第４３回 大阪オープン体操競技選手権大会 要項
兼

第３５回近畿ジュニア体操競技選手権大会予選会

1．主

催

大阪体操協会

2. 後

援

大阪日日新聞

3．日

時

平成３０年８月１０日(金)～８月１２日(日)
開会式 ８月１１日(土) 午前 ８時４５分
閉会式 ８月１２日(日) 午後 ６時３０分予定

4．会

場

丸善インテックアリーナ大阪[大阪市中央体育館]（メインアリーナ）
所在地 大阪市港区田中３－１－４０

℡ (06)6576-0800

下車駅 地下鉄中央線「朝潮橋」
5．参加資格
①日本体操協会に選手登録を完了した者
②大阪体操協会に団体加盟した者
③Ａクラスは中学１年生～３年生とし、能力別課題級(３級以上)を所持していること。
Ｂクラスは小学４年生～６年生とし、能力別課題級(３級以上)を所持していること。
ＣⅠクラスは小学１年生～４年生とし、能力別課題級(３級以上)を所持していること。
ＣⅡクラスは小学５年生～中学３年生とし、能力別課題級(３級以上)を所持していること。
Ｄクラスは年長～中学３年生とし、能力別課題級の無級の者 。

④年長児は、大阪体操協会に選手登録を完了した者
⑤その他

大阪体操協会が特別に認めた者

注）大会に参加するコーチは、日本体操協会に指導者登録が必要です。
6．参加人数

男女 1 クラブにつきＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄクラス合計人数、男女それぞれ 25 名以内とする。

7．参加料

Ａ・Ｂ・Ｃクラス 1 名につき ７０００円

Ｄクラス 1 名につき ４０００円

（保険料・クーラー代協力金含む）
＊今大会はＡ･ＣⅠクラスを１日目（11 日）、Ｂ･Ｄクラスを 2 日目（12 日）に行な
います。そのため、全日本ジュニア東西決勝大会へ出場する場合でも参加料は返金
いたしません（ＣⅡクラスに関しては参加申込人数確定後に決定します）。
＊Ｂクラスの競技は行ないますが、近畿ジュニア・Ｕ-12 近畿ブロック予選は兼ねま
せん。

8．申込方法

・申込書、参加承諾書を下記宛に郵送し、申込書は下記のメールでも送信すること。

〒569-1141 高槻市氷室町３丁目３８番１号 阿武野高等学校内 井上直也 宛
メール：oga_kyougibu@yahoo.co.jp
・参加料は下記の銀行に振込のこと
りそな銀行

川西北支店 (店番) ６２０ (口座番号) 普通 ５４００６３２
名 義 大阪体操協会 武田庄治

・申込期間
平成３０年６月１１日(月)～６月２５日(月) 当日消印・振込有効
9．採点規則
男子：日本体操協会採点規則・2017 年版（男子体操競技情報２５号まで）
及び大阪体操協会適用規則に準ずる。
女子：日本体操協会採点規則・2017 年版（女子体操競技変更規則Ⅰ、情報最新号）
及び大阪体操協会適用規則に準ずる。
10．競技方法
男子：Ａ･Ｂクラス

６種目（ゆか、あん馬〈B ｸﾗｽとび箱〉、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒）

ＣⅠ･ＣⅡクラス

５種目（ゆか、あん馬<円馬>、跳馬、平行棒、鉄棒）
※奨励種目：男子Ｃクラスつり輪（規定演技）

Ｄクラス

４種目（ゆか、円馬、とび箱、鉄棒）の得点により順位を決定する。

女子：全クラス

４種目（跳馬〈CⅠ･D ｸﾗｽとび箱 *CⅡ跳馬〉、段違い平行棒<D ｸﾗｽ低鉄棒>、
平均台、ゆか）の得点により順位を決定する。

11．表 彰
①会長杯

Ａクラス

男・女 個人総合優勝者に授与

②クラブ団体総合１～３位(楯・賞状)

Ａ,Ｂ,ＣⅠクラスのポイントの合計による

男子各クラス個人総合（A、B クラス６種目、CⅠクラス５種目得点合計）ポイント合計
女子各クラス個人総合（A、B、CⅠクラス４種目得点合計）ポイント合計
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＊個人総合で同点の場合はＦＩＧ規則（タイブレーク）により順位を決定する。
＊団体総合のポイント合計が同点の場合はＡクラスでの獲得ポイントの高いほうのクラブ
を上位とする。Ａクラスの獲得ポイントが同点の場合は、同順位とする。
③個人総合
Ａ･Ｂクラス

