
平成２８年度 東京都高体連体操女子専門部 

大 会 要 項 
 

 期 日 申し込み期間 代表者会議 

 

関東大会予選 

 ５月４日（水） 

 

国士舘大学 
多摩キャンパス 

４月４日～８日 

 

mailのみ 

５月４日（水） 

９：００(予定) 

国士舘大学 

都総体 兼 

 

全国総体予選 

 ６月19日（日） 

 

日本女子体育大学 

5月16日～20日 

 

mailのみ 

 
６月19日（日） 
９：００(予定) 

日本女子体育大学 

学年別３年生 

 

大会 

５月５日（木） 

 

国士舘大学 
多摩キャンパス 

４月４日～８日 

 

mailのみ 

５月５日（木） 

班ごとに時間設定 

国士舘大学 

学年別２年生 

 

大会 

６月26日（日） 

 

都立駒場高校 

５月23日～27日 

 

mailのみ 

６月25日（土） 

15:30(予定) 
都立駒場高校 

 

種目別大会 

８月27日（土） 

 
東京女子体育大学 

 

７月25日～29日 

 

mailのみ 

 
８月27日（土） 

班ごとに時間設定 

東京女子体育大学 

学年別１年生 

 

大会 

１０月１６日（日） 

 

都立駒場高校 

９月19日～2３日 

 

mailのみ 

１０月１５日（土） 

15:30(予定) 
都立駒場高校 

 

秋季大会・予選 

１１月１２日（土） 

ＡＢグループとも 

国士舘大学 
多摩キャンパス 

１０月１７日～２１日 

 

mailのみ 

１１月１２日（土） 

班ごとに時間設定 
国士舘大学 

 

    同上 ・決勝 

１１月１３日（日） 

 

国士舘大学 
多摩キャンパス 

11月１２日（土）の予選後、 

代表者会議(決勝進出の確認)と並行して 

予選通過校･個人通過者は会場設営も行う 

 

 
 



 
平成２８年度   関東体操競技選手権大会東京都予選 要項 

 
                    主催 東京都高等学校体育連盟・東京都教育委員会 

                       主管 東京都高等学校体育連盟体操女子専門部・東京都体操協会 
 
                                                                       
１．期日・会場 ・５月４日（水） ９：３０より公式練習開始予定 会場：国士舘大学多摩キャンパス体操競技場 
 
２．参加資格  ・大会当日までに、平成２８年度 学校登録（高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 
        ・年齢は、４月２日を起算して１９歳未満のものとする。但し、同一学年の出場は１回に限る。 
        ・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を認めない。 
        ・転校後６カ月未満の者は参加を認めない。但し、一家転居等やむを得ない場合は、当該高等学校

体育連盟会長の認可があればこの限りではない。 
        ・体操競技の部と、新体操の部を兼ねてもかまわないものとする。 
 
 
３．チーム編成 ・１校１チーム４名（ベスト３）３名以上はチーム参加とする。 
        ・個人は、各校何名でも出場できる。 

・団体補欠は団体正選手が欠場の場合のみチーム加入を認める。 
・個人選手が団体補欠を兼ねることもできる。  
・個人選手と団体補欠の入れ替えは監督会議まで可能とし、選手変更届を提

出するものとする。  
 
４．競技規則  ・採点は、（公財）日本体操協会制定の２０１３年版女子採点規則（変更規則Ⅱ）を及び（公財）

日本体操協会ホームページ掲載の最新情報を適用する。 
 

５．代表決定  ・関東大会へは、上位より団体２チーム、個人４名が出場できる。なお、個人４名中２名は、チー
ム参加校と異なる学校であること、また他の２名は同じ学校でも良いが団体補欠を兼ねないもの
とする。今年度は、関東大会を東京都で開催するため、団体１チームを追加できる。 

  
６．申込方法  ・右記のメールアドレスに送信すること。 
          
         ＊プログラム係＝共立女子高等学校 太田 宏美 宛 

＊４月４日～４月８日の間にメール添付で送信すること。 
＊４月３０日（土）までにホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

