第 50 回全日本トランポリン競技選手権大会
2013 年 第 4 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

平成 25 年 9 月 27 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 10 月 6 日 (日) 9:30 検定開始

会

場

国立スポーツ科学センター 新体操/トランポリン練習場 (3 階)
東京都北区西が丘 3-15-1

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 4 回検定会に申込み完了したもの

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
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終了
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当日の流れ

1.

1 階受付にて名簿に名前を記入しカードを受け取る

2.

その後 2 階の更衣室にて着替えをする (3 階更衣室は使用禁止)

3.

各グループの練習時間 30 分前より受付を行いますので、3 階に上がり同意書、競技カー
ドを提出し、コーチ、スポッターは AD カードを受け取る

4.

予選検定会が終了したら速やかに退室し、2 階にて着替えを行った後、1 階受付にカード
を返却し退館する (コーチ、スポッターは 3 階受付に AD カードを返却する)
※上記以外のエリアには立ち入らないようにしてください！
※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
※専用体育館スペースの関係上、グループごとに受付・検定・解散という流れになります
※検定時間より早く体育館内に入ることはできません
※各グループ検定開始 30 分前に受付を開始します。受付後、3 階練習場入口付近にて待
機してください (事業委員会の役員が案内をします)

施設利用上の

今年度 (2013 年 4 月以降) 国立スポーツ科学センターを初めて利用する選手は、協会ホーム

注意

ページにあります「味の素ナショナルトレーニングセンタートランポリン練習場利用規定」よ
り、同意書をダウンロードし必要事項を記入して当日受付に提出してください。20 才未満の選
手は「未成年用」を使用してください。利用規定、注意事項も併せて確認いただき、選手にも
周知徹底をお願いします

その他



撮影はできません



各団体につき、コーチ 1 名とスポッター1 名、最大合計 2 名までの入場を許可します (AD
カード事前登録を参照のこと)



検定参加者以外の見学はできません



予選検定会の件についての問い合わせは JISS 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

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「新体操/トランポリン練習場」への入室を
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、資格を持つコーチの方 1 名、スポッターマットを持つ方 1 名、選手以
外に最大 2 名の入室を許可いたします



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



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

締

切: 2013 年 10 月 4 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: <コーチのみの場合には記入の必要はありません>

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

2013年第４回全日本トランポリン競技選手権大会 予選検定会
Ｇ

時間

① 9:30～10:30

no 個人番号 選手名

ふりがな 所属チーム名

1 653557 丸島 桜子

ﾏﾙｼﾏ ｻｸﾗｺ フリーエアースポーツクラブ

2 653969 関口 叶恵

ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅｴ フリーエアースポーツクラブ

3 652589 新谷 実佑

ｼﾝﾀﾆ ﾐｳ

フリーエアースポーツクラブ

4 654349 中村 咲希

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ

フリーエアースポーツクラブ

5 652976 折田 侑翼

ｵﾘﾀ ﾕﾗ

フリーエアースポーツクラブ

6 652629 泊 舞香

ﾄﾏﾘ ﾏｲｶ

大泉スワロー体育クラブ

7 651516 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

8 652560 森下 正崇

ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾀｶ 東京農業大学

9 652466 今井 典奈

ｲﾏｲ ﾉﾘﾅ

Ａｔｓｕｇｉ

ｂｏｎ

ｆｉｒｅ

10 652460 遠藤 香奈

ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅ

Ａｔｓｕｇｉ

ｂｏｎ

ｆｉｒｅ

11 654346 櫻井 葉月

ｻｸﾗｲ ﾊﾂﾞｷ ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

12 651222 白糠 遼

ｼﾗﾇｶ ﾘｮｳ

ＮＰＯ江戸崎スポーツクラブ

13 653971 中野 智円

ﾅｶﾉ ﾁﾏﾙ

スポーツクラブ

テン・フォーティー

14 653311 薄田 雄太

ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾀ

スポーツクラブ

テン・フォーティー

15 652561 下地 美裕

ｼﾓｼﾞ ﾐﾋﾛ

ベルデスポーツクラブ

② 10:30～11:30 16 653755 飯田 出

ｲｲﾀﾞ ｲｽﾞﾙ 群馬クレイドル

17 653553 末永 朱音

ｽｴﾅｶﾞ ｱｶﾈ 慶應義塾

18 654581 川井 郁生

ｶﾜｲ ｲｸｵ

慶應義塾

19 653614 廣瀬 幸貴

ﾋﾛｾ ｺｳｷ

厚木健康体操センター

20 653899 笠井 明日翔 ｶｻｲ ｱｽｶ

相模原みどりスポーツクラブ

21 652662 谷口 夏穂

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ

ＳＳＵトランポリンクラブ

22 652712 海野 玲奈

ｳﾝﾉ ﾚﾅ

静岡トランポリンクラブ

23 653057 市川 悠樹

ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ

静岡産業大学クラブ

24 653625 門田 賢樹

ﾓﾝﾃﾞﾝ ｻﾄｷ 静岡産業大学クラブ

25 654695 足立 将磨

ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾏ 静岡産業大学クラブ

26 652780 池ケ谷 彩夏 ｲｹｶﾞﾔ ｱﾔｶ 浜松修学舎
③ 11:30～12:30 27 653298 岡田 亜実

ｵｶﾀﾞ ｱﾐ

キタイスポーツクラブ

28 653493 山本 葉月

ﾔﾏﾓﾄ ﾊｽﾞｷ キタイスポーツクラブ

29 654038 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

30 651930 中井 美咲

ﾅｶｲ ﾐｻｷ

熊取Ｔ．Ｔ．Ｔ．

31 651936 佐藤 萌香

ｻﾄｳ ﾓｴｶ

熊取Ｔ．Ｔ．Ｔ．

32 653176 岩谷 愛友星 ｲﾜﾀﾆ ｱﾕｾ

泉南トラストトランポリンクラブ

33 652529 小早川 理奈 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾘﾅ 阪南大学クラブ
34 654409 田村 夏々

ﾀﾑﾗ ﾅﾅ

35 654404 飯山 和真

ｲｲﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 阪南大学クラブ

36 654405 安井 洋裕

ﾔｽｲ ﾖｳｽｹ

阪南大学クラブ

37 652103 澤岻 享憲

ｻﾜｼ ﾀｶﾉﾘ

阪南大学クラブ

ｲﾘｴ ｱｷﾗ

阪南大学クラブ

39 653762 成田 華

ﾅﾘﾀ ﾊﾅ

富田林市トランポリンクラブ

40 653271 佐藤 遼

ｻﾄｳ ﾘｮｳ

相馬トランポリンクラブ

41 653854 金子 舞穂

ｶﾈｺ ﾏﾎ

南陽ジュニアトランポリンクラブ

42 653352 鈴木 皓介

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 南陽ジュニアトランポリンクラブ

43 651084 谷 貴文

ﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ

④ 13:00～14:00 38 653774 入江 朗

阪南大学クラブ

北海道北見柏陽高等学校

