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令和２年９月３日  

京 丹 後 市 役 所  

  

令和２年８月２２日に開催された「男子新体操オンライン選手権２０２０」の予選

会において、ジュニア部門では、丹後ジュニア新体操クラブが、高校生部門におい

て、京都府立網野高等学校体操部男子新体操チームが予選を勝ち抜き、決勝へ出場す

る運びとなりました。 

つきましては、下記のとおり激励会を開催しますので、お知らせします。 

 

記 

１ 日 時  令和２年９月８日（火） １８：３０～１９：００頃まで 

 

２ 場 所  京丹後市大宮庁舎４階 第２・３会議室 

 

３ 対象者 

〇丹後ジュニア新体操クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇京都府立網野高等学校体操部男子新体操チーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 氏名（よみがな） 所属小・中学校 学年 

１ 谷口 央弥（たにぐち ひろや） 網野中学校 ３年生 

２ 篠村 亮介（しのむら りょうすけ） 網野中学校 ３年生 

３ 小佐 大樹（こさ たいき） 弥栄中学校 ３年生 

４ 野村 俊太（のむら しゅんた） 網野北小学校 ５年生 

５ 小西 慶季（こにし よしき） 高龍小学校 ５年生 

６ 大石 結斗（おおいし ゆいと） 網野北小学校 ４年生 

７ 中江 優希（なかえ ゆうき） 大宮第一小学校 ６年生 

８ 黒川 渉 （くろかわ わたる） 弥栄中学校 １年生 

No 氏名（よみがな） 学年 出身中学校 

１ 今井 慶士郎（いまい けいじろう） ３年生 弥栄中学校 

２ 真杉 拓人 （ますぎ たくと） ３年生 網野中学校 

３ 田辺 潤平 （たなべ じゅんぺい） ３年生 弥栄中学校 

４ 山副 太智 （やまぞえ たいち） ２年生 網野中学校  

５ 緒方 鉄太 （おがた てった） ２年生 網野中学校  

６ 森 千隼  （もり ちはや） ２年生 網野中学校  

７ 森 勇太  （もり ゆうた） ２年生 網野中学校  

８ 大下 夢路 （おおした むろ） ２年生 網野中学校  

「男子新体操オンライン選手権大会２０２０」への出場に係る選
手激励会の開催について 
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４ 対応者  京丹後市教育委員会事務局 教育長 吉岡 喜代和 

 

５ 出場大会 

〇大会名 「男子新体操オンライン選手権大会２０２０」 

〇主 催 公益財団法人 日本体操協会 

〇決勝競技（別紙参考資料のとおり） 

（１） ジュニア部門 

日時：令和２年９月１２日（土）１６：３０～１８：００ ライブ配信 

（２） 高校生部門 

日時：令和２年９月１３日（日）１３：００～１６：００ ライブ配信 

 

 

＜お問い合わせ＞  

京丹後市教育委員会事務局  

生涯学習課スポーツ推進室 担当：永岡 

ＴＥＬ ０７７２－６９－０６３０  



男子新体操オンライン選手権2020 大会要項 

 

■大 会 名  男子新体操オンライン選手権2020 

■主   催   公益財団法人 日本体操協会 

■共   催  株式会社テレビ朝日 株式会社CB 

■後   援  国土交通省観光庁 公益財団法人全国高等学校体育連盟体操専門部 

■協   力   一般社団法人日本国際広報戦略機構 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 

■協   賛   

 

【大会について】 

 

■大会趣旨  本大会はコロナウィルスの影響において、各種大会が中止になった男子新体操選手達を中心に、オンラインを

使用し大会開催することを目的とする 

 

■大会期日  一次締切り：7月31日（金） ※WEB参加申込、写真、使用楽曲申請書（調査用紙を公式ＨＰよりダウンロード） 

          二次締切り：8月1日（土）～8月16日（日） ※ビデオ投稿 

             予選競技：8月22日（土）、23日（日） ※ビデオ審査 

             決勝進出者発表：8月24日（月）大会公式ホームページ掲載 

             決勝競技申し込み締切り：8月28日（金）※決勝競技参加費の支払い 

             決勝競技監督会議：9月6日（日）※詳細については公式ＨＰより確認 

             決勝競技：9月12日（土）16：30～18：00予選ジュニア上位10チーム 

9月13日（日）13：00～16：00予選高校生上位20チーム 

                  

【参加について】 

 

■参加資格   2020年度日本体操協会に選手登録をしている小学4年生～高校3年生までの男子新体操選手 

                

