及び

第 6 回茨城県チャレンジカップ
第 25 回茨城県トランポリン育成競技大会（茨城県代表選手選考会）
開

催

要

項

主催

茨城県体操協会

後援

茨城県教育委員会

茨城県体育協会

守谷市

守谷市教育委員会

守谷市体育協会

茨城新聞

NPO 江戸崎スポーツクラブ
期日

平成 29 年 3 月 20 日（月・祝）

会場

茨城県守谷市・常総運動公園体育館
茨城県守谷市野木崎 4700 番地

日程

8：00 開館

8：45 開会式

TEL 0297-48-5675

9：00 競技開始（予定）

※練習はグループ毎、試技前に行う予定です。
参加資格

チャレンジカップ：オープン参加
茨城県育成競技大会：茨城県内に在住する個人および団体で茨城県体操
協会へ会員登録している者。日本体操協会登録選手においては、所属す
る団体が「茨城県」で登録している者。

選考会

茨城県育成競技大会は茨城県代表選手選考会を兼ねることとする。
原則的に次年度の全国大会、東日本トランポリン競技選手権大会への参
加資格を選考する。

競技部門

【個人競技】男女別

※茨城県育成競技大会を兼ねる。

①園児クラス
④中学生クラス

②小学生低学年クラス
⑤高校生クラス

③小学生高学年クラス

⑥大学生・一般クラス

【シンクロナイズド競技】A・B クラス男女別

C クラス男女分け無し

A クラス：

1 種目の難度点 1.3 以下とする

B クラス：

1 種目の難度点 0.6 以下とする

C クラス：

1 種目の難度点 0.2 以下とする

※C クラスには日本体操協会登録選手は出場不可。また男女混合
のペアも認める。
競技方法

【チャレンジカップ】
◆個人・園児クラスは第 1 演技、第 2 演技の合計得点で順位を決める。

最高演技点賞、チャレンジカップ賞には該当しない。
◆個人・小学生低学年クラス以上、シンクロナイズドは規定演技、自
由演技の合計得点で順位を決める。
【茨城県育成競技大会】
◆チャレンジカップの競技方法と同様とする。
競技規則

別紙の茨城県特別競技規則を採用し、その他は公益財団法人日本体操協
会採点規則（～平成 28 年度）に則る。

使用器具

FIG 認定器具

ユーロトランプ（4mm×4mm テープベッド）

FIG 公認同時性得点・跳躍時間点測定装置
表彰

【チャレンジカップ】
1 位～3 位：カップ、1 位～6 位：賞状

◆個人・シンクロ各クラス
◆最高演技点賞：トロフィー

※全参加選手から 1 名

◆チャレンジカップ賞（最高総合得点）：トロフィー

※全参加選手か

ら男子 1 名、女子 1 名
【茨城県育成競技大会】
◆各クラス

1 位～3 位：メダル、1 位～6 位：賞状

※強化指定選手選考希望者の中から各クラス上位 3 名は強化練習会へ
の参加資格を得ます。強化練習会の詳細は追ってお知らせします。
（NPO 江戸崎スポーツクラブにて 2 日間実施予定）
強化指定選手は次年度茨城県体操協会の会員登録が必須です。
参加料

個人競技
園児クラス

2,500 円

園児クラス以外

3,000 円

シンクロナイズド競技
申込方法

1組

4,000 円

大会申込書類一式に必要事項を記入し、締切までに郵送または E メール
で送付してください。E メールで申し込む場合は茨城県体操協会トランポ
リン委員会 WEB サイトから書類ファイルをダウンロードしてください。
参加料等の振込金は申込締切日までに下記振込先に手続きをしてくださ
い。振込手数料は各自でご負担ください。
（WEB サイト）

申込先

http://ibaraki-trampoline.com/

茨城県体操協会トランポリン委員会事務局
〒302-0102

茨城県守谷市松前台 7-10-26

TEL／FAX 0297-46-0084

岩田和加奈

宛

振込先

E メール

ibaraki_trampoline@yahoo.co.jp

常陽銀行

北守谷出張所

普通口座

茨城県体操協会トランポリン委員会

1320623
岩田和加奈

（ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾀｲｿｳｷｮｳｶｲﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｲｲﾝｶｲ ｲﾜﾀﾜｶﾅ）
申込締切

平成 29 年 2 月 20 日（月）必着

※振込金入金日も同日

・大会参加申込書
・振込金総括表（広告原稿がある方は一緒にお送りください。）
※競技カード、棄権訂正変更届けは大会当日、受付時に提出。
撮影許可証

写真・ビデオの撮影は撮影許可証が必要です。大会参加申込書類の振込
総括表の該当欄に必要枚数を記入してください。撮影許可証は競技終了
後、受付に返却してください。返却がない場合は今後撮影許可証を有料
にする可能性があります。

