
2020/10/30 (FRI) 

1 日目（割当練習、フリー練習、監督会議） 

【12:20】 

会場のみなさま、本日は、第 57 回全日本トランポリン競技選手権大会にご

来場いただき、誠にありがとうございます。 

 

--------------------------【会場アナウンス】-------------------------- 

ご来場の皆様にご案内とお願いを申し上げます。 

 

今大会は、コロナウイルス感染拡大防止に最善を尽くしながらの開催となりま

す。各所でのご不便、不都合おかけいたしますが、何卒、ご理解、ご了承のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。 

 

今大会の座席は、コロナウイルス感染拡大防止対策として、密を避けるため、

座席を空けて配置しており、全席、指定席となっております。指定席以外の場

所への着席はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。 

また、会場内での立ち見、通路での立ち止まりはご遠慮いただいております。 

必ずご指定の席に着席いただき、ご観戦いただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、新しい応援スタイルとして、大声での声援、ハイタッチや握手は禁止とさ

せていただきます。コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解、ご協力のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

 

最前列の手すりから身を乗り出すことは大変危険ですので、お止めいただくよう

お願いいたします。 

 

会場内では、お荷物・貴重品は必ず本人・または責任者の方がお手元にお持

ちいただくようお願いいたします。 

 

会場内におきまして、スマートフォン、携帯電話を含む撮影機器での写真撮影、

ビデオ撮影は、選手の肖像権を守るため、堅く禁止させていただきます。 

各団体から申請された方のみになりますので、必ずビブスを着用し、撮影エリア

にて撮影をお願いいたします。 

申請されている方も、フラッシュを使用しての撮影はできませんので、ご注意くだ



さい。 

 

会場内は火気厳禁となっております。 

また、当会場は敷地内全面禁煙となっており 

喫煙場所はございませんのでご注意ください。 

 

緊急地震速報が発令された場合、または地震による大きな揺れを感じた場合

は、速やかに身の安全を確保し、係員の誘導に従い、落ち着いて行動してくだ

さい。 

状況によっては、競技を中止する場合もございます。あらかじめ、ご了承のほど

よろしくお願いいたします。 

 

場内の係員の指示に従い、円滑な競技進行および大会運営に、ご理解、ご

協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

------------------------ 

 

会場の皆様にお知らせいたします。 

忘れ物が届いております。 

（忘れ物の特徴、拾った場所などを説明） 

お心当たりのあるかたは、（審判席横/受付）までお越しください。 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

【12:35】 

時間になりましたので、第 1 グループは練習を開始してください。 

（※以後、時間表示版のタイマーにて、練習を進める。） 

 

必要に応じて…（様子をみて） 

【13:05】 

第 2 グループは、練習を開始してください。 

【13:35】 

第 3 グループは、練習を開始してください。 



【14:05】 

第 4 グループは、練習を開始してください。 

【14:35】 

第 5 グループは、練習を開始してください。 

【15:05】 

第 6 グループは、練習を開始してください。 

【15:35】 

第 7 グループは、練習を開始してください。 

 

※G7 はやむを得ない事情で割り当て時間に練習が出来なかった場合およびリザーブの練習。 

 

【15:20】 

15 時 30 分より審判本部会議を行います。 

審判本部員の方は、会議室へお集まりください。 

 

【16:10】 

16 時 20 分より監督会議を行います。 

各所属の代表者の方は、会議室へお集まりください。 

なお、密を避けるため、各所属代表者は、1 名での出席でお願いいたします。 

 

 

【16:15】 

まもなく、監督会議を行います。 

各所属の代表者の方は、至急会議室へお集まりください。 

 

 

【16:05】 G7 練習終了（監督会議が終わったら･･･） 

 

これを持ちまして、本日のコンペティションホールの日程を終了いたします。 

明日は、ウォームアップホールは 8 時開館、コンペティションホールは 9 時開館と

なります。 

皆さま、お気をつけてお帰りください。 

2020/10/31(SUT) 



