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２０２２年度千葉県民体育大会第二部 体操競技・新体操・トランポリン 

兼第５６回千葉県成年・少年選手権大会 

兼第６回千葉県トランポリン競技選手権大会実施細則 

   ＜主 催＞   千葉県スポーツ協会、千葉県教育委員会、千葉県体操協会 

    ＜ 主  管＞    千葉県体操協会 

 

１ 体操競技：成年の部 

（１）期  日   ２０２２年 ５月 ８日（ 日 ） 受付１２：３０～ 演技開始１４：３０～ 

（２）会  場   順天堂大学さくらキャンパス 印西市平賀学園台１－１ ℡０４７６－９８－１００１ 

（３）参加資格と条件 

  千葉県民体育大会・第二部の総則６に定める者のほか次による。 

      ２０２２年度の日本体操協会に選手登録を済ませた者。 

   選手は、所属の責任においてスポーツ傷害保険に加入しておくこと。 

（４）競技に関する注意事項 

    ①採点規則  男子は2022年版採点規則、女子は2022年版採点規則女子変更規則Ⅰおよび情報最新号を適用する。 

    ②個人選手権とし、演技の得点合計により順位を決定する。 

（５）運営に関する事項について 

①受付時間を厳守のこと。 

②大会当日にふるさと登録の書類記入をしてもらいますので、印鑑を持参してください。 

（６）参加申込み 

    ①申込方法  参加申込書に必要事項を記入の上、参加料添えて〆切期日までに郵送又は FAX にて申し込みをすること。

（参加料は、当日支払いも可） 

 

②申込先  〒289-2173 匝瑳市飯高１６９２  県立飯高特別支援学校   小 沼 弘 明 

  ＴＥＬ  ０４７９－７０－５００１  携 帯  ０９０－８８９３－６３１６ 

  ＦＡＸ  ０４７９－７０－５１２３ 

締切日  ２０２２年 ４月２０日（水）１７時まで 

             

  ③振込先 「ゆうちょ銀行 記号１０５７０  番号 ２４０９９５６１ 三浦 孝正」 

   他銀行からの場合は、   店名 ０５８  普通  ２４０９９５６ 

  ④参加料  １人 ３，０００ 円（審判・補助役員委託料含む） 

（７）選手選考方法 

①全日本選手権の成績、全日本学生選手権、ナショナル強化指定選手、全日本選手権トライアウトの成績、昨年度国体

選考の結果、（本選考から過去１年以内）から強化委員会が総合的に判断し、常任委員会の同意を持って選考する。も

参考として候補選手９名程度を選考する。 

②やむを得ない事情などで、本大会に参加できない場合は、本予選会に申し込みをした上で、理由書、診断書、実績を

証明する資料（大会速報など）を前日までに強化部長に提出すること。 

③正選手の怪我や他の大会の結果から、エントリー選手の変更が妥当であると強化委員会が判断した場合は、常任委員

会の同意をもって変更可とする。 

（８）その他 

①出場資格の例外適用やふるさと制度他の詳細については日本スポーツ協会ホームページを参照のこと。 

  ②当日の日程および班編成は1週間前までに千葉県体操協会ホームページに掲載します。 
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２ 体操競技：少年の部  

 

（１）期  日  男子：２０２２年 ５月 １日（ 日 ） 受付 9:00 ～  演技開始10:30 予定   

       女子：２０２２年 ５月 ７日（ 土 ） 受付 9:00 ～  演技開始10:30 予定  

 

（２）会  場  男子：市立船橋高等学校 

             〒273-0001 千葉県船橋市市場４－５－１ 047-422-5516 

女子：銚子商業高等学校 

〒288-0813 千葉県銚子市台町１７８１  0479-22-5678 

 

（３）参加資格条件および参加制限 

  ①千葉県民大会・第二部の総則６に定める者のほか次による。 

     

②２０２２年度の日本体操協会への選手登録を完了した者。 

 

（４）競技に関する注意事項 

①採点規則 男子は、2022年版採点規則、および各情報、高等学校男子適用規則を適用。 

女子は、2022年版採点規則女子変更規則Ⅰ、および情報最新号を適用。 

 

②競技規則 個人選手権とし、演技の得点合計により順位を決定する。 

    

（５）参加上の注意  ②監督・選手は、各所属の責任で事前にスポーツ傷害保険に加入しておくこと。  

           ただし、競技役員の保険については本競技団体で加入対応とする。 

（６）参加申込み 

    ①申込方法  所定の参加申込書に必要事項を記入の上、参加料の振込証（コピー可）を添えて下記へ〆切までに申込む

こと。また、保護者の承諾書は各所属団体にて保管とする。 

 

