
第 41 回九州学生新体操競技選手権大会 

第 6 回九州学生トランポリン競技選手権大会 

第 69 回九州学生体操競技選手権大会 

要 項 
 

１．期   日   新体操競技   令和 3年 4月 9日 (金) 10日(土)   

トランポリン  令和 3年 4月 10日(土)  

体操競技    令和 3年 4月 10日(土) 11日（日） （下線は競技日） 

 

２．主   催      九州学生体操連盟 

３．後援予定     佐賀県教育委員会  九州体操協会  佐賀県体操協会  全日本学生体操連盟   

４．会  場    佐賀県総合体育館（佐賀サンライズパーク総合体育館） 

             〒８４９－０９２３ 佐賀県佐賀市日の出１－２１－１５ 

                         TEL ０９５２－３２－２１３１ 

 

【新体操の部】 

１．参加資格   

（１）九州学生体操連盟に所属する大学。 

（２）当該年度において全日本学生体操連盟に登録し、登録回数４回以内の者。 

   初回登録の者は大会前日までに全日本学生体操連盟に登録することで、本大会への出場を認める。 

２．参加人数   

【団体競技】 

（１）男子― （徒手） 各大学単位とし、8人登録、6人演技とする。 

女子― （ボール５）（フープ３+クラブ２） 各大学単位とし、６人登録、５人演技とする。 

  （２）競技は 2チーム以上で成立する。 

 【個人競技】 

   種目 男子 － スティック・リング・ロープ・クラブ 

      女子 － フープ・ボール・クラブ・リボン 

   各大学 10名までの出場とする。 

３．競技方法 

（１）男子・・・(公財)日本体操協会２０１5年版（２０１８年２月改訂版）採点規則を適用する。 

（２）女子・・・(公財)日本体操協会新体操女子 2017－2020年採点規則、及び新体操ヘルプデスク最新版 

（２０１８年２月エラータ）を適用する。 

＊0,000点は棄権ではなく得点として扱う。 

（３）音楽の再生機器は本部のデッキを用意するが、各大学で用意してもよい。 

（４）個人競技の試技順は、大会本部の抽選にて決定する。尚、団体競技の試技順は監督会議にて決定する。 

 



４．順位決定 

（１）団体総合、個人総合、種目別は演技の得点により順位の決定をする。 

(但し、種目別については全種目出場しなくてもよい) 

（２）個人総合は、4種目の演技の合計得点により順位を決定する。 

（３）個人競技は、男女ともに同点の場合の順位の序列は採点規則に準ずる。   

 

５．表 彰   

（１）団体総合の部   1位～3位に賞状 (優勝チームにトロフィーを授与) 

（２）個人総合の部   1位～6位に賞状 (1位～3位にメダル、及び優勝者にトロフィーを授与) 

（３）種目別の部     1位～3位に賞状 

 

６．参加料  

（１）1チーム  ４０,０００円 (保険料込み)  （２）個  人  ８,０００円 (保険料込み) 

 

７．審判員派遣について   

（１）原則として団体,個人出場の大学は２名の審判員を派遣すること。個人出場のみの大学は１名の審判 

員を派遣すること。 

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

(納入がない場合は出場停止とする) 

（３）審判員の資格は２種以上とする。 

（４）原則として監督と審判は兼ねられない。 

（５）大学派遣審判員にかかる費用は全てその大学が負担すること。 

 

８．そ の 他  

（１）競技場への入場を認められる者は、審判員、コーチ、選手、チームリーダー、補助役員、音楽係、設 

営者、その他大会本部が認めた者。 

（２）プラカードは各大学で用意すること。  

（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）開会式は、男女各試合前の開始式という形式をとる。閉会式は行わない予定。 

 

９．第７１回西日本学生体操選手権大会出場について 

（１）個人競技は、原則として本年度九州選手権大会に出場していない選手の出場は認めない。ただし、怪我及 

びやむを得ない事情により本年度九州選手権大会に出場できなかった者は（３）の②に準じる。 

（２）団体競技の場合には、本年度九州選手権大会に団体競技で出場した大学は、団体競技への出場を認める。 

但し、チーム内のメンバー及び補欠は本年度九州選手権の出場の有無に関わらず任意に変更可とする。 

（３）団体競技の場合、下記の①、②の選手が団体選手としてチームを組むことができる場合は、西日本選手権 

大会に出場することを認める。 但し、指定された用紙に大学名、選手名、理由等を記載し、責任者の記 

名押印の上、所属している学生体操連盟に提出し、会長と委員長の承認を得ること。 

① 全日本学生体操連盟の登録が初回の者で、本年度九州選手権大会に出場できなかった者。 

② 怪我及びやむを得ない事情により本年度九州選手権大会に出場できなかった場合は、診断書や出場 

出来なかった理由を記載した書類を提出すること。 

 



