平成 29
9年7月6日

新体操大会開催前の連絡事項について
新体操大会開催前の連絡事項について
このたびは、平成 29
2 年度全国高等学校総合体育大会新体操大会への出場おめでとうございます。
年度全国高等学校総合体育大会新体操大会への出場おめでとうございます。
貴校選手の活躍を心から祈念いたします。
貴校選手の活躍を心から祈念いた
さて、競技及び
競技及び運営に関し
運営に関しまし
まして下記のとおり連絡
て下記のとおり連絡いた
いたします。熟読いただき
します。熟読いただき
します。熟読いただき、大会運営に
運営にご協力
協力
をお願いいたし
いたします。
ます。
【 入館関係 】
１ 選手団の入館について
選手団の入館について
・山形市総合スポーツセンター
山形市総合スポーツセンターでは、初回の受付のみとなります。
山形市総合スポーツセンターでは、初回
の受付のみとなります。練習会場では来館日に、毎回
の受付のみとなります。練習会場では
来館日に、毎回受
受
付をしてください。
２ 選手団の入館時間について
会 場

競技会場

サブ会場

練習会場

山形市総合スポーツセンター
日 時

第 1 体育館

山形県総合運動公園
総合体育館

第 2 体育館

８月 ８日（火）

８：００

８月 ９日（水）

７：３０

７：３０

７：３０

８月１０
１０日（木）

７：００

７：００

７：００

８月１１
１１日（金）

６：００

６：００

６：００
：００

８月１２
１２日（土）

６：００

６：００

６：００

３ 観覧者の入館時間について（
観覧者の入館時間について（山形市総合スポーツセンター
山形市総合スポーツセンター）
山形市総合スポーツセンター
８月
月１０日（木
木） １６：３０

（ 開会式

１７：３０
１７：３０～ ）

８月１１日（金
８月１１日（金）

８：１５

（ 個人競技

９：１５
１５～ ）

８月１２日（土
８月１２日（土）

８：１５
１５

( 団体競技

９：１５
１５～ )

【受付関係】
１ 選手団の受付について
・受付は、８月９日（水）山形市総合スポーツセンター内正面入口で
・受付は、８月９日（水）
山形市総合スポーツセンター内正面入口で
山形市総合スポーツセンター内正面入口で７：３０
３０～１７：００に行い
～１７：００に行い
ます。プログラム・ＩＤカード・歓迎袋を受け取ってください。
※フリー練習に参加する学校
フリー練習に参加する学校には、８月８日（火）練習会場内受付でＩＤカードのみ配付します。
フリー練習に参加する学校に
８月８日（火）練習会場内受付でＩＤカードのみ配付します。
※８月９日（水）はできるだけＩＤカードを山形市総合スポーツセンターで受け取ってから練習会
８月９日（水）はできるだけＩＤカードを山形市総合スポーツセンターで受け取ってから練習会
場へ行ってください。
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２ ＩＤカードについて
・監督、選手、引率者は、入館時にＩＤカードを必ず首からかけてください。提示がない場合は、
ＩＤ制限エリア内に入場できません。
・競技中の競技会場内に入場できるのは、監督（または引率責任者）１名と、選手（団体男女６名
まで、個人男女各１名）です。それ以外の立ち入りを禁止します。
・協力者ＩＤ、練習会場入場許可証（仮ＩＤ）は、次のように発行します。
山形市総合

山形県総合運動公園

スポーツセンター

備 考

競技会場/サブ会場

男子練習会場

女子練習会場

入場可

〇入場可

〇入場可

協力者ＩＤ
(各校１枚)

期間中を通して使用で

※８日（火）は、練習会場内受 きます。
付で発行します。

練習会場
入場許可証
（仮ＩＤ）

〇入場可

〇入場可

アリーナ・サブアリー

※９日に限り、練習会場内受付 ナ内は、ＩＤを持って
で発行します。使用後は速やか いる人のみ入場できま
に返却ください。(１０日～１１ す。
日は発行しません)

