
平成２７年３月 

 

学校長 殿  

体操部顧問 殿  

東京都高体連体操部 

部 長 片岡 哲郎 

 

「平成２７「平成２７「平成２７「平成２７年度年度年度年度    体操部総会」のお知らせ体操部総会」のお知らせ体操部総会」のお知らせ体操部総会」のお知らせ 

 

 陽春の候、顧問の先生方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。男子体操部の２６年度行事は、無事終

了することができました。 

 さて、平成２７年度の専門部総会につきまして、下記の通り開催いたします。貴校体操部顧問教諭のご出席が

いただけますよう格段のご高配をお願い申しあげます。 

 

記 

１．日 時  平成２７年４月 １１日（土） １５時３０分 「総会」開始 

                    （１４時４５分 受付開始） 

                     １６時３０分 「体操競技分科会」 

２．会 場  八王子学園八王子中学高等学校 Ａ館３Ｆ講堂 

         東京都八王子市台町 4-35-1 ℡042-623-3461（代表） 

      （ＪＲ中央線「西八王子」下車 徒歩５分） 

３．議 事 

    ①全体会 ②登録（１型、２型登録）について ③行事報告・決算報告  

④行事予定・予算審議 ⑤その他  

  ＊全体会の後、体操・新体操での分科会となります。 

４．納入金 当日は以下の金額を納入下さい。 

    【私立高校 体操競技加盟校】１８，５００円 

    （内訳：高体連加盟費 7,500 円 専門部登録費 7,500 円、全国高体連体操 60 周年記念誌代 3,500 円※１） 

    【私立高校 新体操加盟校】 １６，５００円 

    （内訳：高体連加盟費 7,500 円 専門部登録費 5,500 円、全国高体連体操 60 周年記念誌代 3,500 円） 

    【都立高校 体操競技加盟校】 １１，０００円 

    （内訳：専門部登録費 7,500 円、全国高体連体操 60 周年記念誌代 3,500 円） 

※１ 全国高体連より記念誌の購入を割り当てられています。（加盟校 1 冊、男女加盟校は男子で購入） 

模範演技 DVD を 1 枚 1,000 円にて販売いたします。 

５．総会当日に持参する物 

 ・平成２７年度加盟申込書（必要事項を記入､印漏れに注意） 

 ・納入金（釣り銭の無いようにお願いします） 

 ・平成２７年度大会要項（当ホームページよりダウンロード） 

 ・上記必要な書類等は、東京都高体連体操専門部のホームページよりダウンロードしてお持ちください。 

  ・上履きをご持参下さい。 

 ・駐車場がありませんので、公共交通機関を利用ください。 



 

 

    平成２７平成２７平成２７平成２７年度年度年度年度        「総「総「総「総    会会会会    確確確確    認認認認    事事事事    項」項」項」項」  

 

１ .東京都高体連体操専門部のホームページに大会要項、申込用紙など掲載

しています。ダウンロードし、御使用ください。 

２ .大会の申込み先は、日本大学豊山高等学校の荻先生宛て日本大学豊山高等学校の荻先生宛て日本大学豊山高等学校の荻先生宛て日本大学豊山高等学校の荻先生宛てになっています。  

３ .代表者会議では、捺印のある申込み用紙捺印のある申込み用紙捺印のある申込み用紙捺印のある申込み用紙と参加費を持参と参加費を持参と参加費を持参と参加費を持参して下さい。 

 ４ .大会によっては、参加費が異なりますので各大会の要項を確認の上、申込み

をお願いします。 

５ .各大会運営にあたり、例年審判員の確保に苦労しています。例年審判員の確保に苦労しています。例年審判員の確保に苦労しています。例年審判員の確保に苦労しています。できるだけ帯同帯同帯同帯同

審判員の派遣をお願いします。審判員の派遣をお願いします。審判員の派遣をお願いします。審判員の派遣をお願いします。（審判員の選出ができない場合は、分担金

が必要です）    

６ .大会に出場するためには、選手登録が必要です。東京都体操協会ホームペ

ージの登録についてよく読んで頂き大会前に必ず登録をして下さい。  

７ .審判員も登録が必要です。Ｗｅｂ登録をしていただき 5 月からの審判活動

が出来るように伝達してください。（登録していない場合、審判業務が出

来ません） 

８ .今後も定期的に、東京都高体連体操部のホームページの確認をお願いいたし

ます。（お知らせや大会結果などもホームページを通じて掲載します。） 

９ . 事務作業軽減のために  PC メールを使用して連絡をします。定期的に  

メールをご確認してください。  



 

