
 

（８）新 体 操 

 

１ 主  催  岩手県中学校体育連盟 岩手県教育委員会 （公財）岩手県体育協会 岩手県体操協会  

岩手県市町村教育委員会協議会 盛岡市教育委員会 北上市教育委員会 岩手県教職員組合  

岩手県中学校長会 

２ 後  援  岩手県 盛岡市 北上市 （公財）北上市体育協会 

３ 主  管  盛岡市中学校体育連盟 和賀地区中学校体育連盟 岩手県中学校体育連盟新体操専門部 

盛岡市体操協会 北上市体操協会 

４ 期  日  男子  令和４年 ７月１７日（日）～１８日（月） 

        女子  令和４年 ７月２３日（土）～２４日（日） 

５ 日  程 

男子 

７月１７日（日） 

         公式練習         １６：００ 〜 

      ７月１８日（月） 

         個人公式練習        ９：００ 〜 １０：００ 

開始式          １０：００ 〜 １０：０５ 

個人競技         １０：１０ 〜 １２：０５ 

         団体公式練習       １２：２０ 〜 １４：２０ 

団体競技         １４：３０ 〜 １５：００ 

         閉会式          １５：２０ 〜 １５：２５ 

女子 

７月２３日（土） 

         会場設営          ７：３０ 〜 １１：００ 

総合開会式        １３：００ 〜 １３：４０ 

         公式練習         １４：０５ 〜 １６：３５ 

      ７月２４日（日） 

個人公式練習        ８：１６ ～ １３：２８ 

個人競技          ９：５０ ～ １４：０４ 

団体公式練習       １４：０４ 〜 １５：１３ 

団体競技         １５：２０ 〜 １５：４４ 

閉会式          １６：３０ ～ １６：４０ 

 

６ 会  場 男子 岩手県営体育館（盛岡市青山２丁目 4−１）    ℡019-647-1010 

      女子 北上総合体育館（北上市相去町高前壇 27-36） ℡0197-67-6720 

７ 競技種目  男女団体 自由演技のみ行う。［種目 男子：徒手 女子：ボール５］ 

        男女個人 自由演技のみ行う。[種目 男子：ロープ・クラブ 女子：クラブ・リボン] 

８ 参加資格    (1) 参加者は各地区中体連の加盟校に在学し，学校教育法第 1条に基づく当該中学校生徒

であること。 

         (2) 各地区中体連体育大会において県大会参加資格を得たチーム及び個人であること。 

(3)個人情報の取り扱い 

          岩手県中体連は，取得する個人情報について適正に取り扱う。参加者は，大会運営上

必要なプログラム・ホームページ・報道発表・記録集等への氏名・所属校・学年及び競

技ごとの必要事項等の記載について同意することを原則とする。 

 



 

