
平成 28 年度 全国高校選抜大会 「審判員報告書」 
               
Ｃ２ 女子審判長 河本眞由美 
１．採点上打ち合わせた事項 
  （監督会議での報告事項も含む） 

① 適用規則の確認 
採点規則２０１７年版 変更規則Ⅰ、女子体操競技情報２４号までを適用。 
服装の規則については、高体連制定の高校適用規則を準用する。 

 
  ②情報 24 号の内容確認 
   ・採点指針の確認 
   ・短い演技について 
   ・跳躍や演技を試みない場合 
   ・段違い平行棒での選手の行動に関する減点について 
   
  ③選手の競技前の練習について 
   跳馬：１人２本 
   段違い平行棒：１人５０秒 
   平均台：１人３０秒 
   ゆか：３分（その組に棄権が出て人数が少なくなっても６人分の時間を確保） 
 
  ④Ｄスコアへの質問について 
   規則通り、コーチがＤ審判に直接口頭での質問をし、Ｄ審判の回答に同意が得られ  

 ない場合は審判長へ書面で提出すること。また、遅れた質問、他の所属への質問は 
受け付けられないという規則の確認。 

 
  ⑤競技中の選手・コーチの行動についての確認。 
 
  ⑥Ｅスコアについて、確認のため審判を招集することもあることの確認。 
 
 
２、採点上起こった事項とその処理 
  ①演技中のコーチのかけ声（合図） 
   演技中に選手への支持となるようなかけ声や応援とみられるかけ声、拍手をする監

督がいたため口頭注意にて対処した。 
 



 
３、その他特記事項・意見・感想など 
 審判業務全般においては、Ｄ１審判を中心に問題なくスムーズに業務が行われ、大きな 

怪我や事故なく無事に競技を終えることができました。 

 新ルールとなり各審判員が伝達からの短い期間で研修を積み、競技会前に実施される公

式練習においても自己研修を行い、それぞれの種目で統一見解を図ったことが、スムーズ

な採点業務につながったのではないかと思います。財政の厳しい中、愛媛県体操協会のご

理解のもと前日泊を認めていただいたことに感謝申し上げます。 

 競技全般においては、シーズン始めの競技会でありどんな仕上がりになっているかが気

になりましたが、新ルールに対応した演技構成が見られ大きな怪我もなく終えることがで

きました。シーズン始めの競技会に合わせて調整するのは大変難しく、失敗もする選手も

多く見受けられましたが、それぞれの選手が次のステップに繋がる競技会であったと拝察

いたします。各競技会において、失敗を最小限に抑え、確実な演技を実施できる競技力も

身につけられるように、日々緊張感を持った練習に励んでいただきたいと思います。 

 また、選手の皆さんは今後より高いＤスコアを目指して技の習得に力を注がれることと

思いますが、高難度の技を追うだけでなく、美しい立ち姿勢や、基本技の習得、表現力、

についても力を入れて取り組んでいただきたいと強く感じました。ゆか、平均台において

立ち姿勢を含めた常に美しい体線での実施、表情や視線まで意識した表現力豊かな演技、

技の前の調整のない流れのある演技を習得することは、技を習得ことと同様の時間のかか

ることと思います。全体的には、芸術性に対しての意識は向上されているように思います

が、さらに意識を高めるとともに、技の理想像を追求し、基本技の姿勢についても美しい

姿勢での実施を目指していただきたいと思います。 

 高校生の段階では技を覚える大切な時期でありますが、常に姿勢欠点のない美しい姿勢

での演技を目指して演技に磨きをかけていただきたいと願います。選手の皆さんのさらな

る飛躍を期待しております。 

 最後に、準備段階から長期に渡り大会運営にご尽力いただいた開催地の大会役員、競技

役員、補助役員、関係者の皆様に感謝申し上げます。大変お世話になりありがとうござい

ました。 

 

 

C2 跳馬 D1 審判員 大川由美子 

 

