
令和2年10月31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12回 石川オープントランポリン競技選手権大会
＜関係書類の送付について＞

　秋冷の候、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）

４　審判依頼（封入）

□提出書類

１　同意書

２　確認票

３　参加者名簿（観客席に入られる方も全員）

□連絡及びお願い事項
・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、観客席、ロビーはマスクを着用して下さい。

　（フロアーに入ってからは各々の判断で）

・消毒液など予防対策については各チームで準備。

・チーム旗は掲げない。

・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。

・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

　観客席で審判席から向かって右サイドでディスタンスを取りお願いします。

　観客席での飲食は大丈夫です。更衣室はサブフロアー裏を使用してください。

・参加選手（グループ毎）の保護者の方の観覧を認めます。（参加者名簿に記名）

　２階観客席で審判席から向かって左サイドでディスタンスを取り、終了後は直ぐに

　退館をお願いします。

　観客席へ上がる階段は、スポーツラウンジのらせん階段のみ開けてあります。

・駐車は添付資料の「B」で停めて下さい。
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新型コロナウイルス感染防止対策

参　加　同　意　書

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため下記事項について確認を行っています。

安全を確保するため、大会など本協会主催事業への参加には、この同意書の提出が

必要です。

同意書の記入・提出をいただけない場合は参加をお断りすることがあります。

事業参加前２週間において以下の事項に該当するものがある。

　　　　・体温が３７．５度以上ある

　　　　・かぜの症状（せき、のどの痛みなど）

　　　　・平熱を超える発熱

　　　　・だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

　　　　・嗅覚や味覚の異常

　　　　・体が重く感じる、疲れやすい等

　　　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　　　　・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

　　　　　いる国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある

上記の事項について、すべてが該当しません。

「取得した個人情報の取扱いについて」同意のうえ提出します。

記載日　　　　　　　　令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

現住所

参加者氏名

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　

＜取得した個人情報の取扱いについて ＞

●個人情報は新型コロナウイルス感染防止のためにのみ利用します

●個人情報の取扱いを外部へ委託することはありません

●保健所等、新型コロナウイルス感染にかかる関係機関へ個人情報を開示する場合が

　あります。

●個人情報の提供は任意ですが、ご提供いただけない場合は参加はできません

●本人は個人情報の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への

　提供の停止を求めることができます

＊同意書は大会前日までに各団体代表者へ提出し当日受付へ提出して下さい。
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新型コロナウイルス感染防止対策

感染防止にかかる確認票

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため下記事項について確認を行っています。

安全な利用を確保するため、事業参加の際にはこの確認票の提出が必要です。

団体代表者が事業日当日にメンバー全員に確認のうえ記入し、ご提出ください。

なお、確認項目について該当するものがある場合や、確認票の記入・提出をいただけ

ない場合は施設の利用をお断りすることがあります。

利用日及び利用日前２週間において以下の事項に該当するものがある。

　　　　・体温が３７．５度以上ある

　　　　・かぜの症状（せき、のどの痛みなど）

　　　　・平熱を超える発熱

　　　　・だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）

　　　　・嗅覚や味覚の異常

　　　　・体が重く感じる、疲れやすい等

　　　　・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる

　　　　・過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

　　　　　いる国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある

上記の事項について本日の参加者等入場者すべてが該当しないことを確認しました。

提出期日　　　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入場人数　　　　　　名

責任者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（携帯電話番号）

＊確認票は入館後直ぐに「参加者名簿・同意書」と共に受付へ提出してください。

＊代表者は観客席に入館される保護者の方も参加者名簿（3/3）に漏れの無いように

　記名をお願いします。
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選手
監督

コーチ
スポッター ビデオ

観覧席
保護者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

連絡先（携帯）

氏　　　名

 

