

※TRA：トランポリン TUM：タンブリング 

 



 ※注意事項 

 新規３種認定試験受験以外の参加者は、2022年度 公益財団法人日本体操協会の

審判登録を完了していることが必須となります。未登録者は必ず登録を行なってくだ

さい。この期間内に申請していても、受理が完了し登録が有効になっていない者は原

則として受け付けできません。各人の責任において登録を確実に完了後、お申し込

みください。未登録者、未完了者の申込は受付せず差し戻させて頂き、受講料をお

振込済であっても返金させて頂きます。 

 トランポリンとタンブリングを両方受験される方は、金額の高いいずれか一方の区分で

お申し込み下さい。２つの区分の金額を支払う必要はありません。 

（例：TRA新規１種と TUM新規３種を受験される場合は区分 Aで申し込み、TRAカ

テゴリー試験と TUM新規２種受験の場合は区分 Bで申し込み）。 

 

 

３．受講資格 1）新規認定講習受講資格 ※トランポリン公認審判員規程より抜粋（第 4条） 

(1) 3 種は、トランポリン、またはタンブリングの競技経験を有する、もしくは、1 年以上の

指導経験があり、当該年度において満 16 歳以上の者 

(2) 2 種は、満 18 歳以上で、3 種取得年度から 1 年以上経過した者で、当該種別の

公式競技会で 1 回以上審判実務の経験を有する者。但し、オリンピック大会または

世界選手権大会の当該種別での代表選手であった者は、申請により 2 種に認定さ

れる 

(3) 1 種は、当該年度において、満 20 歳以上で、次のいずれかに該当する者。また

は、相当する資格を加盟団体が認め推薦した者 

1． 2 種資格を取得し、都道府県またはそれ以上の公式競技会において 2 回以上

審判実務の経験を有する者 

2． オリンピック大会または世界選手権大会の代表選手であった者で本会に推薦さ

れた者 

 

2）1種保留解除講習受講資格 

1種審判員資格保有者で義務講習会および伝達講習に参加しなかった者。 

 

3）1種カテゴリー試験受験資格 

1種審判員資格保有者で受験を希望する者。 

 

4）2・3種資格保有者研修受講資格  

2・3種審判員資格保有者で研修受講を希望する者。 

 

 

４．資格認定  受講資格 1）の新規認定講習受講に該当する者は、資格認定試験の結果により、公認

審判員資格 1種・2種・3種それぞれの資格を認定する。 

 受講資格 3）の１種審判員カテゴリー試験受験に該当するものは、認定試験の結果によ

り、1種審判員カテゴリー1・2・3のそれぞれのカテゴリーを認定する。 

 

 

 



５．講習内容 1）理論講習   採点規則・競技規程の講習 

2）実技講習   VTRを用いての採点業務の実務講習 

3）講  師：   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員 

 

 

６．カテゴリー試験 制度概要 

 カテゴリー試験はトランポリン 1 種審判員を対象に、全日本選手権、世界選手権代表

最終選考会など主要大会において、現行ルールにおける採点能力が高い審判員を起

用することを目的とします。 

 試験の成績に応じてカテゴリー1，2，3 を認定します。未受験者はカテゴリー3 となりま

す。 

 カテゴリー１認定者は、JGA主催大会に招聘された場合は原則従事できることを条件と

します。ご了承のうえ受験して下さい。 

 認定されたカテゴリーは次回の FIG ルール改正時（2024年末）まで有効となります。 

 2017-2021サイクルで取得されたカテゴリーは本試験をもって解除となります。 

 

対象者 

 トランポリン１種審判員 

 ※本講習の新規１種受験者は対象外となります。合格した場合はカテゴリー３と認定され

ます。 

 

試験内容 

 E採点実技 10問、D採点実技 10問（D得点およびヌーメリックの両方を回答） 

 

 

７．会場 東京会場、大阪会場、北海道会場では講習会、研修会、カテゴリー試験を実施します。 

石川会場はカテゴリー試験のみ（※区分C）の実施となります。 

 

