
平成 29 年 全国高等学校総合体育大会 「審判員報告」 
Ｃ２ 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２５号及び高体連制定の高校

適用規則を適用する。 
② 採点指針の確認 （情報 24 号） 
③ 変更規則Ⅰの確認 

・終末技の加点   ・前向きでない構成の減点 
・短い演技の対応  ・ＶＴの減点項目  ・０点となる演技について 

④ 競技方法、練習時間について 
・競技方法 ４－４－３ （予選ＶＴは１本の演技） 

    ・練習時間 
    【予選】１組最大６名  （チーム４名＋個人２名） 
     ＶＴ ： １人２本 
     ＵＢ ： チーム３分２０秒、その後 個人２名 各５０秒 
     ＢＢ ： チーム２分   、その後 個人２名 各３０秒 
     ＦＸ ： ２分３０秒 
    【決勝】１組最大４名 
     ＶＴ ： １人２本 
     ＵＢ ： チーム３分２０秒、 個人 各５０秒 
     ＢＢ ： チーム２分、    個人 各３０秒  
     ＦＸ ： ２分 
  ＊チーム内に棄権者が出て人数が少なくなっても、チームに同様の時間が与えられる。 
  ＊決勝１班の最初の種目のみ５名となるので、１人分の時間が追加される。 
  ⑤ Ｄスコアへの質問に対して  
   高体連の特別ルールに則って、その班の競技終了後１０分までに書面を審判長に提

出すること。また、時間に遅れた質問、Ｅスコアへの質問、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 
 

⑥ 新技申請 
ＢＢ：１８０度開脚した浮足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、２回半ターン  いずれもＥ難度とし演技中１回のみ承認する 



⑦ 選手の行動について 
・競技中の演技台（マット上・助走路を含む）での練習はできないことの確認。 
・ＵＢ：挨拶をしてから低棒の下を走るまたは歩く行為は減点となる。 

⑧ コーチの行動について 
「合図、かけ声、応援等でコーチが自分の選手を援助する」減点項目の確認をし 
演技中に選手への支持や応援と見られるかけ声拍手などは控えていただくよう監

督に促した。 
⑨ Ｅスコアの確認のため審判員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 
演技中に選手への指示となるようなかけ声や応援と見られるかけ声、拍手をする監

督がいたため口頭にて対処した。（複数件） 
② ＵＢにおいて 

・演技中に選手が落下した際に監督が着地マットを移動させた。 
       ルール通り、０．５０の減点をした。 

・踏切板を外す際に、2 名の選手が演技台に上がっていたため、口頭で注意した。 
③ 異なるゼッケンを着用したまま演技を実施した個人の選手がいたため確認をした

ところ、運営側のゼッケンの入れ間違いであったとのことで減点はせずに、そのま

まのゼッケンで演技を行い、記録の方で名前の差し替えをした。ただし、監督会議

でもゼッケンについては今一度確認するように連絡してあったので、各監督には

注意をした。 
④ ＶＴにおいて、開始の合図がないのに演技をした選手がいた。 

ルール通り０点とした 
⑤ Ｄスコアへの質問 

ＵＢ：2 件 ＢＢ：２件 ＦＸ：３件 Ｄジャッジに確認をとり、該当監督へ説明

をした。 
⑥ その他 

今大会では、本会場での怪我はなかったが、練習会場において怪我をした選手がお

り、選手変更（監督会議で選手変更をした選手が、次の日の練習会場で怪我をした

との変更でチームに入る）を試合当日の朝に連絡が入り、本部と対応をした。 
同じく練習会場での怪我のため演技続行不能届を提出し、全種目０点の扱いとした。 
 

３、その他 特記事項・意見・感想等 
審判業務全般においては、Ｄ１審判を中心に予定していた時程から遅れることなく

スムーズに採点業務を進めることができ、大きな怪我や事故もなく無事に競技を終え



ることができました。競技部長をはじめ開催県の役員の皆様、補助役員の生徒の皆さ

んが細かな心配りや手厚いサポートをしていただいたことがスムーズな大会運営に繋

がったと思っています。 
 今年度より、予選の競技方法が４－４－３方式になりどのような運営になるのか心

配しておりましたが、大きな問題はなく来年度に向けて跳馬の予選において２本の実

施も検討していける材料にはなったのではないでしょうか。 
 演技全般を通しては、今年度から新ルールとなり各都道府県の予選を勝ち抜いての

全国大会とあって、新ルールに対応した演技構成も多く見受けられました。２０１７

年の採点指針は、常に美しい体線での演技とそれを基盤とした上で高い難度の技や組

み合わせ点を獲得できる演技構成を高く評価するとなっています。高いＤスコアの演

技と姿勢欠点のない姿勢での演技を目指すには、美しい立ち姿勢や表現力についてダ

ンス系の基礎トレーニングをしっかり行い、各種目の基本となる技の習得や反復練習

に重点を置いて、日々の練習に励んでいただきたいと思います。 
残念だったのは、監督・コーチの皆さんの行動で何件か注意をしなくてはならなかっ

たことです。指導者の皆様には今後も引き続き規則に則した行動をお願いしたいと思

います。 
 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。大会期間中細やかなお心遣い

をいただきました競技部長をはじめ開催県役員の皆様に心から御礼申し上げます。 
 
 
 