所　　　属

責　任　者

参　加　者　名　簿

　チーム名（　　　　　　　　　　　　　　　　）記載日　　月　　日

（自署）

＊この名簿は入館前に体温等の健康状態に異常がないことを確認します。
必ず受付へ提出してください。（不足分はコピーして使用してください）



　①予選のみで順位を決定する。

　②ダブルマットを採用。

　③コーチは１チーム１名とする。スポッターは１チーム2名帯同できる。

　④試技順練習割表を見て来場（G毎の入場・速やかな退館を徹底する）

　　通常のような「スポッター割表」は組みません。

　　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。

　⑤試技順抽選については下記の通りとする。

　　コロナ対策として各団体の何回もの出入りを避けるための抽選方法。

　⑥撮影許可者は１チーム1名とし二階観客席でディスタンスを取って行う。

　　撮影許可書は受付へ返還。終了後は速やかな退館を徹底する。

　⑦ハイタッチ、握手、声援（ガンバ）の禁止。拍手は認める。

　⑧開会式、閉会式、監督会議は行わない。（三密の防止）

　⑨被表彰者には後日賞状を団体長に手渡し。成績発表はHPにアップ。

競技方法・方式についての順守



8:00 開　館

Ｇ

9:00 ～ 9:50 ① 1 ～ 10 1 ～ 10

9:50 ～ 10:40 ② 11 ～ 21 11 ～ 21

10:40 ～ 11:30 ③ 22 ～ 31 22 ～ 32

11:30 ～ 12:20 ④ 32 ～ 42 33 ～ 43

12:20 ～ 13:10 ⑤ 43 ～ 52 44 ～ 54

13:10 ～ 14:00 ⑥ 53 ～ 63 55 ～ 64

14:00 ～ 14:50 ⑦ 64 ～ 74 65 ～ 73

14:50 ～ 15:40 ⑧ 75 ～ 84 74 ～ 83

＊グループ毎に25分間練習後に試技を行います。（30秒ルールのマナーを厳守）

競 技 日 程
参加数　167名

時間 A台 B台



Ａ　台

№  選手名  ふりがな 団体名 年齢区分

1 片岡　拓朗 かたおか　たくろう 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

2 松本　航翔 まつもと　こうしょう 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

3 野村稜之介 のむら　りょうのすけ 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

4 片岡　雄貴 かたおか　ゆうき 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

5 中山　心輝 なかやま　もとき 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

6 宮野　隼人 みやの　はやと 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

7 安藤　勇 あんどう　いさみ 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

8 本多　清人 ほんだ　きよと 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

9 藤元　匠 ふじもと　たくみ 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

10 中園　貴登 なかぞの　たかと 金沢学院大学クラブ 17 以上男子

11 谷渡　友夢 たにわたり　ゆめ 金沢学院大学クラブ 11・12女子

12 守分　梨子 もりわけ　りこ 金沢学院大学クラブ 15・16女子

13 結城　理輝 ゆうき　りき 金沢学院大学クラブ 15・16男子

14 棚木　千春 たなき　ちはる 金沢学院大学クラブ 11・12女子

15 橋詰　涼那 はしずめ　すずな 金沢学院大学クラブ 15・16女子

16 小溝　真凛 こみぞ　まりん 金沢学院大学クラブ 15・16女子

17 熊谷　天慈 くまがい　てんじ 金沢学院大学クラブ 15・16男子

18 奥山　大雅 おくやま　たいが 金沢学院大学クラブ 15・16男子

19 英　諒 はなぶさ　まこと 金沢学院大学クラブ 11・12女子

20 針生　淳平 はりう　じゅんぺい 金沢学院大学クラブ 15・16男子

21 本松　真拓 もとまつ　まひろ 金沢学院大学クラブ 15・16男子

22 紺谷　知花 こんたに　ちか SeveC 11・12女子

23 上杉美衣那 うえすぎ　みいな SeveC 11・12女子

24 天内　李音 てんない　りのん SeveC 11・12女子

25 上杉　心那 うえすぎ　ここな SeveC 10 以下女子

26 岸本　菜瑚 きしもと　なこ SeveC 10 以下女子

27 天内　侶開 てんない　ろあ SeveC 10 以下男子

28 馬場　穂佳 ばば　ほのか トータスクラブ 10 以下女子

29 坂本　玲奈 さかもと　れな SeveC 11・12女子

30 坂本　心歩 さかもと　しほ SeveC 13・14女子

31 木村　幸輝 きむら　こうき トータスクラブ 10 以下男子

32 網　ひかり あみ　ひかり 金沢ジャンパーズクラブ 10 以下女子

33 永吉陽菜子 こばやし　ひなこ 金沢トランポリンクラブ 10 以下女子

34 松本　達也 まつもと　たつや 金沢トランポリンクラブ 10 以下男子

35 岡田　陸飛 おかだ　りくと 金沢トランポリンクラブ 17 以上男子

36 中口　龍穹 なかぐち　りゅうく 金沢トランポリンクラブ 10 以下男子

37 川上　華奈 かわかみ　かな 加賀体トランポリンクラブ 10 以下女子

38 小林　紗来 こばやし　さら 金沢トランポリンクラブ 10 以下女子

39 小村　修也 こむら　しゅうや 金沢ジャンパーズクラブ 10 以下男子

40 中口　凰李 なかぐち　おうり 金沢トランポリンクラブ 10 以下男子

スターティングオーダー
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41 藤池　美心 ふじいけ　みこ 金沢トランポリンクラブ 10 以下女子