 
７．審判派遣  ・参加団体はチーム･個人に関係なく１名を派遣すること。やむを得ず派遣できない場合はチー 

ム参加は１０，０００円、個人参加のみの場合は５，０００円の分担金を参加費とともに納入
すること(最大１０，０００円とする。) 

 
８．補助役員   ・補助役員を２名以上派遣すること。申込書に記入すること。 
 
９．参加費    ・チーム２０，０００円   個人（１名）２，１００円 
                  ・監督会議（５月４日）に参加費と参加申込書の原本を持参する。 

（参加費は申し込み時点の人数分収める。） 
１０．監督会議  ・５月４日（水）  ８：３０(予定＝4/30(土)までにゼッケンと同様に掲載する。)   

体操競技場前廊下にて・生徒不可  
                  ・チーム選手と個人選手の入れ替えのある学校は、監督会議で入れ替え申請書を提出する。 
                  ・監督会議後の選手変更はできない。監督会議を欠席した場合は棄権とする。 
 
１１．その他   ・ユニフォームのマークは、規定に合った大きさで所属校を表すものとする。また、トレーニン

グウェアーについても所属団体を表すものとする。 
                  ・写真及びビデオ撮影は、許可された者がゼッケンを着用し、撮影を行う｡ 
                  ・撮影許可ゼッケンは事前申請をした学校に当日配布するので、必要枚数を記入すること。 
                  ・演技中の掛け声、フラッシュ使用の撮影は他の競技者の妨げとなるので、禁止とする。       
                  ・参加者は、必ず引率責任者によって引率されること。団体の引率責任者は、校長の認める当該
          校の職員とし、個人の引率責任者は校長の認める学校の職員とする。 
                  ・監督、コーチ等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）に加入していることを条件とする。 

・団体記録及び個人記録は、東京都高等学校体育連盟、（公財）全国高等学校体育連盟（インタ
ーハイ結果を含む）の各専門部ホームページにて公開される。 
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平成２８年度  東京都高等学校総合体育大会体操競技選手権大会 兼  

      全国高等学校総合体育大会体操競技選手権大会東京都予選大会 要項 
 

主催 東京都高等学校体育連盟・東京都教育委員会 
                       主管 東京都高等学校体育連盟体操女子専門部・東京都体操協会 
                                                                        
１．期日・会場 ・６月 １９日（日）９：３０より公式練習開始予定 会場：日本女子体育大学 体操競技場 
  
２．参加資格 ・大会当日までに、平成２８年度 学校登録（高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 
       ・年齢は、４月２日を起算して１９歳未満のものとする。但し、同一学年の出場は１回に限る。 
       ・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を認めない。 

・転校後６カ月未満の者は参加を認めない。但し、一家転居等やむを得ない場合は、当該高等学校 
体育連盟会長の認可があればこの限りではない。 

       ・体操競技の部と、新体操の部を兼ねてもかまわないものとする。 
 
３．チーム編成 ・1校１チーム  ４名（ベスト３）３名以上はチーム参加とする。 
        ・個人は、各校何名でも出場できる。 

・団体補欠は団体正選手が欠場の場合のみチーム加入を認める。  
・個人選手が団体補欠を兼ねることもできる。  
・個人選手と団体補欠の入れ替えは監督会議まで可能とし、選手変更届を提

出するものとする。  
 
４．表彰等   ・団体総合１位に優勝カップ・賞状・メダルを授与し、２位～３位に賞状・メダルを授与する。 
         個人総合３位、種目別３位までに賞状・メダルを授与し、個人総合６位まで賞状を授与する。 
        ・採点は、（公財）日本体操協会制定の２０１３年版女子採点規則（変更規則Ⅱ）を及び（公財）

日本体操協会ホームページ掲載の最新情報を適用する。 
 

５．代表決定  ・全国高等学校総合体育大会へは、団体は上位１チーム、個人は上位２名を選出する。 
※ただし、個人選手が団体補欠を兼ねることはできない。 

         
６．申込方法  ・右記のメールアドレスに送信すること。 
 
         ＊プログラム係＝共立女子高等学校 太田 宏美 宛 
         ＊５月１６日～５月２０日の間にメール添付で送信すること。 
         ＊６月１４日（火）までにホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 
  