2 日目（審判会議、個人予選、シンクロ予選） 

【8:30】 

会場の皆様、おはようございます。 

本日は、第 57 回全日本トランポリン競技選手権大会にご来場いただき、 

誠にありがとうございます。 

 

--------------------------【会場アナウンス】-------------------------- 

ご来場の皆様にご案内とお願いを申し上げます。 

 

今大会は、コロナウイルス感染拡大防止に最善を尽くしながらの開催となりま

す。各所でのご不便、ご面倒をおかけいたしますが、何卒、ご理解、ご了承の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

今大会の座席は、コロナウイルス感染拡大防止対策として、密を避けるため、

座席を空けて配置しており、全席、指定席となっております。指定席以外の場

所への着席はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。 

また、会場内での立ち見、通路での立ち止まりはご遠慮いただいております。 

必ずご指定の席に着席いただき、ご観戦いただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、新しい応援スタイルとして、大声での声援、ハイタッチや握手は禁止とさ

せていただきます。コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解、ご協力のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

 

最前列の手すりから身を乗り出すことは大変危険ですので、お止めいただくよう

お願いいたします。 

 

会場内では、お荷物・貴重品は必ず本人・または責任者の方がお手元にお持

ちいただくようお願いいたします。 

 

会場内におきまして、スマートフォン、携帯電話を含む撮影機器での写真撮影、

ビデオ撮影は、選手の肖像権を守るため、堅く禁止させていただきます。 

各団体から申請された方のみになりますので、必ずビブスを着用し、撮影エリア

にて撮影をお願いいたします。 

申請されている方も、フラッシュを使用しての撮影はできませんので、ご注意くだ



さい。 

 

会場内は火気厳禁となっております。 

また、当会場は敷地内全面禁煙となっており 

喫煙場所はございませんのでご注意ください。 

 

緊急地震速報が発令された場合、または地震による大きな揺れを感じた場合

は、速やかに身の安全を確保し、係員の誘導に従い、落ち着いて行動してくだ

さい。 

状況によっては、競技を中止する場合もございます。あらかじめ、ご了承のほど

よろしくお願いいたします。 

 

------------土・日限定------------ 

選手、所属関係者にお知らせいたします。 

今大会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、トレーニングホール、ウォームア

ップホール、コンペティションホールへの入場につきましては、入場制限を行ってお

ります。入場の際は、AD カードまたは FOP アクセスカードがよく見える位置に

必ず付けていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

---------------- 

 

場内の係員の指示に従い、円滑な競技進行および大会運営に、ご理解、ご

協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

---------------- 

 

会場の皆様にお知らせいたします。 

忘れ物が届いております。 

（忘れ物の特徴、拾った場所などを説明） 

お心当たりのあるかたは、（審判席横/受付）までお越しください。 

 

--------------------------------------------------------------------- 

審判員の皆様にお知らせいたします。 



8 時 45 分より、審判会議を行いますので、会議室へお集まりください。 

 

【8:45】 

ただいまより、審判会議を行います。 

会場にいらっしゃいます審判員の方は、至急会議室へお集まりください。 

 

 

【9:00】 

ご来場の皆様にご案内いたします。 

9 時 30 分より、開始式を行います。選手・コーチ・関係者の皆様は、観覧席

にてお待ち下さい。優勝杯返還、選手宣誓の方は、9 時 20 分になりましたら

フロアにお集まり下さい。 

 

---------------- 

※開始式 進行台本 参照 

---------------- 

 

【9:42】 

（ファンファーレ♪） 

ただいまより、第57回全日本トランポリン競技選手権大会 個人、予選競技

を開始いたします。 

 

はじめに、審判員が入場いたします。 

（入場音楽♪） 

BGM♬⤴ 

 

（審判員マーチイン→整列） 

 

BGM♬⤵  

 

競技に先立ち、今大会の審判長、上級審判、ならびに各種目の審判員をご

紹介いたします。 



審判長  武藤 真也
む と う  し ん や

 

