
令和３年３月 18 日 

 

第 37 回全国高等学校体操競技選抜大会 監督会議 

 

≪体操競技男子審判長より≫ 

男子審判長 森 直樹 

１．D１審判紹介 

ゆ  か 三富 洋昭 

あん馬 佐々木 彰文 

つり輪 梅田 秀一 

跳 馬 村田 浩一郎 

平行棒 高橋 義憲 

鉄 棒 大門 景 

 

2.適用規則 

「採点規則 2017 年版（内規適用）」および「体操競技情報 29 号」を適用します。  

 

3.Ｄスコアに関する問い合わせついて 

Ｄ１審判へ口頭で問い合わせて下さい。また、意見に相違があった場合は審判長に問い合わせること 

ができます。問い合わせはローテーション内に行い、最終演技者の場合は次のローテーションの第一演 

技者の演技開始前までに行ってください。 

 

4.つり輪の着地マットについて 

安全面への配慮から、つり輪における 10cm 厚の着地マットの使用は許可されます。  

 

5.練習時間 

平行棒以外の種目：一人 30 秒×6名＝3 分 

平行棒：一人 50 秒×6名＝5 分（個別に計測します。） 

※練習時間は厳守して下さい。 

 

≪体操競技女子審判長より≫ 

女子審判長 黒須真希 

１．D１審判紹介 

跳馬     永井 ひとみ  

段違い平行棒 志村 美紀 

平均台    山下 憲子 

ゆか     白川 千尋 

 

２．適用規則 

「採点規則 2017 年版 変更規則Ⅰ」及び「体操競技情報 30 号」を適用します。 

 
３．D スコアの質問について 

次の種目に移動するまでに D1 審判へ口頭で質問してください。意見の相違がある場合は、書面で審

判長までお願いします。最終演技者については、得点表示後、速やかにご対応ください。尚、検証用の

ビデオはございませんのでご了承ください。 

 



４．「不適切なマグネシウムの使用、器械を損傷させる」ことについて 

 不適切なマグネシウムの使用は減点の対象となります。特に跳馬の助走路にマグネシウムで印を付け

ることのないようにお願いします。助走路に印を付けたい場合はテーピングを貼り、終わったら剥がす

ようにしてください。また、平均台上への水の使用は禁止です。 

 

５．出血があった場合の対応について 

 出血があった場合には、速やかに止血をする等の対応をお願いします。競技の進行に関わる場合は D

１審判へ申し出てください。器具やマットへ血液が付着した場合には競技スタッフに処置をお願いする

ようにしてください。また、もともと傷があるような場合には出血がないように事前にテーピングを巻

くなど対応をお願いします。 

 

６．練習時間 

跳馬                １人２本  

段違い平行棒  １人 50 秒  

平均台            １人 30 秒 

ゆか                ３分 

 

７．選手・コーチの行動 

 合図、かけ声、応援等でコーチが選手を援助する行為は減点対象となりますのでご注意ください。 

 

 選手のみなさんのご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北海道体操連盟 

北海道高等学校体育連盟体操専門部 

 

監督会議資料 

第 37 回全国高等学校体操競技選抜大会に関わる諸連絡 
 

１ 第 37回全国高等学校体操競技北海道選抜大会に向けた新型コロナウィルス感染拡大予防対策につい

て全国高体連体操専門部ホームページに記載されておりますので必ずお読みください。 

 

２ 体育館の入館、受付について 

（１）受付について 

  ・１階エントランスホールにて体温計測（サーモグラフィー）した後、受付を行います。 

  ・一般の方も館内の別施設を利用します。指定された場所以外での運動は控えてください。 

（２）開館（受付開始）時間について 

３月 27 日（土）10 時 00 分  ３月 28 日（日） 7 時 30 分となります。 

（３）受付時に提出していただくもの 

  ・北海道体操連盟「健康チェックリスト」（毎朝受付にて提出）  

・部旗 

※取り外しは各校で行い、忘れずにお持ち帰りください。 

  ※大会２週間前からの「JGA 体調管理検温表」の記録を徹底し、提出が求められた場合はご協    

      力お願いいたします。 

（４）受付時にお渡しするもの 

  ・ID（回収しません。お持ち帰りください）、ゼッケン、ゴミ袋（ゴミをお持ち帰りいただく 

   ため）、観覧席割り当て表、プログラム 1 冊 

（５）プログラム 

・プログラムは、１冊 1,000 円（税込）にて販売いたします。受付にて購入してください。 

（６）駐車場について 

  ・体育館に駐車することはできません。公共交通機関等を利用してください。 

 

３ 競技会場について 

  ・競技会場内は上靴です。 

  ・男子入場口前に外靴置き場を設置しています。 

  ・女子入場口へは、上靴に履き替え、渡り廊下を通り移動をしてください。 

  ・新型コロナウィルス感染症の対応として適時換気いたします。 

  ・館内では、常時 ID を着用してください。 

 

４ 伴奏音楽について 

  ・CD または USB メモリーでご持参ください。各メディアへの記録は MP３形式とします。 

  ・CD または USB メモリーには、「校名」・「名前」をはっきり記入して１曲のみ録音してくださ   

い。 

  ・トラブル防止のため、バックアップデータをお持ちください。 

・女子競技で使用する音響機器については、開催地にて配置する音楽係が操作します。使用時に音

楽係へ音源を渡してください。 

 