平成２７年度 東京都高体連体操専門部総会 

 

１．部長挨拶（男子部長:片岡哲郎 桐朋高校校長・女子部長  小野村浩 都立永山高校校長）  

    

２.役員改選年度 

  高体連規約（任期２年 ） 

委員長挨拶（男子：荻 新委員長   女子：小田川） 

３．選手登録について(体操競技・新体操) 

 体操競技(男女)・新体操分離開催(新体操関係者は別室へ移動となります) 

４．議事  

 ア）平成２６年度行事報告                         イ）平成２７年度行事予定                                         

ウ）平成２６年度決算報告                              エ）平成２７年度予算審議                                         

オ）高体連各種大会について要項等の説明  

              ・学年別大会:３年生大会(男女) ２年生大会(女子) １年生大会(女子) 

       ・関東体操競技東京都予選大会(男女)  

       ・東京都高校総体体操競技選手権大会 兼 全国高校総体予選(男女)  

           ・種目別大会(女子) 

・秋季大会(男女) 

              ・新人大会(男子)  

カ） 東京都体操協会関連  

              ・平成２７年度事業計画  

              ・東京都選手権(男女) 

              ・種目別大会(男女)  

              ・合同練習会(男女)  

              ・選手登録手続き(男女)   

・審判登録手続き(男女)  

キ） 情報ソース（ＨＰよりダウンロード）  

              ・高体連会報３１号記載資料参照  

・「総会確認事項」 ・申し合わせ事項  

・東京インターハイ（Ｈ２６年度）審判報告            

       ・技術部会報告  

・平成２７年度版高等学校男子適用規則(男子)                     

・2014 年度のルールや採点について(女子) 

ク）派遣審判 

           ・関東大会（神奈川県） 

ケ）理事会報告など  

       ・東京都総合体育大会開会式（4 月 18 日 都庁第一本庁舎）  
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平成２７平成２７平成２７平成２７年度年度年度年度    東京都高等学校体育連盟東京都高等学校体育連盟東京都高等学校体育連盟東京都高等学校体育連盟    体操体操体操体操男子男子男子男子専門部専門部専門部専門部    

 

大 会 実 施 要 項 

大会期日大会期日大会期日大会期日    大会名／会場大会名／会場大会名／会場大会名／会場    申請期間申請期間申請期間申請期間    代表者会議日時／会場代表者会議日時／会場代表者会議日時／会場代表者会議日時／会場    

4/114/114/114/11((((土土土土))))    
総総総総    会会会会    

    

14：45～受付 

15：30～総会 

八王子高等学校 Ａ館３階講堂 

5/235/235/235/23((((土土土土))))    
関東体操競技選手権大会東京都予選大会関東体操競技選手権大会東京都予選大会関東体操競技選手権大会東京都予選大会関東体操競技選手権大会東京都予選大会    4/27(月)～4/30(木) 

メール 

5/14(木)17：00～ 

国士舘大学多摩キャンパス    成城中学校・高等学校大会議室 

5/245/245/245/24((((日日日日))))    
春季体操競技男子３年生大会春季体操競技男子３年生大会春季体操競技男子３年生大会春季体操競技男子３年生大会    4/27(月)～4/30(木) 

メール 

5/14(木)17：00～ 

国士舘大学多摩キャンパス 成城中学校・高等学校大会議室 

6/286/286/286/28((((日日日日))))    

東京都高等学校総合体育大会体操競技選東京都高等学校総合体育大会体操競技選東京都高等学校総合体育大会体操競技選東京都高等学校総合体育大会体操競技選

手権大会手権大会手権大会手権大会    兼兼兼兼    全国高等学校総合体育大全国高等学校総合体育大全国高等学校総合体育大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会体操競技選手権大会東京都予選大会会体操競技選手権大会東京都予選大会会体操競技選手権大会東京都予選大会    
5/25 (月)～28(木) 

