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前橋市市制施行 130周年記念 

令和 4年度前橋市民スポーツ祭 第 14回前橋市トランポリン大会 開催要項 

 

１ 主   催  前橋市・前橋市教育委員会・一般財団法人前橋市スポーツ協会・前橋市トランポリン協会 

 

２ 共   催  群馬県体操協会トランポリン部 

 

３ 後   援  公益財団法人前橋市まちづくり公社・上毛新聞社・読売新聞前橋支局・群馬よみうり新聞社・群馬テレビ 

 ㈱(予定) 

 

４ 日   時  令和 4年 6月 5日（日） 午前 9時～午後 5時（予定） 
 

５ 会   場  ヤマト市民体育館前橋 主競技場（前橋市上佐鳥町 460-7 ℡ 027-265-0900） 

 

６ 特   記  本大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって開催内容を変更し、又は大会自体を中止とす

ることがあります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について、本要項に記載してありますの

で、必ずお読みいただき、了承していただいた上での参加申し込みをお願いします。 

本大会は、第 47回全国高等学校トランポリン競技選手権大会群馬県予選会を兼ねます。詳細は、別紙

「第 47回全国高等学校トランポリン競技選手権大会群馬県予選会開催要項」をご覧ください。 

 

７ 競技種目  

【個人競技】 

   クラス 難度上限 規定等 

年
齢
別
の
部 

6歳以下クラス 

上限なし 
演技点と難度点の合計で順位を決定する。 

宙返りを含まない演技構成であること。 
7歳～9歳クラス 

10歳以上クラス 

（中・高校生・一般の方もこちら） 

競
技
の
部 

Dクラス 

（宙返りを含まない演技構成） 
上限なし 

・演技は異なる 10種目で構成すること。 

・Dクラスは宙返りを含まない演技構成とする。 

・フィートバウンスは 2本までとする。 

・上記の要求を満たさない場合は、2.0 のペナルティとす

る。 

・実施演技の難度点が難度上限を超えた場合は、難度上

限を難度点として計算する。 

Cクラス 男子・女子 2.0以下 

Bクラス 男子・女子 3.3以下 

Aクラス 男子・女子 上限なし 

※年齢別の部へ出場できるのは、選手登録をしていない者のみです。 

※競技の部への出場は、選手登録の有無を問いません。 

※年齢別の部の年齢は、令和４年４月１日現在の年齢とします。（新小１→６歳、新小５→１０歳） 

 

【シンクロナイズド】 

クラス 難度上限 

Bクラス 2.0以下 

Aクラス 上限なし 

※男女混合も可能。１人の選手が複数のペアを作ることも可能です。 

 

【ザ・チャレンジドクラス】 

クラス  

競技の部 

演技発表の部 

・「膝落ち」「四つんばい落ち」は種目として認める。 

・指導者が必要と判断した場合、声掛けを可とする。 
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【ファーストステップクラス】 

トランポリンを始めたばかりの方、大会はまだまだ・・・と思っている方も、はじめの一歩を踏み出してみませんか？ 

バッジテストに向けた度胸試しに参加してみよう！笑顔で跳ぶことが一番の目標！ 

親子での参加も大歓迎。親子で参加の場合、親の参加料は頂きませんので、この機会に是非、参加してください。 

 

８ 競技方法 

公益財団法人日本体操協会制定「2022-2024 年トランポリン採点規則」に則り行うが、一部前橋市トランポリン大会特

別ルールで行う。ただし、審判員が来場できない場合は、試技を運営側で撮影し、その動画を基に審判が採点をしま

す。この場合、予選は行わず、全クラス 1回のみの試技とする。 

 

【個人競技】 

両クラス共通 

・「膝落ち」「四つんばい落ち」を除く 10種目で構成すること。 

・年齢別の部 

・自由演技を 1回行い、演技点・難度点の合計で順位を決定する。 

・競技の部 

・Dクラスは跳躍時間点を採用しない。 

・Dクラスは自由演技を 1回行い、順位を決定する。 

・A、B、Cクラスは自由演技を 1回行い、順位を決定し、その順位の 6位までの選手が決勝に進出する。ただし、出

場者数が 6名以下の場合は、予選を行わない。 

・決勝は、予選での得点の低い選手から自由演技を 1回行い、決勝での試技の得点のみで順位を決定する。 

【シンクロナイズド競技】 

・「膝落ち」「四つんばい落ち」を除く 10種目で構成すること。 

・10種目の自由演技を 1回行い、演技点・移動点・同時性得点・難度点の合計で順位を決定する。 

【ザ・チャレンジドクラス】 

競技の部 

・10種目の自由演技を 1回行い、演技点で順位を決定する。 

演技発表の部 

・発表時間は、コール後 60秒以内とする。  

【ファーストステップクラス】 

規定演技 orバッジテストの演技 

規定演技：「腰落ち→立つ→抱跳び→開脚跳び→1/2捻跳び→腰落ち→立つ→抱跳び→開脚跳び→1/2捻跳び」 

バッジテストの演技：どの級でも可。 

指導者又は保護者の付き添い及び声がけ可。 

普及指導員により、1点～5点で採点を行います。 

 

９ 使用器具 

個人競技 年齢別の部  
ミドルトランポリン 2台から選択 

ファーストステップクラス  

個人競技 競技の部 

ユーロトランポリン 2台から選択 シンクロナイズド競技Aクラス 

シンクロナイズド競技 Bクラス 

ザ・チャレンジドクラス ユーロトランポリン 2台又はミドルトランポリン 2台の中から選択 

  