お弁当

振込金総括表に注文数を記入して申し込みしてください。
お弁当代金は大会参加料と合わせて銀行振込でお支払いください。

宿泊

宿泊をする方は各自で手配をお願い致します。
常総】大会会場まで徒歩 5 分

【いこいの郷

住所：茨城県守谷市大木 1468

TEL：0297-48-3217

【吉春】大会会場まで徒歩 10 分
住所：茨城県守谷市大木 670 TEL：0297-48-4343
【東横イン

つくばエクスプレス守谷駅前】

住所：茨城県守谷市中央 2-16-9

TEL：0297-47-1045

【デュープレックスセミナーホテル】
住所：茨城県守谷市御所ケ丘 4-3-1
付記

TEL：0120-737-926

大会の運営には細心の注意を払い傷害防止に努めますが、万が一にそな
え、参加者全員に傷害保険を付保します。しかし、主催者が十分に注意
を払い、参加者が主催者の指示にしたがって発生する不可抗力の事故に
つきましては一切の責任を負えませんので予めご了承ください。なお、
原則として宙返り種目を実施できるのは公益財団法人日本体操協会公認
コーチが指導する団体とします。

問い合わせ

上記の申込先にある連絡先にお問い合わせください。

茨城県特別競技規則
●園児クラス特別競技規則
第 1 演技

ストレートジャンプ 10 本

第 2 演技

下記要求種目 3 種目を含めた 10 種目を演技する

・シートドロップ

（跳躍点のみ採点）

・ハーフシート

・フルピルエット

◯園児クラス第 1 演技について
①下記記載のストップウォッチによる跳躍点計測法にて採点する。
②中断した場合は有効本数をビデオによって計測します。
◯園児クラス第 2 演技について
①得点は演技点、難度点、跳躍点の合計で算出。
②跳躍点はストップウォッチにて計測し、得点の算出は下記ストップウ
ォッチ跳躍点計測法の①を採用します。
③演技を終えた時点で３つの要求種目を満たさなかった場合、満たさな
かった種目 1 つにつき 1.0 を演技点から減点する。（※着地減点と同様
に各演技審の点数から減点する。有効演技点の合計からの減点ではあ
りません。
）
④中断した場合でも有効演技の採点を行います。上記③も適用されます。
⑤第 1 演技同様に中断した場合は有効本数をビデオによって計測します。
＜ストップウォッチ跳躍点計測法＞
①跳躍点＝タイム（タイムは 1/1000 秒まで計測しますが、得点は小数点第三位を切り捨て
でゼロとします。）
例：12 秒 345 の場合、跳躍点は「12.340」
②静止の状態から跳躍を開始して予備ジャンプは 5 本。
（必ず静止することを指導してくだ
さい。）
③予備ジャンプ 5 本を行った時点で審判が計測開始の合図をして、ストレートジャンプ 10
本を計測。ジャンプの本数は審判が選手に聴こえるように声がけします。
④ストレートジャンプは静止状態から開始して初めの着床を予備ジャンプの 1 本目として
カウントします。
※園児クラスの跳躍本数のカウント方法に関しては茨城県体操協会トランポリン委員会
WEB サイトで公開している参考動画をご覧ください。http://ibaraki-trampoline.com/
●個人規定演技について
①規定演技は下記の規定 A、規定 B のどちらかを選択。競技カードの申請通り実
施しなかった場合は中断とする。
②規定演技の得点は演技点と跳躍点の合計とする。難度点は加算されない。

③規定 A を選択した場合、１本目のフルピルエットから２本目のシートドロップ
を演技する際、腕を上げたまま演技を行うと規定演技合計得点に 0.1 加点される。
④規定 B を選択した場合、規定演技合計得点に 0.2 加点され、さらに１本目をア
クションの動作から始めれば 0.1 加点され、最大 0.3 加点される。
【規定 A】

【規定 B】

１．

フルピルエット

１．

ハーフピルエット

２．

シートドロップ

２．

シートドロップ

３．

スイブルヒップス

３．

スイブルヒップス

４．

ハーフスタンド

４．

ハーフスタンド

５．

タックバウンス

５．

タックバウンス

６．

ハーフシート

６．

ハーフシート

７．

スタンド

７．

フルスタンド（１回捻り立つ）

８．

パイクバウンス

８．

パイクバウンス

９．

ストラドルバウンス

９．

ストラドルバウンス

１０．ハーフピルエット

１０．フルピルエット

※１から２は腕を上げたまま演技を

※こちらの【規定 B】を演技した場合、

行えば規定演技合計得点に 0.1 加点

規定演技合計得点に 0.2 加点され、さ

される。

らに１本目をアクションの動作から始
めれば 0.1 加点され、最大 0.3 加点さ
れる。

※新しい規定演技に関しては茨城県体操協会トランポリン委員会 WEB サイトで公開する
参考動画をご覧ください。加点のポイントを含んだ演技を公開する予定です。
http://ibaraki-trampoline.com/
●個人自由演技について

