
令和3年4月9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3回北信越国民体育大会県予選会

＜関係書類の送付について＞

　春爛漫の候、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　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）

３　コロナ対策に関わる下記提出書類（①～③）

　　①参加同意書　②感染防止に関わる確認票　③参加者名簿　④競技方法の順守

□連絡及びお願い事項
・8時過ぎ頃入場可能。

・入口には消毒液が置いてあります。

・選手は節度を守り、チーム毎に隅に固まり待機して下さい。

・マスクの着用を義務とします。（選手もトランポリン台以外は）

・チーム旗は掲げない。

・チーム1名の撮影許可エリアは当日指定します。
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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

＊大会当日代表者がまとめて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）

＊大会当日代表者がまとめて受付へ提出して下さい。
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選手
監督

コーチ ビデオ スポッター

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

責　任　者 （自署）

参　加　者　名　簿

所　　　属

連絡先（携帯）

氏　　　名

 

　大会当日代表者が受付へ提出して下さい（不足分ははコピーをお願いします）

＊入館する全ての方の記入をお願いします。



4/4

　＊ダブルマットを採用。

　＊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。

　　終了後は速やかな退館を徹底する。

　＊ウオームアップ・待機場所について

　　競技フロアー内中央部と、会場１階の卓球場を使用できます。

　　マットなどは感染予防の観点から各自持参でお願いします。 

　＊試技順抽選については、男女別の通常通りとする。

　　女子（①G～③G）男子④G～⑥G）

　＊撮影許可者は１チーム1名とし、指定場所ででディスタンスを取り行う。

　　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。

　＊ハイタッチ、握手、声援（ガンバ）の禁止。拍手は認める。

　＊開始式はチーム毎の集合で簡単に行う。審判・監督会議は行わない。

　　表彰式は行う。（成績発表はHPにアップ）

　＊無観客とする。

　＊消毒液など予防対策については各チームで徹底し準備。マスクは必須。

　　（入口での消毒液の準備は星稜高校でしてくださいます）

競技方法・方式についての順守



8:30 ～ 　　受付

8:45 ～

Ｇ

9:00 ～ 10:00 ① 女子 1 ～ 10

10:00 ～ 11:00 ② 女子 11 ～ 20

11:00 ～ 12:00 ③ 男子 1 ～ 8

12:30 ～ 13:30 ④ 男子 9 ～ 16

13:30 ～ 14:30 ⑤ 男子 17 ～ 24

14:30 ～ 1 ～ 10

15:20 ～ 1 ～ 10

＊予選及び決勝競技はグループ毎に20分間練習後に行います。

　4本練習は確約（30秒ルールのマナーを厳守）

＊競技進行状況によりスケジュールは繰り上げますので、ご注意下さい。

時間

昼食

競 技 日 程

決　勝

試技順

表彰式

女子決勝

　　開始式（予定）

男子決勝

参加数　44名



男子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名 学校名（学年）勤務先

1 　松本　悠生 まつもと　ゆうせい キャッツアイKANAZAWA 金沢市立兼六中学3年

2 結城　理輝 ゆうき　りき 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校3年

3 中山　偉斗 なかやま　よりと 星稜クラブ 星稜高校1年

4 松本　航翔 まつもと　こうしょう 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校3年

5 藤元　匠 ふじもと　たくみ 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学1年

6 上野　隼輔 うえのしゅんすけ 星稜クラブ 金沢星稜大学

7 中田　悠暉 なかた　ゆうき 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校1年

8 今本　修成 いまもと　しゅうせい 星稜クラブ 星稜高校1年

9 都竹　奏翔 つづく　かなと 星稜クラブ 星稜高校1年

10 井関　駿太 いせき　しゅんた 星稜クラブ 金沢星稜大学1年

11 岡田　陸飛 おかだ　りくと 金沢トランポリンクラブ 金沢工業大学2年

12 山田　純平 やまだ　じゅんぺい キャッツアイKANAZAWA 津幡町立津端中学3年

13 本松　真拓 もとまつ　まひろ 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校2年

14 岸　大貴 きし　だいき 株式会社ポピンズ 株式会社ポピンズ

15 伊藤　佑真 いとう　ゆうま 星稜クラブ 星稜高校3年

16 奥山　大雅 おくやま　たいが 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校3年

17 熊谷　天慈 くまがい　てんじ 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校2年

18 岸　凌大 きし　りょうた 日本体育大学トランポリンクラブ 日本体育大学4年

19 番所　駿斗 ばんしょ　はやと 星稜クラブ 星稜中学3年

20 美田　靖文 みた　やすふみ 星稜クラブ 星稜高校2年

21 金沢　成哉 かなざわ　せいや 星稜クラブ 星稜高校1年

22 豊後　輝道 ぶんご　てるみち 星稜クラブ 金沢星稜大学1年

23 宮野　隼人 みやの　はやと 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学1年

24 針生　淳平 はりう　じゅんぺい 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校3年

女子

No.  選手名  ふりがな  クラブ名 学校名（学年）勤務先

1 宮本　奈津 みやもと　なつ 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校1年

2 茂木　日和 もぎ　ひより 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学3年

3 谷口　空 たにぐち　そら 星稜クラブ 金沢星稜大学4年

4 小林　和 こばやし　なごみ 金沢学院大学クラブ 金沢学院短期大学2年

5 俵　芽衣 たわら　めい キャッツアイKANAZAWA 金沢市立紫錦台中学3年

6 澤田　守杏 さわだ　もも 星稜クラブ 星稜高校1年

7 田中　沙季 たなか　さき 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校3年

8 池下かの子 いけした　かのこ 星稜クラブ 星稜高校2年

9 清長　千紘 きよなが　ちひろ 金沢クリール 金沢市立高岡中学3年

10 多田　恵望 ただ　めぐみ 星稜クラブ 星稜中学3年

11 櫻井　愛菜 さくらい　えな 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校3年

12 大藤　彩 おおどう　あや 星稜クラブ 星稜中学3年

13 河島　千空 かわしま　ちひろ 星稜クラブ 星稜高校1年

14 木村　心春 きむら　こはる 星稜クラブ 星稜高校2年

15 縄田　琉羽 なわた　るう 小松イルカクラブ 小松市立松陽中学3年

16 石坂　漣 いしざか　れん 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校1年

17 加納　彩葉 かのう　いろは 星稜クラブ 星稜高校2年

18 福川　留那 ふくかわ　るな シープクラブ 小松市立中海中学3年

19 斉藤　奏良 さいとう　そら 金沢学院大学クラブ 金沢学院大学付属高等学校3年

20 吉村　紅子 よしむら　あかね 星稜クラブ 星稜高校1年

スターティングオーダー