７．審判派遣  ・参加団体はチーム･個人に関係なく１名を派遣すること。やむを得ず派遣できない場合はチーム

参加は１０，０００円、個人参加のみの場合は５，０００円の分担金を参加費とともに納入する
こと(最大１０，０００円とする。) 

 
８．補助役員   ・補助役員を２名以上派遣すること。申込書に記入欄あり。 
 
９．参加費    ・チーム３５，０００円   個人（１名）３，５００円 
                  ・監督会議（６月１９日）に参加費と参加申込書の原本を持参する。（参加費は申し込み時点の

人数分収める。）  
 
１０．監督会議  ・６月１９日（日）  ８：３０(予定＝6/１４(火)までにゼッケンと同様に掲載する。)   

体操競技場前廊下にて・生徒不可  
                  ・チーム選手と個人選手の入れ替えのある学校は、監督会議で入れ替え申請書を提出する。 
                  ・監督会議後の選手変更はできない。監督会議を欠席した場合は棄権とする。 
 
１１．その他    ・ユニフォームのマークは、規定に合った大きさで所属校を表すものとする。また、トレーニン

グウェアーについても所属団体を表すものとする。 
                  ・写真及びビデオ撮影は、許可された者がゼッケンを着用し、撮影を行う｡ 
                  ・撮影許可ゼッケンは事前申請をした学校に当日配布するので、必要枚数を記入すること。 
                  ・演技中の掛け声、フラッシュ使用の撮影は他の競技者の妨げとなるので、禁止とする。       
                  ・参加者は、必ず引率責任者によって引率されること。団体の引率責任者は、校長の認める当該 
                    校の職員とし、個人の引率責任者は校長の認める学校の職員とする。 
                  ・監督、コーチ等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）に加入していることを条件とする。 

・団体記録及び個人記録は、東京都高等学校体育連盟、（公財）全国高等学校体育連盟（インタ
ーハイ結果を含む）の各専門部ホームページにて公開される。     
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平成２８年度  学年別３年生大会要項 
主催 東京都高等学校体育連盟  

主管 東京都高体連体操女子専門部 

 

１．期日・会場   ５ 月 ５ 日（木）       会 場  国士舘大学多摩キャンパス体操競技場 

 

２．参加資格   ・平成２８年度 学校登録（高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

         ・２８年度発行の申し合わせ事項の参加資格を満たす者。 

         ・新体操とは兼ねられない。  ・３年生であること。 

 

３．参加制限   ・１校１チーム（正選手４名・補欠２名）＋ 個人参加（人数制限なし）。             

       ３名以上の参加はチーム参加となる。   

・団体補欠は最大２名まで登録できる。個人選手は団体補欠を兼ねられる。 

個人選手と団体補欠の入れ替えは当日の代表者会議まで可能とし、選手変更届を提出す

ることとする。 

・当該年度、関東大会・全国大会の出場資格を得た者、出場した者は参加できない。 

 

４．競技種目   ・跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか 

・採点は、（公財）日本体操協会制定の２０１３年版女子採点規則（変更規則Ⅱ）、及び 

（公財）日本体操協会ホームページ掲載の最新情報を適用する。 

 

５．表  彰   ・団体総合１位にトロフィー・賞状を授与する。２位～６位に賞状を授与する。  

         ・個人総合１位～３位に楯・賞状を授与する。４位～６位に賞状を授与する。 

         ・種目別１位～６位に賞状を授与する。 

 

６．申し込み方法 ・メール添付で送信すること。 
           

＊プログラム係＝共立女子高等学校 太田 宏美 宛 

         ＊４月４日～４月８日の間にメール添付で送信すること。 

＊４月３０日（土）までにホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

 

７．参加費    ・代表者会議に参加費を持参する。（申し込み時点の人数分を収める。） 

         ・１チーム１０､０００円  個人３､０００円   

         ・審判分担金(審判を派遣できない学校) 

