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九州学生体操連盟 



令和２年度 第６３回九州学生体操競技新人大会 

要 項 

主   催    九州学生体操連盟 

共   催    北九州市 

後 援（予定） 福岡県教育委員会 北九州市教育委員会  九州体操協会  

          福岡県体操協会   全日本学生体操連盟  朝日新聞社       

1．大会日程 

令和 2年 10月 23日 (金) セッティング 女子会場練習 

24日 (土) 女子競技   男子会場練習 

25日 (日) 男子競技   カッティング 

2．会  場  北九州市立総合体育館 

         〒805-0011  福岡県北九州市八幡東区八王寺町 4-1  TEL ：（093）652-4001 

3．参加資格   

(1) 九州学生体操連盟に所属する大学。 

(2) （公財）日本体操協会の会員登録システムから、各大学の所在地の都道府県体操協会に令和２年度 

「所属団体・選手登録」を済ませ、その後、全日本学生体操連盟に「所属団体・選手加盟（連盟登録）」を済ま

せた者。当該年度において全日本学生体操連盟に登録回数３回以内の者で次のものを除く。 

(3) 今大会の 1部選択大学については、過去の九州学生選手権大会において個人総合男子６位以内、 

女子優勝、九州学生新人大会において男子３位以内、女子優勝したものを除く。 

なお、女子については、上記に示した過去の優勝者についてオープン参加として参加を認める。 

※但し、男女共 1年生はこの限りではない。 

(4) 今大会の２部選択大学については、過去の九州学生選手権大会、九州学生新人大会の優勝者は 

オープン参加として参加を認めるが、団体チームの選手で出場した場合、団体選手権の成績には 

かかわれるが、個人総合の成績はオープン参加扱いとする。 

※但し、男女共 1年生はこの限りではない。 

(5) 今大会は特別に 4年次生の選手についてのオープン参加を認める。（但し各大学の参加人数に含める） 

また、4 年次生の選手が団体チームの選手で出場した場合、団体選手権の成績にはかかわれるが、個人総

合の成績はオープン参加扱いとする。 

4．競技内容及び参加人数    

【1部、2部制】  

(1) 男女共 1部、2部制として行う。 

【チーム編成】 

(1) 男女共、チーム編成は各大学１チーム、３～５名 (5人登録 4人演技、ﾍﾞｽﾄ 3) 

    ※2チーム出場の場合、選手登録用紙にチーム名を記入すること。  【例】○○大学 A チーム 

(2) チーム編成においてﾍﾞｽﾄ 3を組めない時点より個人扱いとなる。 

【個人参加】 

(1) 昨年の 1部希望大学（鹿屋体育大学、福岡大学、九州共立大学、東海大学九州）は 

1チームの場合 11名まで、2チームの場合 7名までとする。 



(2) 上記以外の大学は、1チームにプラスして男女共 4名までとする。 

※ただし、今年度は 9 月 21 日（月）の一次締め切りの際の参加人数を確認後、参加が少ない場合、個人選手

の出場人数を増やすこともありうる。 

【補欠について】 

(1) 各チームの補欠人数は定めず、補欠登録も行わない。 

(2) チーム出場選手、チーム個人選手の変更は、全日本学生体操連盟に登録した選手であれば認める。 

【選手変更について】 

(1) 選手変更は監督会議にて行う。 

5．競技方法  

 (1) 採点規則及び競技規則 

男子・・・２０１７年版採点規則、最新版内規及び体操競技情報最新号を適用する。  

女子・・・２０１７年版採点規則（競技 I）及び体操競技情報最新号を適用する。 

(2) 0.000点は棄権ではなく得点として扱う。 

(3) 新技申請は、前日練習日に本部に提出すること。 

(4) 器具については（公財）日本体操協会認定器具を使用する。 

 (5) 競技中の負傷により演技の継続が不能になった場合、残りの種目の得点は 0.00 とする。 

 (6) 跳馬のメジャーは本連盟で準備したものを使用すること。 

 (7) 開始種目とゼッケンナンバーは本連盟において決定する。尚、試技順は繰り上がりに統一する。  

6．順位決定   

【団体総合】 男女共、各種目のチーム得点(ﾍﾞｽﾄ 3)の合計得点により決定をする。 

  【個人総合】 男子 6種目、女子 4種目の合計得点により決定する。 

 【種 目 別】 男女共、各種目の得点により決定する。 

7．表 彰     

(1) 1部、2部に分け表彰を行う。 

(2) 団体総合の部  1位～3位賞状授与 (優勝チームにトロフィー) 

