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ごあいさつ 
第５回愛媛県小学生なわとび選手権大会 

大会長 和家 秀樹 

 

本日は、第５回愛媛県小学生なわとび選手権大会にご参加いただき、あり

がとうございます。心より歓迎申し上げます。 

本大会は、楽しく体を動かし体力を向上させるとともに、なわとび運動を

通して交流を図ることをねらいとして、５回目の開催となります。特別協賛

をしていただきますＪＡ共済様をはじめ、たくさんの方々のおかげで、大会

が開催できますこと、心より御礼申し上げます。また、愛媛県、愛媛県教育

委員会、大洲市、大洲市教育委員会をはじめ、マスコミ各社、各団体様から

後援をいただいています。本当にありがとうございます。 

県内 400 名を超える参加者がこの大洲の地に集まり、日頃の練習の成果を競い合う。考えただけ

でわくわくします。皆様のおかげで、本大会は年々パワーアップしています。個人部門・団体部門・

ファミリー部門・一般部門と、チャレンジのチャンスをたくさん用意しました。どうぞ日頃の練習

の成果を十分に発揮し、自己記録の更新を目指してがんばってください。そして、もっともっとな

わとびが好きになってください。今日一日、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＰゲスト紹介 
 

「縄のまっちゃん」 
2009 年までなわとび競技に参加し、２度全

日本アジアのチャンピオンに輝く。2010 年

からは「シルク ドゥ・ソレイユ」の「La 

Nouba」と専属契約を結び、ショ―に出演。

2015年に契約満了するまで 2500回の公演に

出演。2016 年に帰国し、新たに名古屋に縄

跳び拠点を創出すべく活動を始め、縄跳びの

楽しさと魅力を伝えています。 

「Fat man Crew」 
Fat man Crew のメンバーは学生時代に別々の

チームに所属し、数々の大会で入賞をしてきた

主力メンバー同士がダブルダッチへの熱い情

熱を持ち新たなステージを求めて集結したダ

ブルダッチパフォーマンスチーム！！世界大

会優勝経験のメンバーも所属し、ハイレベルで

かつお笑い要素もあるダブルダッチショーを

お届けします！！ 
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【日程】※進行状況によって適宜変更することがあります。 

８：45～９：20  受付開始（個人部門・ファミリー部門・一般部門も可） 

９：30  開会式 

９：５０ （団体部門予選）ダブルダッチシングル・ダブルダッチダブルス 

10：05 （団体部門予選）８の字ジャンプ１分 

10：25 （団体部門予選）８の字ジャンプ３分 

10：45  個人部門開始 

       ①あや二重とび ②二重とび ③三重とび ④交差二重とび  

⑤交差とび   ⑥あやとび ⑦（ファミリー部門）親子とび  

⑧（一般部門）二重とび 

12：15 （ファミリー部門）ダブルダッチ・（一般部門）ダブルダッチ 

12：30 （団体部門）チームジャンプ連続 

13：00  パフォーマンス 

13：45 （団体決勝）ダブルダッチシングルス  

13：55 （団体決勝）ダブルダッチダブルス 

14：05 （団体決勝）シングルスピードリレー 

14：15 （団体決勝）８の字ジャンプ（１分） 

14：40 （団体決勝）８の字ジャンプ（３分）    

15：15  閉会式 

※ 出場する種目が終わった選手は、適宜解散して結構です。 

※ 個人部門とファミリー部門、一般部門は競技終了後、準備が整い次第、表彰を行いま

す。団体部門は閉会式で表彰を行います。 

 

 

第５回愛媛県小学生なわとび選手権大会プログラム 

※シングルスピードリレーは

予選なし 
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会場図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～個人種目の流れ～ 