            チーム参加校１０､０００円 個人のみ参加校５､０００円(最大１０，０００円) 

 

８．補助役員    ・補助役員を２名以上派遣してください。申込書に記入欄あり。 

 

９．代表者会議  ・５月５日（木）時間は班ごとに設定します。 

(生徒でも可)    (上記予定＝4/30(土)までにゼッケンと同様に掲載する。) 

代表者会議と平行してセッティングを行います。(午前の班)２名以上の協力を義務付ける。 

カッティング・清掃(午後の班)は、２名以上の協力を義務付ける。 

⇒会議及びセッティング・カッティング・清掃に欠席した場合は棄権とみなす。 

・代表者会議に申込書の原本と参加費を持参する。 

・引率責任者(当該校教諭)は、競技開始90分前の各班コール時には集合していること。   

                     

１０．その他   ・競技時間はプログラム編成会議で決定し、ホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

         （学校行事による競技時間の要望等は申込書に記入すること。） 

         ・チームのメンバーは全員同じユニフォームを着用するとともにマークは、規定に合った大きさ

                      で所属校を表すものとする。 

         ・引率者は当該校の教諭とする。監督は校長の認めたものに限る。 

         ・チームリーダーは1名とする。 

         ・コール時に引率者がいない場合は、練習及び大会参加は認められない。 

         ・競技中の写真撮影におけるフラッシュの使用は禁止とする。 

         ・団体記録及び個人記録が（公財）全国高等学校体育連盟（インターハイ結果を含む）、 

東京都高等学校体育連盟、各専門部のホームページにて公開される。 

         ・写真及びビデオ撮影は、許可された者がゼッケンを着用し、撮影を行う｡ 

           撮影用ゼッケンは事前申請をした学校に当日配布するので、必要枚数を記入すること。 
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平成２８年度  学年別２年生大会要項 
主催 東京都高等学校体育連盟 

主管 東京都高体連体操女子専門部 

 

１．期日・会場   ６月 ２６日（日）   会 場 :  都立駒場高等学校 

 

２．参加資格   ・平成２８年度 学校登録（高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

・２８年度発行の申し合わせ事項の参加資格を満たす者。 

         ・新体操とは兼ねられない。  ・２年生であること。 

 

３．参加制限   ・１校１チーム（正選手４名・補欠２名）＋ 個人参加（人数制限なし）。             

       ３名以上の参加はチーム参加となる。   

・団体補欠は最大２名まで登録できる。個人選手は団体補欠を兼ねられる。 

個人選手と団体補欠の入れ替えは当日の代表者会議まで可能とし、選手変更届を提出す

ることとする。 

・関東大会、全国大会の出場資格を得た者、出場した者は参加できない。 

 

４．競技種目   ・跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか 

・採点は、（公財）日本体操協会制定の２０１３年版女子採点規則（変更規則Ⅱ）、及び（公

財）日本体操協会ホームページ掲載の最新情報を適用する。 

 

５．表  彰   ・団体総合１位にトロフィー・賞状を授与する。２位～６位に賞状を授与する。  

         ・個人総合１位～３位に楯・賞状を授与する。４位～６位に賞状を授与する。 

・種目別１位～６位に賞状を授与する。 

 

６．申し込み方法 ・メール添付で送信すること。 
           

＊プログラム係＝共立女子高等学校 太田 宏美 宛 

         ＊５月２３日～５月２７日の間にメール添付で送信すること。 

＊６月２１日(火)までにホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

 

７．参加費    ・代表者会議に参加費を持参する。（申し込み時点の人数分を収める。） 

・１チーム１００００円  個人３０００円   

         ・審判分担金(審判を派遣できない学校) 

             チーム参加校１０､０００円 個人のみ参加校５､０００円(最大１０，０００円) 

 

８．補助役員    ・補助役員を２名以上派遣してください。申込書に記入欄あり。 

 

９．代表者会議  ・６月２５日（土）１５時３０分 (生徒可)チーム参加校は２名・個人参加校は１名 

(生徒でも可)    (上記予定＝６/２１(火)までにゼッケンと同様に掲載する。) 

