
● お知らせ（申込方法、広告掲載、チケット情報、その他）

● 写真提出について（10月25日必着。メールで提出）

● 大会要項

● 競技日程

● 通過者一覧

● 出場辞退届（10月25日までにFAXにて提出）

● 試技順抽選会出欠・委任状（10月25日必着。FAXにて提出）

● フロアセッティングについて（10月25日必着。FAXにて提出）

● ジュニア選手適用ルールについて（女子のみ）

● web申込ガイド（別ファイル）

● ドーピング同意書について（10月25日必着。郵送にて提出）

● 使用音楽調査書（別ファイル。10月25日必着。メールで提出）

● バス利用申請（10月25日必着。FAXで提出)

第69回全日本新体操選手権大会

【参加申込郵送書類】

！！必ずお読みください！！
提出期限は厳守して下さい！！



１、参加申込期間　10月8日（土）～10月25日（火）17時59分まで

①ｗｅｂ参加申込するには所属団体登録（選手登録、指導者登録）がお済みでいないと行えません。

　参加申込前に必ず登録を済ませて下さい。

②所属団体マイページ　⇒　大会申込　⇒　申込可能な大会として表示されていますのでご確認ください。

２、参加申込書種類

①個人、団体参加料が異なるため参加申込書は「男女団体申込」「男女個人申込」に分かれています。

　該当するボタンを押し情報入力を行ってください。

３、広告申込方法　10月25日（火）中まで

①参加申込情報入力項目内に「広告申込」とあります。お申込みいただける所属はサイズを選択し、

　　版下データ（カラー）はメールにて送信下さい。　　メール送信時の件名に「全日本広告」とお書き下さい。

　　takatsuka@jpn-gym.or.jp　（高塚）までメールを送信ください。　

　　【サイズ：１／２サイズ（A４用紙の半分横型）、１／４（A４用紙の4等分縦型）、１ページ（A４用紙縦型）】

４、参加料の支払い

①ｗｅｂで参加申込（入力）を終えた後登録しているメールアドレスへ請求書が送信されるか、またはマイページで確認できます。

＜注意＞
＊支払い完了を持って参加申込確定となります。振込期日までに必ずお振り込み下さい。
＊支払いを完了する前までは、個人・団体選手ともにweb上での選手変更が可能ですが
　 支払いを完了後はweb上での変更はできませんのでご注意ください。
※期限内にお申込いただけない場合は大会に出場いただけませんのでご注意ください。