（3）個人情報の利用目的 

          大会参加者の氏名・所属校・学年及び競技必要事項等については，大会運営に必要な

プログラム・掲示板・ホームページ・報道発表・記録集等へ掲載するために利用，活用す

る。 

９ 参加人員    チーム編成は，男子は選手 6名と 2名の補欠，女子は 5名の選手と 3名の補欠とする。 

10 参加基準     (1) 団体・・・男子は滝沢南中学校１校の参加のため複数参加を認める。 

女子１校１チームの参加とする。 

      (2) 個人・・・地区大会にエントリーした者が参加できることとする。 

11 引率者及び監督  

(1) 引率者及び監督は当該校の校長・教員(非常勤は除く)・部活動指導員(※1)とする。ただ

し，部活動指導員は教育委員会設置要項のもと，以下の条件を満たしていなければなら

ない。また，中学校体育連盟が主催する大会(予選を含む)で登録できる学校は 1 校のみ

であること。 

① 満 20 歳以上であること。 

② 主催者からの要望があった場合，大会運営に協力する姿勢があること。 

③ 次のいずれかに当てはまる者とする。 

ア 教育職員免許法に基づく免許を有する者。 

イ 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導資格を有する者。 

ウ 自治体(含む教育委員会)，体育(スポーツ)協会，中学校体育連盟のいずれかが主

催する研修会を受講している者。 

※1 ここでいう「部活動指導員」は，学校教育法施行規則第 78 条の 2 に示されて  

いる者であり，学校設置者により任用されている者をいう。 

(2) 学校事情等により，校長がやむを得ないと判断し，当該市町村教育委員会(以下「教育委

員会」という)又は設置者が同意した場合に限り，「県中総体，県中新人大会引率・監督

細則」により，校長及び教育委員会又 は設置者が同意した代理引率・代理監督を特例と

して認める。なお，部活動指導員は，他校の代理引率者及び代理監督にはなれない。 

(3) 外部・校外コーチは，校長が認めた者とし，所定の様式に従った「学校教職員外コーチ任

命承認願」を参加申し込みと同時に提出すること。ただし，中学校教職員・校長・部活動

指導員が他校の外部・校外コーチとして競技場に入ることは認めない。 

※外部コーチ…校長が学校部活動の指導者として承認した者で，日常的に学校部活 

動の指導に当たっている者。 

                ※校外コーチ…クラブなどの指導に当たっている者。 

(4) 本大会に出場するチーム・選手の引率者，監督，外部指導者(コーチ)，トレーナー等 

は，部活動中における暴力・体罰・セクハラ等により任命権者又は学校設置者から懲 

戒処分を受けていないものであることとする。また，外部の指導者は校長から暴力等 

に対する指導措置を受けていないこととする。校長はこの点を確認して，大会申込書 

を作成する。  

12 競技規則  (1) 男子 （公財）日本体操協会制定新体操採点規則 2022年度版採点規則（改訂含む）を 

採用する。一部，新体操男子ジュニア適用規則を適用する。 

(2) 女子 （公財）日本体操協会制定新体操女子採点規則 2022年－2024年度版ジュニア

ルールを採用する。一部中体連ルールを適用する。 

13 競技方法  (1) 団体競技 

           男 子 演技時間は 2 分 45 秒～3 分とし，自由演技（構成＋実施）の得点により順

位を決定する。同一校 6名（補欠 2名以内）でチームを編成する。 

女 子 演技時間は 2 分 15 秒～2 分 30 秒とし，自由演技（D＋A＋E）の得点により

順位を決定する。同一校 5名(補欠 3名以内)でチームを構成する。 

 



 

    (2) 個人競技 

男 子 演技時間は 1分 15秒～1分 30秒とする｡ 

個人総合は 2種目の合計得点により順位を決定する。 

種目別は各種目の自由演技の得点によりそれぞれの順位を決定する。 

女 子 演技時間は 1分 15秒～1分 30秒とする｡ 

個人総合は 2種目の自由演技の合計得点により順位を決定する。 

種目別は各種目の自由演技の得点（D＋A＋E)によりそれぞれの順位を決定す

る。 

14  表  彰  (1) 団体は 1位～3位に賞状を授与する。なお，1位には優勝旗を授与する。 

        (2) 個人総合は 1位～6位に，種目別は 1位～3位に賞状を授与する。 

15 参加申込    所定の参加申込書（2部提出，1部は複写）にて，各地区中体連が定めた期日までに参加 

料（一人 1，000円）を添えて各地区中体連事務局に申し込むこと｡（音楽係の参加料は 

集めない） 

16 諸会議   (1) 監督会議（男子の監督会議は１校の参加のため事前に確認し、行わない。） 

           日時    ７月２３日 (土) １２：００～１２：２０ 北上総合体育館会議室 

(2) 審判会議 

       日時 男子 ７月１８日（月）  ９：２０〜 ９：５０ 県営体育館会議室 

女子 ７月２３日 (土) １２：２０～１２：５０ 北上総合体育館会議室 

17 その他   (1) 新型コロナウイルス感染症(COVIT-19)対策については，別掲「岩手県中学校体育連主 

催大会開催に係る新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」に則る。また,（公財)日 

本体操協会が定める「体操イベント実施に向けた感染拡大防止ガイドライン」，「体操 

活動における感染拡大防止ガイドライン」に基づいて大会運営を行う。 

(2) 大会出場者（引率・監督・コーチ・選手）は，別紙「同意書」を大会に提出すること。

学校では，同意書の提出を確認した上で参加申込書を作成すること。 

(3) 本大会での上位男子団体１チーム・女子団体２チーム・男女個人上位３名は，青森県

にて７月３０日（土）に「弘前市民体育館」（男子），７月３０日（土）〜７月３１日

（日）に「ひらかわドリームアリーナ」（女子）で行われる東北大会への出場権を得る。 

(4)  本大会のビデオ，写真撮影は，各家庭１名を許可する（女子）。撮影者は，観戦届の提出

の際に撮影許可シールを受け取り，見える位置にシールを貼って撮影すること。男子につ

いては１校のみの参加のため，撮影の制限は特に設けない。撮影された映像，画像を Web

上に掲載することを禁止する。 

(5) 大会参加者は健康保険証を持参することが望ましい。 

(6) 観戦者における競技会場内，または応援席や駐車場等，会場周辺の事故，破損等につ 

いては，大会主催者や施設管理者は一切責任を負わない。一切の事故は自己責任であ 

ることを理解した上で観戦するものとする。 

※「会場周辺の事故」には，競技中のボール等の用具が車や人に直撃した場合や，風や

雪，雷等，天候の影響で起こった場合も含む。 

(7) 本大会は感染拡大防止の観点から、入場者を制限しています。詳しくは岩手県中学校 

体育連盟ホームページ（www.iwate-chuutairen.net）でご確認ください。 

18 連絡先 

岩手県中学校体育連盟新体操専門委員長 

 〒020-0675 滝沢市鵜飼滝向 11-1 

  滝沢市立滝沢南中学校  小渡 敏貴 

   ℡019-687-2021 FAX019-687-5063 

 

http://www.iwate-chuutairen.net/

