
【構成】 構成・種目特有構成・種目特有構成・種目特有構成・種目特有 計 ＤＶＤＶＤＶＤＶ

内容のない振り　　３ H0.8

終末技前２２２２回以上 1 Ｇ0.7 ＣＲＣＲＣＲＣＲ

F0.6

［難度］ E0.5 ＣＶＣＶＣＶＣＶ

Ｄ0.4

C0.3 Ｄ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱ

通番 B0.2

A0.1

Ｅ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱ

試技順

最終得点最終得点最終得点最終得点

実施減点

終末技試みなし   ５ 

【構成】 過度な準備動作　１ ｱｸﾛ５ｱｸﾛ５ｱｸﾛ５ｱｸﾛ５ ﾀﾞﾝｽ３ﾀﾞﾝｽ３ﾀﾞﾝｽ３ﾀﾞﾝｽ３ 計 ＤＶＤＶＤＶＤＶ
ﾀﾞﾝｽ系過度な腕振り　１ H0.8

身体の姿勢･頭の位置　１ Ｇ0.7 ＣＲＣＲＣＲＣＲ
つま先/足緩み/内向き 1 F0.6

［難度］ 大きさ･伸ばし不十分 １ E0.5 ＣＶＣＶＣＶＣＶ
余分な支え　３ Ｄ0.4

ＤＤＤＤ
ＶＶＶＶ

変更規則（群馬県中体連）　変更規則（群馬県中体連）　変更規則（群馬県中体連）　変更規則（群馬県中体連）　2013.5月 　　　 　　　班　　　　　   組　　　 　　　班　　　　　   組　　　 　　　班　　　　　   組　　　 　　　班　　　　　   組

①高　　　低（空局)

②空中局面（①と兼ねない）

学校名学校名学校名学校名 氏 名　　氏 名　　氏 名　　氏 名　　

７＋終末技

足がマットにあたる  ⑩

技のリズム不良　１ 

空中局面　高さ　１　３ 

⑤終末技　B0.3／C0.5

ＣＣＣＣ
ＲＲＲＲ

③異なる握り
（振り上げ倒立開始・終末×）

④空中局面を伴わない

360°以上のひねり

空中局面回転不足　１ 

レッグタップ レッグタップ レッグタップ レッグタップ 終末技腰　１　３

け上がり体の伸ばし　１ 

中間振動   ５ 

段段段段
違違違違
いいいい
平平平平
行行行行
棒棒棒棒

ＤＤＤＤ
ＶＶＶＶ

技なし・同じ技棒変え  ５ 

握り調整　１ 

足が器械をかする   3 

足あたる・マットかする　５ 

技の完了角度　１　３　５

振幅の大きさ前・後　１　３　５

平平平平
均均均均
台台台台

種種種種
目目目目
特特特特
有有有有

Ｄ0.4

台をつかむ　５ C0.3 Ｄ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱ

通番 終末技試みなし    ５ B0.2

個性／自信個性／自信個性／自信個性／自信　　各１ A0.1

動きのﾘｽﾞﾑとﾃﾝﾎﾟ　１ Ｅ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱ
演技全体のつながり　１

動き変化と創造性欠ける 1 

試技順 横横横横向きの動き　1

台の長さ使用不十分　1 最終得点最終得点最終得点最終得点

胴台に近い運動なし 1

実施減点 芸術性 ﾀｲﾑ 難度なし開始技　1

２以上両足1/2 　1 

【構成】 １多、ｱｸﾛﾗｲﾝ前静止　各１ ｱｸﾛ５ｱｸﾛ５ｱｸﾛ５ｱｸﾛ５ ﾀﾞﾝｽ３ﾀﾞﾝｽ３ﾀﾞﾝｽ３ﾀﾞﾝｽ３ 計 ＤＶＤＶＤＶＤＶ
停止２秒･準備　各１ H0.8

ﾀﾞﾝｽ系過度な腕振り　各１ Ｇ0.7
姿勢･頭の位置･視線　１ F0.6 ＣＲＣＲＣＲＣＲ
つま先/足緩み/内向き 1 E0.5

［難度］ 大きさ･伸ばし不十分 １ Ｄ0.4
終末技試みなし    5 C0.3 ＣＶＣＶＣＶＣＶ

表現／自信／個性　各１ B0.2
ｷｬﾗｸﾀｰ演技　１ A0.1 Ｄ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱＤ－ｽｺｱ

通番 技と動きのつながり　１

動きの創造性　１

音楽との関連性　１　３ ①２異ﾀﾞﾝｽ移動 Ｅ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱＥ－ｽｺｱ
演技面、直線･曲線･方向　１ (180前後開脚)
床面に接する動き　１

