
１  主  催     和歌山県高等学校体育連盟  和歌山県教育委員会

   後  援      （公社）和歌山県体育協会

   主  管     和歌山県高等学校体育連盟体操専門部

２  期  日     令和４年 ６月３日（金）～６月５日（日）

３  会  場     和歌山県立体育館  和歌山市中之島2238  TEL.073-422-4108

４  競技種別

        （１）体操競技  男子・女子（チーム・個人・種目別）

        （２）新体操   男子・女子（団体競技・個人競技・種目別）

５  競技規則

   体操競技

    男女 １部(公財)日本体操協会競技規則及び採点規則（高校適用）による。

    男子 ２部(公財)日本体操協会制定2022年版採点規則及び2022 年版中学校男子適用規則（U-15）を適用する。

    女子 ２部(公財)日本体操協会競技規則及び採点規則（高校適用）による。

   新体操女子 2022～2024年版（公財）日本体操協会競技規則・採点規則・シニアルールによる。

６  競技方法

   体操競技

   （１） チーム選手権…男子６種目・女子４種目でチーム４人演技の内ベスト３の得点を合計する。

   （２） 個人選手権 …男子６種目・女子４種目の得点を合計する。

   （３） 種目別選手権…チーム及び個人の各種目別の得点で、順位を決定する。

          （注）女子『ゆか』の伴奏曲は、CDまたはUSBメモリーに記録したMP3データとする。

  

      新体操

   （１）男子

           ア．団体競技選手権… 自由演技の得点により、順位を決定する。

           イ．個人競技選手権…(クラブ)(スティック)の２種目の合計得点により順位を決定する

           ウ．種目別選手権 … 個人競技の各種目別得点により順位を決定する。

      （２）女子

        ア．団体競技選手権… 自由演技の得点により、順位を決定する。

                 手具は（フープ５）とする。

           イ．個人競技選手権…（フープ）・（ボール）の２種目の合計得点により順位を決定する。

           ウ．種目別選手権 … 個人競技の各種目別得点により順位を決定する。

          （注）伴奏曲は、CDまたはUSBメモリーに記録したMP3データとする。

               選手はレオタードの腰以上の位置に所属チームのマークをつける。

７   参加資格

  （１）選手は、学校教育法第一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、都道府県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、当該競技実施要項により大会参加の資格を得た者に

        限る。また、日本体操協会に令和４年度の選手登録を完了した者。

  （３）年齢は、平成１５年４月２日以降に生まれたものとする。ただし、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。

  （４）チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。

       （５）統廃合の対象に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。  

       （６）転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一家転住などやむを得ない

               場合は、本県高等学校体育連盟会⾧の認可があればこの限りでない。

       （７）出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校⾧の承認を必要とする。

       （８）参加資格の特例

                （ア） 上記（１）（２）に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、本県高等

                  学校体育連盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。

令和４年度 和歌山県高等学校総合体育大会(体操競技・新体操)



             （イ） 上記（３）のただし書きについては、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。

      ［大会参加資格の別途に定める規定］

     ①学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在籍し、本県高等学校体育連盟の大会に参加を認

      められた生徒であること。

          ②以下の条件を具備すること。

       （１）大会参加資格を認める条件

           （ア）全国高等学校体育連盟の目的を理解し、それを尊重すること。

           （イ）参加を希望する特別支援学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校にあっては、学齢、修業年限ともに高