②申込先  〒289-2173 匝瑳市飯高１６９２  県立飯高特別支援学校   小 沼 弘 明 

  ＴＥＬ  ０４７９－７０－５００１  携 帯  ０９０－８８９３－６３１６ 

  ＦＡＸ  ０４７９－７０－５１２３ 

締切日  ２０２２年 ４月１５日（金）１７時まで 

             

  ③振込先 「ゆうちょ銀行 記号１０５７０  番号 ２４０９９５６１ 三浦 孝正」 

   他銀行からの場合は、   店名 ０５８  普通  ２４０９９５６ 

 

④参加料  1名(補欠を含む)  ３，０００ 円 

 

（７）選手選考方法  

①今大会を最終選考会と位置付け、ＮＨＫ杯、全日本選手権、全国高校選抜大会、県新人大会、高校関東県予選とジュ

ニアナショナル強化指定選手、Ｕ１８代表選手、Ｕ１８トライアウトの成績（本選考会から過去１年前まで）を参考

に、強化委員会が総合的に判断し、常任委員会の同意を持って候補選手９名程度を選考する。 

 

②やむを得ない事情で本選考会に参加できない場合は、本予選会に申込みをした上で理由書、診断書、実績を証明する

資料（大会速報など）を前日までに強化部長に提出すること。また、正選手の怪我やインターハイ、全日本Ｊｒ大会

の結果から、エントリー選手の変更が妥当であると強化委員会が判断した場合は、常任委員会の同意をもって変更可

とする。 

 

（８）その他 ゼッケンは、高校生は高体連体操専門部指定番号とし、中学生は受付順に番号を割り振る｡ 
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３ 新体操の部 

（１）期  日    ２０２２年 ５月１４日（土） 受付  8:30～  競技開始  10:00～ 

 

（２）会  場  市原臨海体育館  市原市岩崎５３６  ℡0436-21-4441 

 

（３）参加資格と条件 

    千葉県民体育大会・第二部の総則６に定める者のほか次による。 

      ２０２２年度に日本体操協会に選手登録を完了した者。 

なお、団体チーム・個人出場者の数的制限はもうけない。 

 

（４）競技に関する注意事項 

   競技ルール・・・下記①②ともに日本体操協会2022年～2024年度版採点規則および高体連適用規則による。 

①県民体育大会第二部 

１）団体競技については、団体種目の得点と個人種目４名の得点(女子×1/4)の合計により順位を決定する。 

        ・団体種目    (女子：フープ５) 

        ・個人種目    (女子：フープ１、ボール１、クラブ１ リボン1) 

   ２）チーム編成は監督１名、選手女子5名（団体種目に出場した選手の4名が個人種目に出場、補欠2名）とする。

但し、申込書に明記した者以外との交代は認めない。 

 

  ②千葉県少年選手権 

   １）・団体競技の部 （女子：フープ５） 

・個人競技の部 種目別に順位を決定する。個人競技に出場しようとする者は、上記の個人種目から１種目以上で

出場できる。 

   ２）上記 （４）①に出場できない者（個人）は、これを県体二部と兼ねるものとする。 

また、（４）①に出場できない者（個人）で国体への出場の意志がある場合は、（４）②に出場しなくてはならな

い。これにより、選手選考の資料とする。 

 

（５）参加申込み 

      ①申込方法  所定の参加申込書に必要事項を記入の上､参加料の振込証（コピー可）を添えて下記へ申込みをする｡  

      ②申込先   〒260-0803 千葉市中央区花輪町４５－３ 県立千葉南高等学校 岩本 由貴子 

 （新体操担当者：勤務先） TEL０４３－２６４－１３６２ 

締切日  ２０２２年 ４月１５日（金）１７時まで 

   ③振込先  千葉銀行（鎌取支店 ０９２） 

普通 ３９２９７５５ 千葉県体操協会 総務 岩本 由貴子 

④参加料等  ・県民体育大会第二部         １２, ０００円 

                 ・千葉県選手権 団体種目        ６,０００円 

                 個人種目 １種目につき １,０００円 

 

（６）参加上の注意 

     ①監督・選手は、所属の責任にてスポーツ傷害保険に加入すること。 

競技役員の傷害保険は、各競技団体において対応する。 

②団体競技に参加する団体は補助員２名を必ず派遣する｡ 

 

（７）その他 ・国体候補選手は、女子７名である。 

・今大会の成績を参考に強化委員会が総合的に判断し、常任委員会の同意を持って本大会に参加する選手を

決定する｡今大会が開催されない場合は、高校生代替大会・中学新人戦・高校新人戦・県ｼﾞｭﾆｱ交歓大会・

全国選抜大会・全日本新体操選手権大会・全日本新体操クラブ選手権大会・全日本新体操クラブ団体選手

権大会を参考に強化委員会が総合的に判断し、常任委員会の同意を持って本大会に参加する選手を決定す

る。 

・背番号はつけなくて良い。チームマークは日本体操協会指導の位置に付ける。 

・国民体育大会ではドーピング検査が行われ、選手は検査対象となる場合がある。 
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４ トランポリンの部 