６、観戦チケット販売について

①先行販売「チケGYM会員先行販売」　先行販売期間：10月22日～10月29日まで

②一般販売「チケGYM（会員登録が必要）」、「チケットぴあ（会員登録が必要）」、ぴあ店舗、サークルK・サンクス、
セブンイレブン

　 販売期間：10月30日～販売終了まで

席種：指定席、自由席

金額：指定席（前売1,500円／当日2,000円）、自由席（前売1,000円／当日1,500円）、車いす席（前・当日1,000円）

座製図等の詳細は協会ホームページに掲載します。

大会当日窓口での販売もございます。

７、その他
大会中の宿泊につきましては下記旅行会社までお問い合わせください。

京王観光株式会社 東京中央支店

〒160-0022　東京都新宿区新宿2-3-10新宿御苑ビル2階

TEL:03-5312-6540　携帯：070-6940-2553　FAX:03-5379-0740

E-mail:h.kumagawa@keio-kanko.co.jp

　担当　熊川　勇人

第69回全日本新体操選手権大会
☆参加申込、広告申込、チケット販売、その他について☆

 ※web参加申込ガイドは上記URLページでご確認いただけます。

申込情報ページURL：



↑個人 ↑団体プログラム掲載参考

第69回全日本新体操選手権大会

例）日本体操協会 高塚美保

提出期限：10月25日（火）中まで



第６９回全日本新体操選手権大会 要項 

主催：公益財団法人 日本体操協会／主管：東京都体操協会 

後援：東京都（申請中）／協賛：（株）ポーラ、伊藤超短波（株）、日本航空、チャコット（株） 

１．期日 平成２８年１１月２５日（金）～２７日（日） 

１１月２３日（水） セッティング／フリー練習※セッティング協力団体のみ 

１１月２４日（木） 公式練習／審判会議・監督会議 

１１月２５日（金） 開会式／男女個人総合競技前半／女子団体総合競技（種目①） 

１１月２６日（土） 男女個人総合競技後半／女子団体総合競技（種目②） 

男子団体競技予選／個人総合・女子団体総合表彰式 

１１月２７日（日） 男女個人種目別決勝競技／女子団体種目別競技／男子団体競技決勝 

表彰式（個人種目別、男子団体総合、女子団体種目別）及び閉会式 

２．会場 国立代々木競技場第一体育館 

〒１５０-００４１ 東京都渋谷区神南２-１-１  Tel：０３-３４６８-１１７２ 

３．出場資格と条件 

① 平成２８年度、公益財団法人日本体操協会に選手登録した者とします。

② 次に挙げる競技会で資格を得た者とします。

大 会 名 個人競技 団体競技 

男 子 女 子 男 子 女 子 

全日本社会人選手権大会 １位～６位 ― １～２位 ― 

全日本学生選手権大会 １位～１８位 １位～１５位 １位～５位 １位～６位 

全国高等学校総合体育大会 １位～３位 ― １位～５位 １位～６位 

全国高等学校選抜大会 １位～６位 １位～３位 ― ― 

全日本ジュニア選手権大会 １位～３位 上位８位 １位～２位 ― 

全日本クラブ選手権大会 ― １位～１２位 ― ― 

全日本クラブ団体選手権大会 ― ― ― １位～３位 

全日本ユースチャンピオンシップ １位～９位 上位１５位 ― ― 

男子新体操団体選手権大会 ― ― １位～３位 ― 

③ 男子は小学４年生以上とします。

④ 団体競技の出場者は、個人競技にも出場することができます。

⑤ 個人競技は個人総合出場者のみとし、種目別のみの出場は認めません。

⑥ 女子団体競技は、各所属チーム１チーム（最大６名の正選手)とします。（採点規則 団体 総則の１.１参照）

⑦ 男子団体競技は、各所属チーム１チーム（６名の正選手と２名の補欠選手）とします。

⑧ 公益財団法人日本体操協会より推薦された者。

⑨ 女子は個人出場有資格選手及び団体出場有資格チームが出場を辞退、欠員が出た場合でも繰上げや

補充は行いません。

⑩ 男子は個人出場有資格選手及び団体出場有資格チームが出場を辞退、欠員が出た場合は繰上げ補充を

行います（当該の出場資格の枠を繰り下げる）。

⑪ 男子の海外選手については、出場希望がある場合、若干のオープン参加を認めます。

⑫ 出場所属団体名の記載は 2 所属まで可能とします。※注意事項（２）（３）参照



 

※注意事項※  

（１）未成年（20 歳未満）の参加者は、ドーピング・コントロールに関する同意書を必ず提出して下さい。 

【その他．⑥参照】 

（２）学生（大学生・高校生以下）の参加者は出場資格を得た大会に関わらず、所属名を「学校名」または「クラブ名」の 

どちらかを選択できます。その際、今年度の選手登録を済ませて下さい。 

①大学・高校等とクラブで協議のうえ、両所属の承諾を得ることとします。 

②登録時に双方の連盟に登録しておいて下さい。 

※本協会への登録窓口となっている各都道府県体操協会登録窓口では、複数登録が可能となっています。 

（３）（２）における所属の双方を表記することが可能です。 

① プログラムに双方の所属を掲載します。 

② 文字数に制限のある場合（競技帳票・得点表示板・場内放送や中継等における選手紹介・アナウンス 

スポンサーによる肖像使用等）に、優先的に表記する所属を申告して下さい。 

③ ②における制限に対し、／で区切り、合計１２文字以内の略称を申告することが可能です。 

競技帳票・場内表示等に使用します。 例：○○○○○クラブ／□□高校 

④ このほか制限が生じる場合、優先する表記を本協会と参加者合議の上決定します。 

 

４． 競技種目と競技方法 

〔競技種目〕   個人競技 団体競技 

男子 スティック・リング・ロープ・クラブ 徒 手 

女子 
フープ・ボール・クラブ・リボン ① リボン（５） 

② クラブ（６） ＋ フープ（２） 

〔個人競技〕 

① 個人総合選手権は、４種目の得点合計により順位を決定します。 

② 個人種目別決勝は、個人総合選手権での各種目の上位８名により決勝競技を行い、順位を決定します。 

各種目ともリザーブ選手は１名とします。 

③ 種目別決勝リザーブ選手は、決勝競技の競技開始まで有効として準備をしてください。注 1(別紙参照) 