         等学校と一致していること。また、連携校の生徒による混成は認めない。

           （ウ）各学校にあっては、本県高等学校体育連盟の予選会から出場が認められ、全国大会への出場条件が、満たさ

         れていること。

           （エ）各学校にあっては、部活動が教育活動の一環として、日常継続的に責任ある顧問教員の指導のもとに適切に

         行われており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失していず、運営が適切であること。

       （２）大会参加に際し守るべき条件    

           （ア）本県高等学校総合体育大会開催基準要項を遵守し、競技種目大会申し合わせ事項等に従うとともに、大会の

         円滑な運営に協力すること。

           （イ）大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の発生に備えて傷害保険に加入してお

        くなど、万全の事故対策を講じておくこと。

           （ウ）大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。    

         (９）中学校３年生は国民体育大会近畿ブロック大会の予選への参加とする。ただし、選手は在学する学校の校⾧の承

               認を必要とする。

８   参加制限

   (１)体操競技

          ア １部、２部に重複して出場できない。

               イ  個人選手権及び種目別選手権については、人数制限を行わない。

   (２)新体操

               ア 団体競技は、演技者５名、補欠２名。

               イ 個人競技は人数制限を行わない。

９   参加申込

  （１）所定のExcel申込用紙に必要事項を記入の上、令和４年５月２０日（金）必着にてメールで申し込むこと。また、

                  同じ申込用紙に公印を押印し監督会議に提出すること。

  （２）申込先   和歌山工業高等学校  岸本 拓也 宛   E-mail kishimoto9746@yahoo.co.jp

                  

１０  参加料

        （１）体操競技（１名につき１部３,０００円、２部２,０００円）

                   新体操   （１名につき３,０００円）

        （２）納入方法  監督会議後、事務局に支払うこと。

１１  表彰

     

１２ その他  本大会は、近畿高校選手権及び全国高校総合体育大会、国民体育大会近畿ブロック大会の予選を兼ねる。
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１  主  催  和歌山県高等学校体育連盟  和歌山県体操協会

２  期  日  令和４年 ８月２７日（土）～  ２８日（日）

３  会  場  田辺スポーツパーク体育館 田辺市上の山一丁目23ｰ1ｰ1 TEL0739-25-2531

４  競技種別  男子・女子（個人・種目別）

５  競技規則

                  男女 １部(公財)日本体操協会競技規則及び採点規則（高校適用）による。

                  男子 ２部(公財)日本体操協会制定2022年版採点規則及び2022 年版中学校男子適用規則（U-15）を適用

                     する。

                  女子 ２部(公財)日本体操協会競技規則及び採点規則（高校適用）による。

６  競技方法

         (１)   個人選手権 …男子６種目・女子４種目の得点を合計する。

         (２)   種目別選手権…個人の各種目別の得点で、順位を決定する。

          （注）   女子『ゆか』の伴奏曲は、CDまたはUSBメモリーに記録したMP3データとする。

７   参加資格

          (１)選手は、学校教育法第一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、日本体操協会に令和４年度の選手登録を完了した者。

          (３)年齢は、平成１５年４月２日以降に生まれたものとする。ただし、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。             

          (４)チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。

          (５)統廃合の対象に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。  

          (６)転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一家転住などやむを得ない

                 場合は、本県高等学校体育連盟会⾧の認可があればこの限りでない。               

     (７)出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校⾧の承認を必要とする。

     (８)参加資格の特例

                (ｱ) 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、本県高等学校体育連

                      盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。            

                (ｲ) 上記(3)のただし書きについては、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。          

８   参加制限

                         （１） １部、２部に重複して出場できない。

                         （２） 個人選手権及び種目別選手権は、人数制限を行わない。

９   参加申込

                    （１）所定のExcel申込用紙に記入の上、令和４年８月１０日（水）必着にてメールで申し込むこと。

                                    また、同じ申込用紙に公印を押印し監督会議に提出すること。

                    （２）申込先   和歌山工業高等学校  岸本 拓也 宛  E-mail kishimoto9746@yahoo.co.jp
                  
１０  参加料

                         （１）１名につき１部３,０００円、２部２,０００円。

                         （２）納入方法  監督会議後、事務局に支払うこと。

１１  表彰

   

