
令和2年8月28日

団体代表者 各位

石川県体操協会

トランポリン競技部

第47回 石川県トランポリン競技選手権大会
兼石川県高校総体代替試合

＜関係書類の送付について＞

　暑さきびしい折、皆々様に於かれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

終息の見通しのつかないコロナ禍の時世、縛りの多い開催ではありますが下記の連絡

事項を確認されご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

□送付書類
１　競技日程

２　競技カード（競技カードは、枚数分コピーをして当日ご持参下さい）

３　試技順名簿　（誤字など訂正がありましたら当日受付へ申し出て下さい）

□連絡及びお願い事項
・開館8時　正面入口から入場して下さい。

・入口には、サーモカメラがセットしてあります。消毒液が置いてあります。

・正面入口の出入り時は通常のマスクを着用して下さい（マウスシールドは×）

　（フロアーに入ってからは各々の判断で）

・チーム旗は掲げない。

・カッティング時は総合スポーツセンター準備の消毒液で、使用した机・椅子などを

　消毒。

・高校生以上のセットカットの作業のために待機が必要な選手の控え場所は、２階

　観客席で審判席正面と後部を除く両サイド２方でディスタンスを取りお願いします。

・チーム1名の撮影許可エリアは、審判席正面の２階観客席とします。

・駐車は添付資料の「A・B」で停めて下さい。

□競技方法として（補足）
　コーチは１チーム１名とする。

　今回は通常の様に「スポッタ―割振表」は組みません。

　試技する選手にはダブルマット要員に加えて、1チーム2名のスポッターを帯同して

　ください。

　試技する選手のスポッター要員が不足の場合は、試技順名簿を確認して個人的に

　同グループ内でお願いして下さい。



8:00

Ｇ Ｇ

9：00 ～ 9：25 ① 9：50 ～ 10：40 ① 女子 1 ～ 13

9：50 ～ 10：15 ② 10：40 ～ 11：30 ② 男子 1 ～ 15

10：40 ～ 11：05 ③ 11：30 ～ 12：20 ③ 女子 14 ～ 26

11：30 ～ 11：55 ④ 12：20 ～ 13：10 ④ 男子 16 ～ 31

12：20 ～ 12：45 ⑤ 13：10 ～ 14：00 ⑤ 女子 27 ～ 40

13：10 ～ 13：35 ⑥ 14：00 ～ 14：50 ⑥ 男子 32 ～ 47

14：00 ～ 14：25 ⑦ 14：50 ～ 15：40 ⑦ 女子 41 ～ 53

14：50 ～ 15：15 ⑧ 15：40 ～ 16：30 ⑧ 女子 54 ～ 66

＊グループ毎に25分間練習後に行います。（30秒ルールのマナーを厳守）

＊練習台時間の設定はありますが、試技台の練習時間に併せて行います。

　練習台のスポッターは、使用チームで配置をお願いします。

　試技台の練習終了と同時に中止してください。

競 技 日 程

開　館

練習台時間 試技台時間 試技順

参加数　１１３名



男子
No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 田山　雄貴 たやま　ゆうき 中能登ジュニアトランポリンクラブ