メール 

6/18(木)17：00～ 

国士舘大学多摩キャンパス    成城中学校・高等学校大会議室 

9/9/9/9/****((((****))))    
秋季体操競技男子個人選手権大会秋季体操競技男子個人選手権大会秋季体操競技男子個人選手権大会秋季体操競技男子個人選手権大会    8/24(月)～27(木) 

メール 

9/10(木)17：00～ 

未定 成城中学校・高等学校大会議室 

11/11/11/11/****((((****))))    

体操競技男子新人大会体操競技男子新人大会体操競技男子新人大会体操競技男子新人大会    

（１・２年生大会）（１・２年生大会）（１・２年生大会）（１・２年生大会） 
10/19(月)～22(木) 

メール 

未定 

未定    成城中学校・高等学校大会議室 

 

関東大会体操競技大会 

関東大会新体操大会 

6/6(土)～7(日) 

6/6(土)～7(日) 

於：神奈川県立体育センター（藤沢市） 

於：藤沢市秋葉台文化体育館（藤沢市） 

東京都選手権大会（国体予選） 5/31(日) 於：朝日生命体育館（久我山） 

全国高等学校総合体育大会（体操競技） 

全国高等学校総合体育大会（新体操） 

8/1(土)～3(月) 

8/7(金)～8(土) 
於：大阪市中央体育館（大阪市） 

東京都種目別大会 8/15(土) 於：滝野川体育館（東京都北区） 

国民体育大会 9/10(木)～13(日) 於：和歌山ビッグホエール（和歌山市） 
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平成２７年度                                                東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

関東体操競技選手権大会東京都予選大会関東体操競技選手権大会東京都予選大会関東体操競技選手権大会東京都予選大会関東体操競技選手権大会東京都予選大会            

主催 東京都高等学校体育連盟・東京都体操協会 

主管 東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

期期期期 日日日日  平成２７年５月２３日（土） 会場設営・競技 

    

会会会会 場場場場  国士舘大学多摩キャンパス 

〒２０６－８５１５ 東京都多摩市永山７－３－１ 

    

参加資参加資参加資参加資格格格格            ① 大会当日までに、平成２７年度 学校登録(高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

② 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。 

③ 転校後６カ月未満の者は参加を認めない。但し、一家転住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。 

【参加枠】 

① 団体編成は各校１チームまでとする。（３名～４名 ＢＥＳＴ３） 

② 個人参加は各校２名までとする。 

③ 団体補欠は最大２名まで登録することができる。 

④ 個人選手が団体補欠を兼ねることもできる。 

⑤ 団体選手と個人選手の入れ替えは監督会議まで可能とし、選手変更届選手変更届選手変更届選手変更届を提出するものと

する。 

⑥ 各校最大参加人数は６名（団体選手４名、個人選手２名）とする。 

    

代表決代表決代表決代表決定定定定        ・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・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・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・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。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。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。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。    

    

適用規適用規適用規適用規則則則則        ・２０１３年版採点規則［高等学校適用規則］、２０１２年度内規Ⅱ及び男子体操競技情報を適用。    

    

タイブレイタイブレイタイブレイタイブレイクククク        ・団体総合において６種目の合計が同得点であった場合は、以下の基準従いタイブレイクによって順位を

決定する。 

① 各種目のチーム得点で、最も低い得点を除いた５種目の合計得点が高いチームを上位とする。 

② さらに同点であった場合は、各種目のチーム得点で、最も低い２種目の得点を除いた４種目の合計得

点が高いチームを上位とする。 

③ さらに同点であった場合は、上記の基準に従い、順位を決定する。 

・個人総合において、６種目の合計が同得点であった場合は以下の基準従い、タイブレイクによって順位

を決定する。 

① 各種目の得点で、最も低い得点を除いた５種目の合計得点が高い選手を上位とする。 

② さらに同点であった場合は、各種目の得点で、最も低い２種目の得点を除いた４種目の合計得点が高

い選手を上位とする。 

③ さらに同点であった場合は、上記の基準に従い、順位を決定する。 
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表表表表 彰彰彰彰    【団体総合】１位～６位／賞状 

