
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

平成30年度公認審判員試験合格者の方は、平成30年度の登録手続きを登録システム JGA－Webより実施してください。

1種 78 名
2種 150 名
3種 215 名
合計 443 名

トランポリン競技審判員 1種 ※順不同敬称略 78 名
氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

池田 政幸 北海道 岡嶋 正治 東京都 石田 正人 神奈川県 木村 和真 奈良県
小林 哲也 北海道 小澤 麻衣 東京都 ⾧澤 雅子 神奈川県 村井 道徳 奈良県
神山 和仁 北海道 平松 朋法 東京都 宮田 幸典 神奈川県 山本 宜史 兵庫県
小玉 信子 北海道 久保 実由 東京都 日垣 博考 神奈川県 黒崎 実 富山県
中野 義弘 北海道 武藤 真也 東京都 徳増 知之 静岡県 吉倉  伸治郎 石川県
黒田 渉 北海道 山崎 博和 東京都 山下 はるな 静岡県 中島 恵美子 石川県

新井山 大 北海道 森田 弘文 東京都 山口 佳代 静岡県 西川 明大 石川県
造田 道普 北海道 伊藤  直木 東京都 余語 由美子 愛知県 芳養 朋子 石川県

上村 恵梨奈 北海道 佐久間 洋 東京都 朝日 しずく 愛知県 福井 卓也 石川県
虻川 由作 秋田県 朝岡 美好 東京都 齋藤  英子 大阪府 藪野 里紗 石川県
舟越 信弘 山形県 寺田 望七 東京都 井上 勝太 大阪府 丸山 章子 石川県
飯塚 馨 福島県 坂本 鷹志 東京都 岩下 由利子 大阪府 山崎 静江 石川県

齋藤 哲也 山形県 倉持 真央 東京都 大谷 宏美 大阪府 古  幸江 石川県
遠藤 静子 福島県 谷田 拓真 東京都 中野 孝司 大阪府 人見 雅樹 石川県
菅野 善八 福島県 田崎 勝史 東京都 藤川 智朗 大阪府 藤池 亮太 石川県

伊藤 有紀子 千葉県 山口 学 東京都 中溝 一男 大阪府 吉村 祐太 石川県
會田 靖 埼玉県 野沢 匡史 東京都 高尾 明子 大阪府 寺田 一洋 石川県

丸山 由香子 埼玉県 森田 千尋 東京都 片岡 洋介 大阪府 福元 学 宮崎県
菅谷  一成 埼玉県 嶋川  由美子 神奈川県 福井 直哉 大阪府

上田 千賀子 埼玉県 中田 大輔 神奈川県 吉田 友子 大阪府

トランポリン 公認審判員 義務講習受講者一覧
(平成30年度公認審審判員試験合格者を含む)

平成30年3月1日現在

2017年１月１日より本一覧の発表日までに国際体操連盟主催の講習ならびに本会による研修・講習を受講済みの方は以下のとおりです。
下記、受講済み者以外の資格保有者は「資格保留」となります。「資格保留」の方は審判員としての業務を行うことはできませんので、速やかに講習会を受講し、保留解除の手続きを行ってください。また、「資格保
留」状態で、審判業務を行いますと資格降格等の処分対象となりますのでご留意ください。
※講習受講済であっても日本体操協会への登録を怠った場合、トランポリン公認審判員規定第９条に基づき審判員資格取消の対象となります。該当する過年度未登録者(★印)は、至急、審判本部へお問合せ下さい。
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トランポリン 公認審判員 義務講習受講者一覧
(平成30年度公認審審判員試験合格者を含む)

平成30年3月1日現在

2017年１月１日より本一覧の発表日までに国際体操連盟主催の講習ならびに本会による研修・講習を受講済みの方は以下のとおりです。
下記、受講済み者以外の資格保有者は「資格保留」となります。「資格保留」の方は審判員としての業務を行うことはできませんので、速やかに講習会を受講し、保留解除の手続きを行ってください。また、「資格保
留」状態で、審判業務を行いますと資格降格等の処分対象となりますのでご留意ください。
※講習受講済であっても日本体操協会への登録を怠った場合、トランポリン公認審判員規定第９条に基づき審判員資格取消の対象となります。該当する過年度未登録者(★印)は、至急、審判本部へお問合せ下さい。