④ 種目別決勝競技の出場者は、同一所属から３名までとします。（リザーブ選手が同一所属から４名目となる 

ことは可能とします）。 

⑤ 種目別決勝への通過にあたり同点の場合は、女子はＦＩＧ競技規則に準じタイブレークを行います。 

男子は国内競技規則第３２条に準じタイブレークを行います。 

〔団体競技〕 

① 男子・女子とも自由演技のみとします。 

② 男子団体総合選手権は、予選競技の構成・実施の合計点による上位８チームを予選通過チームとします。  

決勝競技は持ち点制とし、予選での得点を２分の１にした得点と決勝での得点の合計（３０点満点）により順位を 

決定します。リザーブは１チームとします。 

※ 決勝リザーブチームは、決勝競技の競技開始まで有効として準備をしてください。 

※ 決勝進出にあたり同点の場合は、競技規則第３２条に準じてタイブレークを行います。 

③ 女子団体総合選手権は、２種目の得点合計により順位を決定します。 

④ 女子団体種目別決勝は、団体総合選手権での各種目の上位８チームにより決勝競技を行い、順位を決定します。

各種目ともリザーブは１チームとします。 

※ 種目別決勝リザーブチームは、決勝競技の競技開始まで有効として準備をしてください。 

※ 種目別決勝進出にあたり同点の場合は、ＦＩＧ競技規則に準じタイブレークを行います。 

 



 

５． 採点規則 

〔女 子〕公益財団法人日本体操協会 新体操女子２０１３－２０１６年版（２０１５年版）採点規則を採用します。 

〔男 子〕公益財団法人日本体操協会 新体操男子２０１５年版採点規則を採用します。 

 

６． 表彰 

個人総合選手権   １位 優勝杯・メダル・賞状／２位・３位 メダル・賞状／４位～８位 賞状 

個人種目別選手権  １位～３位 メダル・賞状／４位～６位 賞状 

団体総合選手権    １位 優勝杯・メダル・賞状／２位・３位 メダル・賞状／４位～８位 賞状 

団体種目別選手権  １位～３位 メダル・賞状／４位～６位 賞状 

※ 同点は同順位として表彰します 

７． ２０１７年 国際競技会への予選通過について （女子） 

①第 29 回ユニバーシアード競技大会（台北）平成 29 年 8 月 19 日～29 日 

  今大会団体上位 6 チーム、個人上位 10 位までと特別強化選手を第 1 次通過とする。（有資格者） 

②アジア選手権（未定） 

  今大会個人上位 10 位までと平成 29 年強化選手を第 1 次通過とする。 

団体はフェアリージャパン POLA を日本代表チームとする。 

 

８． 参加料 個人競技 ２０,５００ 円      団体競技 ５０,５００ 円 

 ※日本著作権協会（JASRAC）規定による著作権料負担金を含みます。 

 

９．参加申込 

① 締切期日 平成２８年１０月２５日（火） 

② 申込方法 web 登録ページ （http://jga-web.jp/）にて手続きを行って下さい。 

注意：参加料ご入金をもって申込完了となります。 Tel ：０３-３４８１-２３４１（平日１０時～１８時） 

☆ 注 意 ☆ 試技順抽選終了後の棄権については、参加料は返金いたしません。 

振り込み控え書は各所属で大切に保管して下さい。 

申込確定後の変更・追加は受付いたしません。 

 

１０．申告書提出について（女子総合競技のみ） 

締切期日 平成２８年１１月２２日（火） 予定  ※郵送または持参して下さい。メール便不可。 

※詳細につきましては、試技順抽選会の後に送付する事前連絡にてご連絡いたします。 

 

１１．運営に関する事項について 

① 競技時程及び練習時程については、試技順抽選後に詳しくお知らせします。 

② ＡＤ（Accreditation）カードについて 

（公財）日本体操協会へ役員、指導者または選手登録を完了した方のみにＡＤカードは発行されます。 

 ＡＤカードを発行致しますので、会場では必ず見える位置に着用をお願いします。 

 ＡＤ使用に際しましては、不正使用のないようにご協力をお願いいたします。 

 各所属へのＡＤカードの発行枚数と条件は、以下の通りといたします。 

 

 

 

 



 