種目別選手権 − ３位まで
２部

個人選手権    − ６位まで

  令和４年度 和歌山県高等学校学年別大会（体操競技）

個人選手権    １位 ６位まで

種目別選手権 − ３位まで
１部

選手権別  優勝杯(持ち回り)  賞状   



１    主  催  和歌山県高等学校体育連盟  和歌山県体操協会

２  期  日  令和４年 １０月２９日（土）～  ３０日（日）

３  会  場  田辺スポーツパーク体育館 田辺市上の山一丁目23ｰ1ｰ1 TEL0739-25-2531

４  競技種別  男子・女子（個人・種目別）

５  競技規則

                  男女 １部(公財)日本体操協会競技規則及び採点規則（高校適用）による。

                  男子 ２部(公財)日本体操協会制定2022年版採点規則及び2022 年版中学校男子適用規則（U-15）を適用

                     する。

                  女子 ２部(公財)日本体操協会競技規則及び採点規則（高校適用）による。

６  競技方法

         (１)   個人選手権 …男子６種目・女子４種目の得点を合計する。

         (２)   種目別選手権…個人の各種目別の得点で、順位を決定する。

          （注）   女子『ゆか』の伴奏曲は、CDまたはUSBメモリーに記録したMP3データとする。

７   参加資格

          (１)選手は、学校教育法第一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、日本体操協会に令和４年度の選手登録を完了した者。

          (３)年齢は、平成１５年４月２日以降に生まれたものとする。ただし、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。             

          (４)チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。

          (５)統廃合の対象に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。  

          (６)転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一家転住などやむを得ない

                 場合は、本県高等学校体育連盟会⾧の認可があればこの限りでない。               

     (７)出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校⾧の承認を必要とする。

     (８)参加資格の特例

                (ｱ) 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、本県高等学校体育連

                      盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。            

                (ｲ) 上記(3)のただし書きについては、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。          

８   参加制限

                         （１） １部、２部に重複して出場できない。

                         （２） 個人選手権及び種目別選手権は、人数制限を行わない。

９   参加申込

                    （１）所定のExcel申込用紙に記入の上、令和４年１０月１４日（金）必着にてメールで申し込むこと。

                                    また、同じ申込用紙に公印を押印し監督会議に提出すること。

                    （２）申込先   和歌山工業高等学校  岸本 拓也 宛  E-mail kishimoto9746@yahoo.co.jp

１０  参加料

                         （１）１名につき１部３,０００円、２部２,０００円。

                         （２）納入方法  監督会議後、事務局に支払うこと。

１１  表彰

   

１２ その他

                   本大会は、全国高校体操競技選抜大会の予選を兼ねる場合もある。

個人選手権    １位 ６位まで

種目別選手権

令和４年度 和歌山県高等学校新人大会（体操競技）

選手権別  優勝杯(持ち回り)  賞状   
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１  主  催  和歌山県高等学校体育連盟  和歌山県体操協会

２  期  日  令和４年 ９月 ３日（土）

３  会  場  県立田辺高等学校体育館 田辺市学園１ｰ71 TEL.0739-22-1880

４  競技種別       男子・女子（個人競技・種目別）

５  競技規則  新体操女子 2022～2024年版（公財）日本体操協会競技規則・採点規則・シニアルールによる。

６  競技方法

    (１) 男 子

         ア．個人競技選手権…(ロープ)(クラブ)の２種目の合計得点により順位を決定する。

      イ．種目別選手権 … 個人競技の各種目別得点により順位を決定する。

    (２) 女 子

     ア．個人競技選手権…１年（ボール）２・３年（フープ）（ボール）の２種目の合計得点により順位を決定する。

     イ．種目別選手権 … 個人競技の各種目別得点により順位を決定する。

       （注）伴奏曲は、CDまたはUSBメモリーに記録したMP3データとする。

７   参加資格

          (１)選手は、学校教育法第一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、日本体操協会に令和４年度の選手登録を完了した者。

          (３)年齢は、平成１５年４月２日以降に生まれたものとする。ただし、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。             

