
第 6 回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 

 

実 施 要 項 

主	 	 催	 公益財団法人日本体操協会	 掛川市	 

主	 	 管	 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会開催実行委員会	 

後	 	 援	 総務省	 文部科学省	 一般財団法人地域活性化センター 
静岡県	 静岡県教育委員会	 掛川市教育委員会	 公益財団法人静岡県体育協会	 

ＮＰＯ法人掛川市体育協会	 ＮＨＫ静岡放送局	 朝日新聞静岡総局 
静岡朝日テレビ	 郷土新聞社	 静岡新聞社・静岡放送	 静岡第一テレビ 
中日新聞東海本社	 テレビ静岡	 毎日新聞浜松支局	 読売新聞浜松支局	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

（予定） 

協	 	 力	 静岡県トランポリン協会	 掛川市トランポリン協会	 掛川体協ツーリスト	 

期	 	 日	 平成２７年２月２０日（金）～２２日（日）	 

参 加 料 ３，０００円 

競技日程	 ２月２０日（金） 公式練習・審判本部会議・監督会議・開会式 
２月２１日（土） 審判会議・予選 
２月２２日（日） 決勝トーナメント・閉会式（表彰・講評） 
※競技日程の詳細については、参加申込み締め切り後、日本体操協会ホームペー

ジにて発表いたします 

競技部門	 

(13 部門)	 

1. 個人競技  

  １０歳以下の部 男・女 
  １１－１２歳の部 男・女 
  １３－１４歳の部 男・女 
  １５－１６歳の部 男・女 
  １７歳以上の部 男・女 
  オープンの部 男・女（上記年齢区分全体から上位 8名を抽出・決勝のみ） 
 
2. 都道府県対抗競技（個人競技予選のポイントで決定）総合  
 
※決勝進出者について 
�  各部門８名の選手で構成され、トーナメントにおいて優勝者を決定する	 
� 	 オープン部門については都道府県および部門を問わず上位８名が進出する	 

� 	 年齢別部門については各都道府県男女とも１名とする 



会	 	 場	 東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」 

静岡県掛川市大池２２５０	 	 ℡ ０５３７－２２－５５５３ 

競技規則	 公益財団法人日本体操協会競技規則に準じて行い、一部都道府県対抗トランポリ

ン競技規程を適用する	 

使用器具	 FIG 認定器具	 ユーロトランポリン	 (4mm	 x	 4mm	 テープベッド)	 

FIG 公認同時性得点、跳躍時間点測定装置	 

表	 	 彰	 個人競技１位～３位（３位＝２人） メダル 
  ※オープンの部	 １位～３位（３位＝１人） メダル 

都道府県対抗競技	 1位 賞状 
最高演技点賞(予選時)  トロフィー	 男・女 
最高難度点賞(決勝トーナメント時)  トロフィー	 男・女 

個人競技１位～３位  賞品 
文部科学大臣賞（15-16歳・17歳以上の部優勝者） 賞状	 （申請予定） 
掛川市長賞(10歳以下･11-12歳･13-14歳の部優勝者) 賞状	 （申請予定） 

参加資格	 � 平成２６年度公益財団法人日本体操協会選手登録を完了した者。また、申込時

までに追加登録を完了した者	 

� 平成２７年 (2015年)１２月３１日現在の年齢とする	 

帯同審判 � 本大会出場選手の所属団体は、以下の内容に従って公認審判員 1 種（国際審判

員を含む）の帯同をお願いします 

Ø 1～10 名の参加選手がいる団体: 1 名 

Ø 11 名以上の参加選手がいる団体: 2 名 

� 帯同できない場合、運営本部において審判員を依頼しますので、選手 1 名につき

2,000 円の負担をお願いします 

Ø 11 名以上の団体で 1 名のみ帯同できる場合、10 名分の帯同審判料を免除しま

す (例 選手 15 人 帯同 1 名の場合: 15－10 = 5 名 x 2,000 円 = 10,000 円) 

Ø 11 名以上で 2 名の審判を帯同する場合の帯同審判料は必要ありません 

� 帯同審判は予選・決勝を含む大会期間 (2 日間) を通して従事できる方に限ります 

� 帯同審判員は、2013 年以降本会主催・共催大会での審判実績の保有者もしくは、

公認審判員講習会・研修会(国際体操連盟主催のものを含む)を受講した方のみと

させていただきます。 

� 他の参加団体が帯同している審判員を帯同することはできません。依頼の際は十分

確認をして下さい 



申込方法	 別添、指定ファイルに含まれる①所属団体情報、②大会参加申込書	 ③監督・コ

ーチ AD/撮影許可証	 申込書	 ④帯同審判申請書	 ⑤振込金総括表のすべてに記入

のうえ、以下の期日までにお申し込み下さい	 

※期限以降の申込については受付いたしませんのでご注意下さい	 

※Excel ファイルは、フォーマットを変更したり分割したりしないで下さい 

申込書受付期間 

2014 年 1 月 5 (月)～2015 年 1 月 22 日 (木) 