トランポリン競技審判員 2種 ※順不同敬称略 150 名
氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

白石 麗奈 北海道 幸坂 諭諮 北海道 菊地 一智 福島県 名倉 沙織 東京都 花房 真弓 神奈川県 佐藤 奈津 京都府 都竹 知佳 大阪府 島田   諒太 石川県
稗田 道也 北海道 筑間 友久シュテファン 北海道 大谷 芳生 福島県 藤沢 紀和 東京都 本田 瞳 神奈川県 万谷 光二 大阪府 都竹 貴宏 大阪府 白崎   佑和 石川県
本間 啓司 北海道 日向 雄斗 北海道 二瓶 奈緒美 福島県 大嶋 諒人 東京都 廣瀬 美幸 神奈川県 松島 正知 大阪府 東本 麻由 大阪府 植田   太郎 石川県
神山 尚子 北海道 湊谷 祐司 北海道 佐藤 里歌 群馬県 新妻 佳奈 東京都 水藤 瑞穂 神奈川県 大宮 沙梨華 大阪府 平川 遼太朗 大阪府 宇山   芽紅 石川県
佐藤 憲敏 北海道 奥山 貴弘 北海道 角田 理恵 群馬県 井川 勇介 東京都 中村 大樹 神奈川県 久永 幸広 大阪府 坂田 和哉 奈良県 中川   晴美 石川県
笹本 淳 北海道 岩浪 理 北海道 伊藤 勇木 茨城県 塚本 夕月 東京都 瀬谷 真一 神奈川県 小早川 理奈 大阪府 遠山 光 兵庫県 鰀目   洋子 石川県

小玉 尚貴 北海道 赤塚 洋人 北海道 大谷 龍太郎 茨城県 笠井 明日翔 東京都 那知上 貴士 神奈川県 内田 康平 大阪府 中西 裕也 石川県 岡田   健一 石川県
泉 陽介 北海道 鳥潟 美生 北海道 武林 優香 千葉県 玉川 久根 東京都 後藤 雅美 愛知県 杉浦 由美子 大阪府 説田   善二 石川県 栃沢   一義 富山県

若松 侑治 北海道 田原 秀哉 北海道 藤原 ゆり子 千葉県 田中 栄一 東京都 遠藤 好美 静岡県 馬場 丈幸 大阪府 北野   真一 石川県 池田   雅計 富山県
山崎 真由美 北海道 山本 哲司 北海道 山口 愉里子 千葉県 石井 純 東京都 海野 大輔 静岡県 山本 千尋 大阪府 益田   徹 石川県 覚地  あゆみ 富山県
植松 孝仁 北海道 波多野 守 北海道 原田 利夫 千葉県 佐藤 学 東京都 福山 菜穂子 静岡県 白坂 健志 大阪府 赤地三智子 石川県
峰岸 雄三 北海道 籾山 彩子 北海道 河田 通子 埼玉県 川井 郁生 東京都 海野 弘美 静岡県 城 尚美 大阪府 日下   哲也 石川県
松田 守正 北海道 細川 敏博 北海道 赤間 敬通 埼玉県 佐藤 優菜 東京都 門田 賢樹 静岡県 松田 眞紀子 大阪府 高山   智美 石川県
高村 真悟 北海道 工藤 尚 青森県 金井 渉 埼玉県 尾崎 洋司 静岡県 鯉住 政次郎 大阪府 中田   華加 石川県
小泉 智宏 北海道 小野寺 幸二 宮城県 八巻 朱音 埼玉県 寺嶋 政幸 東京都 鈴木 雅大 静岡県 山口 晴緒 大阪府 稲田留美子 石川県
大久保 敦 北海道 齋藤 麻衣 宮城県 佐竹 玲奈 東京都 石川 潤 東京都 蒔田 桃子 静岡県 佐藤 萌香 大阪府 早川   さよ 石川県
吉岡 翼 北海道 鈴木 和志 宮城県 薄田 雄太 東京都 松多 冠奈 東京都 川合 智司 静岡県 高津 裕美 大阪府 須加   宏子 石川県