①記録証を持って各学年招

集所へ行く。 

黄…低学年、青…中学年、

赤…高学年 

②係の人が伝えた番号へ行

き、競技を行う。 

③競技終了後、記録集計所

で自分の記録を係に伝え

る。    

④個人部門終了後に結果が

放送で発表される。 
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団体部門 
【予選】 

１ ダブルダッチシングルス（予選）※低学年は 4 チーム以下のため予選は行わない。 

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート 

A 中学年 
大洲なわとび

クラブ ATH 

ＵＷＡ 

ダブルダッチＤ 

大洲なわとび

クラブ RMA 
ファイズ I T（イット）  

B 高学年 
大洲なわとび

クラブ KHJ 

喜多っ子 

アストロズ D 

ザ・タピオカ 

ガールズ 

喜多っ子 

アストロズ E 

大洲なわとび

クラブ RWK 
 

C 高学年 
喜多っ子 

アストロズ C 
LS.CHEESE 

大洲なわとび

クラブ HMY 

喜多っ子 

アストロズ B 

喜多っ子 

アストロズ A 
 

２ シングルスピードリレー（予選） ※どの部門も 4チーム以下のため予選は行わない。 

３ ダブルダッチダブルス（予選） ※低・中学年は 4チーム以下のため予選は行わない。 

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート 

A 高学年 
ＵＷＡ 

ダブルダッチＡ 

喜多っ子 

アストロズ A 

ＵＷＡ 

ダブルダッチ B 
LS.CHEESE W 

大洲なわとび

クラブ HTKM 
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４ ８の字ジャンプ１分（予選） ※低・中学年はエントリーが 4チーム以下だったため、予選は行わない。 

組 部門 １コート ２コート 3 コート 

A 高学年 喜多っ子 アストロズ A チーム Y 八坂 チームＭＩＳＡＫＥ Ｂ 

B 高学年 ゆすっ子 One Team 久米     NABURA 高 大洲小 ５の２忍 

C 高学年 番町小学校 ６年雪組 大洲なわとびクラブ  

D 高学年 チームＭＩＳＡＫＥ Ａ 白浜小 ５  

 

５ ８の字ジャンプ３分（予選） 

組 部門 １コート ２コート 3 コート 

A 高学年 喜多っ子 アストロズ A チーム Y 八坂 チームＭＩＳＡＫＥ Ｂ 

B 高学年 ゆすっ子 One Team 久米     NABURA 高 大洲小 ５の２忍 

C 高学年 番町小学校 ６年雪組 ＵＷＡエイトＡ  

D 高学年 チームＭＩＳＡＫＥ Ａ 白浜小 ５  

 

【決勝】 

１ チームジャンプ連続 

組 部門 １コート ２コート 3 コート 

A 
低学年 

中学年 
はまっ子１ねんせい 大洲なわとびクラブ HERO 大洲なわとびクラブ NEXT 

B 中学年 ロープジャンプＵＷＡ－Ｂ 喜多っ子アストロズ B 女子全力チーム 

C 中学年 ミラクルスーパー4年雪組 久米    NABURA中 バードチーム 

D 高学年 チーム S八坂 喜多っ子アストロズ A チーム６雪 

E 高学年 チーム K八坂 久米    NABURA高 BRY 

F 高学年 ロープジャンプＵＷＡ－Ａ 大洲小５の２忍 ONE♡HEART  

G 高学年 ６雪チーム 大洲なわとびクラブ  

２ ダブルダッチシングルス 

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート 

A 低学年 ＵＷＡダブルダッチＥ 大洲なわとびクラブ G3 ＵＷＡダブルダッチＦ  

B 中学年 （予選１位） （予選２位） （予選３位） （予選４位） 

C 高学年 （予選１位） （予選２位） （予選３位） （予選４位） 

３ ダブルダッチダブルス  

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート 

A 
低学年

中学年 
大洲なわとびクラブ HERO ＵＷＡダブルダッチＣ 大洲なわとびクラブ MNMK JOKER 

B 高学年 （予選１位） （予選２位） （予選３位） （予選４位） 
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４ シングルスピードリレー  