42 谷井　葵 たにい　あおい 金沢ジャンパーズクラブ 11・12女子

43 深谷　心美 ふかや　ここみ ビッグスプリング 11・12女子

44 俵　芽生 たわら　めい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 13・14女子

45 山田　周平 やまだ　しゅうへい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 11・12男子

46 西川　初花 にしかわ　ういな キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 11・12女子

47 松本　悠生 まつもと　ゆうせい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 13・14男子

48 谷内　寿人 やち　こと プラッツトランポリンクラブ 10 以下男子

49 中田　悠暉 なかた　ゆうき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 13・14男子

50 山田　純平 やまだ　じゅんぺい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 13・14男子

51 丸山　心華 まるやま　ここか キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 13・14女子

52 谷内　風花 やち　ふうか プラッツトランポリンクラブ 11・12女子

53 山下　新太 やました　あらた 小松イルカクラブ 10 以下男子

54 神田　美砂 かんだ　みさ 小松イルカクラブ 11・12女子

55 山口　琉叶 やまぐち　りゅうと 小松イルカクラブ 10 以下男子

56 澤邉　煌 さわべ　こう 小松イルカクラブ 15・16男子

57 西田真実子 にしだ　まみこ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 11・12女子

58 岩佐　玲那 いわさ　れな 小松イルカクラブ 10 以下女子

59 澤邉　敬 さわべ　けい 小松イルカクラブ 15・16男子

60 小田原愛莉 おだわら　あいり 小松イルカクラブ 10 以下女子

61 石坂　莉乃 いしざか　りの 小松イルカクラブ 10 以下女子

62 中田ありす なかだ　ありす 小松イルカクラブ 10 以下女子

63 都原　萌愛 とはら　めい 小松イルカクラブ 11・12女子

64 吉谷　葵衣 よしたに　あおい ＭＩＫＡＷＡジュニア 11・12女子

65 中山　斗伽 なかやま　ときや 輪島トランポリンクラブ 13・14男子

66 辻　姫菜 つじ　ひめな 輪島トランポリンクラブ 10 以下女子

67 木島　悠里 きじま　ゆうり 輪島トランポリンクラブ 11・12女子

68 森岡令太郎　 もりおか　りょうたろう ＭＩＫＡＷＡジュニア 10 以下男子

69 山本　将万 やまもと　しょうま ＭＩＫＡＷＡジュニア 10 以下男子

70 辻　虎太朗 つじ　こたろう 輪島トランポリンクラブ 13・14男子

71 安江　彩果 やすえ　いろは ＭＩＫＡＷＡジュニア 11・12女子

72 辻　姫花 つじ　ひめか 輪島トランポリンクラブ 11・12女子

73 安江　彩和 やすえ　さわ ＭＩＫＡＷＡジュニア 10 以下女子

74 砂田　宇太 すなだ　うた ＭＩＫＡＷＡジュニア 10 以下男子

75 番所　駿斗 ばんしょ　はやと 星稜クラブ 13・14男子

76 今本　修成 いまもと　しゅうせい 星稜クラブ 15・16男子

77 木村　心春 きむら　こはる 星稜クラブ 15・16女子

78 加納　彩葉 かのう　いろは 星稜クラブ 15・16女子

79 美田　靖文 みた　やすふみ 星稜クラブ 15・16男子

80 多田　恵望 ただ　めぐみ 星稜クラブ 13・14女子

81 河島　千空 かわしま　ちひろ 星稜クラブ 15・16女子

82 大髙　希実 おおたか　のぞみ 星稜クラブ 13・14女子

83 内潟　佳奈 うちがた　かな 星稜クラブ 11・12女子

84 池下かの子 いけした　かのこ 星稜クラブ 15・16女子