【個人総合】１位～６位／賞状 

【種 目 別】１位～３位／賞状 

    

帯同審判帯同審判帯同審判帯同審判員員員員  シード校シード校シード校シード校※※※※は２名以上は２名以上は２名以上は２名以上、その他の学校は１名以上の帯同審判員を派遣すること。なお、やむを得ず派遣出

来ない場合は審判委託費（団体参加校は１０，０００円、個人参加のみの学校は５，０００円）を納入

すること。 

※１名しか派遣できない場合は５，０００円、１名も派遣できない場合は１０，０００円の審判委託費を

納入すること。 

【シード校】（前年度のインターハイ予選の結果より上位６チームをシード校とする） 

「松蔭高校、駒澤大学高校、都立駒場高校、日工大駒場高校、日大豊山高校、高輪高校」 

    

代表者会代表者会代表者会代表者会議議議議        日時：平成２７年５月１４日（木）１７：００より 

会場：成城中学校・高等学校大会議室 

※参加高校の代表者は必ず出席すること。なお、参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）と公印押印済みの参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書

を持参すること。 

    

監督会監督会監督会監督会議議議議        日時：５月２３日（土） 時間は未定 

場所：競技場内本部席前または入口付近 

・参加高校の代表者は必ず出席すること。  

・選手変更は監督会議まで可能とし、監督会議後の選手変更はできない。なお、選手変更届選手変更届選手変更届選手変更届を提出するこ

と。 

    

参 加参 加参 加参 加 費費費費        チーム(１チームにつき)…２０,０００円  個人(１名につき) …２,１００円 

    

申込方申込方申込方申込方法法法法        「参加申込書」をMicrosoft Excelファイルにて下記宛てにメール送信すること。 

メールメールメールメール        ogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihon----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp 

日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校        荻荻荻荻    俊樹俊樹俊樹俊樹    宛宛宛宛    【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】 

申込期申込期申込期申込期日日日日        ４月２７日（月）～４４月２７日（月）～４４月２７日（月）～４４月２７日（月）～４月月月月３０３０３０３０日（木）日（木）日（木）日（木） 

    

注意事注意事注意事注意事項項項項        ・大会には必ず教職員が引率のこと。引率がない場合には参加できない。  

・参加選手は学校医が検診を済ませ健康であることを認めた者であること。 

・高体連ホームページにてゼッケン番号などをご確認ください。 

・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

ツ安全保健等）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が全国高等学校体育連盟、東京都高等学校体育連盟、各専門部のホームページに

て公開するために収集される。 

・収集された情報はそれぞれのホームページに公開される。 

・フラッシュ使用の撮影は他の競技者の妨げとなるので、禁止する。 
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平成２７年度                                                東京都高等学校体育連盟体操男子専門部    

春季体操競技男子３年生大会春季体操競技男子３年生大会春季体操競技男子３年生大会春季体操競技男子３年生大会    

主催 東京都高等学校体育連盟・東京都教育委員会・東京都体操協会 

主管 東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

期期期期        日日日日  平成２７年５月２４日（日） 会場設営・競技 

会会会会        場場場場  国士舘大学多摩キャンパス 

〒２０６－８５１５ 東京都多摩市永山７－３－１ 

参加資参加資参加資参加資格格格格            ① 大会当日までに、平成２７年度 学校登録(高体連）・選手登録（都体協）を完了した者    

② 平成２７年度現在、高等学校第３学年であること。 

【参加枠】 

① 団体編成は各校１チームまでとする。（１チームにつき３名～４名 ＢＥＳＴ３） 

② 個人参加は各校何名でも可とする。 

③ 団体補欠は最大２名まで登録することができる。 

④ 個人選手が団体補欠を兼ねることもできる。 

⑤ 選手変更は参加申込をした選手のみ可能とし、当日、受付にて選手変更届選手変更届選手変更届選手変更届を提出するものとする。 

適用規適用規適用規適用規則則則則        ・２０１３年版採点規則［高等学校適用規則］および「東京都男子変更規則」 

表表表表 彰彰彰彰  【団体総合】１位／トロフィー・賞状  ２～６位／賞状 

【個人総合】１～３位／楯・賞状  ４～６位／賞状 

【種 目 別】１～３位／メダル・賞状 

帯同審判員帯同審判員帯同審判員帯同審判員  参加校は１名以上の帯同審判員を派遣すること。なお，やむを得ず派遣出来ない場合は審判委託費（団

体参加校は１０，０００円、個人参加のみの学校は５，０００円）を納入すること。 

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議            日時：平成２７年５月１４日（木）１７：００より 

