
令和３年度前橋市民スポーツ祭
第45回体操・新体操大会

中学生の部　高校生の部　一般の部

兼
令和３年度

前橋市中体連秋季（新人）
体操競技・新体操大会

期日　令和３年9月26日（日） 体操競技
期日　令和３年9月26日（日） 新体操　

主催　  前橋市　　　　　　
　　　　　前橋市中学校体育連盟

　　　前橋市教育委員会
　　　　前橋市スポーツ協会

　　前橋市体操協会



令和３年度前橋市民スポーツ祭第45回体操・新体操大会　兼
令和３年度前橋市中体連秋季（新人）体操競技・新体操大会要項

１　主催　前橋市　前橋市中学校体育連盟　前橋市教育委員会　前橋市スポーツ協会　前橋市体操協会

２　期日　体操競技：令和３年９月２６日（日）　新体操：令和３年９月２６日（日）

３　会場　体操競技：ヤマト市民体育館前橋　　新体操：ヤマト市民体育館前橋サブアリーナ

４　参加資格

（１）学校教育法に定める中学校の生徒で、前橋市内の中学校に在籍し、当該校長の参加許可を得た生徒。

（２）上記以外の学校に在籍し、前橋市中学校体育連盟で参加を認めた生徒。

５　競技規則と競技方法

（１）体操競技

・男女とも、自由演技の団体及び個人選手権

・参加制限：団体…１チーム４名（ベスト３）

　　　　　　　個人…男子希望者全員、女子各種目３名まで

・跳馬の高さ：男子１２５cm＊試技は２助走２跳躍とし，よい方を採用する。

　　　　　　　女子１２５cm＊試技は３助走２跳躍とし，よい方を採用する。

・着地マットは，男女とも着地に使用しなければならない。

　　　　　　　　ただし、ウレタンマットでも可とするが、併用は認めれない。

・採点について、男子は、日本体操協会制定2017年版男子採点規則。2017年制定・2018年中学校男子適用規則（U-15）

　　　　　　　　女子は、日本体操協会制定2017年版女子採点規則・変更規則Ⅰ

　　　　　　　　男女とも、県内内規を採用

・但し，詳細については，当日協議する。

（２）新体操

・団体種目：リボン５，時間は２分～２分３０秒，伴奏はオーケストラでもよい。

 （団体は１チームのみとする。１チーム５名。）

・個人種目：ボール、クラブ

・参加制限：個人各校各種目３名まで

・2017年－2020年　新体操採点規則　ジュニアルールの採点規則に準ずる。

・オープン参加も認める。（団体は同一校でなくてもよい）

６　表彰

・団体１～６位（体操男女，新体操）　・個人１～６位（体操男女，新体操）

・種目別１～６位（体操男子：ゆか，跳馬，鉄棒）（体操女子：跳馬，平均台，ゆか）（新体操 ：ボール、クラブ）

７　参加申し込み

・申込期限　　令和３年９月２日（木）

・宛先　　東中学校　　泉谷一人　　　ｃ4th個人連絡　又は　メール：kazuhiro1775@yahoo.co.jp
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８　大会役員