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート 

A 
中学年 

高学年 
大洲なわとびクラブ YMMA 喜多っ子アストロズ A 大洲なわとびクラブ JKWK 喜多っ子アストロズ B 

５ ８の字ジャンプ１分 

組 部門 １コート ２コート 

A 低学年 大洲なわとびクラブ HERO さくらもち 

B 低学年 はまっ子１ねんせい  

C 中学年 大洲なわとびクラブ NEXT ミラクルスーパー4 年雪組 

D 中学年 番町小学校 3 年月組 久米☀NABURA 中 

E 高学年 （予選３位） （予選４位） 

F 高学年 （予選１位） （予選２位） 

６ ８の字ジャンプ３分 

組 部門 １コート ２コート 

A 低学年 さくらもち はまっ子１ねんせい 

B 中学年 UWAエイト B ミラクルスーパー４年雪組 

C 中学年 久米☀NABURA 中 番町小学校 3 年月組 

D 高学年 （予選３位） （予選４位） 

E 高学年 （予選１位） （予選２位） 

ファミリー部門 
１ ダブルダッチシングルス 

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート 

A ファミリー 
ＵＷＡ寺岡 

ファミリー 

ＵＷＡ 

出井ファミリー 

ＵＷＡ 

水野ファミリー 

The Tsuji 

World 
  

B ファミリー HASEBE FAM 
ＵＷＡ 

角藤ファミリー 
つじざんまい    

２ ダブルダッチダブルス 

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート 

A ファミリー 
ＵＷＡ赤松・ 

出井ファミリー 
     

一般部門 
１ ダブルダッチ 

組 部門 １コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート 

A シングルス 岡本の一味 LS.CHEESE K にっこりピース    
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【参加者一覧】※五十音順 

未就学児（３名） 角藤  碧 白石 葵 徳住ゆのは 

 

１年（23名） 

池田 蒼輝 櫻本 一翔 西上 結菜 松下 仁美 

岡   類 清水 友紀 西岡  哲 山渕 伊空 

岡本 渉叶 谷上 愛輝 西﨑 星真 薬師寺 梗 

兼髙 大空 土居 蒔詩 東  利空 渡邊 央太 

菊地 琴葉 徳住 柚結 松岡 小粋  

後藤 ちほ 中野 七海 松岡 紗由  

 

２年（32名） 

赤松  漣 角藤つばさ 武田 啓志 藤原  魁 

井石寅比古 桐内 結愛 立川 心愛 本多 晴大 

石崎 愛実 酒井 與生 出井 琉雅 松岡 優衣 

石田虎之将 笹岡 麟人 寺岡 茉菜 松本 彩芭 

岩村愛寿美 佐竹美乃里 富田 唯愛 水本 宙希 

浦辻 弥織 重川  煉 廣川  慶 宮﨑 遊穂 

大久保 春 清水 瑛太 福岡 右京 渡部 瑠桜 

越智  泉 白石 愛萌 藤山 愛樹 渡邉くるみ 

 

３年（40名） 

青石 玲奈 門屋 悠真 杉本 範太 福井くるり 

伊藤 寛人 鎌田 もえ 仙波 有那 本田 桃葉 

海老原奏世 城戸 一寿 田頭 風晴 松本 未優 

大西 泰誠 木村 啓二 田邉有紗季 三浦 幸夏 

大野木瑚々音 国田 優里 對本 圭佑 宮崎 光希 

岡崎 宏紀 神山 芽依 徳住 結衣 森  大晟 

岡本 芽依 小菅 理緒 長谷部旬音 森本 絵稀 

小倉倫太朗 近藤 奏佑 林  優希 藥師寺 柚 

加戸  葵 白石 絢真 兵頭 愛樹 安井誠一郎 

門田 晴馬 城市 紗那 平岡 凜士 山下 瑛雅 

 

４年（64名） 

井石 桃子 金原かなこ 谷本 真衣 松岡 咲奈 

池浦 菜月 川上 愛奈 丹  楓華 松下 花鈴 

池田 琴音 桐内 愛実 辻  野乃 水野  柾 

石谷 颯利 佐々木 潤 出井 凜珂 水野 結芽 

石田 竜雅 定行 愛空 土居 時道 宮田 梨央 

和泉 侑那 澤田 葉乃 藤堂 莉子 宮本  杏 

今口 龍大 清水 大和 冨岡 佳歩 三好 優羽 

岩田 瑞姫 白石 莉望 長尾 美音 三好 悠心 

大野   渚 清家さくら 中村 碧羽 宗雪 華林 

岡部 有芽 髙岡 煌羅 西隅 悠乃 矢野 煌也 

小北 啓人 髙須いろは 西山 明里 矢野 那桜 

小野 彰吾 高橋 優輝 信高 歩夢 山本  樹 

角藤 梨杏 竹林 未結 乗松 咲貴 山本 衣吹 

梶村賢大朗 武山 光渚 早川 陽大 山本 彩加 

梶村 和奏 田中 心葉 平田 ゆら 湯原 大智 

葛山  栞 田中  心琴 藤村  天 渡邊 海翔 
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５年（57名） 

