
１．主    催 　  　　　 （株）茨城新聞社　　　　
　
２．主　　管　　　　 　 　茨城県体操協会

３．後    援    （予定） （公財）日本体操協会　・　水戸市　・　茨城県教育委員会　
（公財）茨城県体育協会 　　

４．期    日    平成２９年３月２９日（水）～３月３１日（金）
                　  １日目：　２９日（水）　シニアの部
                    ２日目：　３０日（木）　団体の部、チャイルドの部
                    ３日目：　３１日（金）　ジュニアの部

５．会    場    内原ヘルスパーク
                〒319-0315 　茨城県水戸市内原町1384 -2　　　 TEL  029-259-6889 　

６．競技種目

種目 ルール 各所属参加人数

フープ、リボン シニアルール 最大３名

ボール、クラブ シニアルール 各種目、最大５名

フープ５ シニアルール １チーム

フープ、ボール ジュニアルール最大３名

ロープ、クラブ、リボン ジュニアルール各種目、最大５名

クラブ１０ ジュニアルール１チーム

徒手　　　　　　　　　　　　　　特別ルール① 最大５名

ロープ、フープ、ボール、クラブ、リボン特別ルール② 最大５名

徒手　（４名～６名） 特別ルール③ １チーム

徒手　（４名～６名） 特別ルール④ 制限なし

７．競技規則    （公財）日本体操協会の女子新体操2013-2016規則及び採点規則を採用する。

　※特別ルール①～④　　　　　別紙参照

８．表    彰 　 ＜ シニアの部、ジュニアの部＞
個人総合        １位～６位  賞状  　　　（１位～３位  メダル）
個人種目別      １位～６位  賞状 　　　 （１位～３位  メダル）
団体競技        １位        優勝杯
                １位～６位  賞状 　　　 （１位～３位  メダル） 

　　　　　　　 ＜ チャイルドの部　＞
個人種目別       金賞、銀賞、銅賞　　　（　　　 賞状 　 　 ）

　　　　　　　 ＜ 女子団体、男子団体、徒手の部　＞
団体競技         金賞、銀賞、銅賞　　　（　　　 賞状 　 　 ）

個人種目別

団体競技

小学１年生から
小学４年生まで

小学１年生から
小学６年生まで

ジュニアの部

個人総合

個人種目別チャイルドの部

小学４年生から
中学３年生まで

団体競技

男子団体の部
(男女混成も可）

女子団体の部

小学１年生から
中学３年生まで

シニアの部

競技種別

第２回いばらきカップ新体操選手権大会　

実　施　要　項　　

　    この大会は、新体操を通して青少年の心身の健全育成と未来に羽ばたく優秀な人材育成を図ると
    ともに、茨城県の魅力を全国に発信することを目標に掲げ開催します。

個人種目別

対象

個人総合

中学３年生から
大学生まで

団体競技

団体競技



９．参加資格    
                 ＜ シニアの部＞  

①中学３年生～大学生までの選手
②個人種目別は１名につき２種目まで選択できる

　　　　　　　　＜ジュニアの部＞
①小学４年生～中学３年生までの選手
②個人種目別は１人、２種目まで選択できる
③中学３年生の選手はジュニアかシニア、どちらかにエントリー出来る
④個人種目別は１名につき２種目まで選択できる

　　　　　　　　＜チャイルドの部＞
①小学１年生～小学４年生の選手とする
②個人種目別は１名につき２種目まで選択できる

　　　　　　　　＜女子団体、男子団体、徒手の部＞
①女子団体は小学１年生から６年生までの選手とする
①男子団体は小学１年生から中学３年生までの選手とする

10．参 加 料　　個人総合（２種目）　　 　　　 ４，０００円    
　　　　　　　　個人競技　１種目  　　　　　　２，０００円    　　
　　　　　　　　団体競技　１団体 　　　　　　１０，０００円    　　

11．参加申込    ① 申込期限  　平成 29年　 1月　31日（火）必着
ただし、参加最大数を超えた時点で締切とさせていただきます

                ② 申込方法　　
　参加申込書は下記のアドレス（2箇所）に必要事項を記入しメールにて送信する

　　　　　　　　　　参加料は指定の口座に振込をする

                ③ 参加申込者　送信先　
　　　　　　　　第2回いばらきカップ　記録部長　市原　好子

　　　　　　　　第2回いばらきカップ　事務局　 下曽小川　裕起

                ④ 振込先　　
　　　   　　　  　常陽銀行　　勝田西支店 　普通口座　　１４９８３８３　
　　　　　　　　　 口座名義　　いばらきカップ事務局
　　　　　　　　　 　＊振り込み名義を所属名にしてください。

12．帯同審判員制度    　　1所属より1名の派遣をお願いいたします。　
　　　　　　　　　    　　国際、1種、２種、3種、いずれかの審判資格を有すること。
　　　　　　　　　    　　派遣出来ない場合は１日、10,000円納めていただきます。（出場部門のみ）