久保田 有枝曳 北海道 伊藤 雄洋 秋田県 武藤 智広 東京都 大島 千明 東京都 永田 信弥 静岡県 清井 直子 大阪府 東野 弥栄子 石川県
高橋 和馬 北海道 和田 希望 秋田県 竹村 元 東京都 鈴木 輝一 神奈川県 市川 悠樹 静岡県 朝来野 久美 大阪府 二野   美樹 石川県
武藤 裕也 北海道 飯塚 基志 福島県 栗田 啓介 東京都 高森 萌子 神奈川県 笠原 武晃 静岡県 井上 涼子 大阪府 多ダ  幸子 石川県
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平成30年3月1日現在

2017年１月１日より本一覧の発表日までに国際体操連盟主催の講習ならびに本会による研修・講習を受講済みの方は以下のとおりです。
下記、受講済み者以外の資格保有者は「資格保留」となります。「資格保留」の方は審判員としての業務を行うことはできませんので、速やかに講習会を受講し、保留解除の手続きを行ってください。また、「資格保
留」状態で、審判業務を行いますと資格降格等の処分対象となりますのでご留意ください。
※講習受講済であっても日本体操協会への登録を怠った場合、トランポリン公認審判員規定第９条に基づき審判員資格取消の対象となります。該当する過年度未登録者(★印)は、至急、審判本部へお問合せ下さい。

トランポリン競技審判員 ３種 ※順不同敬称略 215 名
氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属

鵜澤 和郎 北海道 宮西 祐佳 青森県 渡部 邦江 福島県 佐藤 有里恵 東京都 森   ひろみ 富山県 山原 龍也 大阪府 結城   宣 石川県 熊川 早貴子 熊本県
竹内 孝行 北海道 桜田 正行 青森県 井上 瞳 栃木県 嶋守 花音 東京都 堀田   晴子 富山県 河口 優真 大阪府 松岡  砂都美 石川県 柿本 真理子 熊本県
佐藤 健二 北海道 ★ 山並 秀子 青森県 田中 美珠紀 茨城県 髙橋 生糸 東京都 山川   真弓 富山県 石田 武 大阪府 岡本  美智子 石川県 杉本 美智子 宮崎県
山下 里紗 北海道 吹田 琴美 青森県 松崎 浩 茨城県 中島 聖也 東京都 福原   稜介 富山県 桜井 真理 大阪府 豊後   歌子 石川県 後藤 祐基 宮崎県
奥村 敏宏 北海道 白取 雄成 青森県 大堀 麻由美 千葉県 乗川 岳 東京都 石田 直樹 静岡県 鳥居 佳代 大阪府 森   秀子 石川県 米原 雄一郎 宮崎県
舛岡 孝則 北海道 小林 崇 宮城県 合阪 はるな 千葉県 堀 沙綾 東京都 石田 奈巳 静岡県 平山 純子 大阪府 小堀 富士子 石川県
川村 茂美 北海道 遠藤 和香子 宮城県 金子 香 埼玉県 美田 佳穂 東京都 石田 糸芽 静岡県 北居 宏基 大阪府 岸 直美 石川県
熊山 幸子 北海道 高橋 一徳 宮城県 舘野 祥慧 埼玉県 南 和希 東京都 小林 由貴美 静岡県 藤井 慎也 大阪府 坂井 恭仁子 石川県
田中 茉純 北海道 佐藤 隆 宮城県 中田 侑歩 埼玉県 旗 由香利 神奈川県 稲葉  琴江 静岡県 丸山 剛 大阪府 中西 風香 石川県
若松 直美 北海道 佐藤 あけみ 宮城県 小堀 和子 埼玉県 浅見 杏樹 神奈川県 鈴木 紗衣 静岡県 ⾧瀬 直樹 大阪府 鶴見 喜隆 石川県
上村 清信 北海道 北野 佑樹 宮城県 勝田 尚子 埼玉県 神山 千廣 神奈川県 伊藤 友岐 静岡県 浜野   優治 石川県 桑山 祐一 石川県
合田 鉄雄 北海道 小野寺 美夏 宮城県 信濃 颯馬 埼玉県 川崎 航世 神奈川県 野田 陽子 静岡県 竹澤   稔充 石川県 山内 由季 福井県