 
C2 跳馬                    D1 審判員 佐原礼香 
 
１、採点上打ち合わせた事項 
①採点指針の確認（情報 24 号） 
・高さと距離を伴うダイナミックな跳躍 
・着地姿勢の体制が高く、安定した着地 

 
②E 審判団の確認事項 
・採点指針をもとに各審判員は各跳躍の理想像を持つ 
・採点指針からはずれる場合、採点規則の減点項目のいずれかから減点する 

 
③変更規則の適用ルールの確認 
・第 10 章 跳馬 「種目特有な実施減点」 



  空中局面   ダイナミックさに欠ける    -0.5 まで 
  支持局面   支持が長い          -0.5 まで 
 
※ダイナミックさに欠ける跳躍については、跳躍の大きさから感じられる迫力だけではな

く、技の難易度から受ける迫力や雄大性なども加味し、第 10 章跳馬「種目特有な実施減

点」の「ダイナミックさに欠ける-0.1/-0.3/-0.5」と「支持が長い-0.1/-0.3/-0.5」を有効に使

って差をつける 
 
 
２、採点上起こった事項とその処理 
  棄権者や跳躍のない演技を実施した選手の時に、システムが固まってしまう事があっ

たため、E 審判員はタブレットではなく採点用紙で対応をした。 
 
 
３、その他特記事項・意見・感想等 
 予選の競技は、団体・個人が練習を同時に２本行い、その後１本演技を実施する競技方

法であると監督会議でも伝達はしているが、段違い平行棒・平均台と同様に団体が演技を

実施してから、個人が練習すると勘違いしている県がいくつかあった。選手の負担の軽減

や混乱を避けるためにも、全種目同じ形式で練習・演技の実施をお願いしたいです。 
 予選、決勝も含め、屈身ツカハラとび・ロンダート後転とび〜屈身宙返りの跳躍が、全

体の約 49%と半数近い選手が実施していた。また、伸身ツカハラとび・ロンダート後転と

び〜後方伸身宙返りを実施する選手の約 40％の選手は、宙返りの姿勢が伸身ではなく腰角

度があるために屈身の跳躍技で承認される跳躍であった。これらの跳躍技については、姿

勢欠点の少ない、着地までまとめたれた実施が多く見られたが、第二空中局面での高さ・

距離・ダイナミックさについてはやや欠けている印象であった。実施された跳躍も D スコ

ア 3.5〜4.2 の跳躍がほとんどであるため、更に難しい技に挑戦し、高い D スコアを目指

して欲しい。 
 その中で、高い D スコア 5.4 のロンダート後転とび〜２回ひねりを３名が予選で実施。

姿勢欠点や着地姿勢の実施減点は見受けられたが、やはり第二空中局面でのひねりが増え

れば増えるほど、支持局面からの高さや、より高い技術がなければひねりを増やすことは

出来ず、D スコアの違い以上に、難しい跳躍を実施するその技術は評価に値すると思う。 
 決勝では、今大会１番高い D スコア 5.8 の前転とび前方伸身１回半ひねりが E スコア

9.2 の 15.0 で優勝。２位、３位は D スコア 5.4 のロンダート後転とび〜２回ひねりで E ス

コア 9.4 の 14.8、E スコア 9.3 の 14.7 となった。 
 今回決勝の跳躍回数が２本であったため、２本目に高い D スコア 5.4 のロンダート後転

とび〜２回ひねりに跳躍に挑戦する選手が数名いた。例年通り予選も２本の跳躍にする



と、高い D スコアの跳躍に挑戦しようとする選手が更に増えるのではないかと思う。 
 全国高校総体は高校生の日本一を決める大会ではあるが、中には日本を代表して世界で

戦う選手もいる。今の日本の跳馬の D スコアを世界の上位国と比較するとやや低い傾向が

見られる。３年後の東京オリンピックで日本がメダルを獲得するには、高い D スコアの跳

躍が必要となってくる。これからの日本を引っ張っていく高校生が難しい技に挑戦し、高

い D スコアを目指せば、おのずと日本全体の跳馬の D スコアは上がると思うので、予選

から跳躍回数を２本にしてより多くの選手に挑戦する機会を与えて欲しいと思う。 
 
 最後に開催県の方をはじめ、多くに関係者の方々のサポートのおかげでスムーズに採点

業務をすることが出来ました。本当にありがとうございました。 
 
 