役 職 配布枚数 備 考 

監 督 １枚 

 (公財)日本体操協会に指導者登録を完了した方のみに発行します。 

 男女の選手が出場のチームの場合、合計で２名分発行します。 

 公式練習時は競技エリアに入ることができます。 

 競技中は競技エリア外（フェンスなどがある場合はフェンスの外側）まで入るこ

とができます。 

選 手 出場人数分  出場選手全員に発行します。 

個人コーチ 
１枚～数枚 

※個人選手人数 

 (公財)日本体操協会に指導者登録を完了した方のみに発行します。 

 申請できるコーチは選手１名につき１名までとします。 

 個人競技に出場しないチームは申請できません。 

 公式練習時は競技エリアに入ることができます。 

 競技中は競技エリア外（フェンスなどがある場合はフェンスの外側）まで入るこ

とができます。 

団体コーチ １枚 

 (公財)日本体操協会に指導者登録を完了した方のみに発行します。 

 申請できるコーチは団体１チームにつき１名までとします。 

 団体競技に出場しないチームは申請できません。 

 公式練習時は競技エリアに入ることができます。 

 競技中は競技エリア外（フェンスなどがある場合はフェンスの外側）まで入るこ

とができます。 

音楽係 ２枚 

 男女の選手が出場のチームの場合、合計で４名分発行します。 

 公式練習時及び競技中は競技エリア外（フェンスなどがある場合はフェンスの

外側）と音楽席に入ることができます。 

トレーナー 
１枚 

※要申請 

 申込み受付時に申請のあった場合のみ、発行します。 

 競技中は競技エリア外で待機してください。 

 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。 

※個人団体を兼ねる選手および、複数の所属にまたがって申請されているコーチ・監督については、１名１枚の発

行とします。 

③ 伴奏音楽について 

演奏方法 ：伴奏曲の演奏はＣＤとします。（必ず予備を用意して下さい。） 

再生機器 ：伴奏音楽再生機器は大会本部が用意したものを利用して下さい。 

④ 炭酸マグネシウムについて 

各所属で持参した炭酸マグネシウムは、会場内の指定された場所にて使用して下さい。 

⑤ 部旗・応援旗の掲示について 

会場内掲示の旗は各所属１枚とし、その大きさは最大４㎡とします。また体育館側より「広告」と判断された 

応援旗につきましては広告料が発生しますので、大会本部・体育館・諸団体とで話し合い、処理させていただきま

す。 

１２．大会保険ならびに大会期間中の怪我について 

① 協会の費用負担にて、参加選手に対して大会期間中（競技終了まで）までスポーツ傷害保険をかけます。 

② 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。 

③ 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。 

④ 大会参加者は健康保険証を持参して下さい。 

 



 

 

１３．ドーピング検査について 

① 本大会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール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アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピング・コント 

ロール手続きの対象となることに同意したものとみなします。また、未成年者（20 歳未満）である場 

合は、ドーピング検査を含むドーピング・コントロール手続に対する親権者からの同意書を大会参加 

時に提出する必要があります。 

② 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（尿・血液等検体の種類を問わず）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、アンチ・ドーピング規則違反となる可能性があり 

ます。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき制 

裁等を受けることになるのでご留意下さい。 

③ 血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技終了後 2 時間の安静が必要となりますのでご留 

意ください。 

④ 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、（公財）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[H1]。 

⑤ ドーピング・コントロールに関する同意書につきましては、未成年（20 歳未満）の出場者は、JADA ウェブサイト 

「情報公開／未成年競技者の方へ」http://www.playtruejapan.org/disclosure/u20-agreement/のページを 

ご確認いただき、「ダウンロード」よりドーピング・コントロールに関する同意書を、ダウンロードの上、必要事項 

を記載して郵送にて提出をお願いします。また、2015 年 4 月以降に開催された本会主催の競技会（国民体育 

大会を除く）において提出していただいた同意書が、満 20 歳となるまで有効となります。すでに有効な同意書 

を提出済みの方で、内容に変更の必要がない方[H2]は、本大会においては再度の提出の必要はありません。 

 

１４．その他 

① 試技順の公開抽選会について 

日 時 ：平成２８年１０月２７日（木） １１：００～ 予定 

会 場 ：（公財）日本体操協会 5 階 Tel ：０３－３４８１－２３４１ 

方 法 ：全ての試技順はオープン抽選とします。 

② 出場辞退について 

出場資格を得た選手及びチームが本大会への出場を辞退する場合は、申込締切期日までに文書で提出して 

下さい。 

③ プログラム掲載用演技写真の送付について 

団体よこ長・個人たて長の JPG データ（100kb 以上）を参加申込締切までにメールにて送付して下さい。 

【アドレス：takatsuka@jpn-gym.or.jp】件名には「全日本写真：所属名」を記載して下さい。 

④ 演技写真・映像撮影について 

(ア) 本大会は競技力向上と競技普及および記録のため、写真と映像を撮影します。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。 

 



 

(イ) プライバシー保護の為、所属団体による写真、ビデオ、携帯カメラ等電子機器での撮影は全面禁止します。 

ただし、公式練習中に限り演技のチェックとしてのビデオ撮影ができます。撮影はアリーナ内のみとし、1 階観客

席からの撮影は禁止とします。なお、撮影者は AD カード保持者のみとし、保護者などによる撮影はできません。

撮影した写真・映像をインターネットなどへ掲載するなどの二次利用を禁止します。 

(ウ) 認められた報道機関などが撮影した写真・映像を新聞、ニュースサイトなどで公開されることがあります。 

(エ) 今大会、CS 放送収録が入ります。番宣でインターネット放送します。また、競技終了後にインタビュー等で声 

をかける場合もあります。 

 