	 

メールでの申込書受付	 

件名：第 6 回都道府県大会申込【団体名】	 

宛先：jigyotrampoline@gmail.com	 

	 	 	 公益財団法人日本体操協会	 TRA 事業委員会	 
	 

振込期限	 
	 

振込受付期間 

2014 年 1 月 5 (月)～2015 年 1 月 23 日 (金) 

参加費用振込の締切については、取扱日ではなく振込受付期間の最終日に確実に

入金されている必要があります。 
※期限までにお振込みがない場合は、参加申込が無効となります。 

※振込金は「大会参加料」「帯同審判料」のみを一緒に振り込んでください。弁当・	 	 	 	 	 	 	 	 	 

宿泊料は別紙に従って振込をしてください。 
※期限以降の変更による大会参加費の返金はいたしません。	 	  

振込口座	 ゆうちょ銀行	 	 【店名】二三八（読み	 ニサンハチ）	 【店番】２３８	 

【預金種目】普通預金	 【口座番号】５１９６７８７	 

【口座名義】	 都道府県(トドウフケン)対抗(タイコウ)トランポリン(トランポリ

ン)競技(キョウギ)選手権(センシュケン)大会(タイカイ)開催(カイサイ)実行(ジ

ッコウ)委員会(イインカイ)	 ※振込者名は、個人名ではなく所属団体名にてお振

り込みください。また、所属団体名が長い場合は、認識できる範囲で短い所属団

体名を使用して下さい。	 

撮影許可証	 ビデオ撮影につきましては、各団体に最高 2 枚の撮影許可証を発行します	 (カメ

ラによるスチール撮影はできません)。また、決勝の選手紹介、表彰式はスチール

カメラでの撮影を許可しますが、撮影許可証を身に着けて行ってください。	 

※大会当日の撮影許可証の発行はしませんのでご注意下さい。	 



AD 申請 � 発行された AD カードは、会場内では必ず見える位置に着用して下さい 

� 複数の所属団体にまたがって監督やコーチをされる方は、いずれかの所属団体で

のみ申請しメールにてお知らせ下さい。複数申請はしないようご注意下さい 

役 職 枚 数 備  考 

監督 

コーチ 

1 男女選手がいる場合はコーチ資格を有する 2 名に対して

発行します。演技グループ毎に競技エリア内に入ることが

できます 

選 手 選手数 出場選手数を発行します 

スポッター 2 男女選手がいる場合は最高 4 枚発行します。選手の演技

グループ毎に競技エリア内に入ることができます 

トレーナー 1 男女選手がいる場合は 2 枚発行します。競技中は競技エ

リア外で待機し、治療などを要する場合は競技エリア内に

入ることができます 
 

大会保険お

よび大会期

間中の怪我

について 

� 実行委員会の費用負担にて、参加選手に対して練習日午前９時以降、競技終了ま

でスポーツ傷害保険をかけます 

� 発生した傷害の補償についてはスポーツ傷害保険の範囲とします。 

� 競技中の疾病、負傷に対する応急処置は主催者側で行いますが、その他の責任は

負いません 

� 大会参加者は健康保険証を持参して下さい 

ドーピング検

査について 

� 本大会は、日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会となります。出

場者は大会参加申込が完了した時点で日本ドーピング防止規程にしたがい、ドーピ

ング検査を受けることに同意したものとみなします。また、未成年者である場合は大

会参加申込が完了したことにより、上記のドーピング検査の実施について親権者か

ら同意を得たものとみなします 

� 本大会出場者は、本大会において実施されるドーピング検査を拒否又は回避した

場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情によりドーピン

グ検査手続きを完了することができなかった場合等は、ドーピング防止規則違反とな

る可能性があります。ドーピング防止規則違反と判断された場合には、日本ドーピン

グ防止規程に基づき制裁等を受けることになるのでご留意下さい 

� 日本ドーピング防止規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団

法人日本アンチ･ドーピング機構のウェブサイト(http://www.playtruejapan.org)で確

認して下さい。また本大会は TUE 事前申請が必要となる競技会として指定されてお

り ま す 。 TUE 事 前 申 請 に つ い て は JADA ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.realchampion.jp/process/tue）で確認して下さい 