白土 真太郎 北海道 阿部 克敏 宮城県 高野 悠 埼玉県 木村 駿介 神奈川県 近藤 将浩 静岡県 上田   敦子 石川県 ⾧谷川 育子 福井県
村田 由梨 北海道 伊藤 幸洋 秋田県 杉浦 愛生 埼玉県 許斐 さくら 神奈川県 大林 生子 静岡県 田崎 美穂子 石川県 ⾧谷川 尚子 福井県
山本 悠貴 北海道 佐藤 江美子 秋田県 中田 ゆかり 埼玉県 篠嶋 理紗 神奈川県 吉岡 育美 静岡県 小坂   泰子 石川県 浅田 憲徹 福井県
菅原 恵 北海道 熊澤 章 山形県 高橋 菜花 埼玉県 清水 大空 神奈川県 犬居 可奈絵 静岡県 岡田   幸枝 石川県 原 将人 鳥取県

柳本 勇二 北海道 高瀬 千佳子 山形県 石川 悠馬 埼玉県 菅原 正哉 神奈川県 落合 由貴菜 静岡県 福井   瑞穂 石川県 米井 聡美 熊本県
舘岡 将平 北海道 奥山 巧 山形県 菊地 智周 埼玉県 髙橋 彩乃 神奈川県 渡辺 雅彦 静岡県 清川   敏史 石川県 吉田 仁 熊本県
武田 浩郁 北海道 押野 友美 山形県 野口 安実 埼玉県 中村 風稀 神奈川県 倉橋 由美 静岡県 今井   匠馬 石川県 横田 友子 熊本県

二階堂 啓一 北海道 後藤 春美 山形県 本田 雄輝 埼玉県 西岡 穂波 神奈川県 松井 秀美 静岡県 神田   利紗 石川県 本山 麻美 熊本県
柏倉 崇志 北海道 後藤 凌太 山形県 松坂 理生 埼玉県 延藤 巧真 神奈川県 比嘉 光 静岡県 佐々木  友里恵 石川県 福原 智子 熊本県
秋山 敏 北海道 飯塚 ちづる 福島県 堀切 風花 東京都 畑田 匠 神奈川県 山下 裕子 大阪府 上出   康子 石川県 原田 知江 熊本県

佐藤 鋭治 北海道 針生 秀一 福島県 鈴木 奈菜美 東京都 馬場 泰希 神奈川県 松尾 典子 大阪府 木越   智美 石川県 野村 亜希子 熊本県
秋山 範彦 北海道 菊地 真季子 福島県 岩田 優佑 東京都 平河 すみれ 神奈川県 原 弘美 大阪府 前畑  由紀恵 石川県 富松 めぐみ 熊本県
山本 敏昌 北海道 堀 広太 福島県 岡崎 優太 東京都 福丸  力也 神奈川県 成富 均 大阪府 宮下   明美 石川県 多良木 弥生 熊本県
加藤 千佳 北海道 戸塚 小夜子 福島県 金井 海裕 東京都 北折 明子 愛知県 窪田 佑介 大阪府 須加   紀子 石川県 谷内 由美 熊本県

山崎 穂菜美 北海道 濵野 和人 福島県 菊本 大介 東京都 徳田 信吉 愛知県 内田 育代 大阪府 山本   久枝 石川県 嶋田 ゆかり 熊本県
小嶋 哲也 北海道 佐藤 優子 福島県 桐生 一輝 東京都 土肥   一成 富山県 田村 夏々 大阪府 石村  さおり 石川県 黒屋 博之 熊本県
欠ヶ端未希 北海道 大川原 裕美 福島県 桐生 莉沙 東京都 川井   吾子 富山県 大西 潤 大阪府 受川   美子 石川県 男澤 由香利 熊本県

塩谷 喜兵衛 青森県 國井 佐知子 福島県 笹本 陸 東京都 吉川   慧 富山県 北居 充子 大阪府 中村   雪美 石川県 石原 加奈子 熊本県



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

トランポリン 公認審判員 義務講習受講者一覧
(平成30年度公認審審判員試験合格者を含む)