1 位～10 位（1 位～3 位メダル・賞状、4 位～10 位賞状）

ＣⅠクラス[小学１年生～４年生]

1 位～6 位（1 位～3 位メダル・賞状、4 位～6 位賞状）

ＣⅡクラス[小学５年生～中学３年生] 1 位～6 位（1 位～3 位メダル・賞状、4 位～6 位賞状）
Ｄクラス低学年[年長～小学４年生]

1 位～6 位（1 位～3 位メダル・賞状、4 位～6 位賞状）

Ｄクラス高学年[小学５年生～中学３年生] 1 位～6 位（1 位～3 位メダル・賞状、4 位～6 位賞状）
④種目別の表彰 Ａ･Ｂクラス男女 1 位～6 位（賞状）
⑤奨励種目：男子Ｃクラスつり輪（規定演技） 1 位～3 位（賞状）
※小学校就学１年前の者には、参加記念としてディプロマ（きらきら賞）贈呈する。

12．審判会議

日時 平成３０年８月１１日(土)午前 8 時 20 分～予定 ／ 場所 第１小会議室

13．監督会議

日時 平成２９年８月１０日(金)午後 6 時 00 分～予定 ／ 場所 第１小会議室

14. その他
①セッティング―8 月 10 日(金)午後 5 時 00 分～予定 ※参加クラブは各１名以上必ず参加すること。
当日の夕方まで中学生の大会があり、ほとんどの器具が設営済みとなるため今年度に関しては監
督会議の時間を１時間早めに設定しています。ご注意ください。
②参加選手に対して、当日午前 9 時以降、競技終了までスポーツ傷害保険をかける。
発生した傷害については、スポーツ傷害保険の範囲内とする。
③伴奏用デッキは大阪体操協会で用意します。
④ゼッケンは各クラブで用意してください。
男子・黒、女子・赤マジックで番号を記入、サイズは 15×20 ㎝を目安。
⑤Ｄクラスにおいて個人総合１位～３位の選手は、次回、同大会のＤクラスには出場できない。
⑥審判派遣・審判依頼費について
男・女選手の出場するクラブは、それぞれ１名ずつの審判を派遣すること。
派遣できない場合は、１名につき１日５０００円で本協会に依頼すること 。
⑦カッティングには各クラブの選手・指導員も協力すること。
⑧女子ゆか伴奏は CD・USB メモリー(＊再生ファイル形式が MP3、WMA、WAV)によるものとする。
（１枚(個)に１曲の録音をする）
⑨この大会は近畿ジュニア 兼Ｕ-12 ブロック選抜体操選手権大会近畿ブロック予選（9/16.17 京都：向
日市民体育館）の予選（Ｂクラスを除く）となる。（＊選考された選手は必ず出場すること）

⑩Ｄクラスは、普及クラスの為、近畿ジュニアには出場できない。
⑪閉会式後に、近畿ジュニアの申し込みを行いますので１名 ８０００円を用意して下さい。
※男子の近畿ジュニアの選考について
男子Ａクラスの選考 ： ６種目
男子ＣⅠ・ＣⅡクラスの選考 ： つり輪、平行棒の得点を除く４種目

⑫男子 C クラス以上に出場する選手は、採点規則記載の正規の試合着(ユニフォーム)で出場すること。
（＊正規の試合着でない場合は減点あり）
参考 2018 第 35 回近畿ジュニア体操競技選手権大会について（9/16.17 京都：向日市民体育館）
区分
人数
(男女とも)

種
目

36 名

Ａクラス

Ｂクラス

ＣⅠクラス

ＣⅡクラス

中学 1 年～３年

小学４年～６年

小学１年～４年

小学５年～中学３年

各府県 6 名(補欠 4 名)

36 名

各府県 6 名(補欠 4 名)

30 名

各府県 5 名(補欠 2 名)

30 名

各府県 5 名(補欠 2 名)

割当枠に満たないところは、他府県より、抽選順位により補充する。

男

ゆか･あん馬･つり輪・

子

跳馬･平行棒・鉄棒

女

跳馬・段違い平行棒

子

平均台・ゆか

ゆか･あん馬(とび箱)･跳馬･鉄棒

ゆか･あん馬(円馬)

ゆか･あん馬(円馬)

とび箱・鉄棒

跳馬・鉄棒

跳馬・段違い平行棒

とび箱・段違い平行棒

跳馬・段違い平行棒

平均台・ゆか

平均台・ゆか

平均台・ゆか

オープン種目：つり輪･平行棒