※園児クラスに関しては第 2 演技

①各クラス 1 種目あたりの上限難度を以下のように定める。
◆園児クラス

0.2 以下

◆小学生低学年クラス

0.5 以下

◆小学生高学年クラス

0.6 以下

◆中学生クラス

1.3 以下

◆高校生クラス

1.5 以下

◆大学生・一般クラス

1.5 以下

②「よつんばい落ち」は可。
「膝落ち」は認められず、実施した時点で中断とする。
③1 種目あたりの上限難度点を超えた種目を実施した場合、その該当種目の難度点
は加算されない。
④10 種目の中に同じ種目を用いてはいけない。同じ種目を実施した場合は中断と
する。ただし園児クラスに関しては同じ種目を行っても構わないが、2 本目以降

の難度点は加算されない。
●シンクロナイズド規定演技について
①上記、個人規定演技と同様に規定 A、規定 B のどちらかを選択する。
②シンクロナイズド規定演技の得点は演技点と同時性得点の合計とする。難度点
は加算されない。
③規定 B を選択した場合は合計得点に 0.2 加点される。
●シンクロナイズド自由演技について
①各クラス 1 種目あたりの上限難度を以下のように定める。
◆C クラス

0.2 以下

◆B クラス

0.6 以下

◆A クラス

1.3 以下

②「よつんばい落ち」は可。
「膝落ち」は認められず、実施した時点で中断とする。
③1 種目あたりの上限難度点を超えた種目を実施した場合、その該当種目の難度点
は加算されない。
④10 種目の中に同じ種目を用いてはいけない。同じ種目を実施した場合は中断と
する。
●演技するときの服装について
①個人競技
レオタード・タンクトップ・パンツ、および半袖 T シャツ・短パン・スパッツ
くつ下は白のもの（柄の無いもの）またはトランポリンシューズ
②シンクロナイズド競技
同一クラブ指定のレオタード・タンクトップ・パンツ。および男女同一の半袖 T
シャツ・短パン・スパッツ、くつ下は白のもの（柄の無いもの）またはトラン
ポリンシューズ

平成 29 年 12 月吉日
関係各位
茨城県体操協会
会長 飯田 稔
協賛広告・協賛寄付金のお願い
謹啓 時下益々御清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、下記の通り第６回茨城県チャレンジカップ及び、第２５回茨城県トランポリン育成競技大
会を開催する運びとなりました。
本大会は茨城県及び関東近隣におけるトランポリン競技の普及、発展、競技者育成を目的とした
大会でございます。しかしながら、開催にあたり多額の運営経費が必要となります。つきましては、
皆様の御援助を賜り、充実した意義ある大会とさせていただきたく、趣旨御賛同の上、御協力頂き
ますよう宜しくお願い申し上げます。
謹白
記
大会名

第６回茨城県チャレンジカップ及び、第２５回茨城県トランポリン育成競技大会

主催

茨城県体操協会

期日

平成２９年３月２０日（月・祝）

会場

守谷市 常総運動公園体育館

広告料

A４サイズ

協賛寄付金

2,000 円（1 口）プログラムにお名前を記載いたします。

申込方法

別紙、振込金総括表の所定の欄に記入をお願いします。広告原稿は一緒に

[1/4] 5,000 円

[1/2] 10,000 円

[1 面] 30,000 円

同封してください。または E メールの場合は原稿データを下記茨城県協会 E メ
ールアドレスに送信してください。広告デザインの指定がない場合は、デザイン
を協会一任で製作いたします。
広告料、寄付金はお振込をお願い致します。大会参加費と合わせてのお振込
が可能です。※振込手数料はご負担ください。
申込先

茨城県体操協会トランポリン委員会事務局
〒302-0102 茨城県守谷市松前台 7-10-26

岩田和加奈 宛

TEL/FAX 0297-46-0084 E-mail ibaraki_trampoline@yahoo.co.jp
振込先

常陽銀行 北守谷出張所 普通口座 １３２０６２３
茨城県体操協会トランポリン委員会 岩田和加奈
（ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾀｲｿｳｷｮｳｶｲﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｲｲﾝｶｲ ｲﾜﾀﾜｶﾅ）

申込締切

平成２９年２月２０日（月）
以上