（１）期  日  ２０２２年４月２４日(日) 9:00監督会議 9:20審判会議、9:40競技開始 

（２）会  場   印西市 松山下公園総合体育館 印西市浦部２７５ TEL：(0476)42-8417 
（３）参加資格と条件    

千葉県民体育大会・第二部の総則６に定める者のほか次による。 

   ｵｰﾌﾟﾝA ｸﾗｽは千葉県在住・在勤・千葉県内高等学校在学もしくはふるさと登録選手 
   日本体操協会登録選手はオープンクラスのみの参加となる。 

（４）競技に関する注意事項 

公益財団法人日本体操協会制定「トランポリン採点規則」に依る。 
※一部「千葉県トランポリン特別規則」を採用する。 

・自由演技２回を演技し、点数の高い方の点数で順位を決定する。 
・難度は無制限とする。 

使用器具 FIG認定器具 ユーロトランポリン(4mm×4mm テープベッド)２台 
               

（５）参加申込み 

①申込方法 所定のファイルに必要事項を記入の上、メールにてお申込みください。 
・必要事項 

          所属団体情報、大会参加申込書、・撮影許可証申込書、振込金総括表 
・郵送での申込は受け付けません。 

・お申込用メールアドレス ：tenfortytramp1040@gmail.com  
         件 名：第６回千葉県トランポリン競技選手権大会 
         団体名：貴団体名 

宛 先：千葉県体操協会 
・Excelファイルのまま送信してください。PDFなど別の形式やフォーマットに変換したファイルは、受け付

けません。また、各シートについて、変更や削除などをしないようにしてください。メールアドレスは、間

違いの無いように入力するか、上記のリンクをクリックして使用してください。 
・期限を過ぎた申込・振込は一切認めません。 
・期限以降の変更による費用の返金は致しかねます。 

②振込先   千葉銀行 鎌ヶ谷支店（店番０４３） 普３６０１２６１ 
口座名義 ﾁﾊﾞｹﾝﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｷｮｳｶｲ ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 

・振込者名は、個人名ではなく団体名を使用してください。 
(振込金と振込者の照合が出来ない場合は無効になりますのでご注意ください。) 

・振込時に上記アルファベットが使えない場合、カタカナ・ひらがなでも結構ですが、文字数を超え、表示さ

れない場合があります。その際は、団体名が認識可能な範囲で省略しても結構です。 
③締切日   ・期限以降の申込については、一切受け付けできませんのでご注意ください。 

受付及び参加費振込期限：２０２２年３月３１日(木) 
参加料   ・個人競技の部      １人 ４，０００円 

（６）国民体育大会関東ブロック千葉代表選考方法 
①今大会を国民体育大会関東ブロック千葉県代表選考大会と位置付け、今大会の成績（派遣得点をクリアしたもの）を選考会

議にて選考する。 
★派遣得点 自由演技 男子５０．０以上 女子４６．０以上 
◇千葉県大会において派遣得点をクリアしたものがいない場合もしくは千葉県大会が中止になった場合は、千葉県大会にエン

トリーした選手の中から過去１年間（２０２１年５月以降）の競技成績をもとに選考会議にて選考する。 
（７）その他注意事項 
   ①・競技日程に関しましては、主催側が作成した内容に一任頂けます様お願いします。 

・競技カードは、４月１１日までに下記送付先に郵送ください。 
      送付先 〒285-0861 佐倉市臼井田８３６ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾃﾝ･ﾌｫｰﾃｨｰ宛 
   ②大会保険および大会期間中の怪我について 

・協会の費用負担にて、参加選手に対して競技終了まで間でスポーツ傷害保険に加入しています。 
・発生した傷害の補償につきましては、加入したスポーツ傷害保険の範囲内とします。 
・競技中の疾病、負傷に対する応急処置は、主催側で行いますが、その他の責任は負いません。 
・大会参加者は、万が一のため、健康保険証を持参してください。 
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・また、表彰式は、カメラでのスチール撮影を許可しますが、上記撮影許可証を見える場所に着用してください。 
※大会当日の撮影許可は、一切行いませんので、お申込み時に申請してください。 

   ④お問合せ 
・お問合せにつきましては、メールのみ受け付けます。 
・お返事までに数日頂く場合がございますので、予めご了承ください。 
・携帯のメールアドレスからのお問合せの場合、以下のアドレスが受信できるよう設定をお願いします。       
 ・お問合せ用メールアドレス ：tenforty1040@live.jp  

 