○名誉会長 山本　龍 吉川真由美 滋野文夫 内堀光之

○会長 大塚恵弘

○副会長 關口充雄 菅原　 宏 靜　 知明

平井佳代子 田子幸彦 高橋　 実

○顧問 平石秀樹 伊井直文 都所幸直 石川羚二 北爪郁久

○参与 佐藤伸策 高橋　勉 萩原伸一

○委員長 高橋　実

○総務 泉谷一人

○委員 清水輝喜 塩原恵子 小林弘志 猿井義彰 荻野麗薫 後藤信彦

９　競技役員

○総務 庭山（広中）

○接待 井岡（木中）宮川（富中）柳川（附中）池田（富中）

○庶務会計 猪岡（桂中）竹渕（大中）

○救護

○進行 小林（五中）入澤（南中）竹渕（大中）

○記録表彰 ◇体操競技 渡辺（七中）古賀（桂中）泉谷（東中）増本（荒中）

猪岡（桂中）鈴木（木中）内川（粕中）

◇新体操 辻田（一中）宮川（富中）深澤（南中）原田（一中）

竹渕（大中）阿部（附中）福田（東中）

○会場警備 中山（大中）関口（箱中）関口（鎌中）川島（南中）

○審判

湯浅（高崎新体操）

小林（荒砥中）

山科（高崎新体操）

津久井（藤岡新体操）

住谷（藤岡新体操）

高橋（前橋ジュニア）

小林（前橋ジュニア）

柴田

葛西

齋藤

平山（市体操協会）

川崎（高崎特支） 吉田（赤堀中）

亀井（県体操協会）

後藤（群馬Ｊ）

高橋正（市体操協会）

新井芳（県体操協会） 石橋（伊勢崎三中） 齊藤（佐野中）

並木（城南小） 廣田（県体操協会）

久保（茂呂小） 桑原（桃瀬小） 辻田（前橋一中）

相馬（市体操協会） 竹内（市立前橋）

牛久保（県体操協会）

常見（健大高崎） 高橋（県体操協会） 大澤（中尾中）

河内（県体操協会） 鳥羽（玉村南中）新井淑（群大）

鈴木（市体操協会）

平田（県体操協会）

黛（富岡高）

高橋実（市体操協会）

塩原（時沢小）

黒澤（桐生女子高）

齊藤（共愛）

渡辺（市体操協会） 塚田（前橋女子高）

佐俣（県体操協会）

泉谷（東中）

高橋有（二葉養）

新井（高崎東高）

田子（荒子小） 松原（高崎女子高）

◇体操競技男子 ◇体操競技女子 ◇新体操

群大生群大生

進行：小林（五中） 進行：入澤（南中） 進行：竹渕（大中）

小林（市体操協会） 鈴木（木中） 梅山（県体操協会）

吉原（芳賀中）

大野（県体操協会）

荻野（県体操協会）

塩原（市体操協会）

藤野（東中）
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10　競技日程

９：１５～ ９：３５～ １４：５０～ １６：００～

１班練習 １班演技

９：３０～ ９：５５～ １１：１５～ １１：３５～ １２：５５～ １３：１５～

１班練習 １班演技 ２班練習 ２班演技 ３班練習 ３班演技

９：００～ ９：４５～ １０：５０～ １１：５０～ １２：５０～ １４：３０～ １５：００～

準備 開会式 団体練習 団体演技 個人練習 個人演技 片付け 閉会式

11　試技順

体操競技男子 ゆか 跳馬 鉄棒 休み 体操競技女子 跳馬 平均台 ゆか 休み

１班 1 2 3 4 １班 1 2 3 4

団体 団体 団体 団体

　

２班 5 6 7 8

団体 個人 個人 個人

３班 9 10 11 12

高校 高校 中３ 中３

1 2 3 4 5 6

オープン

団体

ボール

クラブ

自由練習

○25日（土）

○26日（日）

○25日（土）

○26日（日）

◇体操競技

◇新体操

メインアリーナ

体操
自由練習会場セッティング

１３：００～ ～１７：００

片付け

サブアリーナ

団体

個人

新体操

閉会式

※監督会議　８：３０～　　新体操審判会議１０：００～

※開場　８：００～　　※監督会議　８：３０～　　体操競技審判会議８：４０～

※①１班で演技する学校の団体個人の選手　②２班で演技する学校の団体個人の選手と個人のみで出場する学校の選手及び中３、高校生

※公式練習は，４組の場合は競技種目から。３組の場合は次の種目から。

男子

女子

開会式
9:10～

練習
①8:10～
②8:40～

新体操
１２：００～ ～１７：００

会場セッティング
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12　その他

（１）本大会は，県大会の予選を兼ねる。

・県大会出場枠

体操競技：推薦個人…男子：

　　　　　推薦

　　　　　団体…男子５校以上の場合、上位２チーム（正選手４名，補員２名）

　　　　　団体…女子５校以上の場合、上位２チーム（正選手４名，補員２名）

　　　　　個人…男子２名（団体出場校以外より）

　　　　　個人…女子３名（団体出場校以外より）

新体操：推薦個人…

　　　　　団体…上位３チーム（正選手５名，補員３名）

　　　　　個人５名

（２）監督は，必ず監督会議（当日　体操８：３０～　新体操８：３０～）に出席すること。

　　　監督会議後のメンバー変更はできない。

（３）選手は，ユニフォームに校名を示すマークをつけること。

（４）競技中は，選手以外フロアに入ってはいけない。

　　　チームリーダーは生徒であること。

（５）セッティング・カッティングの際，生徒たちには，シューズを着用させて下さい。

　　　雑巾を忘れずに持参すること。

（６）体操競技は、男女とも、セッティング前に、演技申告書を６部提出する。

新型コロナウィルス感染症防止対策として

(1) 生徒・保護者・顧問は、当日の検温を含め、事前のチェックシートを必ず提出する。

(2) 入場者は、マスクを持参し着用すること。

(3) 大声での応援は控えること。

(4) ゴミは全て持ち帰る。

(5) 手洗い・うがいをこまめにおこなう。

(6) 演技前後の消毒を徹底して行う。

(7) 選手の滞在時間を少なくするため、開会式、監督会議は実施しない。

(8) 本大会の入場者は、大会出場校関係者のみとする。（保護者は原則として各家庭１名までとする）

(9) 観客席では、所属ごとに座席を利用し、他のチーム、又は人と人との間隔を空けて座ること。（指定エリアを設ける）
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