          (４)チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。

          (５)統廃合の対象に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。  

          (６)転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一家転住などやむを得ない

                 場合は、本県高等学校体育連盟会⾧の認可があればこの限りでない。               

     (７)出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校⾧の承認を必要とする。

     (８)参加資格の特例

                (ｱ) 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、本県高等学校体育連

                      盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。            

                (ｲ) 上記(3)のただし書きについては、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。          

８   参加制限   個人競技は人数制限を行わない。

９   参加申込

     (１)所定のExcel申込用紙に必要事項を記入の上、令和４年８月１９日（金）必着にてメールで申し込むこと。

     また、同じ申込用紙に公印を押印し監督会議に提出すること。

     (２)申込先   熊野高等学校内  髙瀨 亜紀 宛 E-mail takase-a001@wakayama-c.ed.jp

１０  参加料

       (１)１名につき３,０００円。

       (２)納入方法  監督会議後、事務局に支払うこと。

１１  表彰

   

１２ その他  選手はレオタードの腰以上の位置に所属チームのマークをつける。

− ３位まで

    令和４年度 和歌山県高等学校学年別大会（新体操）

選手権別  優勝杯(持ち回り)  賞状   

個人競技選手権 １位 ６位まで

種目別選手権



１  主  催  和歌山県高等学校体育連盟  和歌山県体操協会

２  期  日  令和４年 １０月２９日（土）～  ３０日（日）

３  会  場  田辺スポーツパーク体育館 田辺市上の山一丁目23ｰ1ｰ1 TEL0739-25-2531

４  競技種別     男子・女子（団体競技・個人競技・種目別）

５  競技規則  新体操女子 2022～2024年版（公財）日本体操協会競技規則・採点規則・シニアルールによる。

６  競技方法

   (1) 男 子

            ア．団体競技選手権… 自由演技の得点により、順位を決定する。

            イ．個人競技選手権…(ロープ)・(クラブ)の２種目の合計得点により順位を決定する。

            ウ．種目別選手権 … 個人競技の各種目別得点により順位を決定する。

   (2) 女 子

        ア．団体競技選手権… 自由演技の得点により、順位を決定する。

                      手具は（フープ５）とする。

           イ．個人競技選手権…（ボール）（クラブ）の２種目の合計得点により順位を決定する。

           ウ．種目別選手権 … 個人競技の各種目別得点により順位を決定する。

           （注）伴奏曲は、CDまたはUSBメモリーに記録したMP3データとする。

７   参加資格

          (１)選手は、学校教育法第一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、日本体操協会に令和４年度の選手登録を完了した者。

          (３)年齢は、平成１５年４月２日以降に生まれたものとする。ただし、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。             

          (４)チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。

          (５)統廃合の対象に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。  

          (６)転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、一家転住などやむを得ない

                 場合は、本県高等学校体育連盟会⾧の認可があればこの限りでない。               

     (７)出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校⾧の承認を必要とする。

     (８)参加資格の特例

                (ｱ) 上記(1)(2)に定める生徒以外で、当該競技要項により大会参加資格を満たすと判断され、本県高等学校体育連

                      盟が推薦した生徒について、別途に定める規定に従い大会参加を認める。            

                (ｲ) 上記(3)のただし書きについては、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。          

８  参加制限

       （１） 団体競技は、演技者５名、補欠２名。

       （２） 個人競技は人数制限を行わない。

９  参加申込

  （１） 所定のExcel申込用紙に必要事項を記入の上、令和４年１０月１４日（金）必着にてメールで申し込むこと。

                   また、同じ申込用紙に公印を押印し監督会議に提出すること。

  （２） 申込先   熊野高等学校内    髙瀨 亜紀 宛 E-mail takase-a001@wakayama-c.ed.jp

               和歌山工業高等学校  岸本 拓也 宛 E-mail kishimoto9746@yahoo.co.jp

１０  参加料

     （１） １名につき３,０００円。

     （２） 納入方法  監督会議後、事務局に支払うこと。

１１  表彰

   

１２ その他  選手はレオタードの腰以上の位置に所属チームのマークをつける。

令和４年度 和歌山県高等学校新人大会（新体操）

選手権別  優勝杯(持ち回り)  賞状   

個人競技選手権 １位 ６位まで

種目別選手権 − ３位まで

団体競技選手権 １位 ３位まで