13．諸連絡  　  ① 選手は必ず所属を示すマークを付けること。
　　　　　　　　② 音響機器は、本部にてＣＤデッキを用意します。
    　　　　　　③ スポーツ障害保険は、大会本部で加入します。
    　　　　　　④ 仮プログラム・連絡事項は、各所属にメールにて送信連絡します。
    　　　　　　⑤ 写真、ビデオ、携帯電話等での撮影は、個人情報保護のため、禁止といたします。
　              （大会本部で記録用ＤＶＤを制作・販売、業者による写真を販売いたします。）
    　　　　　　⑥ 宿泊につきましては、大会本部にて斡旋いたします。
    　　　　　　⑦ 申告書の送付期限　　　　　28年　3月　20日　（月）　必着　6部

　　　　　　　送付先　審判部長　 松本　弘子
　　　　　　　　　　　　　取手第一高等学校
　　　　　　　　　〒302-0013　茨城県取手市台宿2-4-1

　※問合わせ先 　　　　　〒314-0012  茨城県鹿嶋市平井１３５９－９０
            　　  　　　　いばらきカップ新体操選手権大会事務局　　下曽小川　裕起
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel    080-3459-8839　　      FAX　0299-82-1599
　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　     E-mail        yuukimomojp@yahoo.co.jp

　※　間違い防止対策として２箇所に同時送信して下さい
　　　　後日、事務局の方から申込受付完了の返信が行き
　　　　返信がない場合は再度送信をお願いいたします。

      　　　　  E-mail        yuukimomojp@yahoo.co.jp

　　　　　　　　Ｅmail    wkyshi@gmail.com



特別ルール①

演技時間 　　　1分半以内

演技面 　　　13メートルフロアー

音楽 　　　自由 （歌詞あり可）

衣装 　　　レオタード (基本的にレオタードであれば形などは自由）

表彰 　　　金賞、銀賞、銅賞

申告書 　　　なし

徒手要素 　　　なし、楽しく自由に踊ってください

評価対象 　　　曲のイメージに合う、振り付け、ダンスステップを
　　　表現できているかを評価する。

特別ルール②

演技時間 　　　1分半以内　

演技面 　　　13メートルフロアー

音楽 　　　自由 （歌詞あり可）

衣装 　　　レオタード

表彰 　　　金賞、銀賞、銅賞

申告書 　　　なし

徒手要素 ジャンプ左、右　　   　 各1個
　　　バランス左、右　　　　 各1個
　　　ローテーション 　1個
　　　ダンスステップ 　1個
　　　　　　　　　　　計　　　　　  　  6個

※6個以上の徒手要素

評価対象 　　　曲のイメージに合う、振り付け、ダンスステップを
　　　表現できているかを評価する。

　　　徒手要素を実施している時、手具操作が出来ている
　　　のか評価する。

その他 　　　ジュニア用の小さいものでも可

チャイルドの部　（小学１年生から小学４年生まで）

徒手

　　ロープ、フープ、ボール、クラブ、リボン
チャイルドの部　（小学１年生から小学４年生まで）



特別ルール③

演技時間 　　　2分半以内　

演技面 　　　13メートルフロアー

音楽 　　　自由 （歌詞あり可）

衣装 　　　レオタード（基本的にレオタードであれば形は自由）

表彰 　　　金賞、銀賞、銅賞

申告書 　　　なし

徒手要素等 　　　ジャンプ　     　　　　　
　　　バランス　　 　　　　　
　　　ローテーション　　　　バランスよく取り入れ  　  　　  
　　　ダンスステップ　　　　　  　  楽しく自由に踊ってください。　
　　　連係要素

評価対象 　　　曲のイメージに合う、振り付けの工夫、徒手要素が十分に
　　　表現できているかを評価する。

　　　ステップや移動の工夫があり、様々な連係要素や隊形の
　　　変化等が表現できているか評価する。

特別ルール④　　　　　　　  

演技時間 　　　3分以内　

演技面 　　　13メートルフロアー　　　（女子フロアーを使用）　　　　　　　　　　　

音楽 　　　自由 （歌詞あり可）

衣装 　　　自由

表彰 　　　金賞、銀賞、銅賞

申告書 　　　なし

徒手要素等 　　　倒立　     　　　　　
　　　バランス　　 　　　　　
　　　柔軟　　　　　　　　バランスよく取り入れ
　　　転回系要素　　　  　  　 　  楽しく自由に踊ってください。
　　　　　　（Aまで）

評価対象 　　　曲のイメージに合う振り付けの工夫、動きと転回系要素をバランス
　　　よく取り入れ表現できているかを評価する。

　　　ステップや移動の工夫があり、様々な連係要素や隊形の
　　　変化等が表現できているか評価する。

女子団体の部　　　徒手　　（４名～６名）
　　　　　　　　

男子団体の部　　　徒手　　（４名～６名）