１、採点上打ち合わせた事項  

  ・適用規則の確認 

    2017 年版採点規則 変更規則Ⅰ 情報 24号までを適用 

  ・採点指針の確認 



  ・E スコアに関する確認（以下は主な確認事項） 

  〇変更規則に追加されている種目特有の減点項目「支持が長い（支持局面）」の確認 

  〇「ダイナミックさに欠ける」の減点が通常の 0.1・0.3 に加え 0.5 までの適用 

  〇各局面における姿勢欠点は「種目特有な実施減点」に加え、第 8章一般欠点「技と  

   跳馬における身体と脚の位置」の減点項目を適用 

  〇伸身・屈身・かかえこみの各姿勢において不十分な場合の減点項目の確認 

                                  

  ・D スコアに関する確認 

  ・アシスタントの任務の確認 

 

２、採点上起こった事項とその処理 

 2017 年度版を適用した高体連初めての大会であったからか、跳躍番号表示の明らかな間

違い（単純ミス）が多かった。都度、D2 と確認し実施された跳躍技での採点を行った。 

 

３、その他特記事項・意見・感想等  

 情報 24号の採点指針に照らし、高さと距離を伴うダイナミックな跳躍、かつ体勢の高い

安定した着地を意識した跳躍が見受けられた一方、今年最初の大会で本調子でなかったた

めか、着地での転倒も多くみられる大会であった。 

 伸身姿勢を要求される跳躍技「跳躍番号 3.30 伸身ツカハラとび」や「跳躍番号 4.30 ロ

ンダート後転とび～後方伸身宙返り」等は、宙返りの回転の「半分を超える」位置まで伸

身姿勢を保たなければ承認されないため、屈身姿勢での承認となる実施もあった。 

 また、ひねりを伴わないかかえこみ宙返りや屈身宙返りの跳躍技においては、多くの選

手が種目特有な実施減点の第２空中局面「身体の伸ばしが不十分または遅い」-0.1、-0.3 に

該当する実施となり、関連して「高さ」や「ダイナミックさに欠ける」などの減点を適用

する場合も多かった。 

 着手においては、特にグループ 4のロンダート後転とびでの「腕のまがり」や「肩角度」

で減点のある実施が目立った。ひねりを伴う場合には「規定されたひねり時期が早すぎる」

選手もいた。 

 第 2 空中局面でひねりを伴う宙返りの跳躍技の場合は「膝の曲がり」「脚または膝の開

き」などの姿勢欠点のある実施が目立った。 

 全体的にスピードに欠ける跳躍は回転不足となる傾向にあり、結果的に着地における減

点にもつながっていくと感じた。 

 高さや距離があり、ひねり等の完了位置も高い安定した着地をとれる選手は、より D ス

コアの高い跳躍技へのチャレンジを期待したい。また逆に D スコアは高くとも満足のいく

実施とならなかった選手は、指針に照らし実施減点のないダイナミックな跳躍となるよう

な取り組みと今後の成長に期待したい。 



 

 ※参考  

  承認された跳躍技（1人 2跳躍のうち Dスコアの高い跳躍をカウント） 

   

 

 

 

 

 最後に、開催地の愛媛県体操協会をはじめ、ご尽力いただきました関係者の皆様に 

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

Ｃ２ 段違い平行棒 Ｄ１審判員 鈴木 美里 

 

１、採点上打ち合わせた事項 

① 適用規則の確認 

  ・2017 年版採点規則 変更規則Ⅰ 情報 24号までを適用。 

② 採点指針の確認 

  ・「常に美しい体線での演技」を重要な視点とすること。 

  ・それぞれの技の特性を良く理解した上で、技の理想像を常に念頭に置き、理想とさ     

   れる実施であるかをよく見極め採点をすること。 

③ E 審判団の確認 

  ・「第 8章一般欠点と減点表」「第 11章種目特有な実施減点」を有効に使って採点を 

   する。 

  ・け上がり、振り上げ倒立などの基本技の技術や姿勢にも注視すること。 

  ・構成についても「前向きでない構成」の減点を使って差をつけること。 

  ④アシスタントの任務の確認 

  ・練習時間の確認 

   ・落下時間の計測方法と中断時間の経過をコールすることの確認 

 