１０ 服   装  レオタード又は、半袖、短パン・スパッツなど身体のラインがわかるもの。競技用シューズ、もしくはくるぶ

し丈の白ソックスが望ましい。ただし、【個人競技 競技の部】及び【シンクロナイズド競技】に出場する選手

は、レオタードを着用すること。なお、シンクロナイズド競技において、ペアが同じ服を着なくてもよい。 
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１１ 参加資格 

【個人競技】【シンクロナイズド競技】【ファーストステップクラス】 

前橋市在住、在学、在勤の方、又は前橋市トランポリン協会に加盟しているチームに所属している者 

【ザ・チャレンジドクラス】 

群馬県体操協会トランポリン部エール部に登録している者 

 

１２ 表   彰   

順位表彰 

区分 1位～3位 4位～6位 

個人競技 年齢別の部・競技の部 

シンクロナイズド競技 

メダル・賞状 

トロフィー：個人競技Aクラス優勝者(男女各 1名)のみ 

エントリー数が 3人以下の場合：メダルは 1位のみ 

賞状 

ザ・チャレンジドクラス 全員にメダル・賞状  

ファーストステップクラス 記録証(親子で参加の場合は、連名)  

 

特別表彰 

※インターハイ予選のみに参加する選手は、表彰の対象となりません。 

 

１３ 参 加 料 【ザ・チャレンジドクラス】 1人につき 2,000円 

          【個人競技 年齢別の部】 1人につき 3,000円 

          【個人競技 競技の部】 1人につき 4,000円 

【シンクロナイズド競技】 1組につき 4,000円 

【ファーストステップクラス】  1人につき 1,000円 

【インターハイ予選のみ】  1人につき 3,000円 

【コロナ感染対策費】  1人につき 500円(個人競技とシンクロに出場した場合でも 500円) 

 

１４ 申込み   所定の用紙に必要事項を記入の上、期日までに郵送または役員に提出 

〒371-0846群馬県前橋市元総社町 1445-158 

 前橋市トランポリン協会 事務局長 原澤 千弘  

 

１５ 振込先   群馬銀行 本店営業部 普通預金 口座№2578546 

前橋市トランポリン協会 原澤 千弘 

振込者は、個人名ではなく団体名で振り込みをして下さい。 

      ＊トラブルを防ぐために、大会参加費は振込みでお願いします。 

 

１６ 申込締切 令和 4年 5月 12日(木)必着 

          口座への入金も同日締切でお願いします。※取扱日ではなく入金日です。 

 

１７ 問合せ先  前橋市トランポリン協会 事務局長 原澤 千弘 （携帯 090-9344-2722） 

 

１８ そ の 他 ・大会運営には、細心の注意を払い事故防止に努めます。競技中の疾病、負傷に対する応急処置は主催

者側で行いますが、その他の責任は負いかねますので、必要に応じて、保険に加入してください。 

 ・安全確保のため、【個人競技 競技の部】・【シンクロナイズド競技】については、ダブルスポッターとする。 

 ・スポッターを確保できない場合は、運営側で手配しますので、事前にご連絡ください。 

         ・本大会は「体操イベント実施に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づいて運営されます。参加する選

手につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の予防に積極的にご協力ください。 

         ・万一、体調不良や発熱が認められる場合は来館を控えてください。 

名称 対象 表彰 

前橋市長賞 (最高難度点賞) 競技の部 C・B・Aクラスを対象とし、男女各 1名 カップ・賞状 

会 長 賞 (最高演技点賞) 競技の部 C・B・Aクラスを対象とし、男女各 1名 カップ・賞状 

奨 励 賞 (演技点賞) 競技の部Dクラス・年齢別の部を対象とし、男女各 1名 楯・賞状 
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

Ⅰ 例年の大会と異なる点 

１ 採点方法 

・県外から審判を招聘し、採点を行うことを予定していますが、新型コロナウイルスの感染状況により、試技の映像を

撮影し、その映像を審判に送付し、採点する方法により行う可能性があります。その場合、予選は行わず、全クラス１

回のみの試技とします。ただし、いずれの場合でもファーストステップクラスは、県内の普及指導員が採点を行いま

す。 

 
２ 入館制限 

・入館する人数を制限するため、観戦は１家族につき１名とします。 

・入館する方は、全員、体温表を提出してください。提出のない方は入館できません。 

 
３ 大会中止時の参加料 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、大会を中止する場合があります。その場合の参加料は、中止決定時まで

にかかった経費を差し引いて、後日、各チームの代表者を通じて全額返金致します。それ以外での返金は原則行

いません。 

 

Ⅱ Ⅰ以外の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

１ 器具等の消毒 

・試技に使用したトランポリンは、グループごとに消毒します。ウォーミングアップエリアについてもグループごとに消

毒します。 

 
２ その他 

・跳躍中以外はマスクを着用してください。大きな声での会話を行わないでください。 

・ソーシャルディスタンスを確保し、こまめな手洗い、アルコール等（館内の様々な場所に設置します。）による手指の

消毒に努めてください。 

・ウォーミングアップエリアに体操マット等は準備いたしませんので、必要な選手は各自でご準備ください。 

・大会終了後 2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、前橋市トランポリン協会に対して速やかに

濃厚接触者の有無等について報告してください。 

・以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。 

(1) 体調が良くない場合（例 発熱、咳、咽頭痛などの症状がある場合） 

(2) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

(3) 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在

住者との濃厚接触がある場合 

 

感染状況により内容が変更になることがあります。その場合は変更点を代表者あてに通

知します。 

皆様のご協力のもと、安全に開催したいと考えております。よろしくお願いします。 