上級審判  福井 直哉
ふ く い   な お や

 

 

各種目の審判は、プロジェクターにてご紹介いたします。 

まずは、個人競技 予選、および準決勝の審判員です。（→表示） 

続いて、シンクロナイズド競技 予選、および決勝の審判です。（→表示） 

続いて、個人競技 決勝の審判です。（→表示） 

 

以上、審判員の紹介でした。 

 

（入場 M♪） 

BGM♬⤴ 

 

これより、第 1 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 1 グループ 競技開始） 

※競技中の選手コールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 



 

第 1 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場 M♪） 

BGM♬⤵ 

---------------- 

（入場 M♪） 

BGM♬⤴ 

 

第 2 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子をお願いいたします。 

 

（マーチイン） 

 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 2 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第 2 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 



---------------- 

BGM♬⤴ 

 

第 3 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな拍手でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 3 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第 3 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

 

【12:00～12:45】  昼食・休憩時間 

※時間が変更になる可能性あり。 

 

これより、審判・役員の休憩時間とさせていただきます。 

第 4 グループの競技開始は、12 時 45 分となります。（※時間確認） 



---------------- 

※午前の競技進行の遅れによって、午後の開始時間変更の可能性あり。 

 

【12:35】 

まもなく、午後の競技を開始いたします。 

審判員の方は、所定の位置にご着席ください。 

 

 

【12:45】 

（チャイム♪） 

 

BGM♬⤴ 

 

第 4 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子をお願いいたします。 

 

（マーチイン） 

 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 4 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第 4 グループの競技が終了いたしました。 

 



選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

 

BGM♬⤴ 

 

第 5 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな拍手でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 5 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第５グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

 

（ファンファーレ♪） 

 

第 6 グループの選手が入場いたします。 



会場の皆様、一緒に手拍子で盛り上げましょう。 

 

（マーチイン） 

 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 6 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第６グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

 

以上で、個人競技の予選を終了いたします。 

 

15:10 より 16:00 まで、シンクロのフリー練習となります。 

（個人の終了時間により変更になる可能性あり） 

 

① シンクロに出場する選手は、準備をお願いいたします。 

② 時間までしばらくお待ちください。 

（状況に応じて） 

 

（タイマー50 分設定：W/H、FOP） 



---------------- 

【15:10】（時間になったら） 

時間になりましたので、シンクロナイズド競技のフリー練習を開始してください。 

（タイマー50 分 スタート） 

 

【16:00】 

練習を終了してください。 

 

（16:05～16:45 W-up ホール G1 練習） 

---------------- 

（50 分あく） 

 

※状況に応じて、会場アナウンスを入れても良い。 

 

【16:05】 

会場の皆様にお知らせいたします。 

16:50 より、シンクロナイズド競技を開始いたします。 

競技開始まで、今しばらくお待ちください。 

 

 

【16:50】 

 

ただいまより、シンクロナイズド競技 予選を開始いたします。 

 

（ファンファーレ♪） 

 

BGM♬⤴ 

 

はじめに、審判員が入場いたします！ 

 

（審判員マーチイン→整列） 

 

BGM♬⤵  審判員マーチイン、紹介ありの場合 

審判員マーチイン、紹介ありの場合 



 

（映像：審判員紹介） 

 

主審：黒田 渉
くろだ   わた る

   神山 和仁
か み や ま  か ず の り

 

（ファンファーレ♪） 

（入場 M♪） 

BGM♬⤴ 

 

これより、第 1 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 1 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後のペアの得点が確定したら） 

第 1 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

 

BGM♬⤴ 



 

第 2 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 2 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後のペアの得点が確定したら） 

第 2 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

 

BGM♬⤴ 

 

第 3 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな拍手でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 



SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

---------------- 

（第 2 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後のペアの得点が確定したら） 

第 2 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

（第 3 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第 3 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

以上で、本日の競技は終了となります。 

 

 

19:10 より個人競技準決勝進出者、ならびにシンクロナイズド競技決勝進出

者のフリー練習となります。フリー練習を行う選手の皆様は、準備をしてお待ち

ください。 

 