会場：成城中学校・高等学校大会議室 

※参加高校の代表者は必ず出席すること。なお、参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）と公印押印済みの参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書

を持参すること。 

参 加参 加参 加参 加 費費費費  チーム(１チームにつき)…１４,０００円  個人(１名につき) …５,０００円 

申込方申込方申込方申込方法法法法  「参加申込書」をMicrosoft Excelファイルにて下記宛てにメール送信すること。 

メールメールメールメール        ogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihon----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp    
日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校        荻荻荻荻    俊樹俊樹俊樹俊樹    宛宛宛宛    【℡【℡【℡【℡０３－３９４３－２１６１０３－３９４３－２１６１０３－３９４３－２１６１０３－３９４３－２１６１】】】】 

申込期申込期申込期申込期日日日日   ４月２７日（月）～４４月２７日（月）～４４月２７日（月）～４４月２７日（月）～４月月月月３０３０３０３０日（木）日（木）日（木）日（木） 

注意事注意事注意事注意事項項項項  ・大会には必ず教職員が引率のこと。引率がない場合には参加できない。  

・参加選手は学校医が検診を済ませ健康であることを認めた者であること。 

・高体連ホームページにてゼッケン番号などをご確認ください。 

・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

ツ安全保健等）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が全国高等学校体育連盟、東京都高等学校体育連盟、各専門部のホームページに

て公開するために収集される。 

・収集された情報はそれぞれのホームページに公開される。 

・フラッシュ使用の撮影は他の競技者の妨げとなるので、禁止する。 
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平成２７年度                                                東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

東京都高等学校総合体育大会東京都高等学校総合体育大会東京都高等学校総合体育大会東京都高等学校総合体育大会体操競技選手権大会体操競技選手権大会体操競技選手権大会体操競技選手権大会    兼兼兼兼    

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 

主催 東京都高等学校体育連盟・東京都教育委員会・東京都体操協会 

主管 東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

期期期期        日日日日  平成２７年６月２８日（日） 会場設営・競技 

会会会会        場場場場  国士舘大学多摩キャンパス 

〒２０６－８５１５ 東京都多摩市永山７－３－１ 

参加資参加資参加資参加資格格格格     ① 大会当日までに、平成２７年度 学校登録(高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

② 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。 

③ 転校後６カ月未満の者は参加を認めない。但し、一家転住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。 

 【参加枠】 

① 団体編成は各校１チームまでとする。（３名～４名 ＢＥＳＴ３） 

② 個人参加は各校２名までとする。 

③ 団体補欠は最大２名まで登録することができる。 

④ 個人選手が団体補欠を兼ねることもできる。 

⑤ 団体選手と個人選手の入れ替えは監督会議まで可能とし、選手変更届選手変更届選手変更届選手変更届を提出するものとする。 

⑥ 各校最大参加人数は６名（団体選手４名、個人選手２名）とする。 

適用規適用規適用規適用規則則則則        ・２０１３年版採点規則[高等学校適用規則]、２０１２年度内規Ⅱ、男子体操競技情報を適用する。 

通過基通過基通過基通過基準準準準     全国大会全国大会全国大会全国大会へは、上位よりへは、上位よりへは、上位よりへは、上位より団体団体団体団体１チーム、個人２１チーム、個人２１チーム、個人２１チーム、個人２名名名名がががが出場できる。出場できる。出場できる。出場できる。    

※※※※ただし、個人選手が団体補欠を兼ねることはできない。ただし、個人選手が団体補欠を兼ねることはできない。ただし、個人選手が団体補欠を兼ねることはできない。ただし、個人選手が団体補欠を兼ねることはできない。    