 



５ サブ会場について 

・ゆかフロアカーペットのみ設置しています。練習は不可です。本会場練習前のウォーミングアッ

プ・ストレッチのみとなります。 

・炭酸マグネシウムの使用はご遠慮ください。また、炭酸マグネシウムの付着した靴や靴下等で使

用しないでください。 

・新型コロナウイルス感染症の対応として適時換気いたします。 

・競技役員や救護係は配置していません。ご了承ください。 

 

６ 選手更衣室について 

・男子３部屋、女子２部屋となっています。人数制限をしていますので、確認の上ご利用くださ  

い。 

・更衣室内での会話はお控えいただき、必ずマスクを着用してください。 

 

７ 観覧席について 

・観覧席は学校ごとに指定エリアとなっております。男女選手席、大会関係者席とそれぞれにエリ

アが分かれております。観覧席割り当て表は当日受付にてお渡しします。 

  ・観覧席で飲食が可能ですが、出たゴミについては受付でお渡しするゴミ袋で各校責任をもって持

ち帰って下さい。 

 

８ 練習について 

（１）公式練習 

  ・男女とも競技前日および競技日ともに割当練習です。 

（２）３月 27 日（土）の公式練習について 

  ・競技開始種目より男子 18 分、女子 20 分ローテーションとなります。 

   男子はあん馬・平行棒を２台準備しております。該当種目の割当時に使用してください。 

（３）３月 28 日（日）の競技前練習について 

  ・競技２種目目より男子 18 分、女子 15 分ローテーションとなります。 

 

９ 競技進行について 

（１）選手席 

  ・男子（72 席）女子（48 席）設置しています。組ごとにエリア指定となっております。 

（２）練習終了後から競技開始までの流れ 

  ・競技前練習終了後の招集、入場はありません。競技開始時間をご確認の上、選手席にご着席くだ

さい。 

  ・アナウンスの合図で選手席から各種目に移動し、D1 審判に挨拶をしてから練習開始となります。

競技中の挨拶は種目移動時のみとし、終了時の挨拶は行いません。 

（３）種目移動時の挨拶 

  ・間隔をあけて整列し、下記に示す位置を目安に挨拶をするようお願いします。 

【ゆか：フロアー中央】【跳馬：助走路】【その他の種目：器具と着地マットを挟んだ位置】 

（４）演技前練習終了後及び競技中の選手の動き 

・演技者及び次演技者以外の選手は原則選手席で待機してください。 

（５）得点掲示板 

  ・１カ所にまとめて配置しています。ゼッケンと各種目 D・E・ND・得点が掲示されます。 

（６）競技中に帯同できる人数を遵守してください。 

  ・競技エリア内へは、選手１名につき指導者１名が入れます。なお、同校選手が同じ班に複数名い

る場合は、監督の他に協力者 ID を身につけた協力者が競技場内に入れます。 



 

（７）応援 

  ・新型コロナウイルス感染症予防の観点より、発声を伴う応援や声援、演技後の握手やハイタッチ

は禁止とさせていただきますので、ご理解とご協力お願いいたします。 

 

10 監督会議について 

  ・この諸連絡にて変えさせていただきます。 

  ・質問等については、別紙「北海道選抜大会体操競技質問用紙」にご記入いただき受付またはメー

ル（tsune27gym@yahoo.co.jp)にて、27 日 16:00 まで提出してください。回答の準備ができまし

たら、HP へ掲載いたします。 

  ※メール件名は、「選抜大会監督会議質問」としてください。 

 

 

11 速報について 

・速報についてはすべて全国高体連体操専門部ホームページへ掲載いたします。 

・プログラム訂正及び棄権届については、速報にてお知らせいたします。 

・館内に全国高体連の HP への QR コードを掲示いたしますので、ご活用ください。 

                                    

12 写真またはビデオ撮影について 

  ・撮影許可証は、発行しません。 

・撮影禁止区域での撮影はできません。 

・「全国高等学校体操競技選抜大会」参加における個人情報保護及び肖像権に関わる取り扱いにつ 

いてをご確認ください。 

 

13 開始式について 

 ・３月 27 日（土）11:00 より開始式を行います。 

 ・男女１班の監督及び選手は競技場内選手席にて参加してください。 

 

14 表彰式について 

 ・３月 28 日（日）18:00 より競技場内女子フロアーにて表彰式を行います。 

 ・個人総合 10 位まで、種目別１位の選手の参列をお願いいたします。 

 

15 ライブ配信について 

・全国高体連の HP に掲載されます。ご確認ください。 

 

16 その他 

・喫煙所は、敷地内にありません。 

・貴重品の管理については各自でお願いいたします。 

・キャリーケース等の大きな荷物を通路やロビーに置かないようにお願いいたします。各自責任 

 をもって管理してください。 

・コロナ感染症対策の観点より、ごみは体育館に捨てることはできません。各自お持ち帰りくださ

い。 

・危機管理対策として会場内の避難口をご確認ください。 

 