 

【19:10】 



時間になりましたので、フリー練習を開始してください。 

 

 

 

【20:10】 

時間になりましたので、練習を終了してください。 

 

以上をもちまして、本日の全日程を終了いたします。 

 

ご来場の皆さま、本日は長時間の応援、ありがとうございました。 

 

明日は、ウォームアップホール 8 時開館、コンペティションホールは 9 時開館とな

ります。 

 

皆さま、お気をつけてお帰りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020/11/1(SUN) 

3 日目（個人準決勝、シンクロ決勝、個人決勝、表彰・閉会式） 

 

ご来場のみなさま、おはようございます。 

本日は、10 時より個人準決勝、続いてシンクロナイズド決勝、個人決勝の順

に行われ、激しい熱戦が期待されます。本日も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※会場アナウンス （必要な内容だけ） 

--------------------------【会場アナウンス】-------------------------- 

ご来場の皆様にご案内とお願いを申し上げます。 

 

今大会は、コロナウイルス感染拡大防止に最善を尽くしながらの開催となりま

す。各所でのご不便、ご面倒をおかけいたしますが、何卒、ご理解、ご了承の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

今大会の座席は、コロナウイルス感染拡大防止対策として、密を避けるため、

座席を空けて配置しており、全席、指定席となっております。指定席以外の場

所への着席はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。 

また、会場内での立ち見、通路での立ち止まりはご遠慮いただいております。 

必ずご指定の席に着席いただき、ご観戦いただきますよう、お願い申し上げます。 

なお、新しい応援スタイルとして、大声での声援、ハイタッチや握手は禁止とさ

せていただきます。コロナウイルス感染拡大防止に、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

 

最前列の手すりから身を乗り出すことは大変危険ですので、お止めいただくよう

お願いいたします。 

 

会場内では、お荷物・貴重品は必ず本人・または責任者の方がお手元にお持

ちいただくようお願いいたします。 

 

会場内におきまして、スマートフォン、携帯電話を含む撮影機器での写真撮影、

ビデオ撮影は、選手の肖像権を守るため、堅く禁止させていただきます。 

各団体から申請された方のみになりますので、必ずビブスを着用し、撮影エリア



にて撮影をお願いいたします。 

申請されている方も、フラッシュを使用しての撮影はできませんので、ご注意くだ

さい。 

 

会場内は火気厳禁となっております。 

また、当会場は敷地内全面禁煙となっており 

喫煙場所はございませんのでご注意ください。 

 

緊急地震速報が発令された場合、または地震による大きな揺れを感じた場合

は、速やかに身の安全を確保し、係員の誘導に従い、落ち着いて行動してくだ

さい。 

状況によっては、競技を中止する場合もございます。あらかじめ、ご了承のほど

よろしくお願いいたします。 

 

------------土・日限定------------ 

選手、所属関係者にお知らせいたします。 

今大会は、コロナウイルス感染拡大防止のため、トレーニングホール、ウォームア

ップホール、コンペティションホールへの入場につきましては、入場制限を行ってお

ります。入場の際は、AD カードまたは FOP アクセスカードがよく見える位置に

必ず付けていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

---------------- 

 

場内の係員の指示に従い、円滑な競技進行および大会運営に、ご理解、ご

協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

---------------- 

 

会場の皆様にお知らせいたします。 

忘れ物が届いております。 

（忘れ物の特徴、拾った場所などを説明） 

お心当たりのあるかたは、（審判席横/受付）までお越しください。 

 



 

本日の競技は、10 時より個人競技準決勝が開始されます。 

競技開始まで、今しばらくお待ちください。 

 

【9:50】 

まもなく、10 時より競技が開始されます。 

審判員の方は、所定の位置にお集まりください。 

 

 

【09:58】 

（ファンファーレ♪） 

ただいまより、第 57 回全日本トランポリン競技選手権大会 

個人競技 準決勝を開始いたします。 

 

