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令和３年４月２１日 

各高等学校長 様 

各体操部顧問 様 

兵庫県高等学校体育連盟体操専門部 

 部 長  安 岡  久 志  

 

第６５回 兵庫県 高等学校 総合体育大会 体操競技・新体操 選手権大会 

兼 全国・近畿高等学校 体操競技・新体操 選手権大会 県予選会 要項【訂正】 

 

１ 主  催  兵庫県高等学校体育連盟 

２ 共  催  兵庫県 ・ 兵庫県教育委員会 

３ 主  管  兵庫県高等学校体育連盟体操部 ・ 兵庫県体操協会 

４ 後  援  神戸新聞社 ・ サンテレビジョン ・ ラジオ関西 

５ 期  日  新体操  令和 3年 5月 27日（木） 28日（金） 

体操競技 令和 3年 5月 28日（金） 29日（土） 

６ 会  場  兵庫県立総合体育館 〒663-8142兵庫県西宮市鳴尾浜 1丁目 16-8 TEL 0798-43-1143 

７ 競技規定  日本体操協会競技規則および採点規則（高校適用）による 

（１）体操競技 男子 2017年版：高校適用 女子 2017年版：変更規則Ⅰ 

（２）新体操  男子 2015年版「2020年 2月改定を含む」 

女子 2017～2020年版（公財）日本体操協会 新体操採点規則シニアルールを適用する。 

（３）参加選手はそれぞれの学校を示すマークを競技服装につけて出場すること。 

８ 引率・監督 

（１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の認める学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱

された「部活動指導員」（学校教育法施行規則第７８条の２に示された者）も可とする。但し、当該都道府県高等学校体育連盟会長に届け出るこ

と。 

（２）監督は、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険(スポーツ安全保険等)に必ず加入することを条件とす

る。（複数校の監督を兼ねることもできる。）。 

９ 参加資格 

（１）兵庫県高体連に加盟している高等学校の生徒であること。（もしくは学校長が認めた者）但し、休学中、留学中の生徒を除く。 

（２）日本体操協会に登録を済ませた者であること。（※ Web登録締切：参加申し込み締切日と同じ） 

（３）年齢は平成 14年 4月 2日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同一競技 3回までとし同一学年での出場は 1回限りとする。 

（４）各地区予選にエントリーした団体および個人（体操競技の部のみ） 

（５）チームの編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

（６）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

（７）転校後 6ケ月未満のものは参加を認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。但し、一家転住などやむを得ない場合は、兵庫県高等学校

体育連盟会長の認可があればその限りでない。 

（８）参加資格の特例 

ア 上記に定める以外の生徒については、「全国総合体育大会 参加資格の別途に定める規定」に準じて大会参加を認める。 

イ 上記（3）のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技 3回限りとする。 

１０ 参加制限 

（１）チーム選手の交代は、参加申込書に記載された正選手と補欠選手のみ交代することができる。（補欠 2 名）ただし、新体操の複数チーム

参加の場合は、チーム間の選手交代についても認める。 

（２）個人選手の交代は、当該地区委員長の申告により役員会にて決定する。 

１１ 参加申込 

（１）参加申込書を兵庫県体操協会 HPよりダウンロードし、データ入力後ファイルを送信する。原本は顧問会に持参する。 

（２）申込先   〒674-0053明石市大久保町松陰 364-1兵庫県立明石北高等学校 内 宗重有治 宛 

E-mail : hyogo_gymnastics@yahoo.co.jp 

（３）振込先   あかし農業協同組合 大久保北支店普通口座金融機関番号 7239店番号 003  

口座番号 0049871 名義 兵庫県高等学校体育連盟体操部 委員長 宗
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※申込期日までの通帳記載のみ有効 

 

※訂正部分はゴシック体にて標記 

https://www.bing.com/local?lid=YN5286x7856354&id=YN5286x7856354&q=%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e7%b7%8f%e5%90%88%e4%bd%93%e8%82%b2%e9%a4%a8&name=%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e7%b7%8f%e5%90%88%e4%bd%93%e8%82%b2%e9%a4%a8&cp=34.69852828979492%7e135.3654327392578&ppois=34.69852828979492_135.3654327392578_%e5%85%b5%e5%ba%ab%e7%9c%8c%e7%ab%8b%e7%b7%8f%e5%90%88%e4%bd%93%e8%82%b2%e9%a4%a8&FORM=SNAPST