平成30年3月1日現在

2017年１月１日より本一覧の発表日までに国際体操連盟主催の講習ならびに本会による研修・講習を受講済みの方は以下のとおりです。
下記、受講済み者以外の資格保有者は「資格保留」となります。「資格保留」の方は審判員としての業務を行うことはできませんので、速やかに講習会を受講し、保留解除の手続きを行ってください。また、「資格保
留」状態で、審判業務を行いますと資格降格等の処分対象となりますのでご留意ください。
※講習受講済であっても日本体操協会への登録を怠った場合、トランポリン公認審判員規定第９条に基づき審判員資格取消の対象となります。該当する過年度未登録者(★印)は、至急、審判本部へお問合せ下さい。



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

トランポリン 公認審判員 義務講習受講者一覧
(平成30年度公認審審判員試験合格者を含む)

平成30年3月1日現在

2017年１月１日より本一覧の発表日までに国際体操連盟主催の講習ならびに本会による研修・講習を受講済みの方は以下のとおりです。
下記、受講済み者以外の資格保有者は「資格保留」となります。「資格保留」の方は審判員としての業務を行うことはできませんので、速やかに講習会を受講し、保留解除の手続きを行ってください。また、「資格保
留」状態で、審判業務を行いますと資格降格等の処分対象となりますのでご留意ください。
※講習受講済であっても日本体操協会への登録を怠った場合、トランポリン公認審判員規定第９条に基づき審判員資格取消の対象となります。該当する過年度未登録者(★印)は、至急、審判本部へお問合せ下さい。

タンブリング競技審判員 ※順不同敬称略
１種 ２種 ３種

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
河田 通子 埼玉県 戸塚 小夜子 福島県 北折 明子 愛知県
小澤 麻衣 東京都 小堀 和子 埼玉県
武藤 真也 東京都 佐久間 洋 東京都
平松 朋法 東京都 武藤 智広 東京都
岡嶋 正治 東京都 玉川 久根 東京都
⾧澤 弘明 神奈川県 花房 真弓 神奈川県

冨田 英慈 神奈川県 廣瀬 美幸 神奈川県

石下 文裕 神奈川県 小林 由貴美 静岡県
杉浦 正隆 静岡県 杉浦 隼平 静岡県
黒崎 実 富山県 徳増 知之 静岡県

福井 直哉 大阪府 遠藤 好美 静岡県
山下 はるな 静岡県

種別講習受講者数
1種 11 名
2種 12 名
3種 1 名
合計 24 名



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

トランポリン 公認審判員 義務講習受講者一覧
(平成30年度公認審審判員試験合格者を含む)

平成30年3月1日現在

2017年１月１日より本一覧の発表日までに国際体操連盟主催の講習ならびに本会による研修・講習を受講済みの方は以下のとおりです。
下記、受講済み者以外の資格保有者は「資格保留」となります。「資格保留」の方は審判員としての業務を行うことはできませんので、速やかに講習会を受講し、保留解除の手続きを行ってください。また、「資格保
留」状態で、審判業務を行いますと資格降格等の処分対象となりますのでご留意ください。
※講習受講済であっても日本体操協会への登録を怠った場合、トランポリン公認審判員規定第９条に基づき審判員資格取消の対象となります。該当する過年度未登録者(★印)は、至急、審判本部へお問合せ下さい。

ダブルミニトランポリン競技審判員 ※順不同敬称略
１種 ２種 ３種

氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名 所属
岡嶋 正治 東京都 戸塚 小夜子 福島県 北折 明子 愛知県
小澤 麻衣 東京都 小堀 和子 埼玉県
武藤 真也 東京都 佐久間 洋 東京都
平松 朋法 東京都 武藤 智広 東京都

嶋川 由美子 神奈川県 玉川 久根 東京都
黒崎 実 富山県 花房 真弓 神奈川県

福井 卓也 石川県 廣瀬 美幸 神奈川県

福井 直哉 大阪府 小林 由貴美 静岡県
村井 道徳 奈良県 杉浦 正隆 静岡県
山本 宜史 兵庫県 徳増 知之 静岡県

遠藤 好美 静岡県
山下 はるな 静岡県

種別講習受講者数
1種 10 名
2種 12 名
3種 1 名
合計 23 名


