
第１６回兵庫県スポーツバトンコンテスト 

兼 第７３回兵庫県民体育大会 

 

実施要項 

 

１．主  旨   本大会は、日本バトン協会の目的のひとつである「競技バトンの普及、発展 

及び資質の向上を図ると共にその活動を通じて青少年の健全育成と心身の健 

全な発達に寄与する。」精神の元に日本バトン協会登録選手が一堂に集い、技 

術を競うと共に親睦を図り、兵庫県のスポーツバトンの発展に寄与するため 

に開催致します。 

 

２．日  時   令和２年 １月  １９日（日）   １１：００ ～ １７：００ （予定） 

 

３．会  場   常盤アリーナ  

    〒653-0837 兵庫県神戸市長田区蓮池町 1-1 

   ＜電車＞  JR・市営地下鉄 「新長田駅」東口下車北へ 600ｍ 

         阪神・阪急・山陽 「西代駅」下車北へ 100ｍ 

   ＜自動車＞ 阪神高速「湊川インター」北へ約 800ｍ 

 

４．主  催   兵庫県バトン協会 

兵庫県  

兵庫県教育委員会  

公益財団法人兵庫県体育協会 

 

５．共  催   姫路市バトン協会  西宮市バトン協会 新神戸市バトン協会  

宝塚市バトン協会  尼崎市バトン協会            

 

６．後  援   神戸市 

（申請中）  神戸・芦屋・西宮・尼崎・宝塚・姫路・明石  各市教育委員会  

         一般社団法人日本バトン協会 

日本バトン協会関西支部 

神戸新聞社 

 

７．実施規定   １）対  象   一般社団法人日本バトン協会構成員登録選手（令和元年１１月 

１９日迄に登録完了のこと）コンテストの部・選手権の部のペアの

メンバーは、同一団体の構成員に限る。 

２）種目・部門     

コンテストの部 

ソロトワール  入門 初級 中級 上級 最上級 

           トゥーバトン  入門 初級 中級 

           スリーバトン  初級 中級  

           ペア      初級 中級  

            ※入門～最上級は、年齢による区分は設けない。 

       

 

 



      選手権の部 

            

 ソロトワール      １)U-JrⅠ    2011年 1月 1日 ～ 2013年 4月 1日 

２)U-JrⅡ    2008年 4月 2日 ～ 2010年 12月 31日 

３)JrⅠ      2006年 1月 1日 ～ 2008年 4月 1日 

４)JrⅡ   2003年 1月 1日 ～ 2005年 12月 31日 

５)SrⅠ      1999年 1月 1日 ～ 2002年 12月 31日 

６)SrⅡ                      ～ 1998年 12月 31日 

＊性別区分は行わない 

トゥーバトン      １)U-Jr      2008年 4月 2日 ～ 2013年 4月 1日 

                 ２)JrⅠ      2006年 1月 1日 ～ 2008年 4月 1日 

                  ３)JrⅡ   2003年 1月 1日 ～ 2005年 12月 31日 

４)SrⅠ      1999年 1月 1日 ～ 2002年 12月 31日 

５)SrⅡ                      ～ 1998年 12月 31日 

 ＊性別区分は行わない。 

         スリ―バトン 

     ペア 

         ソロストラット      部門はトゥーバトンと同様 

     ダンストワール 

 ＊ペアは 2人の内、年齢が上の人の部門とする。補欠は認めない 

              ＊詳しくは「選手権部門早見表」をご参照ください。 

 

３）課題曲     

  

コンテストの部 

入門～上級ソロトワール   レインボーマーチ（１’００”） 

           最上級ソロトワール     トゥーバトン・スリーバトン＆ペアスペシャル 

（１’３０”） 

           入門～中級トゥーバトン   

           初級～中級スリーバトン   ビッグボウル（１’００”） 

           初級～中級ペア       

    

 選手権の部 

     ソロトワール    ソロスペシャル（１’４５”） 

           トゥーバトン 

           スリーバトン    トゥーバトン・スリーバトン＆ペアスペシャル（１’３０”） 

           ペア  

           ソロストラット   栄光へのマーチ（１’３０”） 

           ダンストワール   輝きの時（１’３４”） 

 

４）参加費      

コンテストの部 

入門～最上級ソロトワール・・・３，０００円 

           入門～中級 トゥーバトン・・・３，０００円 

           初級～中級 スリーバトン・・・３，０００円 

           初級～中級 ペア    ・・・４，５００円 



選手権の部 

                 ソロトワール      ・・・４，０００円 

                 トゥーバトン      ・・・４，０００円 

                 スリーバトン      ・・・４，０００円 

                 ペア          ・・・６，０００円 

                 ソロストラット     ・・・４，０００円 

                 ダンストワール     ・・・４，０００円 

 