 

 

（４）申込期日  新 体 令和 3年 4月 30日（金）E-mail必着 遅れた場合は、参加できない場合がある。 

競 技 令和 3年 5月 7日（金）E-mail必着 遅れた場合は、参加できない場合がある。 

（５）外部コーチ 参加については、傷害保険に加入し申込用紙に記入すること。（保険加入書のコピーを顧問会で提出すること） 

１２ 参加料 

（１）団体    12,000円（１チームにつき） 

（２）個人    2,000円（1名につき） 

※プログラムを参加選手 1名につき１冊購入願います。1冊 500円（参加料に添えて送金してください） 

※審判派遣料を参加選手 1名につき 500円納入願います。1名 500円（参加料に添えて送金してください） 

１３ 顧問会   令和 3年 5月 14日（金）14：00～ 於 明石北高校 同窓会館  

※参加校の顧問は必ず出席すること。欠席の場合は参加できない場合がある。 

１４ 諸連絡 

（１）引率教師不在の場合は、チーム・個人の参加を認めない。 

（２）顧問会において、競技役員・競技時間・試技順等を決定し大会運営に関する諸連絡を行う。 

（３）大会に不参加の場合は、当該地区委員長に連絡すること。 

（４）同点の場合は同順位とし、上位大会出場権については全国および近畿高体連の取り決めに準じる。 

（５）新体操において複数チームが参加した場合、近畿高校選手権大会への参加資格は近畿高体連の取り決めに従う。 

（６）自然災害および Jアラート発令等の状況により大会を中止する場合がある。 

１５ 体操競技の部 

（１）自由演技 

（２）競技方法 

①団 体 1チーム 4名（3名でも可）補欠 2名のベスト３合計で行う。（各地区予選にエントリーしたチームに参加資格を与える） 

※シード校（前年度県新人大会において、男子上位 5校、女子上位 3校） 

男子 市立尼崎 報徳学園 姫路商業 神港橘 県立西宮  

女子 市立尼崎 武庫川女子大学附属 姫路商業 

②個 人 （各地区予選にエントリーした者に参加資格を与える） 

③順 位 自由演技（1回）による。 

団体はベスト 3合計で順位を決定する。個人は男子 6種目・女子 4種目合計で順位を決定する。 

（３）表  彰 団体総合 6位，個人総合 6位，種目別 6位まで表彰する。 

（４）近畿大会 男子は団体上位 3チーム，個人上位 2チームを除き上位 8名が出場できる。 

女子は団体上位 3チーム、個人上位 3チームを除き上位 8名が出場できる 

（５）全国大会 団体は上位 1チーム、個人は上位 1チームを除き上位 2名が出場できる。 

（６）国体予選および県選手権 今年度は、日程の都合上本大会において兼ねる。 

１６ 新体操の部 

（１）競技方法 

①団 体 自由演技により順位を決定する。（男子『徒手』，女子『フープ 3・クラブ 2組』） 

②個 人 男子『ロープ』『クラブ』の 2種目の合計により順位を決定する。 

女子『フープ』『リボン』の 2種目の合計により順位を決定する。 

（２）参加制限 

①団 体 1チーム：男子 6名・女子 6名、補欠 2名。いずれも参加申込書に明記のこと。 

（注：女子は第 1コールで 5名にする） 

（女子：複数チームの参加を認める：但し選手の重複参加は認めない） 

②個 人 参加者は指定された 2種目とも実施すること。 

男子は、フリー参加とする。女子は、各校 8名までとする。 

（３）表  彰 団体競技 6位、個人総合 6位、種目別 3位まで表彰する。（複数チームが参加している場合最上位チームのみ対象とする） 

（４）近畿大会 団体は上位 3チーム、個人は男子上位 10名、女子 6名が出場できる。 

（５）全国大会 団体は上位 1チームが出場できる。（ただし、男子は近畿大会予選会による） 

個人は上位 1名が出場できる。 

（６）連  絡 ＊全国高体連順位決定方法による。 

        ＊伴奏曲は、CDまたは USBメモリー（MP3フォーマット形式）とする。（標準録音：1枚に 1人 1曲） 

 