・それぞれの会場（山形市総合スポーツセンター及び山形県総合運動公園）で監督が申し出た場合
のみ発行します。
・ＩＤの貸し借りなどの不正使用は厳禁とします。
３ 撮影許可について
・今年度から観客の方及び、チーム関係者の撮影は、一切禁止となります。
ただし、競技力向上のため、自校の撮影のみ同一フロア内で許可します。
（観客席等では撮影で
きません）競技中の撮影は、会場内に特別な撮影エリアを設けますので、撮影者はチームと一緒
に入場いただきます。
（入場にはＩＤカードが必要となります。
）
４ 選手団以外の受付について
・来賓、大会関係者、審判、視察員、報道員は山形市総合スポーツセンター内正面入口で受付をし
てください。
５ 部旗について
・部旗の掲示は希望制とします。
・８月９日（水）に山形市総合スポーツセンター内受付で受け取ります。
・部旗のサイズは横２ｍ×縦１．５ｍ以内とします。それより大きい場合は安全ピン等で既定の大
きさに補正してから提出をしてください。
・部旗には、取り付け用のひもを付けてください（上部２か所以上）
。その他の飾りは付けないで
ください。
・取付けは、大会運営側で行います。取外しは、各学校でお願いします。
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・会社名・個人名が記載された部旗は禁止します。
【競技関係】
１ 申告書について（女子） ※申告書の提出はありません。
２ 手具点検について
アップ場隣の第１招集所で、８月９日（水）・１０日（木）ともに、８：３０～１２：００及び
１３：００～１６：００に行います。
３ 予備手具について
次の予備手具を準備しています。
・女子（リボン）