⑤ 所属の車両乗り入れについて 

選手団でバスを利用してのご来場をされる場合は、参加申込締切までに申請して下さい。 

 

⑥ ドーピング・コントロールに関する同意書（男女共に必ず提出して下さい。説明書あり） 

未成年（20 歳未満）の出場者は、JADA ウェブサイト「情報公開／未成年競技者の方へ」 

http://www.playtruejapan.org/disclosure/u20-agreement/ のページをご確認いただき、「ダウンロー

ド」よりドーピング・コントロールに関する同意書を、ダウンロードの上、必要事項を記載して参加申込

締切までに郵送にて提出をお願いします。 

 

＜郵送先＞〒１５０-８０５０ 東京都渋谷区神南１－１－１  岸記念体育会館５階 （公財）日本体操協会 

           第６９回全日本新体操選手権 担当高塚 宛 

 

 



１１月２３日（水） セッティング １３：００～１８：００

※フリー練習はセッティング協力団体のみ

１１月２４日（木） 選手入館及び受付開始 　９：００～

ウォーミングアップ 　９：１０～１０：００

公式練習 １０：００～１７：２０

手具点検　（男女個人） １１：３０～１２：３０

女子審判研修会 １３：００～１８：００

男子審判研修会 １６：００～１８：００

手具点検　（女子団体） １６：３０～１７：３０

監督会議受付 １７：２０～１７：３０

監督会議 １７：３０～１８：００

審判会議 １８：１５～１８：４５

１１月２５日（金） 選手入館及び受付開始 　８：００～

個人ウォーミングアップ 　８：１０～　９：１０

一般開場 　９：００～

開会式 　９：４５～　９：５５

個人競技前半種目　（Ａ・Ｂ班） １０：００～１２：４６

男子団体公式練習（４チームのみ） １３：００～１３：１６

個人競技前半種目　（Ｃ・Ｄ班） １３：４０～１６：１８

男女団体公式練習 １６：３０～１７：２６

女子団体総合競技（リボン５） １７：３０～１８：２６

一般閉場 １９：００

１１月２６日（土） 選手入館及び受付開始 　８：３０～

個人ウォーミングアップ 　８：４０～　９：４０

一般開場 　９：００～

個人競技後半種目　（Ｃ・Ｄ班） １０：００～１２：３８

個人競技後半種目　（Ａ・Ｂ班） １３：４０～１６：２６

男女団体公式練習 １６：３０～１７：３４

男子団体競技予選／女子団体総合競技（クラブ6＋フープ2） １７：４０～１９：２９

一般閉場 ２０：００

１１月２７日（日） 選手入館及び受付開始 　８：３０～

個人ウォーミングアップ 　８：４０～　９：４０

一般開場 　９：００～

個人種目別決勝（前半２種目） １０：００～１１：１７

女子団体公式練習（リボン５） １１：３０～１２：０２

女子団体種目別決勝（リボン５） １２：１０～１２：４２

個人種目別決勝（後半２種目） １３：１５～１４：３２

男女団体公式練習 １４：４０～１５：１２

男子団体競技決勝／女子団体種目別決勝（クラブ6＋フープ2） １５：２５～１６：２１

表彰式及び閉会式 １６：５０～１７：２０

カッティング １７：３０～

一般閉場 １８：００

競　技　日　程



所属団体名
1 1 坂出ジュニア新体操クラブ 社会⼈１位
2 2 Re：birth 社会⼈２位
3 3 ⻘森⼤学 インカレ１位
4 4 花園⼤学 インカレ２位
5 5 国⼠舘⼤学 インカレ３位
6 6 福岡⼤学 インカレ４位
7 7 仙台⼤学 インカレ５位
8 8 岡⼭県⽴井原⾼等学校 インハイ１位
9 9 佐賀県⽴神埼清明⾼等学校 インハイ２位
10 10 北海道恵庭南⾼等学校 インハイ４位
11 11 宮崎県⽴⼩林秀峰⾼等学校 インハイ５位
12 12 ⻘森⼭⽥⾼等学校 団体選⼿権１位 インハイ３位
13 13 ⼤垣共⽴銀⾏OKB体操クラブ 団体選⼿権２位
14 14 宮城県⽴名取⾼等学校 団体選⼿権３位
15 15 神埼ジュニア新体操クラブ 全⽇本ジュニア１位