８．参加規定   １）参加に関する規定 

・コンテストの部は１人の参加申し込みに種目数の制限はないが、同種目の部門は

１部門のみとする。（１種目につき入門・初級・中級・上級・最上級の内、一つの

級のみ出場できる） 

・選手権の部は２種目までとする 

          ２）演技順に関する規定 

演技順は大会実行委員会にて抽選により決定する。(但し、複数種目出場選手の 

調整はしない)  

３）審査に関する規定 

成績は次のとおりとする。 

          

    コンテストの部 

             各賞の点数 

           【全国共通規定演技ソロトワール入門・初級・中級・上級】 

            金賞→バトンテクニックがＡでボディーワーク・パフォーマンスにＣが無い場合 

            銅賞→バトンテクニックがＣ、又はバトンテクニックがＢでボディーワークと 

パフォーマンスがＣの場合 

            銀賞→上記以外 

 【最上級ソロトワール、トゥーバトン、スリーバトン、ペア】 

            金賞→１０．０～８．５  銀賞→８．０～７．０  銅賞→６．５以下  

 

   選手権の部 

① 各審査員が１０点法(小数点第２位まで)により採点し、席次点（上下カット）

により集計したものとする。尚、成績（席次点上下カット）が同点の場合は、

次の手順に従って順位を決定する。 

ⅰ）全審査員の席次点合計 

ⅱ）全審査員の点数を上下カットした合計 

ⅲ）全審査員の点数合計 

② 各部門とも成績により６位まで順位を決定する。尚、成績が同点の場合は同位                            

とし、次位を空とする。 

４）表 彰       

コンテストの部 

金賞・銀賞・銅賞のいずれかのメダルを授与する。 

             全国共通規定演技は賞状も授与する。 

            選手権の部 

各部門共６位までを入賞とし、賞状を授与する。 

             各種目の最高得点者には、兵庫県体育協会賞を授与する。 

             （同点の場合は、審査員の投票により決定される。） 



 

９．参加申し込み 

申し込みは、関西支部の公式ホームページ、 

『関西バトンネット』（http://www.kansai-baton.org/）よりダウンロードし、(9月下旬

よりダウンロード可)データ 

入力の上、下記アドレスまでメールに添付し送信して下さい。 

Ｅ-mail  hyogo_baton2013@yahoo.co.jp 

＊送信シート…申し込み一覧表・エントリー者リスト・実行委員・係員承諾書 

        ＊参加費用等は、郵便振り込みにて下記口座まで振り込んで下さい。 

一度納入された費用は原則として払い戻し致しません。 

振り込み先   ＊ゆうちょ銀行 

口座番号：００９３０－１－２０２１２９ 

                    口座名称：兵庫県スポーツバトンコンテスト                

                  ＊他行より 

                     店名(店番)：〇九九 (ゼロキュウキュウ) 店(０９９) 

                     預金種目：当座   

 口座番号：０２０２１２９ 

        ＊メール送信で申込みをされた団体には、受取確認メールを２～３日中に返信いた 

ます。受取確認メールが返信されない場合は、開催事務局へお問い合わせ下さい。 

        ＊コンテストの部において、個人ＤＶＤ撮影欄は希望の有無を必ずご記入下さい。 

 

締め切り     令和元年１１月１９日（火） 

 

開催事務局   〒６６２－０９７１ 西宮市和上町５－２９－２０１ 

                 兵庫県バトン協会   篠原 ちゆり

            ＴＥＬ （０７９８）３１－２９０１

                 ＦＡＸ （０７９８）３１－２９０２

Ｅ-mail hyogo_baton2013@yahoo.co.jp 

 

１０．参加団体代表者会議 

        出場のための説明会を下記の通り行いますので、必ず代表者 1名の出席をお願いします。 

         日  時  令和元年１２月 ２０日（金）   10:00～11:00 代表者会議 

11:00～12:00 第 2回実行委員会          

場  所  西宮市民会館 401号室 

 

１１．その他 

        １）参加に要する経費は各団体の負担とします。 

        ２）天災などにより開催が不可能になった場合、必要経費を差し引いて、参加費を各団体に

返金します。 

               ３）写真撮影・ＶＴＲ撮影は一切禁止とします。本部指定業者による写真・ＶＴＲ販売が 

          あります。 