会場 施設名・住所 

東京 
汐留ビジネスフォーラム会議室 

東京都港区東新橋 1-1-21 今朝ビル 5F 

大阪 
ひまわりドーム(総合体育館) 3階会議室 

大阪府泉南郡熊取町久保5丁目3番1号 

北海道 
とかちプラザ 304会議室 

北海道帯広市西4条南13丁目1番地 

石川 
金沢勤労者プラザ 204研修室 

石川県金沢市北安江3-2-20 

※会場への直接のお問い合わせはなさならいようお願いいたします。 

また、宿泊等の手配は参加者ご自身にてお願いいたします。 

 

 

 

 

 



８．開催日程 2023年2月11日(土)、12日（日） 

 

第１日目 2月 11日（土） 

受講区分 A B C D E F 

日程 

9:30～9:55受付 ― 9:30～9:55受付 

10:00～16:00講習 ― 10:00～16:00講習 

 
16:00～16:30 カテゴリー試験受付 

（石川会場のみ 15:00～15:30） 
 

― 
16:30～17:30カテゴリー試験 

（石川会場のみ 15:30～16:30）  
― 

      ※東京・大阪・北海道会場でカテゴリー試験のみ受験の方は 16:00～16:30にお越し下さい。 

          石川は会場の都合により開始時間が早まっていますのでご注意ください。 

 

  第２日目 2月 12日（日） 

受講区分 A D E 

日程 

9:30～9:55受付  

10:00～10:50理論試験  

11:15～12:30採点実技試験  

※スケジュールは参加者数に応じて変更になる可能性があります。 

 

 

９．申込方法 下記フォームよりお申し込み後、受講料をお振込みください。 

 

【申込フォーム】 

  https://forms.gle/Zg29bXnsZUjzKbpb7 

 

【振込先】 

三菱UFJ 銀行 渋谷中央支店（支店番号 345） 口座番号 普通 0352258  

口座名義 財団法人日本体操協会  

 

※振込に際して、講習会番号「T01」をお名前の前、もしくは通信欄にご記載ください。 

また、必ず申込者が特定できる名前で申し込み下さい。団体一括で振込される場合は、メ

ールにて審判本部宛に内訳をご連絡下さい。 

 

【申込期限】 

2023年1月27日（金） ※振込期日も同様とします。 

 

期日経過後の申し込みは一切受付いたしかねますのでご了承ください。また、期日後の受

講キャンセルについての受講料の返金は致しかねますのでご了承ください。期日前の受講

料の返金については別途振込手数料を差し引かせていただきます。 

 

 

https://forms.gle/Zg29bXnsZUjzKbpb7


１０．採点規則 講習会では公益財団法人日本体操協会発行の「トランポリン採点規則 2022年度版」に基づ

き講習を行いますので、必要な方は日本体操協会ホームページより購入してください。 

https://www.jpn-gym.or.jp/ 

   → 協会販売物 → TR（トランポリン） 

お申し込みからお手元に届くまでに10日ほど時間がかかりますのでご考慮願います。  

 

 

１１．感染症予防

対策について 

参加者は「体操活動における感染拡大予防ガイドライン」に基づき、日ごろから健

康に留意していただき、毎日の検温と症状(咳、たん、鼻水、呼吸困難など) を

「JGA体調管理検温表」に記録し、講習会受付時に提出をしてください（１週間

分）。https://www.jpn-gym.or.jp/news/29387/ 

 

「体操イベント実施に向けた感染拡大予防ガイドライン」  

https://www.jpn-gym.or.jp/news/31730/  

 

講習会開催にあたっては「体操イベント実施に向けた感染拡大予防ガイドライン」

を基に感染症拡大予防対策を講じますが、状況によっては開催を中止することがあ

りますのでご了承ください。 

 

 

１２．問い合わせ 本講習会に関するお問い合わせは、下記メールアドレス宛にご連絡ください。 

公益財団法人日本体操協会トランポリン審判本部 

E メール JCTR@cm.jpn-gym.or.jp 

 

 

以上 

 

https://www.jpn-gym.or.jp/
https://www.jpn-gym.or.jp/news/29387/
https://www.jpn-gym.or.jp/news/31730/