16 16 井原ジュニア新体操クラブ 全⽇本ジュニア２位

所属団体名
1 1 ⽇本⼥⼦体育⼤学附属⼆階堂⾼等学校 インハイ１位
2 2 昭和学院⾼等学校 インハイ２位
3 3 ⾦蘭会⾼等学校 インハイ３位
4 4 ⾼松学園伊那⻄⾼等学校 インハイ４位
5 5 聖カタリナ⾼等学校 インハイ５位
6 6 奈良⽂化⾼等学校 インハイ６位
7 7 ⽇本⼥⼦体育⼤学 インカレ１位
8 8 福岡⼤学 インカレ２位
9 9 武庫川⼥⼦⼤学 インカレ３位
10 10 中京⼤学 インカレ４位
11 11 修⽂⼤学 インカレ５位
12 12 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ６位
13 13 すみれRG クラブ団体１位
14 14 静岡RG クラブ団体２位
15 15 エンジェルRGカガワ⽇中丸⻲ クラブ団体３位

第68回全⽇本新体操選⼿権⼤会 予選通過団体【男⼦団体】

第69回全⽇本新体操選⼿権⼤会 予選通過団体【⼥⼦団体】

予選⼤会

予選⼤会

平成28年10⽉17⽇



⽒名 所属団体名① 所属団体名②
1 1 福⼠ 祐介 ⼤垣共⽴銀⾏OKB体操クラブ 社会⼈１位
2 2 ⾕本 ⻯也 花園⼤学RG 社会⼈２位
3 3 林 雅⺒ 半⽥スポーツクラブ 社会⼈３位
4 4 川⻄ 雅⼈ 坂出ジュニア新体操クラブ 社会⼈４位
5 5 ⿑藤 良輔 ⼤垣共⽴銀⾏OKB体操クラブ 社会⼈５位
6 6 佐々⽊ 智⽣ Re：birth 社会⼈６位
7 7 ⾅井 優華 中京⼤学 インカレ１位
8 8 ⼩川 晃平 花園⼤学 インカレ２位
9 9 佐能 諒⼀ 国⼠舘⼤学 インカレ３位
10 10 五⼗川 航汰 中京⼤学 インカレ４位
11 11 川東 拓⽃ 国⼠舘⼤学 インカレ５位
12 12 宮前 凌 花園⼤学 インカレ６位
13 13 佐久本 歩夢 ⻘森⼤学 インカレ７位
14 14 永井 直也 ⻘森⼤学 インカレ８位
15 15 福永 将司 国⼠舘⼤学 インカレ９位
16 16 持舘 将貴 ⻘森⼤学 インカレ１０位
17 17 栗⼭ 巧 福岡⼤学 インカレ１１位
18 18 川⻄ 伸也 同志社⼤学 インカレ１２位
19 19 古⾒ 時夢 花園⼤学 インカレ１３位
20 20 ⼀⼾ 佑真 国⼠舘⼤学 インカレ１４位
21 21 浪江 誠弥 国⼠舘⼤学 インカレ１５位
22 22 ⼤坪 俊⽮ 福岡⼤学 インカレ１６位
23 23 左右⽊ 星⽃ ⻘森⼤学 インカレ１７位
24 24 ⻫藤 祐磨 ⻘森⼤学 インカレ１８位
25 25 堀 孝輔 ⾼⽥⾼等学校 選抜１位 インハイ２位
26 26 満仲 進哉 ⻘森⼭⽥⾼等学校 選抜６位
27 27 安藤 梨友 ⼤垣共⽴銀⾏OKB体操クラブ 済美⾼等学校 ユース１位 選抜２位 インハイ１位
28 28 佐藤 綾⼈ 宮城県⽴名取⾼等学校 ユース２位 インハイ３位
29 29 森多 悠愛 北海道恵庭南⾼等学校 ユース３位 選抜３位
30 30 佐藤 颯⼈ 宮城県⽴名取⾼等学校 ユース４位 選抜５位
31 31 ⽯川 裕平 国⼠舘⾼等学校 ユース５位 選抜４位
32 32 中村 ⼤雅 北海道恵庭南⾼等学校 ユース６位
33 33 川端 勇輝 国⼠舘⾼等学校 ユース７位
34 34 向⼭ 蒼⽃ 国⼠舘⾼等学校 ユース８位
35 35 ⽔⼾ 舜也 北海道恵庭南⾼等学校 ユース９位
36 36 佐久本 和夢 君津新体操クラブ 全⽇本ジュニア１位

