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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（女子）要項 

 

主催：（公財）日本体操協会 

2020 年10 月1 日（更新） 

1．期 日：2020 年１0 月３1 日（土）～ 11 月1 日（日） 

2020 年１0 月３1 日（土） 13：30〜14：00 受付 

14：00～17：00 練習 

17：00〜17：15 監督会議 

2020 年１1 月１日（日） 9：30～11：00 フリー練習 

11：00～12：00 公式練習12 分ローテ 

12：05～13：35 競技 

※今後の状況により、時間変更の可能性があります 

上越市立上越体操場ジムリーナ      

上越市大潟区九戸浜338 番地 TEL 025-546-7680 

 

2．参加資格と条件  

20２０年度の選手登録を済ませた者とします。 

（１） 第74 回全日本体操個人総合選手権に出場する権利を有していない中学1 年生以上高校3 年生以下で第53

回全日本シニア体操競技選手権に出場しない選手24 名 

（2020 年12 月31 日時点で13 歳以上） 

映像申請による推薦： 

 申請された演技を強化本部及び審判本部で審査し、４種目の合計得点の上位者より最大24 名選出する。 

※ 1 種審判員2 名による推薦書を提出すること。（協会所定の用紙） 

※ 推薦する演技は、４種目の合計得点が５０．０００程度の演技とする。  

班編成：24 名の1 班編成(4 組×6 名)＊映像検証での上位者から編成 
※詳細については別紙撮影注意事項及びトライアウト推薦出場申請書をご参照下さい。 
 

（２） 第74 回全日本体操個人総合選手権に出場する権利を有している中学1 年生以上高校3 年生以下で 

第53 回全日本シニア体操競技選手権に出場しない選手（人数未定） 

映像申請による推薦： 

 申請された演技を強化本部及び審判本部で審査し、４種目の合計得点の上位者より最大24 名選出する。 

※ 1 種審判員2 名による推薦書を提出すること。（協会所定の用紙） 

※ 推薦する演技は、４種目の合計得点が５０．０００程度の演技とする。 

※ 全日本選手権に出場する権利を有している選手でも基準に達していない場合は選出しない。 

班編成：出場人数により調整（各種目得点の低い者から演技を行う。） 

※詳細については別紙撮影注意事項及びトライアウト推薦出場申請書をご参照下さい。 
 

（３） トライアウトへの学生（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。その際、今年度の選手登録を済ませてください。 

① 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ください。 

※ 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。 

（４） トライアウトは、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。 
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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。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。 

 

3．競技に関する注意事項 

（１） 適用規則 

女子は2017 年版採点規則および女子体操競技情報最新版を適用します。 

（２） 競技編成は個人総合トライアウト映像申請の採点結果の順位により24 名４組（6 名×4 組）を基本として

編成します。（繰り上がりオーダーを基本） 

（３） 器具はセノー社製を使用します。 

 

4．第74 回全日本体操個人総合選手権兼第74 回全日本体操種目別選手権出場について 

（１） 第74 回全日本体操個人総合選手権の出場権を有する選手72 名 

（２） 2020 年開催の第53 回全日本シニア体操競技選手権、第74 回全日本学生体操競技選手権、第74 回全日

本個人総合トライアウトの得点を並べ上位12 名※①を除く 

（３） 出場辞退者が生じた場合は（２）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。 

 

５．第75 回全日本体操個人総合選手権出場について 

（１） 第74 回全日本体操個人総合選手権予選上位48名 

（２） 協会推薦12 名（過去の実績及び第53 回全日本シニア体操競技選手権、第74 回全日本学生体操競技選手

権、第74 回全日本体操個人総合選手権トライアウトより個人総合得点53.000 程度を基準として推薦。対

象者がいなかった場合は（１）に繰り下げる） 

（３） 第75 回全日本個人総合トライアウトの結果と第74 回全日本体操個人総合選手権予選の得点を加えた上位

12 名 ※（１）（２）を除く 

（４） ユニバーシアード枠12 名(インカレ上位12チーム) 

 

６．運営に関する事項について 

（１） AD（Accreditation）カードについて 

本協会へ役員、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。 

〇 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 

選 手 １枚 １名につきADカードを発行いたします。 

コーチ １枚 
選手1 名につき1枚のADカードを発行いたします。 

ただし、班ごとの最大人数を上限とします。 

トレーナー １枚 1 所属1枚のADカードを発行いたします。 

 

（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 

各所属で炭酸マグネシウムをご準備ください。 
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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。 

各自のタッパやビニール袋を事前に準備して、各々のタンマを使用（タンマの共有不可）してください。 

（４） 演技写真撮影について 

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。 

（５） 所属の車両乗り入れについて 

上越市立上越体操場ジムリーナ上越の駐車場は使用可能ですが、台数に限りがあります。 

公共交通機関を使用する場合は、極力感染リスクが高い移動手段を避けてお越しください。 

（６） 注意事項 

「JGA感染症予防対策ガイドライン」に従い、行動をしてください。 

3密を避けて、選手以外の方々は常にマスクの着用を心がけてください。 

指導の際は２メートルの距離を確保し、大声での指導はお控えください。 

※霧吹きなどの競技用品も共有しないように、各自でご準備ください。 

 

７．出場手続きについて 

（１） ① 推薦映像申請   2020 年  9 月14 日（月）～ 9 月24 日（木） 

② 出場者発表    2020 年  9 月30 日（水） ＊協会HPにて発表 

③ 出場申し込み   2020 年10 月  5 日（月）～10 月9 日（金）  

 

（２） 受付は上越市立上越体操場ジムリーナ上越の入口にて行います。各班受付時間内に必ず受付を済ませてくだ

さい。受付後、更衣室等で準備を済ませて待機してください。練習開始時間前の体操場への入場は出来ませ

ん。なお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。 

 

（３） 申込方法  

① 推薦映像申請 

   「方法」ビデオ申請 

    ＊公認審判1 種2 名による推薦（協会指定の用紙）が必要 

   「期間」2020 年9 月14 日（月）～9 月24 日（木）必着 

        ＊ビデオ映像及び推薦書、振込用紙のコピーを添えて送付して下さい。 

   「費用」1 名2,000円を下記口座にお振り込み願います。 

  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 

ザイ）ニホンタイソウキョウカイ 

※振込人名の前に【ｗ０1】とご記入ください。 

申込先 （公財）日本体操協会 〒160-0013  東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号  

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 8階 

TEL 03-6455-4037 FAX 03-6455６-4038 

「2020 年度個人総合トライアウト（女子） 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。 

    

 

 

②トライアウト申込み及び連絡先 

   「期間」2020 年10 月5 日（月）～10 月9 日（金） 
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   個人総合トライアウトの申込みをJGA-Web日本体操協会 会員登録管理システム 

http://jga-web.jp/にて行います。 

    

「参加料」8,000円 

※ 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。 

 

8．結果 

11 月1 日（日）の「結果」は2020 年11 月2 日（月）協会HPに掲載いたします。 

       なお、選考結果についての質問は受け付けないものとする。 

 

9．その他 

（１）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。 

（２）上記出場資格以外の内容は変更の場合があります。 


