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第74回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)要項 

主催：（公財）日本体操協会 

 

１．期 日：２０２０年３月3日（水）～ 8日（日） 

日程 時間 イベント 場所 

3月3日(火) 14:30 

15:00-18:00 

受付 

会場練習 

1FNTC受付 

３F体操場 

3月4日(水) 17:30 

18:00-20:30 

受付 

会場練習 

1FNTC受付 

３F体操場 

3月5日(木) 17:30 

18:00-20:30 

受付 

会場練習 

1FNTC受付 

３F体操場 

3月6日(金) 17:00 

17:30-20:00 

受付 

会場練習 

1FNTC受付 

３F体操場 

3月7日(土) 13:30-14:00 

14:30-17:30 

受付 

会場練習 
1Fエントランス 

３F体操場 

3月8日(日) 10:00 

10:30-12:30 

12:40-15:10 

15:30 

入館 

会場練習 

競技 

結果発表 

３F体操場 

3月3日(火)～3月6日(金)の会場練習は事前申請を行ってください。 

参加される選手・コーチの氏名・所属・利用日を記載の上、 

tatematsu@ostc.jpへメールにてご連絡ください。 

連絡先 090-2409-5281 立松 

3月3日(火)～3月6日(金)のADカードの受け取り、返却は各所属NTC受付にて行ってください。 

3月７日(土)の受付はNTC１階エントランスにて行います。 

競技終了後NTC 1 階エントランスでアスリートカード回収              

 

 

 

 

２．会 場 

味の素ナショナルトレーニングセンター３階体操場 

〒115-0056 東京都北区西が丘3-15-1 TEL 03－5963－0353 ( 代 表 ) 

2020年3月1日 

mailto:tatematsu@ostc.jp
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３．参加資格と条件 

（１）全日本有資格者を除く以下に該当する選手３６名 

①全日本シニア選手権1 部 上位10 名 

②全日本学生選手権1 部・2 部（団体選手権） 上位10 名 

③男子ジュニア強化部推薦 

※インターハイ上位3名、全日本Jr 上位3名 

6名 

④2019団体選手権上位5チームからの推薦各1 名 5名 

⑤所属推薦（所属から推薦された選手を強化部、審判

部で選考して出場者を決定する。申し込む際には過去 

の成績もしくは演技映像を添付してください） 

5名 

合 計 36名 

個人総合トライアウトの上位8名に第74回全日本個人総合選手権出場資格を与えます。また当該選考会開催

までに出場辞退者が生じた場合は個人総合トライアウトの次点者から順次繰り上げて出場権を得るものとします。 

※ 注意事項：2019年度の選手登録を済ませた者とします。 

（２）所属推薦にて出場を希望する選手は以下のいずれかの資料を添えて申込みを行う必要がある。 

① 2019年度に行われた以下の個人総合リザルト1 部。 

全日本選手権個人総合・NHK 杯・全日本団体選手権（6 種目出場した選手のみ） 

※ 該当する得点と名前をマークするようお願いします。 

② 2019年4月1日から申込期間中に撮影された6 種目の演技映像。 

※ 詳細については別紙申請映像撮影注意事項「2019年度全日本個人総合トライアウト（男子）」をご参照 

ください。 

    ※ 申請演技は2019度全日本個人総合選手権決勝通過得点(81.098)を上回っていることを前提とする。 

※ 申請に当たっては、1名につき2,000円の推薦申込料を添えて書類を提出してください。 

（３）個人総合トライアウトへの学生（大学生・高校生以下）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。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。 

（４）個人総合トライアウトは、（３）における所属の双方を表記することが可能です。 

① 出場者一覧に双方の所属を掲載します。 

② 文字数に制限のある場合、競技帳票等に優先的に表記する所属を申告してください。 

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。

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．競技に関する注意事項 

（１）適用規則 

男子は2017年版採点規則および男子体操競技情報最新版を適用します。 

（２）器械器具について 

個人総合トライアウトはセノー社製及びSPIETH社製を使用します。SPIETH社製使用器具は跳馬・平

行棒・跳躍板になります。 

（３）跳躍板について 

①「跳馬」はハードタイプ（３－３－２）・ソフトタイプ（３－１－２）を使用します。 

(注)バネの取り外しはできません 

②「平行棒」については、ソフトタイプを使用します。 
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5. 結果発表 