37 37 森園 颯⼤ シュテル新体操クラブ 全⽇本ジュニア２位

38 38 森⾕ 祐夢 国⼠舘ジュニアRG 全⽇本ジュニア３位

第69回全⽇本新体操選⼿権⼤会 予選通過者【男⼦個⼈】
予選⼤会

平成28年10⽉17⽇



⽒名 所属団体名① 所属団体名②
1 1 古井 ⾥奈 国⼠舘⼤学 インカレ４位
2 2 桜井 華⼦ 環太平洋⼤学 インカレ５位
3 3 コン ユン 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ６位
4 4 三澤 奈々 ⽇本⼥⼦体育⼤学 インカレ８位
5 5 藤岡 ⾥沙乃 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ９位
6 6 飯村 玲美 国⼠舘⼤学 インカレ１０位

7 7 ⼿井 紗也加 兵庫県⽴⼤学 インカレ１１位

8 8 森 夜梨⼦ ⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学 インカレ１２位

9 9 ⾕ 亜以那 ⽇本⼥⼦体育⼤学 インカレ１３位

10 10 ⼩⽊曽 沙羅 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ１４位

11 11 成松 由加理 東京⼥⼦体育⼤学 インカレ１５位

12 12 横⼭ あかね あずさ第⼀⾼等学校 選抜２位
13 13 河崎 ⽻珠愛 イオン 早稲⽥⼤学 クラブ選⼿権１位 インカレ２位
14 14 猪⼜ 涼⼦ ポーラ☆スターRG ⽇本⼥⼦体育⼤学 クラブ選⼿権２位 インカレ１位
15 15 桑村 美⾥ 町⽥RG ⽴教⼤学 クラブ選⼿権３位 インカレ３位
16 16 加畑 碧 町⽥RG 筑波⼤学 クラブ選⼿権７位 インカレ７位
17 17 ⽴澤 孝菜 イオン ユース１ クラブ選⼿権４位

18 18 五⼗嵐 遥菜 NOVA新体操クラブ 常磐⼤学⾼等学校 ユース２ クラブ選⼿権９位 選抜１位
19 19 ⽯井 陽向 安達新体操クラブ ユース３ クラブ選⼿権６位

20 20 堂園 明⾹⾥ 安達新体操クラブ ユース４ クラブ選⼿権８位 選抜３位
21 21 福⽥ 希美 アリシエ兵庫 ユース５
22 22 柴⼭ 瑠莉⼦ イオン ユース６
23 23 ⻲井 理恵⼦ 世⽥⾕ジュニア新体操クラブ ユース７ クラブ選⼿権５位

24 24 ⽥⼝ 美加 エンジェルRGカガワ⽇中丸⻲ ユース８
25 25 ⼤岩 千未来 イオン ユース９ 全⽇本ジュニア1

26 26 植松 桃加 エンジェルRGカガワ⽇中丸⻲ ユース１０ クラブ選⼿権１０位

27 27 森⽥ 真由 世⽥⾕ジュニア新体操クラブ ユース１１ クラブ選⼿権１１位

28 28 佐々⽊ 美⾬ コナミスポーツクラブ本店 ユース１２
29 29 仲宗根 華乃 世⽥⾕RG 国⼠舘⾼等学校 ユース１３
30 30 清澤 毬乃 WingまつもとR・G ユース１４ クラブ選⼿権１２位