２、採点上起こった事項とその処理 

     特になし 

 

３、その他特記事項・意見・感想等 

  ①D スコアに関して 

   〇組み合わせ点の承認数 

2.10  1 名 
2.20  1 名 
2.21   1 名 

3.12   4 名 
3.20  15 名 
3.30   3 名 
3.32   3 名 

4.10   1 名 
4.30   5 名 
4.32   17 名 
4.34    2 名 



   +0.1 

     ・後方足裏支持回転倒立１回ひねり(D)〜ギンガー宙返り(D)     ・・・２名 

   ・後方足裏支持回転倒立１回ひねり(D)〜前振り 1/2 ひねり低棒とび越し低棒倒立(D)  

                                    ・・・１名 

     ・後方足裏支持回転倒立〜背面とび出し上移動高棒懸垂(D)  

        〜前振り 1/2 ひねり低棒とび越し低棒倒立(D)         ・・・２名  

   ・後方足裏支持回転倒立〜背面とび出し上移動高棒懸垂(D) 〜パク宙返り(D) 

                                   ・・・２名 

     ・大逆手前方車輪倒立、片手上で１回ひねり(D 難度で承認)〜イエガー宙返り(D) 

                                    ・・・１名 

     ・シュタルダー１回ひねり(D)〜前振り 1/2 ひねり低棒とび越し低棒倒立(D) 

                                    ・・・１名        

     ・シュタルダー１回ひねり(D)〜ギンガー宙返り(D)           ・・・１名 

     ・シュタルダー１回ひねり(D)〜後方足裏支持回転倒立〜 

      背面とび出し上移動高棒懸垂(D)〜パク宙返り(D)  0.1 +0.1 ・・・１名 

 

〇終末技の承認数について 

・後方２回宙返り１回ひねり下り(D)  ・・・   ８名 

・後方伸身２回宙返り(D)            ・・・   ４名 

・前方かかえ込み２回宙返り下り(D)  ・・・   ２名 

・後方屈身２回宙返り下り(C)        ・・・ ２８名 

・後方伸身宙返り２回ひねり下り(C)  ・・・   １名 

・後方伸身宙返り１1/2 ひねり下り(C) ・・・   １名 

 

 今大会、空中局面を伴う技で棒間移動を実施する選手、また組み合わせ点を獲得できる構

成に挑戦している選手が多く見られた。2017 年版新ルールではシャポシニコヴァ系の技の

後にけ上がりを実施すると内容のない振りの減点(-0.5)が適用されるのでシャポシニコヴ

ァ系の技の後に、パク宙返りや前振り 1/2 ひねり低棒とび越し低棒倒立を実施し、組み合

わせ点を獲得できる演技構成にしており、採点指針に沿った演技として評価できる。しか

し実施後に足がマットに当たるなど、組み合わせ点を獲得することができない選手がいた

ので、正確な実施を目指して練習に励んでいただきたい。 

 変更規則では実施された終末技によって加点が与えられるが、出場選手 58 名中 46 名が

終末技加点 0.5 を獲得することができた。 

 

②E スコアに関して 

 実施に関しては、常に美しい体線での演技や振幅の大きいダイナミックな実施、着地ま



で意識した演技が見られた。シーズン初めの大会で大過失があった選手もいたが、これか

らのトレーニングで完成度を高めていただきたい。  

  け上がりや振り上げ倒立など基本技での姿勢欠点や、ひねりを伴う技の完了角度、終末  

技の着地（姿勢の欠点・ステップなど）については実施によって大きな減点になるので、  

時間をかけてトレーニングに励んでほしい。 

 