はじめに、審判員が入場いたします。 

（入場音楽♪） 

BGM♬⤴ 

 

（審判員マーチイン→整列） 

 

BGM♬⤵  

 

競技に先立ち、今大会の審判長、上級審判、ならびに各種目の審判員をご

紹介いたします。 

審判長  武藤 真也
む と う  し ん や

 

上級審判  福井 直哉
ふ く い   な お や

 

 

各種目の審判は、プロジェクターにてご紹介いたします。 

まずは、個人競技 予選、および準決勝の審判員です。（→表示） 

続いて、シンクロナイズド競技 予選、および決勝の審判です。（→表示） 

続いて、個人競技 決勝の審判です。（→表示） 



 

以上、審判員の紹介でした。 

（ファンファーレ♪） 

（入場 M♪） 

BGM♬⤴ 

 

これより、第 1 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

 

（BGM♬⤴） 

---------------- 

（第 1 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第 1 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♬） 

---------------- 

 

（ファンファーレ♪） 

（入場 M♪） 



BGM♬⤴ 

 

これより、第 2 グループの選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子でお迎えください。 

 

（マーチイン） 

BGM♬⤵  

 

（ラインナップ あいさつ） 

SE（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチアップ完了） 

SE（チャイム♪） 

 

（BGM♬⤴） 

---------------- 

（第 2 グループ 競技開始） 

※競技中のコールは、審判員が行う。 

 

（最後の選手の得点が確定したら） 

第 2 グループの競技が終了いたしました。 

 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 

（退場♪） 

---------------- 

 

以上で、個人競技 準決勝が終了いたしました。 

 

シンクロナイズド競技 決勝は、11 時 45 分開始となります。 

時間まで、今しばらくお待ちください。 

※時間の変更 確認 

 



---------------- 

【11:45】 

（ファンファーレ♪） 

ただいまより、シンクロナイズド競技の決勝を開始いたします。 

 

BGM♬⤴ 

 

これより、決勝に出場する選手が入場いたします！ 

 

（マーチイン→ラインナップ） 

 

BGM♬⤵  

 

シンクロナイズド競技 決勝進出者をご紹介いたします。 

 

※別紙、決勝進出者リストを確認 

※所属が同じ場合、 名前 / 名前 （所属） 

※所属が別の場合、 名前 （所属）/ 名前 （所属） 

 

試技順 1 番  名前 / 名前 （所属） 

試技順 2 番  名前 / 名前 （所属） 

試技順 3 番  名前 / 名前 （所属） 

試技順 4 番  名前 / 名前 （所属） 

試技順 5 番  名前 / 名前 （所属） 

試技順 6 番  名前 / 名前 （所属） 

試技順 7 番  名前 / 名前 （所属） 

試技順 8 番  名前 / 名前 （所属） 

 

（紹介が終わったら） 

（チャイム♪） 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

---------------- 

（シンクロ決勝 競技開始） 



※選手コールはアナウンスがする？ 

 

※所属が同じ場合、 名前 / 名前 （所属） 

※所属が別の場合、 名前 （所属）/ 名前 （所属） 

 

（女子から） 

試技順 1 番  名前 / 名前 （所属） 

（男子） 

試技順 1 番  名前 / 名前 （所属） 

（女子） 

試技順 2 番  名前 / 名前 （所属） 

 

（・・・この流れで、試技順 8 番までつづく） 

 

（シンクロナイズド競技の決勝が終了いたしました。） 

 

女子 最終演技者の得点が確定いたしました。 

スクリーンにご注目ください！ 

女子の優勝は、（所属名）●●選手と（所属名）◆◆選手です！ 

おめでとうございます！ 

 

続いて、男子の得点も確定したようです！ 

スクリーンにご注目ください！ 

男子の優勝は、（所属名）●●選手と（所属名）◆◆選手です！ 

 

おめでとうございます！ 

 

優勝した●●選手と◆◆選手、●●選手と◆◆選手に 

今一度、盛大な拍手をお願いいたします。 

 