演技写真撮

影について 

本大会は記録のため写真および映像を撮影します。協会が定める競技者規定第 8 条に

従い、各選手の肖像利用に関しては大会参加申込みにより了解を得たものとします。ま

た、出場選手の記録のため、写真販売業者が撮影した画像を出場選手とその関係者に

限定して販売を行います。業者は決定後参加者に連絡いたします。また、大会期間中、

総務委員会へこの事業への不参加を申し出て、関係者を含め、一切の自身の演技写真

掲載や利用を禁止することができます 

その他 � 宿泊案内・弁当申込については別紙のとおりです 
� 参加選手には傷害保険を付保しますが、主催者側では応急処置以外の責任は

負いかねます。無理のない演技構成で安全に留意して下さい 
� 競技カードは日本体操協会のホームページよりダウンロードし、受付時に提出し

て下さい 
� 棄権者がいる場合は、前もって棄権届けに記入・捺印の上、少なくとも監督会議

の 30分前までに受付に提出してください。 

お問合せ メールでのみ受け付けます 

※	 お返事までに数日いただくことがありますので、その旨ご了承下さい 

※	 携帯のメールアドレスからお問合せの場合、以下のアドレスからメールを受け取れる

よう設定して下さい 

申込および競技関係 

公益財団法人 日本体操協会 TRA 事業委員会 

jigyotrampoline@gmail.com 

競技関係以外 

実行委員会 

t-morita@city.kakegawa.shizuoka.jp 
 

 



第６回 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 

T シャツサイズ申請およびバス使用状況の確認           
 

 

(１) T シャツについて 

 

  大会参加賞として T シャツを用意させていただきますので、参加選手のサイズを大会参加申込

書に記入して下さい。 

※申込締め切り後は T シャツのサイズをお選び頂けませんのでご注意下さい。 

 

 

(２) バス使用台数確認について 

 

  大会期間中における円滑な駐車場整理のため、駐車場を使用するバスの台数を確認させて頂

きます。 

参加申込書にバス使用の有無を記入して下さい。 



平成２６年１２月２５日 

 

関 係 各 位 

 

都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 

開催実行委員会	 実行委員長	 松井	 三郎 

 

第６回 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 

協賛広告・協賛寄附金についてのお願い 

 

時下、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。 

このたび、静岡県掛川市におきまして、第６回 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会を開催する

運びとなりました。国のスポーツ拠点づくり推進事業の指定を受けた掛川市に会場を移して１０回目と

なりますが、全国各地から更に多くの選手の参加を得て、国内トランポリン競技の発展普及を目指して

まいりたいと思います。 

つきましては、充実した有意義な大会にしたいと存じますので、趣旨御賛同の上、協賛広告・協賛寄

附金の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

大会名	 	 	 	 	 第６回 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会 

主	 催	 	 	 	 	 公益財団法人日本体操協会	 掛川市	  

主	 管	 	 	 	 	 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会開催実行委員会 

後	 援（予定）	 総務省	 文部科学省	 （一財）地域活性化センター	 静岡県	 静岡県教育委員会 

掛川市教育委員会	 （公財）静岡県体育協会	 ＮＰＯ法人掛川市体育協会	 他 

 

期	 日	 	 	 	 	 平成２７年２月２０日（金）～２月２２日（日） 

 

会	 場	 	 	 	 	 東遠カルチャーパーク総合体育館「さんりーな」 

	 	 	 	 	 	 	 	 〒４３６－００４３	 静岡県掛川市大池２２５０ 

 

広告料	 	 	 	 	 ①プログラム 

Ａ４サイズ	 1/8	  5,000円	 	  	 	 1/4	 10,000円 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1/2	 20,000円	 	 	 	 1面	 30,000円 

	 	 	 	 	 	 	 	 ②看板（サイズ：横 1.5m×縦 0.7ｍ）  表彰台前	 	 30,000円 

③寄附金	 	 	 	 	 一口	 2,000円 (お名前を掲載します) 



申し込み方法	 	 大会参加申込書に御記入の上、広告原稿をデータで参加申込用紙と一緒にメールに添

付するか、紙の原稿を下記事務局まで送付してください。指定文字・マーク等がない

場合は実行委員会一任とさせて頂きます。尚、広告料・協賛寄附金は大会参加費と一

緒に指定口座に振り込んでください。 

 

申込締切日	 	 	 平成２７年１月２２日（木）(入金は 23日付) 

 

原稿送付先	 	 	 〒４３６－８６５０	 静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１ 

（問い合わせ先）静岡県掛川市教育委員会社会教育課スポーツ振興係	 内 

第６回 都道府県対抗トランポリン競技選手権大会開催実行委員会事務局 

（担当：川隅、森田）	 宛 

TEL	 ０５３７－２１－１１５９ 

FAX	 ０５３７－２１－１２２２ 