 

Ｃ２ 段違い平行棒                Ｄ１審判員 黒須 真希 

 

１．採点上打ち合わせた事項 

情報 24 号採点指針についての確認 

美しい体線での演技、Dスコアが高い演技を柱に各審判員が理想像を持って

採点を行うこと 

 

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、段違い平行棒の採点をしている中で、Dスコアを上げようと取り組

んできた様子がとても伝わってきた。日本のトップレベルから要求を満た

せるギリギリまでとレベルは様々だが、どのレベルにおいても 0.1 でも Dス

コアを上げようと技を増やしたり、構成を工夫しているチームが多く日本

全体のレベルアップにも繋がっていくだろうと感じた。しかし、その半面 E

スコアのことを考えると、失敗が多く完成度が低い演技が多かったように

思う。また、膝の曲がりやつま先の緩みなど姿勢に関する減点の多い選手が

非常に多かった印象である。D スコアを上げようと思うと減点が増えたり、

姿勢が崩れてしまったり、Dスコアと Eスコア両方を上げていくことは非常

に難しいことだが、段違い平行棒ではけ上がりや振り上げ倒立、車輪など基

本の運動がとても大事であり、ここのところがしっかりできていると次の



技の習得ができ、減点も減らしていくことができると思う。高校生の時期は

基礎的な練習をしつつ、技を増やしていかなければいけない非常に苦しい

ところではあるが、確実に高校生のレベルは上がってきているのでぜひ頑

張ってほしいと思う。今後の選手の活躍を期待している。 

最後になりましたが、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。ありがとうございま

した。 

 
 
 
Ｃ２ 平均台 

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２５号までを適用 

②採点指針の確認 

情報２４号採点指針の確認 

  〇立ち姿勢や歩く姿勢においても手先足先までコントロールされた、常に美しい姿勢

での演技 

〇多様な技を組み入れ、組み合せ点を獲得できるなど高得点を得るための前向きな構 

 成 

〇アクロバット系、ダンス系の技の正確な実施 

〇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のないスピード感ある演 

 技 

以上の指針をもとに、個々の技や演技全体における目標値・理想像からの逸脱や指針

に沿わない演技に対しては、一貫した基準のもと第８章と第１２章の減点項目および

前向きでない構成の減点項目を有効に使って採点し、一つひとつの演技に対する評価

を得点としてしっかり示していくことを確認した。 

 

＊新技申請内容の確認 

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 

および２1/2 ターン 

→今大会ではどちらもＥ難度とし、演技の中で実施された順に１回のみの承認とする 

③アシスタント、セクレタリーの任務 

  ＜アシスタント＞ 

・練習時間計測方法の確認 



予選 (チーム４－４－３制、個人２名)  

    チーム練習１２０秒(３０秒×４名)→チーム演技→個人練習各３０秒→個人演技 

   決勝    

チーム練習１２０秒(３０秒×４名)、個人練習各３０秒 

  ・演技時間、落下による中断時間の計測方法と減点内容の確認 

＊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 

  ＜セクレタリー＞ 

・グリーンライト点灯タイミングの打ち合わせ 

・演技毎にＤ１審判員による確認後、得点を決定する 

 

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年版採点規則適用１年目の高校総体であったが、選手コーチともに規則を

よく理解し、今年度の採点指針も熟知した上で、演技構成を組んでいるようであった。

Ｃ難度以上での開始技や、Ｄ難度以上のダンス系技といった高難度の技を盛り込んだ

演技が多くみられた。また、ダンス系Ｃ＋Ｃや混合Ｂ＋Ｃによる組み合せ点への取り組

みが多く、中にはダンス系技を繋げてＢ＋Ｂ＋Ｃのシリーズボーナスを獲得する選手

もおり、全体として高いＤスコアを目指す工夫がされていた。 
一方で中間層レベルにおけるアクロバット系技での過失がみられ、特に開脚後転と

び～後方開脚伸身宙返り、片足踏み切り側方開脚伸身宙返りといった技で、落下や平均

を保つための余分な動きといった減点になってしまうものが数多く目立った。正確で

安定した技の実施を目指してアクロバット系の技、ダンス系の技ともに丁寧に練習を

積んでほしい。 
   芸術性においては、トレーニングされているものとそうでないものの質の差は歴然

であった。身体の姿勢が悪い演技や技と技との間の動きが少なく単調な演技、調整や停

止の多い演技は、種目特有の減点や芸術性の減点対象となりＥ得点が伸びなかった。手

先足先まで意識の行き届いた美しい姿勢かつリズムとテンポの良いスピード感のある

演技という採点指針に沿ったものは、芸術性においては高評価となった。今後はどの選

手も、技と動きの流れのあるスムーズな演技を追求して平均台の演技力を高めていっ

てほしい。 
   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。ありがとうございました。 
 
 