※2チーム参加した大学は上位 1チームのみ表彰、2チーム目が 1～3位に入った場合は 4位のチームを 

繰り上げ表彰とする。 

 (3) 個人総合の部  1位～6位賞状授与 (1位～3位にメダル授与、優勝者にトロフィー) 

 (4) 種目別の部    1位～3位賞状授与 

8．参 加 料   1チーム  ４０，０００円(保険料込み) 

           1個人    ８，０００円(保険料込み) 

9．審判員派遣 

 (1) 各大学とも、原則として下記の通り審判員を派遣すること。 

   ・チーム出場の場合 【1チームの場合も 2チームの場合も】 2名 (3名派遣できる所はお願いしたい) 

・個人出場の場合………………………………………………………１名 

    (毎年、審判員が不足していますのでご協力お願い致します。) 

※但し、2部希望大学については、チーム出場の場合は 1名、個人出場の場合は免除とする。 

(2) 審判員を派遣できない場合は 1名につき 20，000円依頼費を納入し、本連盟宛てに依頼すること。 

(3) 審判員の資格は 2種以上が望ましいが 3種でも認める。(学生可) 

(4) 原則として監督と審判は兼ねられない。但し、本大会本部が認めた場合はこの限りではない。 

(5) 大学派遣審判員にかかる費用はすべてその大学が負担すること。 



10．準学生役員及び補助役員について 

令和 2年度 1部校の鹿屋体育大学、福岡大学、九州共立大学は試合当日の手伝いとして 1名の準学生役員 

を派遣しなければならない。 

本大会に出場する大学は、出来る限り 1名以上の補助役員の派遣をお願いしたい。（参加申し込みに記入） 

11．その他    

(1) 競技場内に入れる者は、審判員、監督、選手、チームリーダー、テープレコーダー係、補助役員、器具及び 

競技場の保持に必要な者、その他大会本部が認めた者に限る。 

 (2) プラカード、ゼッケンは各大学で必ず用意すること。 

(3) 器具、会場施設破損の場合は参加者全員で負担すること。 

(4) セッティングは女子選手、カッティングは男子選手で行う。 

(5) 大会中の演技の撮影には、事前の撮影許可を必要とする。撮影を希望する大学は、所定の申請書を大会 

申し込み最終締め切りまでに提出すること。 

(6) 開会式は、男女各試合前の開始式という形式をとる。閉会式は男女別に行う。 

(7) 応援・観客の動員に関しては、新型コロナウイルス感染防止を考慮した適正な範囲に留める（検討中）。 

※ 本大会は、日本体操協会及び全日本学生連盟が提示している、新型コロナウイルスにおける「体操活動に

おける感染拡大予防ガイドライン」を参考に、九州学生体操連盟が作成した「新型コロナウイルス感染拡

大防止対策ガイドライン」に則り行われる（後日掲載のガイドラインを熟読しておいてください）。 

12．参加申し込みについて 

 (1) 本連盟 HPの指示に従い、本連盟宛てにメールにて送付すること。 

 《不参加の場合も責任者名及び住所を記入の上、本連盟宛てにメールにて送付すること。》 

 (2) 参加料は本連盟指定の銀行に締め切り期日までに振り込むこと。 

尚、銀行振込み以外は認めない。《必ず大学名で振り込むこと。》 

(3) 振込先・ ・ 福岡銀行 七隈支店  店番    ２５８     口座番号  １２８７８４０ 

        名 義   キュウシュウガクセイタイソウレンメイ 

九 州 学 生 体 操 連 盟 

代表  久保 創大（クボ ソウタ） 

(4) 締切日・ ・ 参加申し込み 参加費振り込み 派遣審判員申し込み 仮選手登録  

準学生役員及び補助役員  撮影申請用紙 

令和 2年 9月 21日(月) 必着 （一次締め切り） 

選手登録（最終） 

令和 2年 10月 5日(月) 必着 （二次締めきり） 

                (選手の登録は 9月 21日(月)の時点で仮選手登録を行い、10月 5日に確定させること。) 

※ 原則として参加費は返金しないが、特別な事情がある場合に限り、相談に応じる。 

この要項について質問がございましたら下記までお願い致します。 

宛先  〒814-0180  福岡市城南区七隈 8-19-1 

      福岡大学スポーツ科学部 田口晴康研究室内 九州学生体操連盟 

FAX 092-865-6029 (田口 晴康宛) 

      E-mail：kyusyugakuren@yahoo.co.jp   担当携帯 080-8589-3365（久保） 

mailto:kyusyugakuren@yahoo.co.jp

