
 

   

HAPPY CUP審判依頼 

 

この度 HAPPY CUPの審判に帯同して頂きましてありがとうございます。 

新ルールもだいぶ慣れてきたところですがまだまだ理解できていないところもあります。 

今大会で審判・コーチ・選手の皆さんに沢山の事を学んで次の大会に向けての課題を見つけて頂けたらと思います。 

 

 

記 

 

 

期間： ２０２３年４月１日（土）～３日（月） 

 

会場： 青少年オリンピックセンター体育館 

 

集合： １・２日 センター棟４０２ ８時集合    ３日ほ体育館に８時３０分に集合してください。 

 

研修:  ８：００～９：００研修いたします 

 

服装： 紺・黒の上下 

 

 

 

 

   ＊お昼は本部で出ます。（１日は夜軽食をお出し致します） 

   ＊マスク着用での審判になります。 

   ＊長い審判業務になりますが宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

審判構成 

 

 

１・２日ジュニア総合  ９：００～ 

 

Aフロアー フープ    審判長 横山真理子 

DB1 DB2 DA1 DA2 

北川 礼子 波多野里奈 鈴木あおい 植江田オルガ 

A1 A2 A3 A4 

山本 由香 伊藤 久子 村上 佳子（１日） 

栗本結里加（２日） 

河西 美枝 

T1 T2 T3 T4 

高橋美意子 神谷 智子 難波 理絵 井尾真由美 

 

 

 

 

B フロアー リボン   審判長 波多野恵子 

DB1 DB2 DA1 DA2 

嶋田芽久美 川名 圭子 曾我部美佳 一文字恵美 

A1 A2 A3 A4 

秋山 久世 相羽英子（１日） 

相羽しおり（２日） 

高井 麻衣 波多野孝典 

T1 T2 T3 T4 

     大門 亜美     山科 文子 横瀬 木聖（１日） 

杉本 知里（２日） 

杉山智美 

 

＊ レスポンシブルジャジは日本女子体育大学・日本体育大学生による 

 

 

 

長い試技になりますので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

１・２日 シニア総合 ９：００～ 

 Cフロアー対面交互進行  副審判長栗原 悠 

 ボール（前） 

DB1 DB2 DA1 DA2 

岡田 知佳 小川 千枝 荒木 由里 滝澤 廣美 

A1 A2 A3 A4 

小中亜紀子      小山 陽子 大前 真子（１日） 

飯田まぶき（２日） 

廣瀬 萌恵 

T1 T2 T3 T4 

根本 利江（１日） 

三上 真帆（２日） 

高村 知里（１日） 

安本 恵理（２日） 

藤井 雅 

 

柴山瑠璃子 

 

クラブ（後ろ）恵 

DB1 DB2 DA1 DA2 

浦谷 郁子     中村 恵 プロンコジェニー（１日） 

 川原 唯（２日） 

杉本友香 

A! A2 A3 A4 

本堂 厚子 佐々木梨奈 清澤 毬乃 関 若菜 

T1 T2 T3 T4 

田中 舞 関野 春乃 奥山しずか（１日） 

逸見 真子（２日） 

野澤 優芽（１日） 

折井 里帆（２日） 

 

 

＊試技が長いですが宜しくお願い致します。 

 

 

＜２日 シニア団体＞１５：１０～ 

Cフロアー    審判長 栗原 悠 

DB1 DB2 DA1 DA2 

浦谷 郁子 岡田 知佳 川原 唯 小川 千枝 

A1 A2 A3 A4 

中村恵  小中亜紀子 三上 真帆 藤井 雅 

T1 T2 T3 T4 

飯田まぶき 本堂 厚子 杉本 友香 佐々木梨奈 

 

＊レスポンシブルジャジ（日本女子体育大学生） 

 



 

 

 

２日 

＜コンテスト団体＞Aフロアー   １０：５０～   審判長 波多野恵子 

安藤 綾 北川 礼子 相羽しおり 波多野孝典 

 

＜チャイルド団体＞Aフロアー              審判長 横山真理子 

D1 D2 D3 D4 

秦 舞 山科 文子 高橋美意子 波多野孝典 

E1 E2 E3 E4 

川名 圭子 高井 麻衣 ブロンコジェニー 相羽しおり 

 

 

＜ジュニア団体＞Aフロアー       審判長 波多野恵子 

DB1 DB2 DA1 DA2 

嶋田芽久美 一文字恵美 鈴木あおい 波多野里奈 

A1 A2 A3 A4 

横山真理子 曽我部美佳 川名圭子 山本 由香 

T1 T2 T3 T4 

秋山 久世 高橋美意子 伊藤 久子 大門 亜美 

＊補審（栗本結里加） 

 

３日 

＜種目別フープ・クラブ＞ Aフロアー ９：００～  審判長 波多野恵子 

DB1 DB2 DA1 DA2 

伊藤 久子 川名 圭子 植江田オルガ 横瀬 木聖 

A1 A2 A3 A4 

山本 由香 神谷 智子       大前 真子 前田 彩加 

T1 T2 T3 T4 

田中 舞 羽原 瑠那       関谷 友香 井尾真由美 

 

 

＜種目別ボール・リボン＞ Cフロアー ９：００～ 審判長 栗原 悠 

DB1 DB2 DA1 DA2 

嶋田芽久美 波多野里奈 曽我部美佳 岡田 知佳 

A1 A2 A3 A4 

横山 真理子 山科 文子 河西 美枝 波多野孝典 

T1 T2 T3 T4 

秋山 久世 石本美惠子 ブロンコジェニー 安本 恵理 

＊補審（水上綾。奥山しずか） 