試技順 正面支持臥１以上　１

音楽構成　１ 最終得点最終得点最終得点最終得点
ﾘｽﾞﾑ･ﾃﾝﾎﾟ不良　１　３

実施減点 芸術性 ﾗｲﾝ／ﾀｲﾑ 音楽ＢＧＭ　５

③空中局面アクロ③空中局面アクロ③空中局面アクロ③空中局面アクロ

ＤＤＤＤ
ＶＶＶＶ

ＣＣＣＣ
ＲＲＲＲ

ＣＣＣＣ
ＲＲＲＲ

④前／側･後ｱｸﾛ

⑤終末技　A0.3／B0.5A0.3／B0.5A0.3／B0.5A0.3／B0.5

（１宙含む３つの異なるｱｸﾛｼﾘｰｽﾞ）

⑤終末技　A0.3／B0.5A0.3／B0.5A0.3／B0.5A0.3／B0.5

芸芸芸芸
術術術術
性性性性
／／／／
構構構構
成成成成
振振振振
りりりり
付付付付
けけけけ

②前方/側方･後方宙返り

ゆゆゆゆ
かかかか

①２異ﾀﾞﾝｽ組合
(180前後開脚)

②ターン

種種種種
目目目目
特特特特
有有有有

芸芸芸芸
術術術術
性性性性
／／／／
構構構構
成成成成
振振振振
りりりり
付付付付
けけけけ

③1/21/21/21/2ひねり伴う宙返り

④アクロライン

実施減点 芸術性 ﾗｲﾝ／ﾀｲﾑ 音楽ＢＧＭ　５

終了一致しない　１

⑤終末技　A0.3／B0.5A0.3／B0.5A0.3／B0.5A0.3／B0.5



＜申告用紙記入上の注意＞＜申告用紙記入上の注意＞＜申告用紙記入上の注意＞＜申告用紙記入上の注意＞
１）　2013年版採点規則集を参考に間違えのないように記入してください。

２）　「背景が緑色」になっている箇所のみのみのみのみ記入してください。

３）　シンボルマークは難度表に載っている技のみ記入してください。

４）　一列になるように記入してください。

＜申告書の提出について＞＜申告書の提出について＞＜申告書の提出について＞＜申告書の提出について＞
１）　高体連・体操協会主催の大会については、１人６枚提出１人６枚提出１人６枚提出１人６枚提出（コピー可）。

　　　中体連の大会については、１人１２枚提出１人１２枚提出１人１２枚提出１人１２枚提出（コピー可）。

２）　申告書の提出

◎　セッティング終了時（前日セッティングの試合についても同様）。

◎　中体連は別途連絡。

CV補足資料CV補足資料CV補足資料CV補足資料

低棒　　　高棒）

D+D以上

 D（宙返り）+A（水平立ち）　＊この順番で実施

短い演技について＜変更規則Ⅱ・中体連＞短い演技について＜変更規則Ⅱ・中体連＞短い演技について＜変更規則Ⅱ・中体連＞短い演技について＜変更規則Ⅱ・中体連＞

・６技以上 ＝ ー０．００
・５技 ＝ ー４．００
・４技 ＝ ー５．００
・３技 ＝ ー６．００
・２技 ＝ ー７．００
・１技 ＝ ー８．００
・技なし ＝ ー１０．００

CV　　０．１ 　　０．２　　　UB CV　　０．１　　

 B/C+D Ｄ　＋　Ｄ　以上 　　Ｄ 　　　+　　 　Ｃ　以上　  C+E

　　０．２　　BB CV　　０．１ 　０．２　FX

アクロバット系（リバウンド）（終末技なし） アクロバット系

(リバウンドなし、前方向のみ)  A+A+E
　（間接）  A+A+D  D+D（同一棒空中ｏｒ （高棒で）  C/D+D以上 C/D+D以上

アクロバット系  A+D  A+E（この順で実施）  C+C B+D
 C+D

Ｄ　＋　Ｅ  B+E B+F

（前方向に移動するもの） 　(直接）  C+C

 Ｅ(宙返り)＋Ａ(ダンス)
＊Ｃ／Ｄは1/2以上のひねりか空中局面を伴う技 ダンス／混合

（両方とも空中局面を伴う）
ＳＢ

B+B+C以上 混合  D(宙返り)＋Ｂ(ダンス)
（終末技はC以上） ＊この順番で実施

 D（宙返り）+A（ダンス） （ステップなしに）

 D+B
 A+C　ターン  B+B

 C+C以上 ターン
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