Ｃ２ ゆか                    Ｄ１審判員 木村幸代 
 
１．採点上打ち合わせた事項 

情報２４号の「ゆか」採点指針５項目を読み直し、美しい姿勢・正確な実施・魅力的

な演技、など、指針に沿った演技を評価することを確認した。また、情報２５号で変更・

修正・追加された内容の確認も行った。 
指針に沿わない演技には、規則集８章の減点項目、１３章の「芸術性と構成の減点」

「種目特有な実施減点」、そして変更規則Ⅰにある「前向きでない構成」の減点を有効に

使用し、採点を行うことを確認した。 
また、アシスタント（線審・計時審）の任務内容を確認し、コーチからの、計時・ラ

インの減点の再確認にはすぐに対応できるよう、過失はすべて記録しておくことをお願

いした。そして、予選・決勝とで、練習時間が異なるため、それぞれの練習時間につい

て、計時審と確認を行った。 
 
２．採点上起こった事項とその処理 

個人出場選手の演技順の間違いかと思われる件があり、審判長に報告をした。 
ゼッケン配布の際の間違い、とのことで、記録（スコア）上の訂正・修正等はなかった。 
 
３．その他特記事項・意見・感想等 

予選の競技方法が、４－３－３方式から４－４－３方式に変更となり、多くの選手が

演技することができた競技会であったが、様々なレベルの選手を採点することになった

競技会でもあった。 
今春から２０１７年版の採点規則が適用となり、特に、ゆかの構成要求（ＣＲ）２・３・

４は、「アクロラインの中での実施」となったことから、ＣＲを満たせない選手も多く

いた。また、アクロラインが１本で終末技なし（－０．５）、と判断することになった

場合も多かった。 
ＣＲを満たせるようなレベルの選手でも、終末技が「同一技の繰り返し」となったこと

により、「難度点なし・最大７つの難度点を加算」としてＤスコアを算出せざるを得な

いケースが、複数あったことが残念であった。今回は、アクロ系のひねり不足が原因で

あったが、そのようなときにどのような判断をすれば良いか、練習の段階から選手自身

が考え、対応できるようにすることが大切ではないか、と感じられた。 
また、どのレベルの選手においても、ダンス系の技に関しては、開脚の角度不足・ひね

り不足となった実施も多かったと感じる。 
芸術性については、多くの選手が意識していたと思われるが、審判にばかり表現しよ

うとすることが気になったことでもある。採点は審判がするものではあるが、演技その

ものは、会場中の観客を魅了するものであって欲しい。規則集にもあるように、すべて



の観衆を魅了するような、そんな表現に期待したい。 
また、日本の体操が目指す美しい体操は、技だけでなく、動きのなかにも求められるも

のである。歩く・走るその一歩まで、つま先・足の内向きなども気にしてほしい、とも

思う。 
予選の競技方法の変更から、多くの選手が演技することができ良かった反面、採点業

務における審判側の負担はとても大きかったというのが、正直な感想である。特に、ゆ

かに関しては演技時間も長く、審判側のトイレに行く時間・水分補給する時間さえも、

ままならなかった。何点か、感じたことを記載させていただくが、今後少しでも負担が

軽減され、さらに良い競技会となることを切に願う。 
まずは、セクレタリーとの作業の確認・端末機の作動状況などから、選手を待たせてし

まったことが数回あった。セクレタリーは、体操経験のない生徒で、生徒たちは最大限

の努力をしてくれていたし、事前指導・事前準備も十分されていたが、やはり採点のし

くみなどがわかる人が担当になってもらえると有り難い、と感じた。また、セクレタリ

ーは、交代することなく続けて担当していただけると、突発的な事態にも、もう少し速

やかに対応できたのではないかと思われる。 
また今大会は、競技中、音楽に関してのトラブルは１件もなく、選手はスムーズに演

技することができた。が、事前に連絡されていた方法で、音楽を用意できていない選手

が多数いたとも聞いている。会場練習の際、用意していた機材を変更することになった

り、要項の通りに準備してきた選手に支障があったとも聞いている。ぜひ、各選手は、

大会要項に沿った準備をし、大会の円滑な運営に協力してほしいと思う。 
最後になりましたが、大会運営にご尽力いただいた大会役員・競技役員の皆さまには、

心から感謝申し上げます。大会期間中も細やかな心配りをいただき、時程的・体力的に

は厳しい業務ではありましたが、関係者の皆さまのおかげで乗り切ることができました。

厚くお礼を申し上げます。 