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№  選手名  ふりがな 団体名 年齢区分

1 今井　薫桃 いまい　くるみ 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

2 茂木　日和 もぎ　ひより 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

3 東　彩乃 ひがし　あやの 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

4 田中　沙季 たなか　さき 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

5 福永　安里 ふくなが　あんり 金沢学院大学クラブ 13・14女子

6 青木　風海 あおき　ふうか 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

7 斉藤　奏良 さいとう　そら 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

8 奥津　充子 おくつ　あつこ 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

9 田山　舞美 たやま　まみ 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

10 櫻井　愛菜 さくらい　えな 金沢学院大学クラブ 17 以上女子

11 土本　萌結 つちもと　もゆ 金沢学院大学クラブ 10 以下女子

12 小室　日和 こむろ　ひより 七塚ジュニア 13・14女子

13 山口　彩音 やまぐち　あやね 七塚ジュニア 13・14女子

14 平床　愛依 ひらとこ　あい 金沢学院大学クラブ 10 以下女子

15 扇間　響介 おうぎま　きょうすけ 金沢学院大学クラブ 10 以下男子

16 杉本　紗弥 すぎもと　さや 七塚ジュニア 11・12女子

17 藤井　美玲 ふじい　みれい 金沢学院大学クラブ 10 以下女子

18 太田　結菜 おおた　ゆな 七塚ジュニア 13・14女子

19 黒川こころ くろかわ　こころ 七塚ジュニア 11・12女子

20 松本　侑奈 まつもと　ゆな 七塚ジュニア 11・12女子

21 山口　悠里 やまぐち　ゆうり 七塚ジュニア 13・14女子

22 戸水　三喜 とみず　みつき 金沢クリール 10 以下男子

23 久世　真央 くぜ　まお 金沢クリール 10 以下女子

24 高橋　沙希 たかはし　さき 金沢クリール 10 以下女子

25 清長　千紘 きよなが　ちひろ 金沢クリール 13・14女子

26 北本　結 きたもと　むすび 金沢クリール 10 以下女子

27 奥野　紫月 おくの　しづき 金沢クリール 10 以下女子

28 塚本　莉子 つかもと　りこ 金沢クリール 11・12女子

29 八田　彩愛 はった　さえ 金沢クリール 11・12女子

30 池田　裕喜 いけだ　ひろき 金沢クリール 10 以下男子

31 森　遊助 もり　ゆうすけ 金沢クリール 10 以下男子

32 中村　香菜 なかむら　かな 金沢クリール 13・14女子

33 岡田　凜玖 おかだ　りんく シープクラブ 10 以下男子

34 北村　理菜 きたむら　りな 野々市ジュニア 11・12女子

35 尾倉　遥仁 おぐら　はると 野々市ジュニア 13・14男子

36 尾倉　遼太 おぐら　りょうた 野々市ジュニア 11・12男子

37 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 13・14男子

38 松岡　樹花 まつおか　このか 野々市ジュニア 10 以下女子

39 山口　修雅 やまぐち　しゅうが 野々市ジュニア 11・12男子

40 畠中　莉央 はたなか　りお 野々市ジュニア 11・12女子

41 加茂野優亜 かもの　ゆあ 野々市ジュニア 11・12女子

42 福川　留那 ふくかわ　るな シープクラブ 13・14女子
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43 北本　珠己 きたもと　みこ 野々市ジュニア 13・14女子