代表者会議と平行してセッティングを行います。 

⇒会議及びセッティング・カッティング・清掃に欠席した場合は棄権とみなす。 

・代表者会議に申込書の原本と参加費を持参する。 

・引率責任者(当該校教諭)は、競技開始90分前の各班コール時には集合していること。   

          

１０．その他   ・競技時間はプログラム編成会議で決定し、ホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

（学校行事による競技時間の要望等は申込書に記入すること。） 

         ・チームのメンバーは全員同じユニフォームを着用するとともにマークは、規定に合った大きさ

                      で所属校を表すものとする。 

・引率者は当該校の教諭とする。監督は校長の認めたものに限る。チームリーダーは1名とする。 

・コール時に引率者がいない場合は、練習及び大会参加は認められない。 

・団体記録及び個人記録が（公財）全国高等学校体育連盟（インターハイ結果を含む）、東京

都高等学校体育連盟、各専門部のホームページにて公開される。 

・写真及びビデオ撮影は、許可された者がゼッケンを着用し、フラッシュの使用は禁止とする。 

  撮影用ゼッケンは事前申請をした学校に当日配布するので、必要枚数を記入すること。 
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平成２８年度  種目別大会要項 
主催 東京都高等学校体育連盟 

主管 東京都高体連体操女子専門部 

 

１．期日・会場   ８月 ２７日（土）   会 場  : 東京女子体育大学 体操競技場 

 

２．参加資格   ・平成２８年度 学校登録（高体連）･選手登録（都体協）を完了したもの。 

・２８年度発行の申し合わせ事項の参加資格を満たすもの。 

・新体操とは兼ねられない    

 

３．参加制限   ・関東大会、全国大会の出場資格を得た者、出場した者は参加できない。 

 

４．競技種目   ・跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか 

・採点は、（公財）日本体操協会制定の２０１３年版女子採点規則（変更規則Ⅱ）、及び（公

財）日本体操協会ホームページ掲載の最新情報を適用する。 

 

５．表彰     ・各３位までに楯・賞状、各６位までに賞状を授与する。 

 

６．参加費    ・代表者会議に参加費を持参する。（申し込み時点の人数分を収める。） 

・１人３０００円   

・審判分担金５０００円（審判を派遣できない学校のみ） 

 

７．申し込み方法 ・メール添付で送信すること。 
 

＊プログラム係＝共立女子高等学校 太田 宏美 宛          

＊７月２５日～７月２９日の間にメール添付で送信すること。 

＊８月２２日までにホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

 

８．補助役員    ・補助役員を２名以上派遣してください。申込書に記入欄あり。 

 

９．代表者会議  ・８月２７日（土）時間は班ごとに設定します。 

(生徒でも可)    (上記予定＝８/２２(月)までにゼッケンと同様に掲載する。) 

代表者会議と平行してセッティングを行います。(午前の班)２名以上の協力を義務付ける。 

カッティング・清掃(午後の班)は、２名以上の協力を義務付ける。⇒会議及びセッティン

グ・カッティング・清掃に欠席した場合は棄権とみなす。 

・代表者会議に申込書の原本と参加費を持参する。 

・引率責任者(当該校教諭)は、競技開始90分前の各班コール時には集合していること。   

                        

１０．その他   ・競技時間はプログラム編成会議で決定し、ホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

（学校行事による競技時間の要望等は申込書に記入すること。） 

         ・マークは、規定に合った大きさで所属校を表すものとする。 

・引率者は当該校の教諭とする。監督は校長の認めたものに限る。 

・チームリーダーは１名とする。 

・コール時に引率者がいない場合は、練習及び大会参加は認められない。 

・団体記録及び個人記録が（公財）全国高等学校体育連盟（インターハイ結果を含む）、東京

都高等学校体育連盟、各専門部のホームページにて公開される。 

・写真及びビデオ撮影は、許可された者がゼッケンを着用し、フラッシュの使用は禁止とする。 

 撮影用ゼッケンは事前申請をした学校に当日配布するので、必要枚数を記入すること。 
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平成２８年度  学年別１年生大会要項 
 

