
令和元年度 福岡県中学校 新人体操競技大会要項

１，大 会 名 第３７回福岡県中学校新人体操競技大会

２，主 催 福岡県中学校体育連盟 福岡県体操協会
福岡県教育委員会 福岡市教育委員会

共 催 福岡県高等学校体育連盟

３，主 管 福岡市中学校体育連盟 福岡市体操協会

４，後 援 （公財）福岡県体育協会 （公財）福岡市スポーツ協会
（公財）福岡県スポーツ振興センター

５，期 日 令和元年１１月１０日（日）
１１：００ 監督会議
１２：３０ 審判会議
１３：１０ 開会式
１３：３０ 競技開始
１５：１５ 閉会式（予定）

〈日程〉
１１月 ９日（土） １１月 １０日（日）

９：００ 集合 セッティング １１：００～ 監督会議
１２：００～１３：００

１１：００～１２：００ 中学生フリー練習 公式練習（中学）
１１：００～１２：４５ 高校練習 １２：３０ 審判会議
１３：４５ 開会式（高校） １３：１０ 開会式
１４：００～１６：００ 体操競技（高校） １３：３０～１５：００
１６：００ フリー練習（中学・高校） 体操競技開始（中学）
１８：３０ フリー練習終了 １５：１５ 閉会式（サブ会場）

１５：３０ カッティング

（セッティング・カッティング共に中学・高校合同で行う）
６，会 場 福岡大学第二記念会堂

福岡市城南区七隈八丁目19-11

７，参加資格 福岡県新人体育大会開催基準および「特別規定」による。
参加条件 参加費 ６００円（大会当日徴収）

８，参加制限 地区別出場総数 各地区男女 ６名ずつ
（１・２年生 ３名ずつ）

特殊種目 県大会参加者から自由参加とする。

出場総数 予選後に棄権があった場合や、欠員がある場合は、
各地区専門部長で協議し、出場総数枠の中から次
順位の者が出場できる。

９，競技方法 自由演技による、学年別個人選手権とする。
・個人総合選手権、４種目の自由演技の
合計点により順位を決定する。

・同点の場合は、同順位とする。
・種目別選手権 各種目の自由演技の得点により順位を決定する。



実施種目 〈男子〉 ゆか、あん馬、跳馬（跳び箱）、鉄棒の自由演技とする。

〈女子〉 跳馬（跳び箱）、段違い平行棒、平均台、ゆかの自由演技とする。

10，採点規則・競技規則
(１)採点規則
男子：(公財)日本体操協会制定２０１７年版男子採点規則・２０１８年度版

中学校男子適用規則(U-15)を適用
女子：(公財)日本体操協会制定２０１７年版女子採点規則・変更規則Ⅰ

女子体操競技情報最新版を適用
(２)競技規則
(公財)日本体操協会制定競技規則最新版（日本中体連体操競技遵守事項）を適用

11，表 彰 各学年個人総合 種目別とも３位まで表彰。

12，申 込 先 専門部長用
〒806-0054 北九州市八幡西区則松 3-5-1

北九州市立則松中学校
池 本 正 義 宛
TEL 093-601-0990 FAX 093-601-0998
mail ikemoto-zxr@jcom.home.ne.jp

申込書は当日、学校受付に提出
※ 各地区専門部長は地区大会終了後ただちに選手名簿を送付してください。

13，そ の 他 (１) 審判員割当 各地区男女２名

(２) ユニフォームには必ず学校のマークを付けること。

(３) ゼッケンはＢ４用紙1/4大で横書き。
男子ー黒字 女子ー赤字

(４) ２年生から予選の通過順位に従ってゼッケン番号をつけ、各地区の専門
部長がまとめて申し込む。

(５) 各選手のゼッケン番号は、男女とも申し込みの要領で従う。

各地区ゼッケン番号
北九州 １～２０ ※ゼッケン番号は２年生から先に
福 岡 ２１～４０ 順位順に割り当てる。
筑 豊 ４１～５０ ２年生と１年生の間は空けずに
筑 後 ５１～６０ 割り当てる。
筑 前 ６１～７０
京 築 ７１～８０

14，会場準備について
今年度も高校との共催となっており、２日間の日程になっています。

会場準備を夏季大会同様、参加選手および参加校全員で行いますので、１１月９日（土）
福岡大学第二記念会堂に９時００分までにご集合下さい。尚、フリー練習に参加する生徒は、
監督の引率をお願いします。



