
2018 新体操レベル別大会 要項 

 

1 主催  NPO 法人 袋井アートスポーツ 

 

運営  るんな新体操クラブ 

 

2 開催日  2018 年 12 月 8 日（土） 

 

3 会場  エコパ サブアリーナ 〒437‐0031 静岡県袋井市愛野 2300－1 

 

4 競技内容 

（1）1 部 

①ルール  2017 年～2020 年版日本体操協会新体操採点規則適用 

②出場資格 協会・連盟への登録の有無は問わない。 年齢制限なし（中 3 までジュニアルール） 

③種目   ボール・クラブより選択制（1 部のみ 2 手具出場も可） 

④申告書  提出なし 

⑤レベル分け演技に含まれる身体難度によりレベル分けする（R、AD は別） 

 ・LvⅠ 演技に含まれる身体難度が 0.1～0.2 

 ・LvⅡ 演技に含まれる身体難度が 0.1～0.4 

 ・LvⅢ 演技に含まれる身体難度が 0.1～0.5 以上 

実際に行った演技に含まれる身体難度が、申込レベルの価値点を上回った場合、その身体難度をカットいたします。 

⑥表彰  ☆レベル別に表彰 ☆LvⅠ・LvⅡは学年別にも表彰（各 3 位まで） 

 

（2）2 部 

 ①ルール  大会独自ルール。別紙（またはホームページ掲載）参照。 

 ②出場資格  協会・連盟登録への有無は問わない。  年齢制限なし 

③種目   徒手 個人（2 部は 1 人 1 回のみの出場） 

④申告書  レベル別大会徒手専用申告書、提出あり 

⑤レベル分け ・LvⅠ・LvⅡ 

⑥表彰   ☆レベル別に 6 位まで表彰 

      ※昨年の 6 位入賞者が参加する場合、レベルを上げて申し込んでください。 

       例：2 部 個人 LvⅠ入賞→今回は 2 部 個人 LvⅡに参加 

5 参加費  

 

 

 

 

1 部 2 部 

個人 1 種目出場   ￥4320 税込 1 部は 

選択可 

個人 徒手     ￥3240 税込 2 部は 

1 回のみ 個人 2 種目出場   ￥8640 税込 

小学 4年生以下の

場合は、手具点検

を免除しますの

で、小さい手具を

使用しても構い

ません。 

2 部レベルⅠ 

要素に変更あり 



6 審判 ・1 部は参加クラブに所属している審判以外により、ＤＥの審判業務を行う予定でおります。 

（人数については簡略化させていただきます） 

      審判をお引き受けいただける方がいらっしゃいましたら、ご紹介をお願いいたします。 

      交通費・報酬は当方で負担いたします。 ※審判員募集については別紙をご覧下さい 

・1 部 2 部ともに帯同審判のご協力をお願いします。 

帯同審判の先生には 2 部審判、1 部線審、計時審を担当していただく予定です。 

線審、計時審は当日抽選で決定します。 

2 部審判を担当していただく方には事前にお知らせいたします。 

恐れ入りますが帯同審判の交通費はご負担願います。 

 

7 申込期限  10 月 26 日（金）まで 

       ※参加者多数の場合募集を締め切ることがございます。 

 

8 申込方法 ・メールまたは、郵送にてお申し込み下さい。 

       ・参加費は銀行振り込みでお願いします。 

・締切日までに参加費の入金が確認できない場合は参加できません。 

 

※ 棄権する場合も入金後の返金はできませんのでご承知おき下さい。 

 

9 申告書  2 部の申告書を 11 月 23 日（金）までに郵送にてお願いします。 

       ・2 部申告書 3 枚 

 

       《送付先》 

〒437－0028  静岡県袋井市大門 11－1 アロハスピリッツ 202 

NPO 法人 袋井アートスポーツ 

 

10 試技順抽選  試技順抽選会を 11 月 5 日（月）10：00 より法人事務所にて行います。 

         ご欠席のクラブ様は委任状提出をお願いいたします。 

 

11  その他    採点に使用したジャッジペーパーを返却しますので演技の向上にお役立てください。 

       ワッペン減点は行いません。 

連絡先 

         

 NPO 法人 袋井アートスポーツ 

   TEL 090－4193－8205   担当：竹尾 

振込先 

     

          トクヒ）フクロイアートスポーツ 

住所変更 

しました。 



2018新体操レベル別大会 

～表彰について～ 

《1部》 

☆レベル別・学年・手具別 各１名 

部門 学年 手具 優勝 準優勝 ３位 

レベルⅠ 各学年ごと ボール 賞状・メダル 賞状・メダル 賞状・メダル 

レベルⅡ 各学年ごと ボール 賞状・メダル 賞状・メダル 賞状・メダル 

レベルⅠ 各学年ごと クラブ 賞状・メダル 賞状・メダル 賞状・メダル 

レベルⅡ 各学年ごと クラブ 賞状・メダル 賞状・メダル 賞状・メダル 

   

☆レベル別・手具別 得点上位者 各 1名（計１８名） 

部門 手具 優勝 準優勝 ３位 

レベルⅠ ボール 

賞状・ﾐﾆﾄﾛﾌｨｰ 賞状・ﾐﾆﾄﾛﾌｨｰ 賞状・ﾐﾆﾄﾛﾌｨｰ レベルⅡ ボール 

レベルⅢ ボール 

レベルⅠ クラブ 

賞状・ﾐﾆﾄﾛﾌｨｰ 賞状・ﾐﾆﾄﾛﾌｨｰ 賞状・ﾐﾆﾄﾛﾌｨｰ レベルⅡ クラブ 

レベルⅢ クラブ 

※同点の場合については、採点規則に従って決定。 

※シニアとジュニアは別に表彰 

 

《2部》 

部門 優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位 

レベルⅠ 
賞状 

メダル 

賞状 

メダル 

賞状 

メダル 
賞状 賞状 賞状 

レベルⅡ 
賞状 

メダル 

賞状 

メダル 

賞状 

メダル 
賞状 賞状 賞状 

※同点の場合について、項目のうち⑭習得度・実施率の評価が良い選手を上位とする。 