31 31 ⼭⽥ 愛乃 イオン ユース１５ 全⽇本ジュニア2

32 32 ⼩池 夏鈴 イオン 全⽇本ジュニア3

33 33 喜⽥ 純鈴 エンジェルRGカガワ⽇中 全⽇本ジュニア4

34 34 植松 智⼦ エンジェルRGカガワ⽇中 全⽇本ジュニア5

35 35 中澤 怜那 世⽥⾕ジュニア新体操クラブ 全⽇本ジュニア6

36 36 飯⽥ 由⾹ イオン 全⽇本ジュニア7

37 37 花房 優来 世⽥⾕RG 全⽇本ジュニア8

第69回全⽇本新体操選⼿権⼤会 予選通過者【⼥⼦個⼈】
予選⼤会

平成28年10⽉17⽇



ＦＡＸ送信先（10月25日締切）／（公財）日本体操協会　高塚宛　03-3481-2344

公益財団法人　日本体操協会　御中

〇を付けて下さい

       ＜出場辞退理由＞

印

【選手名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

【選手名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
個人競技

団体競技

平成28年　　　月　　　日

　　第69回全日本新体操選手権大会
　　出場辞退届

所  属  名

所属長名



ＦＡＸ送信先／（公財）日本体操協会　高塚宛　０３－３４８１－２３４４

１ 抽選方法　全ての試技順はオープン抽選とする。

２ 送付方法　抽選会出欠を平成28年10月25日（火）までにＦＡＸにてお送り下さい。

３ その他　　欠席の場合は委任状に記載の上、切り取らずにお送り下さい。

第69回全日本新体操選手権大会

公開試技順抽選会についての一切の権限を、競技役員長に委任致します。

印

第69回全日本新体操選手権大会

公開試技順抽選会　出欠
【10月27日（木）岸記念体育会館 5階】

所属団体名：

所属長氏名：

　参加します　・　参加しません
※○をつけて下さい

当日抽選に
来られる方の

氏　名

氏　　名  ：

委   任   状

平成28年　　　　月　　　　　日

所属団体名：



※時間は18時までとなります。

時 分 頃

名 名

名 名

名

例年、フロアセッティングにご協力いただいている所属団体が同所属となっており

本大会フロアセッティングを11月23日（水）に行います。

＜フロアセッティングご協力のお願い＞

第69回全日本新体操選手権大会

ADカード無の方

セッティング協力
人数

セッティング　2016年11月23日（水）　13時～
※フリー練習は、セッティングにご協力いただいた団体のみとします。

フロアセッティングを行っていただきたく、ご協力の程宜しくお願いいたします。

練習は23日、24日のみとなりますので、大会出場所属団体で協力しあい

今大会も大会前日11月24日（木）のみ公式練習となり、メインフロアを使用しての

セッティングが早く終了しましたらマットを使用しての練習が可能となります。

負担をかけております。

ＦＡＸ送信先（10月25日締切）／（公財）日本体操協会　高塚宛　03-3481-2344

◆ 会 場 セ ッ テ ィ ン グ 返 信 ◆

参加団体名

引率者
氏名：

連絡先：TEL（　　　　）　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公財）日本体操協会

到着予定時間

男子: 選手(子供) 監督(大人)

女子: 選手(子供) 監督(大人)



審判部会にて、表題の件下記の通り決定いたしましたので、ご報告いたします。

①   ジュニアルールで参加するもの ➢ 申告書の右上の空欄に、

　　と明記すること。

（公財）日本体操協会審判委員会
　　　新体操審判本部

　　　本部長　岡　久留実

⑤   申告書は、体操協会HPに掲載の、シニア及びジュニアの両方の減点が入れ
　　　込んであるものを使用して下さい。

【全日本選手権大会参加のジュニア選手の適用ルールについて】

基本、ジュニアルールで参加してよい

ジュニアルール

②   シニアルールに挑戦してもよい

③   手具はジュニア規格のものを使用してよい。（例：リボンの長さは５ｍでもよい）

④   1難度は、1.0を超えてもよい。







提出方法：ＦＡＸ０３－３４８１－２３４４（10月25日（火）提出厳守）

お願い
注意

駐車証は事前にメール添付いたします。
PCメールアドレス

到着 時間  ： 23日　　：　 ／24日　　：　 ／25日　　：　 ／26日　　：　　／27日　　：　 

そ　の　他  ：
※応援団、応援者のバス駐車不可
※夜間留置き可23～26日。27日出庫

・ご入場の際には外から見える位置に駐車許可証を置いて下さい。
警備員が確認いたします。
・駐車場所は、代々木公園側北門から、奥へお進みください。

連　絡　先  ：
代表者　（携帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
運転手　（携帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ナ ン バー　： ナンバー（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第69回全日本新体操選手権大会

【バス乗入申請書】
所属団体名：

氏   　　　名：
代表者　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
運転手　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



第 69 回全日本新体操選手権大会 

★観戦チケット販売について★

１．席種

指定席（大人・子ども同一金額） 前売１，５００円／当日２，０００円

自由席（大人・子ども同一金額） 前売１，０００円／当日１，５００円

車いす席 前・当日１，０００円

２．販売期間・方法

①先行販売 「チケ GYM 会員先行販売」

先行販売期間：10 月 22 日～10 月 29 日まで。 
★日本体操協会オンラインチケットサイト「チケ GYM」http://jga.pia.jp/

チケットご購入の際は、事前にチケ GYM 会員登録（無料）が必要です。 

※先行販売期間はチケ GYM サイト（WEB）のみの販売。店舗・コンビニでの購入

はできません。先行チャージ料金が発生します。

※指定席は座席選択ができます。

※チケットのご購入は１人 8 枚です。 

②一般販売

期間：10 月 30 日～販売終了まで 
★「チケ GYM」http://jga.pia.jp/ 事前にチケ GYM 会員登録（無料）が必要です。 
★「チケットぴあ」http://t.pia.jp/ 事前にぴあ会員登録（無料）が必要です。 
★ぴあ店舗、

★サークル K･サンクス 
★セブンイレブン

※チケ GYM、ぴあ店舗のみ指定席の座席選択ができます。 
※チケットのご購入は１人 8 枚です。 

※詳細は協会ホームページにも掲載いたします。

※大会当日窓口での販売もございます。