タイブレイクタイブレイクタイブレイクタイブレイク        ・団体総合において６種目の合計が同得点であった場合は、以下の基準に従い、タイブレイクによって順

位を決定する。 

① 各種目のチーム得点で、最も低い得点を除いた５種目の合計得点が高いチームを上位とする。 

② さらに同点であった場合は、各種目のチーム得点で、最も低い２種目の得点を除いた４種目の合計得

点が高いチームを上位とする。 

③ さらに同点であった場合は、上記の基準に従い、順位を決定する。 

・個人総合において、６種目の合計が同得点であった場合は以下の基準従い、タイブレイクによって順位

を決定する。 

① 各種目の得点で、最も低い得点を除いた５種目の合計得点が高い選手を上位とする。 

② さらに同点であった場合は、各種目の得点で、最も低い２種目の得点を除いた４種目の合計得点が高

い選手を上位とする。 

③ さらに同点であった場合は、上記の基準に従い、順位を決定する。 

表表表表 彰彰彰彰        【団体総合】１位／カップ・メダル・賞状 ２～３位／メダル・賞状 ４～６位／賞状 

【個人総合】１～３位／メダル・賞状  ４～６位／賞状 

【種 目 別】１～３位／メダル・賞状 
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帯同審判員帯同審判員帯同審判員帯同審判員  シード校シード校シード校シード校の関東体操競技選手権大会東京都予選大会にチームで参加した学校の関東体操競技選手権大会東京都予選大会にチームで参加した学校の関東体操競技選手権大会東京都予選大会にチームで参加した学校の関東体操競技選手権大会東京都予選大会にチームで参加した学校※※※※は２名以上は２名以上は２名以上は２名以上、その他の学校

は１名以上の帯同審判員を派遣すること。なお、やむを得ず派遣出来ない場合は審判委託費（団体参加校

は１０，０００円、個人参加のみの学校は５，０００円）を納入すること。 

※今大会が個人参加のみの場合であっても２名の帯同審判員を派遣しなければならない。１名しか派遣で

きない場合は５，０００円、１名も派遣できない場合は１０，０００円の審判委託費を納入すること。 

【シード校】 

関東体操競技選手権大会東京都予選大会(H27/5/24(土))の結果より上位６チームをシード校とする 

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議        日時：平成２７年６月１８日（木）１７：００より 

   会場：成城中学校・高等学校大会議室 

  ※参加高校の代表者は必ず出席すること。 なお、参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）参加費（及び審判委託費）と公印押印済みの参加申込参加申込参加申込参加申込

書書書書を持参すること。 

監督会監督会監督会監督会議議議議     日時：６月２８日（日） 時間は未定 

場所：競技場内本部席前または入口付近 

・参加高校の代表者は必ず出席すること。  

・選手変更は当日の受付時まで可能とし、選手変更届を提出するものとする。 

参参参参 加加加加 費費費費  チーム…３５,０００円    個人(１名につき) …３,５００円 

申込方申込方申込方申込方法法法法     「参加申込書」をMicrosoft Excelファイルにて下記宛てにメール送信すること。 

メールメールメールメール        ogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihon----u.acu.acu.acu.ac.jp.jp.jp.jp    
日日日日大学豊山高等学校大学豊山高等学校大学豊山高等学校大学豊山高等学校        荻荻荻荻    俊樹俊樹俊樹俊樹    宛宛宛宛    【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】    

申込期申込期申込期申込期間間間間        ５月２５５月２５５月２５５月２５日（月）～５日（月）～５日（月）～５日（月）～５月月月月２８２８２８２８日（日（日（日（木木木木）））） 

そそそそ    のののの    他他他他   ・大会には必ず教職員が引率のこと。引率がない場合には参加できない。  

・参加選手は学校医が検診を済ませ健康であることを認めた者であること。 

・高体連ホームページにてゼッケン番号などをご確認ください。 

・監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、外部指導者の場合は、傷害・賠償責任保険（スポーツ安全

保健等）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が全国高等学校体育連盟、東京都高等学校体育連盟、各専門部のホーム 

ページにて公開するために収集される。 

・収集された情報はそれぞれのホームページに公開される。 

・フラッシュ使用の撮影は他の競技者の妨げとなるので、禁止する。 
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平成２７年度                                                東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