【トランポリン競技の部】 

 

１．参加資格及び人数   

九州の大学に所属している者。  1グループ最大 12名で行う。 

 

２．競技方法  

＜規定演技＞ 

日本学生トランポリン連盟の特別ルールにおけるＣクラスの規定演技に準ずる。 

・規定演技は下記の順番通りに行わなければならない。 

・途中で異なる種目を実施した場合には中断となる。 

・規定演技は演技点のみが得点となる。 

 

種目名  難度 

① フルシート １回捻り腰落ち ０．２ 

② スイブル・ヒップス 1/2回捻り腰落ち ０．１ 

③ ハーフスタンド 1/2回捻り立つ ０．１ 

④ タックジャンプ 抱え跳び  

⑤ ハーフフロント（Ｌ） 1/2回捻り腹落ち ０．２ 

⑥ ハーフターンテーブル 1/2回横回り腹落ち ０．１ 

⑦ スタンド 立つ ０．１ 

⑧ ストラドルジャンプ 開脚跳び  

⑨ バックドロップ 背落ち ０．２ 

⑩ スタンド 立つ ０．１ 

⑤.ハーフフロント（Ｌ）は、競技規定上姿勢の指定はできないものであるが、選手の技の発展のため 

特別に姿勢を指定する。 

 

＜自由演技＞ 

  日本トランポリン学生連盟の特別ルールにおけるＢクラスの難度制限６．９までに準ずる。 

 

３．順位決定   

規定演技と自由演技の合計得点により順位の決定をする。 

４．表 彰    

個人総合の部 1位～6位に賞状 (1位～3位にメダルを授与) 

５.参加料   

個 人  ４，０００円 (保険料込み) 

  《ただし、体操競技選手権大会に参加する者は、今大会の参加料を免除とする》 

 

６．その他  

(1) 競技場への入場を認められる者は、審判員、コーチ、選手、チームリーダー、補助役員、設営者、そ

の他大会本部が認めた者。 

(2) プラカードは各大学で用意すること。 

(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。 



【体操競技の部】 

１．参加資格   

（１）九州学生体操連盟に所属する大学。 

 （２）当該年度において全日本学生体操連盟に登録し、登録回数４回以内の者。 

２．競技内容及び参加人数     

【チーム編成】 

（１）チーム編成は男女共、各大学１チーム、５～６名 (6人登録、ベスト 5) とする。 

  （２）チーム編成において男女ともベスト５を組めない時点より個人扱いとする。 

【個人参加】 

男子は毎年秋季に行われる九州新人戦で 1部登録大学は９名まで、2部登録大学は６名までとする。 

女子は、各大学９名 までとする。 

【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）チーム選手、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。 

※ 選手変更は監督会議にて行う。 

３．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。  

４．順位決定   

【団体総合】 男女共、各種目のチーム得点の合計得点により決定する。 

 【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。 

※但し、棄権種目がある場合は、これに該当しない。 

 【種目別】  男女共、各種目の得点により決定する。 

５．表 彰 

【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)  

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

【種目別の部】   1位～3位 賞状授与 

６．参加料   

（１） 1チーム ４０,０００円 (保険料込)   （２） 個 人 ８,０００円 (保険料込) 

７．審判員派遣について 

（１）各大学共、原則として下記のとおり審判員を派遣すること。 

   ・チーム出場の場合 ２～３名 （できるだけ 3名お願いします） ・個人出場の場合 １名 

（２）審判員を派遣できない場合は１名につき２０，０００円（2 名不足まで）の依頼費を納入し、本連盟宛

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(学生も可)。 



（４）原則として監督と審判は兼ねられない。但し、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。 

８．準学生役員及び補助役員について 

（１）令和 2年度男子 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（参加申し込みに記入）。 

（２）本大会にチーム出場する大学は補助役員の派遣を男女別で 1名義務づける（参加申し込みに記入）。 

派遣補助役員にかかる費用はすべてその大学が負担すること。  

※部員が少なく出せない場合は要相談 

９．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、音楽係、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）プラカードは各大学で用意すること。 