 ③感想等 

 今大会、2017 年版の新ルールを採用した初めての国内試合であり、どのような演技に仕

上がっているのか楽しみな大会であった。去年とは違う新しい構成にチャレンジしていた

り、１つ１つの技の姿勢を意識している演技が多数あった。 

 段違い平行棒は技を習得するのに時間がかかる種目だが、常に美しい体線で実施できる

ように更に意識し、高難度な技にも挑戦していってもらいたい。選手自身もルールを理解

し細かいところまで意識をして練習を積むことがとても大事だと思う。今後の選手の活躍

を期待している。 

  最後になりましたが、今大会の開催にあたりご尽力頂きました大会役員、関係者の皆様

に、心より感謝し、御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

Ｃ２ 平均台 Ｄ１審判員 高橋洋子 

１、採点上打ち合わせた事項 

（1）採点指針の確認（情報 24号） 

 「高得点を得るための前向きな構成」と「常に美しい姿勢での演技」を重要視点とし、

個々の技に対しては技の特性をよく理解した上で適切な減点をすることを確認した。また、

演技全体を通してリズムとテンポの変化があり、技の前の停止や無駄な調整（不必要な踏

み出し）のない演技であるか、立ち姿勢や歩く姿勢においても常に美しい姿勢であるかを

よく見極め、指針に沿った演技とそうでない演技との差を明確に得点に表すことを確認し

た。 

 

（2）Ｅスコアに関する確認 

・ダンス系の技については、膝・つま先が伸びた美しい実施であるか、開脚度や輪の姿勢

などそれぞれの技に要求されている姿勢が十分であるかを見極め、欠点のある実施に対し

ては 0.1/0.3/0.5 のいずれかの減点をする。 

・技以外の動きの部分での身体の姿勢、膝・つま先の美しさなどにも注視し、美しさに欠

ける演技に対しては演技全体を通しての減点項目を適用する。 

 ・振り付けではない不必要な踏み出しや技の前の停止についてはその都度減点をする。 



 

（3）新技申請について 

  １８０度開脚した浮脚の上方をターンの始めから終わりまで手で保持した２回ターン 

   →今大会は E難度として承認 

 

（4）アシスタント任務の確認 

  計時の任務内容（練習時間の計り方、演技時間・中断時間の計り方）を確認するとと  

 もに、コーチから計時の減点の再確認の要求があった際に速やかに対応できるよう、過 

 失はすべて記録しておくことを確認した。 

 

２．採点上起こった事項とその処理 

  特になし 

 