2 橋本　祥利 はしもと　しょうり 白山ジュニアトランポリンクラブ

3 山出　涼雅 やまで　りょうが 白山ジュニアトランポリンクラブ

4 岡田　陸飛 おかだ　りくと 金沢トランポリンクラブ

5 尾倉　遼太 おぐら　りょうた 野々市ジュニア

6 尾倉　遥仁 おぐら　はると 野々市ジュニア

7 山田　大翔 やまだ　ひろと 星稜クラブ

8 井関　駿太 いせき　しゅんた 星稜クラブ

9 上野　隼輔 うえのしゅんすけ 星稜クラブ

10 荒谷　穂高 あらや　ほだか 星稜クラブ

11 今本　修成 いまもと　しゅうせい 星稜クラブ

12 番所　駿斗 ばんしょ　はやと 星稜クラブ

13 橋本　泉流 はしもと　いずる 星稜クラブ

14 宮野　冬馬 みやの　とうま 星稜クラブ

15 美田　靖文 みた　やすふみ 星稜クラブ

16 秦　颯士 はた　そうし 星稜クラブ

17 豊後　輝道 ぶんご　てるみち 星稜クラブ

18 伊藤　佑真 いとう　ゆうま 星稜クラブ

19 四辻　愁凱 よつつじ　しゅうが ビッグスプリング

20 松本　悠生 まつもと　ゆうせい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

21 中田　悠暉 なかた　ゆうき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

22 山田　純平 やまだ　じゅんぺい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

23 堀江　兼世 ほりえ　けんせい 金沢学院大学クラブ

24 松本　航翔 まつもと　こうしょう 金沢学院大学クラブ

25 安藤　勇 あんどう　いさみ 金沢学院大学クラブ

26 片岡　拓朗 かたおか　たくろう 金沢学院大学クラブ

27 本松　真拓 もとまつ　まひろ 金沢学院大学クラブ

28 宮野　隼人 みやの　はやと 金沢学院大学クラブ

29 藤元　匠 ふじもと　たくみ 金沢学院大学クラブ

30 結城　理輝 ゆうき　りき 金沢学院大学クラブ

31 大内　颯 おおうち　はやた 金沢学院大学クラブ

32 野村稜之介 のむら　りょうのすけ 金沢学院大学クラブ

33 熊谷　天慈 くまがい　てんじ 金沢学院大学クラブ

34 重田　佑都 しげた　ゆうと 金沢学院大学クラブ

35 本多　清人 ほんだ　きよと 金沢学院大学クラブ

36 石田　孝 いしだ　たかし 金沢学院大学クラブ

37 奥山　大雅 おくやま　たいが 金沢学院大学クラブ

38 吹田　太一 ふきた　たいち 金沢学院大学クラブ

39 針生　淳平 はりう　じゅんぺい 金沢学院大学クラブ

40 中谷　龍馬 なかたに　りゅうま 金沢学院大学クラブ

41 中園　貴登 なかぞの　たかと 金沢学院大学クラブ

42 牧野　悠理 まきの　ゆうり 金沢学院大学クラブ

43 片岡　雄貴 かたおか　ゆうき 金沢学院大学クラブ

44 中山　心輝 なかやま　もとき 金沢学院大学クラブ

45 澤邉　敬 さわべ　けい 小松イルカクラブ

46 澤邉　煌 さわべ　こう 小松イルカクラブ

47 戸水　三喜 とみず　みつき 金沢クリール

女子
No.  選手名  ふりがな  クラブ名

1 北村　理菜 きたむら　りな 野々市ジュニア

2 北村　梨彩 きたむら　りさ 野々市ジュニア

3 北本　珠己 きたもと　みこ 野々市ジュニア

4 宮本　奈津 みやもと　なつ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

5 西田真実子 にしだ　まみこ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

6 俵　芽生 たわら　めい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

7 丸山　心華 まるやま　ここか キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ

8 塚本　莉子 つかもと　りこ 金沢クリール

9 八田　彩愛 はった　さえ 金沢クリール
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10 中村　香菜 なかむら　かな 金沢クリール

11 清長　千紘 きよなが　ちひろ 金沢クリール

12 斉藤　奏良 さいとう　そら 金沢学院大学クラブ

13 茂木　日和 もぎ　ひより 金沢学院大学クラブ

14 森　ひかる もり　ひかる 金沢学院大学クラブ

15 高木　裕美 たかぎ　ゆみ 金沢学院大学クラブ

16 小溝　真凛 こみぞ　まりん 金沢学院大学クラブ

17 田山　舞美 たやま　まみ 金沢学院大学クラブ

18 東　彩乃 ひがし　あやの 金沢学院大学クラブ

19 福永　安里 ふくなが　あんり 金沢学院大学クラブ

20 田中　沙季 たなか　さき 金沢学院大学クラブ

21 橋詰　涼那 はしずめ　すずな 金沢学院大学クラブ

22 小林　和 こばやし　なごみ 金沢学院大学クラブ

23 奥津　充子 おくつ　あつこ 金沢学院大学クラブ

24 川島　瑠菜 かわしま　るな 金沢学院大学クラブ

25 守分　梨子 もりわけ　りこ 金沢学院大学クラブ

26 櫻井　葉月 さくらい　はづき 金沢学院大学クラブ

27 赤井なつみ あかい　なつみ 金沢学院大学クラブ

28 堂前ひかる どうまえ　ひかる 金沢学院大学クラブ

29 岸　彩乃 きし　あやの 金沢学院大学クラブ

30 青木　風海 あおき　ふうか 金沢学院大学クラブ

31 櫻井　愛菜 さくらい　えな 金沢学院大学クラブ

32 今井　薫桃 いまい　くるみ 金沢学院大学クラブ

33 紺谷　知花 こんたに　ちか SeveC

34 坂本　心歩 さかもと　しほ SeveC

35 坂本　玲奈 さかもと　れな SeveC

36 天内　李音 てんない　りのん SeveC

37 南　梨星 みなみ　りせい 小松イルカクラブ

38 縄田　琉羽 なわた　るう 小松イルカクラブ

39 櫻井　陽菜 さくらい　はるな 小松イルカクラブ

40 中田　楽々 なかだ　らら 小松イルカクラブ

41 土田　真実 つちだ　まみ 小松イルカクラブ

42 南　 栞奈 みなみ　かんな 小松イルカクラブ

43 神田　美砂 かんだ　みさ 小松イルカクラブ

44 杉本　紗弥 すぎもと　さや 七塚ジュニア

45 太田　結菜 おおた　ゆな 七塚ジュニア

46 小室　日和 こむろ　ひより 七塚ジュニア

47 山口　悠里 やまぐち　ゆうり 七塚ジュニア

48 山口　彩音 やまぐち　あやね 七塚ジュニア

49 宮沢　海帆 みやざわ　みほ 白馬トランポリンクラブ

50 小石　和奈 こいし　わかな レインボージムナスティック大潟

51 福川　留那 ふくかわ　るな シープクラブ

52 佐々木里桜 ささき　りお 白山ジュニアトランポリンクラブ

53 杉谷　櫻花 すぎたに　おうか 星稜クラブ

54 小田原由佳 おだわら　ゆうか 星稜クラブ

55 吉田　莉音 よしだ　りおん 星稜クラブ

56 池下かの子 いけした　かのこ 星稜クラブ

57 多田　恵望 ただ　めぐみ 星稜クラブ

58 木村　心春 きむら　こはる 星稜クラブ

59 坪井　侑奈 つぼい　ゆきな 星稜クラブ

60 谷口　空 たにぐち　そら 星稜クラブ

61 元角　沙羽 げんかく　さわ　 星稜クラブ

62 加納　彩葉 かのう　いろは 星稜クラブ

63 河島　千空 かわしま　ちひろ 星稜クラブ

64 大髙　希実 おおたか　のぞみ 星稜クラブ

65 松本　純怜 まつもと　すみれ 星稜クラブ

66 大藤　愛 おおどう　あい 大野トランポリンクラブ
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演 技 種 目 
 

 演 技 種 目 姿 勢 難 度 実施種目   得点 

1     E１  

2     E２  

3     E３  

4     E４  

5     H 
 

6     D 
 

7     F  

8     P  

9     
得点  

10     
 

合 計   順位 
 

 



いしかわ総合スポーツセンター

配置図　S 007/「