（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）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。 

（５）開会式は、男女各試合前の開始式という形式をとる。閉会式は行わない予定。 

（６）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範囲に留める（検討中）。 

 

10．第 71回西日本学生体操選手権大会出場について 

男子出場について 

   西日本学生体操選手権大会の男子の参加要件について、今年度は 

2021年（九州地区開催）  九州５校 関西８校 東海・北信越５校  計１８大学 

出場校以外の個人出場枠は残り 30名となり、 

2021年度は九州 6名、関西 11＋2＝13名、東海・北信越 9＋2＝11名の予定である。（下図参照） 

なお、個人出場者が定数に満たない場合は返上となり、他の地区の人数に加える。 

２０２１年 西日本学生体操選手権大会 男子出場枠 

九州 関西 東海・北信越 

鹿屋体育大 10名 2部 8校 64名 2部 5校 40名 

福岡大 10名 個人出場 13名 個人出場 11名 

九州共立大 10名     

2部 2校 16名       

個人出場 6名         

  計 52   計 77   計 51 

 

女子出場について 

（１）本年度九州選手権大会にチーム・個人合わせて 5名以上出場した大学は、チーム及び該当する個人枠数

の個人選手の出場を認める。但し、チームのメンバー、補欠及び個人の選手は本年度九州選手権大会の

出場の有無に関わらず任意に変更可とする。 

（２）本年度九州選手権大会に個人のみで出場した大学及びチーム・個人で 5名以上出場したが何らかの理由

でチームが組めなかった大学は、九州選手権大会に出場した選手のみ本大会個人出場を認める。 

原則、本年度九州選手権大会に出場していない個人選手の追加・変更は認めない。 

（３）下記に該当する大学及び選手は、本大会への出場を認めるものとする。 但し、指定された用紙に大学



名、選手名、理由等を記入し、責任者の押印の上、所属している学生体操連盟に提出し、会長と委員長

の承認を得ること。 

① 全日本学生体操連盟の登録が初回の者で、本年度九州選手権大会に出場できなかった者。 

② 怪我及びやむを得ない事情により本年度九州選手権大会に出場できなかった者。 

※ ②の場合、診断書や出場出来なかった事が証明できるものの提出を義務付ける。 

※ 個人出場のみの大学は、九州選手権大会に出場した選手と（３）の選手との変更を認める。 

※（３）の選手が西日本選手権大会に出場することでチームを組める場合、チームでの出場を認める。 

                                                                         

【共通項】 

１．参加申し込みについて  

（１）確認状・参加申込書・派遣審判申込書・選手登録申込書に必要事項を記入の上、締め切り期日まで

に九州学生体操連盟 kyusyugakuren@yahoo.co.jp までメールに添付してお送りください。 

《不参加の場合も責任者及び住所を記入の上、本連盟宛に送付すること》  

（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。新体操の場合は大学名の前にシンとつけ、トランポリン競技の場合 

はトラとつけること》 

（３）振込先 ・・・福岡銀行 七隈支店 店 番２５８ 口座番号 １２８７８２３ 

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  加藤 紗矢（カトウ サヤ） 

（４）締めきり期日・・・   

一次締め切り  2021年 3月 23日（火） 

（確認状・参加申込書・派遣審判申込書・選手登録申込書） 

二次締め切り  2021年 4月 6日 (火) 

（選手変更）→ 現時点での選手変更があれば 

参加料振り込み  2021年 4月 6 日 (火) 

 

※ 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。 

※ この要項についての質問等は下記までご連絡下さい。 

   

〒814-0180  福岡県福岡市城南区七隈 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 

連絡先：委員長（川﨑理子）・・080-3376-4917    E-mail kyusyugakuren@yahoo.co.jp 

 

補足 

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」に則り行われます（ガイドラインを熟読しておいてください）。 

加えて、本大会の感染対策ガイドラインは、冒頭に示した各団体のガイドラインに沿って策定しています

が、今後の地域の流行状況の変化、あるいは大会開催中に万が一、感染者が出るなどの緊急事態が生じた場

合、試合の開催を中止することもありうることを強調しておきます。  
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