当該選考会終了後、速報を配布いたします(各所属1部)。速報を受け取った所属は速やかに退館してください。 

 
6. 運営に関する事項について 

（１）当日の受付および会場の利用について 

① 受付はNTC1 階エントランスにて行います。各班受付時間内に必ず受付を済ませてください。 

② 練習開始時間までの間、NTC3 階体操場内で待機し、ストレッチ等の準備を行ってください。 

③ アスリートカードは競技終了まで参加者管理とします。紛失等の場合は有償となります。 

④ 貴重品は各自管理してください。盗難・紛失等の被害について本会は一切の責任を負いかねます。 

⑤ 会場の備品には一切触れないようにしてください。 

（2） 保険ならびに選考会期間中の怪我について 

① 本協会の費用負担にて、参加選手に対して選考会期間中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 当該選考会中の疾病、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 個人総合トライアウト参加者は健康保険証を持参してください。 

（3） 炭酸マグネシウムについて 

主催者側で準備したものを使用してください。 

各所属で持参した炭酸マグネシウムは、会場内に置くことはできません。 

（4） 演技写真撮影について 

① 個人総合トライアウト開催期間中は記録のため写真および映像を撮影します。本協会が定める競技者規程第

8 条に従い、各選手の肖像利用に関しては選考会参加申込みにより了解を得たものとします。また、当該選考

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。 

② 各所属選手の撮影は許可いたします。ただし、SNS 等への公開は一切行わないでください。 

（5） 所属の車両乗り入れについて 

① 個人総合トライアウト開催期間中は、出場選手の輸送などを目的とした各所属の車両の乗り入れを認めます。 

② 各所属１台のみ認めますので、予定する所属は申告をしてください。 

※ 駐車スペースの関係から、できるだけ公共交通機関の利用をお願いします。 

 
7. 参加申し込み 

（１）A 各カテゴリー有資格者 

20２０年1 月1３日（月）～1 月２７日（月） 

B 所属推薦出場希望者（DVD もしくはデータGiga File 便・大会成績による申請） 

20２０年２月３日（月）～２月１３日（木） 

 C 団体枠出場者・所属推薦枠決定者 

20２０年２月1７日（月）～2 月2１日（金） 

（2） 申込方法 

① 個人総合トライアウトの申込みを「A」「B」 はhttp://jga-web.jp/にて

行います。「C 」はWEB メンテナンス期間で利用できません。 

参加料を下記銀行口座に振込み、振込票の控えを参加申込書に添えて申し込みをしてください。       

振込先 銀行名 ：みずほ銀行 渋谷支店 

口座番号：普通預金 ３２９６２５７ 

口座名義：(公財)日本体操協会 

http://jga-web.jp/
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ザイ）ニホンタイソウキョウカイ 

※振込人名の前に【M０２】とご記入ください。 

申込先 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE ８F 

（公財）日本体操協会 TEL 03-6455-4037 FAX 03-6455-4038 

「201９年度個人総合トライアウト（男子） 参加申込」係 

※ なお、参加申込終了後に棄権した場合でも参加料の返金は致しかねますのでご了承ください。 

（3） 参 加 料 １０，０００円（所属推薦枠出場者は8，000 円とします） 

連 絡 先 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE ８F 

（公財）日本体操協会 TEL 03-6455-4037  FAX 03-6455-4038 

（4）       「201９年度個人総合トライアウト（男子） 参加申込」係 

 
８．その他 

（１）班編成について 

申込終了後、以下の基準に基づき班編成を行い、その後本会ホームページにて公開します。      

班編成 36 名の１班編成(6 組×6 名) 

（2） 競技時程・会議時程等は、参加者および関係者に追って連絡することとします。 

（3） 上記出場資格以外の内容は変更の場合があります。変更・追加情報が発生した場合は、本会ホームページに掲載い

たします。 

（4） 入館の際は検温及び消毒を行います。風邪などの症状がある選手・役員は入館することができません。 


	３．参加資格と条件
	４．競技に関する注意事項
	5. 結果発表
	6. 運営に関する事項について
	7. 参加申し込み
	８．その他