３．その他特記事項・意見・感想等 

 2017 年版採点規則が適用される初めての競技会であり、平均台においては技の難度や組

み合わせの公式、種目特有な実施減点など 2013 年版からの変更箇所が複数あるため、昨シ

ーズンから演技構成を組み直し、新たな演技構成にチャレンジした選手が多かったのでは

ないかと思う。全体的に高い D スコアの獲得を目指した演技構成が多く見られ、特に開始

技についてはこれまで A 難度の技を実施する選手が圧倒的に多かったが、技の難度が上が

ったことにより、ロンダート～後方宙返り（E）などの技に挑戦する選手が非常に増えたこ

とは評価すべき点であると思う。また、ロンダート～後ろとび 1/2 ひねり前方倒立回転上

がり（F）やロンダート後転とび上がり（D）～後方開脚伸身宙返り（C）～後転とび（B）

の＋0.30 の組み合わせ点を獲得できる組み合わせを実施する選手も見られた。平均台で高

い Dスコアを獲得するためには、E難度以上のアクロバット系の技と組み合わせ点を獲得で

きる組み合わせを複数組み込む必要があるため、開始技、組み合わせへの積極的な取り組

みを望みたい。 

 ダンス系の技においても、ウルフとび 1回ひねり（D）や前後開脚とび 1回ひねり（D）、

脚交差した前後開脚とび 1/2 ひねり（D）に挑戦している選手も多く見られたが、ひねりが

不正確で異なる技と承認した実施が非常に多く、それによって構成要求を満たせなかった

選手も見受けられた。高い D スコアを獲得するためには少なくとも C または D 難度以上の

ダンス系の技を 3 つ習得することが必須であるため、今後も引き続き高い難度のダンス系

の技を正確に実施すること、そして技の実施順によっては構成要求が満たせなくなる可能

性もあるため、演技構成を工夫することも必要であると感じた。 

演技全体としては、技の前の停止と調整の減点が伴う演技、また、つま先立ちでの運動や

動きが不十分な演技が非常に多かった。ルールが変わり、どの選手も新しい演技構成にチ

ャレンジしている段階であると思うが、技以外の動きの部分にも意識を向け、減点を伴わ



ないような振り付けの工夫にも取り組んでいただきたいと感じた。 

 最後になりましたが、準備段階から長期に渡り大会運営にご尽力いただきました大会役

員、関係者の皆様に感謝申し上げます。 

 

 

Ｃ２ ゆ か D１審判員 白川千尋 

１、採点上打ち合わせた事項 

１）適用規則の確認 

  ２０１７年版採点規則 変更規則Ⅰ 情報２４号までを適用 

２）採点指針の確認（情報２４号） 

「常に美しい姿勢での演技」、「高得点を得るための前向きな構成」、「アクロバッ

ト系、ダンス系の技の正確な実施」、「スピードや迫力を感じさせる雄大な実施と演

技面を大きく使用した躍動感のある演技」、「個性にあった振り付けと音楽の調和、

顔の表情も含め全身を使った表情豊かで魅力的な演技」以上５つの指針をもとに、各

審判員が個々の技や演技全体における理想像を持ち、理想像からの逸脱や指針に沿わ

ない演技に対しては、第８章や第１３章の減点および前向きでない構成の減点を有効

に使い、一つひとつの演技に対する評価を得点としてしっかり表していくことを確認

した。 

３）アシスタント、セクレタリーの任務 

   計時：練習時間・演技開始までの時間・演技時間の計り方の確認 

   線審：0.1/0.3 の場合の減点の確認 

   計時、線審ともにコーチからの再確認の要求に対応できるよう、すべての過失は 

   記録しておくことを確認した。 

   セクレタリー：グリーンライト点灯のタイミングを確認。 

   演技毎にＤ１審判員による確認後、得点決定とすることを確認 

 

２、採点上起こった事項とその処理 

   特になし 

 

３、その他特記事項・意見・感想等 

 今回は２０１７年版採点規則適用の初めての競技会であったが、Dスコアに関しては

選手コーチとも規則をよく理解し、演技構成をしているようであった。アクロバット

系の技の組み合せ点や C 難度以上のダンス系の技を取り入れ、高い D スコアを得るた

めの構成をしている選手が多くみられた。ただ、ひねりを伴うダンス系跳躍技やアク

ロバット系の技において、ひねりが正確に完了されず異なる技と承認されたものがい

くつかあり、中には、同一技の繰り返しとなり構成要求や終末技が獲得できなかった



ケースもあった。技の不正確な実施は Dスコアにも、Eスコアにも影響を与えてしまう

ため、正確で安定した技の実施を目指して丁寧にトレーニングを積んでほしい。 

 Ｅスコアに関しては、このルールより減点項目となった「調整（不必要な踏み出し）」

に該当する部分が演技中にいくつも見受けられるものもあった。今一度、種目特有の

実施減点項目を確認し、0.1 たりとも無駄にしない構成を考えてほしい。また、技と動

きのつなぎを工夫することは芸術的表現を高めていくことにもつながると思う。 

 最後になりましたが、今大会の開催にあたり、ご尽力いただきました大会役員、関

係者の皆様に、心より感謝申し上げます。 

 

 

 