44 俵　直生 たわら　なおき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 10 以下男子

45 金子　心咲 かねこ　みさき キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 10 以下女子

46 俵　雄生 たわら　ゆうせい キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 10 以下男子

47 門前　凛香 もんぜん　りんか キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 10 以下女子

48 山田莞太郎 やまだ　かんたろう 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 11・12男子

49 宮本　奈津 みやもと　なつ キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 15・16女子

50 清坐　紗弥 せいざ　さや キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 10 以下女子

51 松本　陽葵 まつもと　ひまり キャッツアイＫＡＮＡＺＡＷＡ 10 以下女子

52 室屋　颯希 むろや　さつき 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 11・12女子

53 神尾　幸歩 かみお　さちほ 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 10 以下女子

54 神尾　武幸 かみお　たけゆき 羽咋ジュニアトランポリンクラブ 10 以下男子

55 宮田　芽依 みやた　めい ピエロつばたクラブ 10 以下女子

56 川上　瑞葵 かわかみ　みずき 小松大谷高等学校 17 以上女子

57 南　梨星 みなみ　りせい 小松イルカクラブ 13・14女子

58 中田　楽々 なかだ　らら 小松イルカクラブ 13・14女子

59 櫻井　陽菜 さくらい　はるな 小松イルカクラブ 13・14女子

60 阿蘇　瑛祐 あそ　えいすけ ピエロつばたクラブ 11・12男子

61 南　 栞奈 みなみ　かんな 小松イルカクラブ 13・14女子

62 本山　夏寧 もとやま　なつね ピエロつばたクラブ 11・12女子

63 縄田　琉羽 なわた　るう 小松イルカクラブ 13・14女子

64 川岸　蒼空 かわぎし　そら ピエロつばたクラブ 11・12男子

65 室野ななこ むろの　ななこ 白山ジュニアトランポリンクラブ 11・12女子

66 柿田　紗希 かきた　さき タートルクラブ 11・12女子

67 長谷川碧人 はせがわ　あおと 白山ジュニアトランポリンクラブ 13・14男子

68 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 11・12男子

69 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 13・14男子

70 吉田　柚香 よしだ　ゆずか 白山ジュニアトランポリンクラブ 10 以下女子

71 上野さゆり うえの　さゆり 白山ジュニアトランポリンクラブ 11・12女子

72 落合　愛美 おちあい　まなみ 白山ジュニアトランポリンクラブ 10 以下女子

73 室野　尊 むろの　たける 白山ジュニアトランポリンクラブ 10 以下男子

74 豊後　輝道 ぶんご　てるみち 星稜クラブ 17 以上男子

75 森戸　心咲 もりと　みさき ビッグスプリング 11・12女子

76 元角　沙羽 げんかく　さわ　 星稜クラブ 17 以上女子

77 吉田　莉音 よしだ　りおん 星稜クラブ 17 以上女子

78 　牛上竣太郎 うしがみ　しゅんたろう ビッグスプリング 11・12男子

79 四辻　愁凱 よつつじ　しゅうが ビッグスプリング 13・14男子

80 小田原由佳 おだわら　ゆうか 星稜クラブ 17 以上女子

81 秦　颯士 はた　そうし 星稜クラブ 17 以上男子

82 都原　彩加 とはら　あやか 小松イルカクラブ 11・12女子

83 伊藤　佑真 いとう　ゆうま 星稜クラブ 17 以上男子
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石川オープン大会 競技カード  

 

該当部門に☑ □男子     □女子 

所 属  

選  手  名 
 

 

該当部門に☑ 
□10 歳以下  □11・12歳以上  □13・14歳 

□15・16 歳   □17 歳以上  
試技順  

 

 

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  難度審署名 順位 

 

 