秋季秋季秋季秋季体操競技体操競技体操競技体操競技男子男子男子男子個人選手権個人選手権個人選手権個人選手権大大大大会会会会    

主催 東京都高等学校体育連盟・東京都体操協会 

主管 東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

期期期期        日日日日  平成２７年９月**日（*）会場設営・競技 

会会会会        場場場場  国士舘大学多摩キャンパス 

〒２０６－８５１５ 東京都多摩市永山７－３－１ 

参加資参加資参加資参加資格格格格   ① 大会当日までに、平成２７年度 学校登録(高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

② 関東大会・全国高校総合体育大会・国民体育大会の東京都予選会に不参加の者。または、参加して各

大会ともに６種目の合計得点が６０．００点以下であった者。 

③ 関東大会・全国高校総合体育大会・国民体育大会の東京都予選会に参加して各大会ともに６種目の合

計が６０．００点以上であった者は、オープン参加とし参加を認める。 

適用規適用規適用規適用規則則則則  ２０１３年版男子採点規則［高等学校適用規則］および「東京都男子変更規則」 

参 加参 加参 加参 加 枠枠枠枠    ① 参加は各校何名でも可とする。 

② 選手変更は参加申込をした選手のみ可能とし、当日、受付にて選手変更届選手変更届選手変更届選手変更届を提出するものとする。 

表表表表 彰彰彰彰     【個人総合】１～３位／楯・賞状  ４～６位／賞状 

【種 目 別】１～３位／メダル・賞状 

帯同審判員帯同審判員帯同審判員帯同審判員  参加校は１名以上の帯同審判員を派遣すること。なお、やむを得ず派遣出来ない場合は、審判委託費

（１０，０００円）を納入すること。 

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議        日時：平成２７年９月１０日（木）１７：００より 

会場：成城中学校・高等学校大会議室 

※参加高校の代表者は必ず出席すること。なお、公印押印済みの参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書（及び審判委託費）（及び審判委託費）（及び審判委託費）（及び審判委託費）と参加と参加と参加と参加

費を持参すること費を持参すること費を持参すること費を持参すること。 

参 加参 加参 加参 加 費費費費  個人(１名につき)…４,０００円 

申込方申込方申込方申込方法法法法  「参加申込書」をMicrosoft Excelファイルにて下記宛てにメール送信すること。 

メールメールメールメール        ogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihon----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp    
日本大学豊山日本大学豊山日本大学豊山日本大学豊山高等学校高等学校高等学校高等学校        荻荻荻荻    俊樹俊樹俊樹俊樹    宛宛宛宛    【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】    

申込期申込期申込期申込期間間間間   ８月２４日（月）～８月２７８月２４日（月）～８月２７８月２４日（月）～８月２７８月２４日（月）～８月２７日（木）日（木）日（木）日（木） 

注意事注意事注意事注意事項項項項  ・大会には必ず教職員が引率のこと。引率がない場合には参加できない。 

・参加選手は学校医が検診を済ませ健康であることを認めた者であること。 

・高体連ホームページにてゼッケン番号などをご確認ください。 

・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

ツ安全保健等）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が全国高等学校体育連盟、東京都高等学校体育連盟、各専門部のホームページに

て公開するために収集される。 

・収集された情報はそれぞれのホームページに公開される。 

・フラッシュ使用の撮影は他の競技者の妨げとなるので、禁止する。 
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平成２７年度                                                東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

体 操 競 技体 操 競 技体 操 競 技体 操 競 技 男 子男 子男 子男 子 新 人 大新 人 大新 人 大新 人 大 会会会会((((１．２年生大会１．２年生大会１．２年生大会１．２年生大会))))    

主催 東京都高等学校体育連盟・東京都体操協会 

主管 東京都高等学校体育連盟体操男子専門部 

    

期期期期        日日日日  平成２７年１１月**日（*）会場設営・競技 

    

会会会会        場場場場  国士舘大学多摩キャンパス 

〒２０６－８５１５ 東京都多摩市永山７－３－１ 

    