福岡県新人体操競技大会
班編制 福岡大学第二記念会堂 11月10日

男子
地区別 NO, 学校名 氏名 学年 監督 コーチ

筑前 61 自由ヶ丘 鳥　羽　翔　舞 2 中島　鎮 大田　涼平
筑前 65 自由ヶ丘 井　上　知　隼 1 中島　鎮 大田　涼平
京築 71 新津 荒　牧　　　晴 1 三原　敬子 横田　裕彦
福岡 21 花畑 川　原　柊　人 2 渡辺　誠一 関　圭一朗
筑前 62 筑紫野 飛　永　泰　希 2 山﨑　貴子 衛藤　翔平

筑後 51 大川東 廣　松　和　真 1 中林　敏彦 龍　喜仁
筑後 52 三潴 今　村　　　蓮 1 田中佳幸・松尾宏太朗山下憲子
北九 1 志徳 木　庭　昂　佑 2 村上　光子 戸田　浩之
北九 2 上津役 清　水　麦　珀 2 原田　直美 濵﨑春夫　・　村上歳記
髙山　誠　・　矢山裕樹

筑後 53 昭代 荒　巻　大　夢 1 菅原　幸典 龍　喜仁

北九 3 上津役 柴　田　彪　雅 2 原田　直美 濵﨑春夫　・　村上歳記
髙山　誠　・　矢山裕樹

筑前 63 学業院 中　村　天　侑 2 河野　敏生 平松　義明
北九 5 霧丘 柳　井　琉　冶 1 本田　稔子 横田　裕彦

福岡 22 箱崎 阿　部　夕　宙 2 横尾　卓彦 竹川　義之
北九 6 曽根 濱　田　　　漣 1 小池　裕二 松尾　諭
松尾　龍

福岡 23 内浜 正ヶ峯　宏　樹 2 永井　徹也 平松義明・関圭一朗
北九 4 熊西 松　田　優　一 2 治井　和子 濵﨑　春夫
村上　歳記

北九 7 黒崎 田　原　煌　大 1 井上　礼子 髙山　誠
筑豊 41 芦屋 秦　　　瑞　貴 2 矢野　真奈美 安嶋　真人
筑前 64 前原西 佐　藤　大　夢 2 服部　光世 山下　巧
福岡 8 引野 吉　田　翔　馬 1 奥畑　博幸 髙山 誠 矢山裕樹

女子
地区別 NO, 学校名 氏名 学年 監督 コーチ

北九 5 板櫃 勝　本　みひろ 1 杉野　純一 野田　洋司
北九 1 志徳 堀之内　  　楓 2 村上　光子 戸田　浩之
筑前 61 福間東 石　川　　　栞 2 池田　明子 大田　涼平
福岡 25 平尾 今　村　志　穂 1 須川  奈美 関  有里
福岡 21 板付 仲　嶋　美　保 2 髙辻　利沙 関  有里

北九 2 板櫃 太　田　陽　花 2 杉野　純一 野田　洋司
福岡 22 多々良中央 森　　　友希乃 2 佐藤　美咲 宮原  慶子
福岡 26 松崎 公　文　つぐみ 1 高山　剛 宮原  慶子
北九 6 上津役 花　田　紗弥香 1 原田　直美 髙山 誠 矢山裕樹
筑前 64 志免 溝　口　華　鈴 1 伊島　祐子 宮原　慶子
筑後 27 姪浜 川　野　一　歩 1 杉谷　雅彦 関　圭一朗

北九 3 二島 尾　辻　　　藍 2 古子　鉄男 安嶋　真人
筑前 65 筑紫野 向　井　美　空 1 山﨑　貴子 衛藤　翔平
筑後 52 小郡 栁　　　京　花 1 古賀孝一・光安新次 葉山貴史
福岡 23 和白 廣　木　希　美 2 土本　美佳 宮原　慶子
北九 4 則松 竹　下　真理子 2 池本　正義 安嶋　真人
福岡 24 和白 古　川　愛　心 2 土本　美佳 宮原　慶子

筑前 62 前原東 益　田　帆乃美 2 中村　義則 足立　鈴子
筑後 51 諏訪 江　見　美　咲 2 大石　三穂 山下憲子
筑前 66 前原西 石　橋　凛　乙 1 服部　光世 足立　鈴子
筑豊 41 金川 長　野　琳　乃 1 熊上　雄哉 野田洋司 髙瀨裕典
筑前 63 前原東 大　木　七　海 2 中村　義則 足立　鈴子
筑豊 67 太宰府西 一　　　有　紗 1 瀨口　啓子 坪内　秀平
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