 

以上で、シンクロナイズド競技が終了いたしました。 

選手、コーチ、スポッターの方は、退場してください。 



（退場♪） 

---------------- 

会場の皆様にお知らせいたします。このあと昼休憩となります。 

個人競技の決勝は、13 時 10 分競技開始となります。 

競技開始まで、今しばらくお待ちください。 

 

 

【12:25～12:45】  個人決勝進出者フリー練習 / 昼食・休憩時間 

※時間が変更になる可能性あり。 

 

【12:25】 

時間になりましたので、個人決勝進出者のフリー練習を行ってください。 

 

【12:45】 

時間になりましたので、練習を終了してください。 

 

 

個人競技の決勝は、13 時 10 分競技開始となります。 

競技開始まで、今しばらくお待ちください。 

 

---------------- 

【13:05】 

まもなく、個人競技 決勝を開始いたします。 

審判員の方は、ご着席ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【13:05】 

（ファンファーレ♪） 



ただいまより、第 57 回全日本トランポリン競技選手権大会 

個人競技 決勝を開始いたします。 

 

はじめに、審判員が入場いたします！ 

 

BGM♬⤴ 

 

（審判員マーチイン→整列） 

 

BGM♬⤵  

 

 

つづきまして、 

 

（マーチイン） 

BGM♬⤴ 

これより、決勝に進出された選手が入場いたします。 

会場の皆様、大きな手拍子でお迎えください。！ 

 

（ラインナップ） 

BGM♬⤵ 

決勝進出者をご紹介いたします。 

 

※別紙、決勝進出者リストを参照。 

女子 

試技順 1 番  名前 （所属） 

試技順 2 番  名前 （所属） 

試技順 3 番  名前 （所属） 

試技順 4 番  名前 （所属） 

試技順 5 番  名前 （所属） 

試技順 6 番  名前 （所属） 

試技順 7 番  名前 （所属） 

審判員マーチインありの場合 



試技順 8 番  名前 （所属） 

 

 

男子 

試技順 1 番  名前 （所属） 

試技順 2 番  名前 （所属） 

試技順 3 番  名前 （所属） 

試技順 4 番  名前 （所属） 

試技順 5 番  名前 （所属） 

試技順 6 番  名前 （所属） 

試技順 7 番  名前 （所属） 

試技順 8 番  名前 （所属） 

 

（チャイム♪） 

 

選手は、挨拶をして 1 タッチアップを開始してください。 

 

（1 タッチ終了） 

（チャイム♪） 

---------------- 

（個人決勝 競技開始） 

※決勝は、選手コールをする。 

 

（女子から） 

試技順 1 番  名前   所属名 （→女子 1 番 演技終了） 

（男子） 

試技順 1 番  名前   所属名 （→男子 1 番 演技終了） 

（女子） 

試技順 2 番  名前   所属名   

 

 

（・・・この流れで、最終演技者まで続く。） 

 



（男子の最終演技者が終了したら） 

これで、個人競技の最終演技者が終了いたしました。 

 

女子の最終演技者の得点が確定いたしました。 

スクリーンにご注目ください！ 

 

（ドン！ 最終演技者 得点表示） 

 

 

女子の優勝は、 所属名  ○○選手です！おめでとうございます。 

 

続きまして、男子の得点も確定したようです！ 

スクリーンにご注目ください！ 

 

（ドン！ 最終演技者 得点表示） 

男子の優勝は、 所属名  ○○選手です！おめでとうございます。 

 

改めまして、 

優勝いたしました○○選手と○○選手に 

今一度、盛大な拍手をお願いいたします。 

 

（パチパチパチパチ～♪） 

---------------- 

 

以上で、すべての競技が終了いたしました。 

こののち、器具等の撤収を行いますので、選手の皆さまは、指示に従って、作

業のご協力をお願いいたします。 

また、準備が整い次第、表彰、閉会式を行いますので入賞されました 

選手の皆様は、準備をしてお待ちください。 