参加資参加資参加資参加資格格格格   ① 大会当日までに平成２７年度学校登録(高体連）・選手登録（都体協）を完了した者。 

② 平成２７年度現在高等学校１学年又は２学年であること。 

【参加枠】 

① 団体編成は各校１チームまでとする。（１チーム３名～４名 ＢＥＳＴ３） 

② 個人参加は各校何名でも可とする。 

③ 団体補欠は最大２名まで登録することができる。 

④ 個人選手が団体補欠を兼ねることもできる。 

⑤ 選手変更は参加申込をした選手のみ可能とし、当日、受付にて選手変更届選手変更届選手変更届選手変更届を提出するものとする。 

    

適用規適用規適用規適用規則則則則  ・２０１３年版採点規則［高等学校適用規則］および「東京都男子変更規則」 

    

表表表表 彰彰彰彰 【団体総合】１位／トロフィー・賞状  ２～６位／賞状 

【個人総合１年生の部】１～３位／楯・賞状 ４～６位／賞状 

【個人総合２年生の部】１～３位／楯・賞状 ４～６位／賞状 

【種目別】１～３位／メダル・賞状 

    

帯同審判員帯同審判員帯同審判員帯同審判員  参加校は１名以上の帯同審判員を派遣すること。なお、やむを得ず派遣出来ない場合は審判委託費（団

体参加校は１０，０００円、個人参加のみの学校は５，０００円）を納入すること。 

    

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議        日時：平成２７年**月**日（*）**：**より    

会場：成城中学校・高等学校大会議室 

  ※参加高校の代表者は必ず出席すること。なお、公印押印済みの参加申込書と参加費を持参する参加申込書と参加費を持参する参加申込書と参加費を持参する参加申込書と参加費を持参すること。 

    

会場設会場設会場設会場設営営営営  大会当日７：４５より会場設営 

    

参 加参 加参 加参 加 費費費費  チーム…１４,０００円    個人(１名につき)…５,０００円 
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申込方申込方申込方申込方法法法法  「参加申込書」をMicrosoft Excelファイルにて下記宛てにメール送信すること。 

メールメールメールメール        ogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihonogi.toshiki@nihon----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp    

日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校日本大学豊山高等学校        荻荻荻荻    俊樹俊樹俊樹俊樹    宛宛宛宛    【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】【℡０３－３９４３－２１６１】    

    

申込期申込期申込期申込期間間間間   １０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日（日（日（日（月月月月）～）～）～）～１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日（日（日（日（木木木木）））） 

    

注意事注意事注意事注意事項項項項     ・会場練習を行う学校は、引率教員が必要です。引率の無い学校は練習ができません。 

・大会には必ず教職員が引率のこと。引率がない場合には参加できない。 

・参加選手は学校医が検診を済ませ健康であることを認めた者であること。 

・高体連ホームページにてゼッケン番号などをご確認ください。 

・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

ツ安全保健等）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が全国高等学校体育連盟、東京都高等学校体育連盟、各専門部のホームページに

て公開するために収集される。 

・収集された情報はそれぞれのホームページに公開される。 

・フラッシュ使用の撮影は他の競技者の妨げとなるので、禁止する。 
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【【【【各各各各会場案内図】会場案内図】会場案内図】会場案内図】

 

八王子高等学校八王子高等学校八王子高等学校八王子高等学校    

〒193-0931八王子市台町4-35-1 

Tel：042-623-3461（代表）  

 [交通アクセス]  

JR中央線：西八王子駅南口より徒歩５分 

駐車場無し  

 

 

 

 

 

 

 

成城成城成城成城中学校・中学校・中学校・中学校・高等学校高等学校高等学校高等学校    

〒162-8670 東京都新宿区原町3-87 

TEL：03-3341-6141  

[交通アクセス]  

都営大江戸線牛込柳町駅西口より徒歩 1分 

駐車場無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国士舘大学多摩キャンパス国士舘大学多摩キャンパス国士舘大学多摩キャンパス国士舘大学多摩キャンパス 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 
〒206-8515 

東京都多摩市永山７－３－１ 

電話 042-339-7200（代表） 

交通 

小田急線／京王線永山駅から「鶴川駅

行」バスで永山高校前下車、徒歩５分 

小田急線鶴川駅から「永山駅行」バス

で永山高校前下車、徒歩５分 