■参加カテゴリ 団体競技のみで行うものとし、下記カテゴリに分け採点を行う 

           ①ジュニア部門（小4～中3） 

           ②高校生部門（高1～高3） 

 

■参加方法  予選競技：一次締切りまでに参加希望団体は JGA-Web 登録ページより参加申し込みを行い（別紙参照）、二次

締切りまでに演技動画を所定の様式に沿って投稿する。但し、期日までに動画の投稿がない場合は

出場辞退として扱い、参加費の返金は一切行わないこととする。 

                また、１所属団体から１チームのエントリーとし、同一選手が複数チームで演技することもできない 

決勝競技：決勝競技通過者確定後、指定の期日までに JGA-Web登録ページから参加申込を行う。 

また、決勝競技参加選手は、予選競技にエントリーした選手の中から参加しなければならない。 

※決勝進出チームが辞退や期日までに参加費の振り込みが確認出来ない場合下位のチームを繰り

上げることとする 

 

■参加費    予選競技：2,000円（1チーム）※7月31日（金）締切り 

          決勝競技：13,000円（1チーム）※8月28日（金）締切り 

           ※参加費は著作権、審判採点経費、システム費、保険（決勝）等の一部 

 

■決勝競技試技順について  

決勝競技の試技順については予選競技の下位から順番に演技するものとする 

※但し、使用する施設の状況によって試技順が変更となる可能性もある 
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■演技映像の投稿方法 

①各団体でビデオを撮り、投稿するものとする 

②撮影方法については撮影方法について（別紙参照）を参考にすること 

③ビデオは編集などをせず、ノーカットのものを投稿すること 

④撮影した動画に関してはギガファイルを使用（別紙参照）し投稿するものとする 

 

【競技について】 

 

■採点規則 

本大会における採点方法は男子新体操規則集2015年度版（その後の改訂含む）に準ずるものとする。 

また、ジュニアのカテゴリについてはジュニアルールを適用する。 

本大会特別ルールとして、採点された構成点は半分のみ有効点とし、その点数（最大5点満点）と実施点 

（最大10点満点）を合計した点数（最大15点満点）をチームの点数として採用する。 

※本ルールの趣旨として怪我の抑制を第一とし、各地域の練習状況を考慮した上で、より多くのチームが参加

できるよう配慮したものである 

また、競技用フロアの準備できないチームの参加も認めるが、その際には 13ｍ四方にラインを引き、明確に 

競技面を示す必要がある。この際の採点は前述の基準通りに採点するものとする 

 

■採点方法 

予選競技：採点規則に則り、投稿ビデオを第一種審判員で採点を行う 

決勝競技：採点規則に則り、オンラインを使用しライブ配信画像を第一種審判員で採点を行う 

 

■表彰＆賞品 

1位～3位 ： 盾・賞状 

4位～8位 ： 賞状 

※ 同点は同順位として表彰 

 

視聴者賞（予定） 

 

■音楽及び著作権について 

本大会における使用音楽は予選、決勝同じもの（同じ原曲）を使用すること。また、海外の楽曲については著作

権申請に時間を要するため極力避けること。もし、使用をする場合は事務局（問合せ先）に事前確認すること。提

出した情報に不足があった場合担当者より直接連絡があるものとする 

 

■保険について    

練習及び撮影時の怪我等においては各チームの責任とする。決勝競技については日本体操協会で保険をかけ 

るものとし、怪我人が発生したチームは速やかに日本体操協会に連絡する。また、チーム毎に緊急時の処置対 

策を講ずることとする 

 

【その他について】 

 

■予選競技映像について 

決勝競技終了後、予選競技映像を公式ＨＰに掲載するものとする 

 

■コロナウィルス感染対策について 

予選及び決勝競技参加チームは、競技団体が示した予防対策時基づき感染予防を実施すること。また競技に 

参加するものに関しては日々の体温、体調の確認を行い問題のない者が参加しなければならない 

日本体操協会感染予防ガイドライン：https://www.jpn-gym.or.jp/news/29487/ 

 



■注意事項   

投稿および配信されたすべての作品の著作権は日本体操協会に帰属するものとする 

 

■その他 

撮影、投稿に関しての諸費用は自己負担とする 

 

■大会公式 HP  

大会公式 HP については 7月中旬頃に公開予定。公開後は体操協会 H P からも確認できる 

 

■問い合わせ先 

大会等についての質問は takatsuka@j pn -gym.or.jp （高塚）まで 

 