チャコット(株) 301500-0001-58 000.ホワイト

（スティック） チャコット(株) 301501-0001-58 052.レッド
（フープ）

(株)ササキ

Ｍ－１１ＳＴ Ｗ ８５㎝

４ 音楽再生について
・競技会場、サブ会場及び練習会場に、ＣＤとＵＳＢに対応した再生機材を設置します。設置され
た機材を使用し、再生操作は各校で行ってください。
・ＣＤ、ＵＳＢに個人は｢種目・試技順・選手名｣、団体は｢試技順・学校名｣を本体に明記してくだ
さい。※シール等は貼らないでください。
・誤動作防止のため、記録媒体には演技者用１曲のみを録音してください。
・ＣＤは音楽用ＣＤを使用してください。データ用ＣＤ-ＲやＣＤ-ＲＷは対応できません。
・音楽のファイルは、ＡＩＦＦまたはＭＰ３のみとします。
（ｗｍａ等は対応できません。
）
・不測の事態に備えて、必ず予備を準備してください。なお音とび対応として、ＵＳＢもできるだ
けご準備願います。
・音量の設定は係員が調整します。
・音量調整は、８月９日（水）は女子を中心に、１０日（木）は男子を中心にして、競技会場練習
中に行います。
５ 練習会場について
・８月８日（火）のフリー練習は、受付にある予約表に記入し、係の指示に従って練習を行ってく
ださい。また、練習終了後に次の練習希望を予約表に記入してください。
６ 競技日の招集・入場について
（減点対象となり
・全国高体連規則に基づき、マークのデザインは学校名もしくは校章とします。
ます。
）
・第１、第２招集時に、ユニフォームの学校マーク等の点検を行います。
・個人は、２着目のレオタードのマークを併せて点検します。
７ フロアマットについて
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・男子のフロアマットは、全てスプリング式を設置します。色はホワイト、周りはロイヤルブルー
です。ただしアップ場はホワイト、周りはグリーンです。
・女子のフロアマットは、競技会場・サブ会場にはセノー式を設置します。色はホワイト、周りは
ピンクです。
・練習会場のアリーナ２面とサブアリーナ１面にはセノー式を設置します。色はホワイト、周りは
ピンクです。練習会場のアリーナ１面には小川長春館を設置します。色はホワイト、周りはオレ
ンジ・ブラウンです。
８ 競技会場・サブ会場・練習会場への入場について
・男子の公式練習時における会場への入場は、競技会場と練習会場については割当練習時間の３０
分前、サブ会場については２０分前とします。
・女子の公式練習時における会場への入場は、競技会場とサブ会場については割当練習時間の２０
分前、練習会場については１５分前とします。
・山形市総合スポーツセンターでは、競技会場、サブ会場、アップ場以外での練習は禁止します。
【式典関係】
・開会式・閉会式では、チームで服装を統一してください。
・開会式は８月１０日（木）１７時３０分から行います。選手・監督は、１７時１５分までに２階
観客席（東側）の所定の場所に着席願います。前年度優勝杯返還者は、１６時４５分までに競技
会場男子フロアに集合してください。
・閉会式は、８月１２日（土）１６時３０分（予定）から行います。男女団体６位、個人総合６位・
種目別６位までの団体・選手は、１６時１５分までに競技会場男子フロアに集合してください。
入賞された学校は、必ず閉会式に参加をお願いします。
・開会式・閉会式について、詳細は受付時に配付する監督会議資料を確認してください。
【記録関係】
１ 選手・監督の変更及びプログラム訂正について
・所定の用紙を監督会議受付時に提出をしてください。変更・訂正がない場合も確認のため「変更
なし」と記入の上で提出してください。決定事項を監督会議終了後に速報「Ｎｏ.０」として配
付します。
２ 速報について
・成績速報は受付ロビーに掲示します。
・速報はホームページ、ブログに掲載いたします。原則として各校への速報の配布はいたしません
が、希望校には種目別成績・総合成績を受付で配布いたします。
（ＩＤカードを提示してくださ
い。
）
・得点票（男子のみ）は受付で配付します。女子の得点票は発行しません。
【運営関係】
１ 輸送について
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・８月９日（水）から８月１２日（土）は競技会場と練習会場間の選手監督用シャトルバスを運行
８月９日（水）から８月１２日（土）は競技会場と練習会場間の選手監督用シャトルバスを運行
します。宿舎と各会場への移動は各チームで準備してください。
（時刻表は後日ホームページに
アップします）
・競技会場周辺の駐車場については、ホームページをご覧ください。
競技会場周辺の駐車場については、ホームページをご覧ください。
・選手監督用の駐車許可証
選手監督用の駐車許可証は、受付で配付します。競技会場（山形市総合スポーツセンター）
選手監督用の駐車許可証は、受付で配付します。
は、受付で配付します。競技会場（山形市総合スポーツセンター）
、男
男
女練習会場（山形県総合運動公園）ともに駐車場をご利用いただけますが、
ともに駐車場をご利用いただけますが、数に限りがあります。
周辺道路は駐車禁止です。
・宿舎での駐車については、各宿舎に直接問い合わせてください。
宿舎での駐車については、各宿舎に直接問い合わせてください。
・タクシーを利用される方は体育館前に停車中の車両に順次乗車してください。
タクシーを利用される方は体育館前に停車中の車両に順次乗車してください。
（混雑をさけるた
めに予約はできるだけご遠慮願います。
めに予約はできるだけ
ご遠慮願います。
）
２ 配宿について
・宿舎は、
宿舎は、山形市・天童市・中山町
・天童市・中山町のホテルまたは旅館となります。山形市内天童市内の一部の地
・天童市・中山町のホテルまたは旅館となります。
のホテルまたは旅館となります。山形市内天童市内の一部の地
域を除き、競技会場への公共交通機関での移動が困難なエリアにつきましては持込車両でのご移
動をお勧めいたします。
・食事は宿泊施設内での提供となりますが
食事は宿泊施設内での提供となりますが 一部の施設につきましては近くの飲食施設利用となり
食事は宿泊施設内での提供となりますが、一部の施設につきましては
一部の施設につきましては近くの飲食施設利用となり
ます。
３ 観客席について
観客席に
・監督・選手席は、
監督・選手席は、 1 体育館フロア内移動観覧席
監督・選手席は、第
体育館
移動観覧席となります
となります。
。２階観客席
２階観客席側から出入りしてくだ
から出入りしてくだ
さい。
・荷物等による席取り
荷物等による席取り 禁止します。
荷物等による席取りは禁止します。
・応援について、
応援について、後日
後日大会ホームページに掲載する「新体操大会の応援について」にしたがって対
大会ホームページに掲載する「新体操大会の応援について」にしたがって対
応しますので、必ず確認してください。
応しますので、必ず確認してください。
４ その他
・大塚製薬㈱による
大塚製薬㈱によるサンプリングの提供は、８月１
大塚製薬㈱によるサンプリング
は、８月１１
１日（金）から
）から山形市総合スポーツセンター
山形市総合スポーツセンターで
山形市総合スポーツセンターで
行います。
・８月１０
８月１０日（木）までと、練習会場での飲料については各自で準備
）までと、練習会場での飲料については各自で準備
）までと、練習会場での飲料については各自で準備をお願
願いします。
ます。
・ゴミは各自で
ゴミは各自でお持ち帰り
持ち帰りください
ください。
・配宿センターで注文された弁当の
配宿センターで注文された弁当の空き容器は、弁当
配宿センターで注文された弁当の空き容器は
弁当配布所に返却してください。
所に返却してください。
・アイシング用の氷は用意しません。各自で準備してください。
アイシング用の氷は用意しません。各自で準備してください。
・盗難防止、貴重品の管理について
盗難防止、貴重品の管理について 関係者に周知徹底をお
盗難防止、貴重品の管理については関係者に
周知徹底をお願い
願いします。
・
以上、連絡いたします。ご質問ご要望等がありましたら下記担当までお願いいたします。
平成２９
９年度全国高等学校総合体育大会
年度全国高等学校総合体育大会 山形市実行委員会
市実行委員会事務局
事務局
〒
〒990－8540
山形県山形市旅篭
山形県山形 旅篭町二丁目 3 番 25 号
山形市教育委員会スポーツ課
山形市教育委員会スポーツ課
市教育委員会スポーツ課内
新体操担当 菅井 麻紀

高橋 克彦

TEL 023 - 641 - 1212（内線 707）
707
FAX 023 – 634 - 0210
E-Mail
Mail rhythm2017@city.yamagata-yamagata.lg.jp
rhythm2017@city.yamagata yamagata.lg.jp
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