主催 東京都高等学校体育連盟 

主管 東京都高体連体操女子専門部 

１．期日・会場   １０月１６日（日）    会 場  都立駒場高等学校 

 

２．参加資格   ・平成２８年度 学校登録（高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

・２８年度発行の申し合わせ事項の参加資格を満たす者。 

         ・新体操とは兼ねられない。  ・１年生であること。 

 

３．参加制限   ・１校１チーム（正選手４名・補欠２名）＋ 個人参加（人数制限なし）。             

       ３名以上の参加はチーム参加となる。  

・団体補欠は最大２名まで登録できる。個人選手は団体補欠を兼ねられる。 

個人選手と団体補欠の入れ替えは当日の代表者会議まで可能とし、選手変更届を提出す

ることとする。 

・関東大会、全国大会の出場資格を得た者、出場した者は出場することはできない。 

 

４．競技種目   ・跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆか 

・採点は、（公財）日本体操協会制定の２０１３年版女子採点規則（変更規則Ⅱ）を及び（公

財）日本体操協会ホームページ掲載の最新情報を適用する。 

 

５．表彰     ・団体総合１位にトロフィー・賞状を授与する。２位～６位に賞状を授与する。  

         ・個人総合１位～３位に楯・賞状を授与する。４位～６位に賞状を授与する。 

・種目別１位～６位に賞状を授与する。 

 
６．申し込み方法 ・メール添付で送信すること。 
 

＊プログラム係＝共立女子高等学校 太田 宏美 宛          

＊９月２６日～９月３０日の間にメール添付で送信すること。 

＊１０月１１日(火)までにホームページにてゼッケン番号を掲載する。 

 

７．参加費    ・代表者会議に参加費を持参する。（申し込み時点の人数分を収める。） 

・１チーム１００００円  個人３０００円   

         ・審判分担金(審判を派遣できない学校) 

               チーム参加校１０､０００円 個人のみ参加校５､０００円(最大１０，０００円) 

 

８．補助役員    ・補助役員を２名以上派遣してください。申込書に記入欄あり。 

 

２．代表者会議  ・１０月１５日(土) １５：３０ 駒場高校体操場 

(生徒でも可)    (上記予定＝10/11(火)までにゼッケンと同様に掲載する。) 

代表者会議と並行してセッティングを行います。 

カッティング・清掃は、２名以上の協力を義務付ける。 

⇒会議及びセッティング・カッティング・清掃に欠席した場合は棄権とみなす。 

・代表者会議に申込書の原本と参加費を持参する。 

・引率責任者(当該校教諭)は、競技開始90分前の各班コール時には集合していること。   

 

１０．その他   ・競技時間はプログラム編成会議で決定し、ホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

（学校行事による競技時間の要望等は申込書に記入すること。） 

         ・チームのメンバーは全員同じユニフォームを着用するとともにマークは、規定に合った大きさ

                      で所属校を表すものとする。 

・引率者は当該校の教諭とする。監督は校長の認めたものに限る。チームリーダーは1名とする。 

・コール時に引率者がいない場合は、練習及び大会参加は認められない。 

・団体記録及び個人記録が（公財）全国高等学校体育連盟（インターハイ結果を含む）、東京

都高等学校体育連盟、各専門部のホームページにて公開される。 

・写真及びビデオ撮影は、許可された者がゼッケンを着用し、フラッシュの使用は禁止とする。

 撮影用ゼッケンは事前申請をした学校に当日配布するので、必要枚数を記入すること。 
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平成２８年度  秋季大会要項 
主催 東京都高等学校体育連盟 

