開催実施要項
１

大会名

令和３年度
福岡県高等学校総合体育大会体操競技・新体操選手権大会
兼全国高等学校総合体育大会福岡県予選
兼全九州高等学校体育大会福岡県予選

２

主 催

福岡県高等学校体育連盟・福岡県教育委員会

３

後 援

北九州市・北九州市教育委員会・福岡市・福岡市教育委員会・福岡県体操協会・
西日本新聞社

４

主 管

福岡県高等学校体育連盟体操専門部

５

期 日

令和３年５月１６日（日）
・２３日（日）、２９日（土）・３０日（日）

体操競技
５月１６日（日）

５月２９日（土）

8：００ セッティング

１３：００ セッティング

9：００ 監督会議

１５：００ 監督会議

９：３０ 審判会議

１５：３０ 公式練習

５月３０日（日）
９：００ 審判会議
１０：００ 競技開始

１０：００ 競技開始
新体操男子
５月１６日（日）

５月２９日（土）

５月３０日（日）

８：００ セッティング

１３：００ セッティング

１１：００ 審判会議

９：００ 監督会議

１７：００ 監督会議

１１：３０ 団体競技開始

１１：００ 審判会議

１７：３０ 公式練習

１３：0０ 個人競技開始

１１：３０ 団体競技開始
１３：0０ 個人競技開始
新体操女子
５月２３日（日）
９：４０ 審判会議
１０：２０ 監督会議

５月２９日（土）

５月３０日（日）

１３：００ セッティング

９：４０ 審判会議

１４：３０ 公式練習

１０：２０ 監督会議

１１：００ 競技開始
６

会 場

体操競技

１１：００ 競技開始
５月１６日（日）：九州共立大学 耕技館
北九州市八幡西区自由ケ丘１－８

新体操男子 ５月１６日（日） 福岡舞鶴高等学校
福岡市西区徳永１１１０－２
新体操女子 ５月２３日（日） グローバルアリーナ 体育館
宗像市吉留４６－１
全競技

５月２９日（土）
・３０日（日） 北九州市立総合体育館
北九州市八幡東区八王子町４－１

７

採点規則 体操競技：男子 日本体操協会採点規則 2017 年版
平成 25 年度版高等学校男子適用規則(2017 年改訂版) ・情報 2９号
：女子 日本体操協会採点規則 2017 年版変更規則Ⅰ
全国高校適用規則・情報最新号
新体操 ：男子 新体操男子競技規則 2015 年版（2020 年ルール改正定を含む）
：女子 日本体操協会競技規則及び採点規則（全国高校適用）

８

競技種別 体操競技：男子・女子（団体【学校対抗】、個人、種目別）
新体操 ：男子・女子（団体【学校対抗】
、個人、種目別）

９

競技方法 体操競技：男子 自由演技による予選
：女子 自由演技による予選
新 体 操：男子 団体 徒手
：女子 団体 フープ３・クラブ 2 組

個人 ロープ、クラブ
個人 フープ、リボン

１０ 引率・監督について
（１） 引率責任者は、団体の場合は校長が認める当該校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教
諭、助教諭、実習助手、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第２２条の２に示された者）
又は校長とする。個人の場合は、校長が認める当該校又は他の学校の副校長、教頭、主幹教
諭、指導教諭、教諭、助教諭、実習助手、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第２２条
の２に示された者）又は校長とする。
（２） 監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は障害・賠償責任保険
（スポーツ安全等）に必ず加入することを条件とする。
１１ 参加資格
（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する
生徒であること。
（２）選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加の資格を得た者であること。
（３）日本体操協会に登録された者（チーム）であること。
（４）年齢は２００２（平成１４）年４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技３
回までとし同一学年での出場は１回限りとする。
（５）チームの構成は、全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒の混成は認めない。
（６）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。
（７）転校・転籍後６ヶ月未満の者の参加は認めない。
（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一
家転住等のやむを得ない事由による場合は、体操専門委員会で調査し高体連会長の承認があ
ればこの限りではない。
（８）出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。
（９）その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催基準要項
の参加資格に準ずる。
（10）参加資格の特例
ア．上記（１）
、
（２）に定める生徒以外、
（３）～（９）の大会参加資格を満たし、かつ本連
盟が承認した生徒については、別途に定める規定に従い大会参加を認める。
イ．上記（４）の但し書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は同
一競技３回限りとする。
ウ．学年の区分が設けてある課程に在籍する生徒の出場は３学年までとする。

１２ 参加制限

団体種目、個人種目の参加制限および外国人留学生の出場制限に関
しては、本連盟大会開催要項１１に定めるものとする。

１３ 参加申し込み
（１） 高体連の参加申込に記載される生徒の個人情報について
利用目的等・大会プログラムまたは福岡県体育連盟ホームページへの記載
・参加資格の確認（年齢・転校等）
・競技成績については、学校名・氏名・成績（記録）のみ公表する事とする。
参加申込書の提出により、申込書記載の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の承諾を
得たものとする。
（２） 「参加同意書」は参加申し込み書と同封し、提出すること。
（３） 体操競技は補助者申請書も提出すること。
（４） 申込先
〒 ８２５－０００２
田川市大字伊田２３６２－３
ＴＥＬ ０９４７－４４－３０１５
東鷹高等学校 福 元
久 雄
ＦＡＸ ０９４７－４６－０１３７
（５） 申込期日
令和３年５月７（金）必着
（６） 大会開催要項に従い学校長の責任において申し込む。
１４ 参加負担金
団体１チーム ５，０００円
個人１人 ５００円
※体操競技団体選手は団体参加負担金を、団体以外の個人選手は個人参加負
担金を支払う。新体操は団体と個人選手の参加負担金をそれぞれ支払う。
【後日、県高体連事務局が取りまとめて各学校に徴収】
１５ 表
彰
団体総合３位、個人総合３位、種目別３位まで表彰する。
１６ 取得制限
体操競技
九州(前半大会総合得点) 団体：１チーム
（男女共通）
個人：団体出場選手・補欠以外の上位５名
但し同一校の出場は３名までとする
全国(後半大会総合得点) 団体：１チーム
個人：団体出場選手・補欠以外の上位２名
新 体 操
九州(前半大会総合得点) 男子 団体：１チーム、 個人：上位２名
女子 団体：２チーム、 個人：上位２名
全国(後半大会総合得点) 男子 団体：九州大会を予選とする
個人：上位１名
女子 団体：１チーム、 個人：上位１名
※九州大会出場チーム（新体操）、選手１・２年生（体操競技・新体操とも）は、
全国選抜大会の予選になります。
１７ その他
（１）参加校はセッティング時間までに会場に集合すること。
（２）大会に出場しない各校の部員は、補助役員として協力すること。
（３）音響機器については各校で準備すること。
（４）ゴミは各学校、各自で必ず持ち帰ること。
（５）九州大会申し込みは６月１日（火）高体連事務局にて１４：００より行ないます。
（参加申込
書・宿泊申込書、その他申請書、大会参加料持参）
（６）全国大会申し込みは６月２２日（火）に高体連事務局にて１４：００より行ないます。
（参加
申込書・宿泊申込書、その他申請書、大会参加料持参）
※ 問合せ先
東鷹高等学校
福 元 久 雄
連絡先 ０９４７－４４－３０１５

