令和２ 年４ 月１ 日
関係団 体様
千 葉県 体操 協会
会 長 庄 司 忠男
理事長 三 浦 孝正

２０２０年 度千葉県 民体育大 会第二 部 （国体予 選）体操 競技
兼第５５回 千葉県少 年選手権 大会中 止のお知ら せ
春暖の 候、 ます ます御 健勝 のこ とと お慶び 申し 上げま す。 平素 は格別 のご 高配 を賜 り、厚 く御 礼申
し上げ ます 。
さて、 本年 度の 千葉県 民体 育大 会第 二部（ 少年 国体予 選） です が、 新 型コ ロナ ウイ ルス 感 染症 拡大防
止のた め、 開催 を断念 せざ るを 得な いと判 断し ました 。
なお、大会 中止に 伴い 書類 での 国体選 手選 考を 行いま すの で、国 体出 場希 望の 選手は 下記 のと おり、
申し込 みを 行っ て下さ い。
記
（１） 参加 資格 と条件
千葉 県民 体育 大会・ 第二 部の 総則 ６に定 める 者のほ か次 によ る。
２０ ２０ 年度の 日本 体操 協会 に選手 登録 を済ま せた 者。
（２） 参加 申込 み
エン トリ ーシー ト

４ 月２ ４日（ 金） １７時 まで に下 記宛て に郵 送又 はＦ ＡＸ
〒 289-2173 匝瑳 市飯 高１６ ９２ 県 立飯高 特別 支援 学校
Ｔ ＥＬ 0479-70-5001
携 帯 090-8893-6316
Ｆ ＡＸ 0479-70-5123

小沼 弘明

（３） 選手 選考 方法
男子
① 第７４ 回全 日本 個人総 合選 手権 大会 への有 資格 者
② ２０１ ９ U １５ ・U１ ８ ジュ ニア ナショ ナル 選手
③ 第３６ 回全 国高 等学校 選抜 大会 （中 止）の 有資 格者で あっ た者
④ 強化部 によ り上 記の成 績と 近し い実 力があ ると 認めら れる 者
女子
① 第７４ 回全 日本 個人総 合選 手権 大会 への有 資格 者
② 第３６ 回全 国高 等学校 選抜 大会 （中 止）の 有資 格者で あっ た者
③ 高校生、中学生の千葉県内の直近の大会（高校生は新人戦・中学生は総体）の個人総合（４
種目） の点 数を 並べ、 上位 ２名 （上 記①② の選 考者を 除く ）
上記 の 選 考方 法 を もと に 、 強化 委 員 会が 総 合 的に 判 断 し、 常 任 委員 会 の 同意 を 持 って 候 補選
手７名 程度 を選 考する 。
正選手 の怪 我や 他の大 会の 結果 から、 エン トリ ー選手 の変 更が 妥当で ある と強 化委 員会が 判
断した 場合 は、 常任委 員会 の同 意を もって 変更 可とす る。
結果に つい ては 、候補 選手 のみ を５ 月１１ 日（ 月）以 降に ホー ムペー ジ掲 載し ます ので、 確
認をし て下 さい 。
（４） その 他
出場資 格の 例外 適用や ふる さと 制度 他の詳 細に ついて は日 本ス ポーツ 協会 ホー ムペ ージを 参照
のこと 。