主管 東京都高体連体操女子専門部 
 
１．期日・会場   １１月１２日（土）１０：００競技開始予定 ・予選会場   （国士舘大学多摩キャンパス） 

１１月１３日（日）１０：００競技開始予定 ・決勝会場   （国士舘大学多摩キャンパス） 
 
２．参加資格   ・平成２８年度 学校登録（高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

・２８年度発行の申し合わせ事項の参加資格を満たす者。           
・メンバー構成は学年を問わない。  ・新体操とは兼ねられない 

 
３．参加制限   ・１校１チーム（正選手４名・補欠２名）＋ 個人参加（人数制限なし）。             

       ３名以上の参加はチーム参加となる。 

・団体補欠は最大２名まで登録できる。個人選手は団体補欠を兼ねられる。 

個人選手と団体補欠の入れ替えは当日の代表者会議まで可能とし、選手変更届を提出す
ることとする。補欠と入れ替わった団体選手は出場資格を失う。 

・関東大会、全国大会の出場資格を得た者、出場した者は出場することはできない。 

 
４．競技方法   ・跳馬・段違い平行棒・平均台・ゆかの演技をＡ・Ｂグループで行い、それぞれの上位６チーム・

個人8位までを予選通過者とする。 
（但し個人はチーム予選通過者を含まず同一校の個人通過は上位２名までとする） 

・予選通過者会議に欠席した学校･選手はその権利を失う。 
・採点は、（公財）日本体操協会制定の２０１３年版女子採点規則（変更規則Ⅱ）、及び（公
財）日本体操協会ホームページ掲載の最新情報を適用する。 

 
５．表彰     ・団体総合１位にトロフィー・賞状を授与する。２位～６位に賞状を授与する。  
         ・個人総合１位～３位に楯・賞状を授与する。４位～６位に賞状を授与する。 

・種目別１位～６位に賞状を授与する。 
 

６．申し込み方法 ・メール添付で送信すること。 
 
＊プログラム係＝共立女子高等学校 太田 宏美 宛          

＊１０月１７日～１０月２１日の間にメール添付で送信すること。 

＊１１月８日(火)までにホームページにてゼッケン番号を掲載する。 

７．参加費    ・代表者会議に参加費を持参する。（申し込み時点の人数分を収める。） 
        ・１チーム１００００円  個人３０００円   

・参加校は、審判を派遣すること。派遣できない場合：予選及び決勝に進出した場合は、１日
        につきチーム１０、０００円・個人５、０００円を納入すること。 

 
８．補助役員   ・補助役員を２名以上派遣してください。申込書に記入欄あり。 
 

９．代表者会議  ・１１月１２日（土）時間は班ごとに設定します。 

(生徒でも可)   (上記予定＝11/ 8(火)までにゼッケンと同様に掲載する。) 

代表者会議と平行してセッティングを行います。(午前の班)２名以上の協力を義務付ける。 

カッティング・清掃(午後の班)は、２名以上の協力を義務付ける。⇒会議及びセッティ ン

グ・カッティング・清掃に欠席した場合は棄権とみなす。 

・代表者会議に申込書の原本と参加費を持参する。 
・引率責任者(当該校教諭)は、競技開始90分前の各班コール時には集合していること。     
・予選通過者､学校は１１月１２日（土）予選終了後、代表者会議を行い決勝進出の確認をする。 

          予選終了後の代表者会議に欠席の場合、決勝進出の権利はその場で順次次席に送られます。 
 
１０．その他   ・競技時間はプログラム編成会議で決定し、ホームページ上にゼッケン・審判等を掲載する。 

（学校行事による競技時間の要望等は申込書に記入すること。） 
         ・チームのメンバーは全員同じユニフォームを着用するとともにマークは、規定に合った大きさ
                      で所属校を表すものとする。 

・引率者は当該校の教諭とする。監督は校長の認めたものに限る。チームリーダーは1名とする。 
・コール時に引率者がいない場合は、練習及び大会参加は認められない。 

・団体記録及び個人記録が（公財）全国高等学校体育連盟（インターハイ結果を含む）、東京
都高等学校体育連盟、各専門部のホームページにて公開される。 

・写真及びビデオ撮影は、許可された者がゼッケンを着用し、フラッシュの使用は禁止とする。 
 撮影用ゼッケンは事前申請をした学校に当日配布するので、必要枚数を記入すること。 
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