赤松 洋音 久保田千晴 鳥居ちはる 前田  晴 

阿部 夏希 久保田ヒロ 中井  綾 松本銀仁朗 

安倍由花子 後藤 せな 中岡 弘絵 山下 尊雅 

井田  彰 小西  馨 仲道ゆきの 山下 楓香 

井上 心愛 塩井 来旺 那須 栞奈 山下 瞳弥 

上田理紗子 清水 泰雅 西岡  苺 山髙 瑠斗 

植本 晴喜 清水 麻央 西田璃央奈 山田優里也 

宇都宮昊羽 情家 茉那 西中 将貴 山本 詩月 

江村 咲月 白井 健太 二宮 颯大 山本 羽花 

大野 瑠愛 清家そよ夏 芳我 琉衣 山本将太郎 

影山 海来 田頭 真雪 長谷部珠凪 山本 優依 

門口  尊 高橋 正英 東野 実吹 米田 謙太 

上野 春樹 竹田 楓那 福山 統麻  

川本 七海 反田 帆南 堀 京之丞  

菊地  凛 寺岡 侑馬 堀井 優花  

 

６年（123名） 

赤瀬 芽生 木村 美月 長曽我部莉子 松島 拓斗 

赤松  泰 木山 七碧 辻  嘉乃 松原 一也 

旭  純平 桐内 結愛 對本 咲希 松本  詠 

池田 龍河 栗田 想生 出井 風雅 松本 紗葉 

池永 佑恭 黒木 纏衣 寺尾  唯 松本なつめ 

石谷  光 河野 美花 德岡  慧 松本 萌花 

石﨑 瑛吉 兒玉 藍梨 徳岡 明華 眞鍋 鮎里 

石村 思穏 小西  翔 徳永 鉄太 水野  茜 

石山 愛莉 佐伯 寧々 冨田 夏生 水野 琴葉 

一色 隼人 酒井 花音 鳥井 悠希 水野 陽菜 

伊藤 友希 坂本 蒼空 長尾 碧音 水本 知希 

植竹 七美 笹本 七海 中川 音和 光井 茉祐 

上野 楽生 定行 穂希 中越こころ 宮川 理希 

大空  奏 塩井 留華 中嶋  悠 宮崎 愛海 

小川 修斗 重松凜立朗 中村 叶羽 宮脇 紗彩 

沖  綾眞 下岡 神威 中本 ここ 向井 薫子 

奥村  響 篠崎 萌菜 西山カイト 村上 紗梨 

小掠 莉生 柴田 友桔 西山 志郎 村上  凜 

小野 七歌 柴田 心遥 野本 和花 森田 敦也 

葛山  葵 清水 桃花 早川 夕稀 森脇  爽 

門多莉穂子 上甲 怜果 早坂 小夏 安田 百花 

金澤  伶 白石 寧々 兵頭 まい 安永 有希 

鎌田  龍 白石 華望 弘田  光 山内 怜奈 

川村 琴乃 鈴木 陽斗 福岡  航 山岡ハルト 

川本 莉子 仙波 礼那 福積 希來 山下 芽優 

菊池颯一郎 髙須 秋斗 藤岡 泰志 山本 圭悟 

菊地  蓮 髙須賀 圭 藤川  空 山本 大翔 

岸  勇輔 髙橋  葉 藤窪 春華 芳野  彩 

北岡  真 橘  陽人 古谷 彩華 欄所 知花 

木下 稜太 田中 歌音 増田  晴 渡部 芽依 

木村 拓雅 玉田柊太朗 松岡 美来  
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一般（67名） 

青石 佳子 角藤 展行 田中  志 東  佐恵 

赤瀬まどか 角藤 裕美 谷本 恵美 平田まどか 

赤松  海 門多 大輔 辻  亜美 藤窪 千春 

赤松  望 菊地 玲子 辻  尚方 本多 春菜 

安倍 明子 北岡  幸 對本 琢磨 前田 亜希 

井石 貴子 木村 勇仁 對本 良子 前田  風 

石谷 和也 木村 欣子 出井 敦子 松岡 清也 

稲田めぐみ 幸島 恭輔 出井 大雅 松下 美穂 

岩村 傳明 神山 真穂 寺岡  育 松下 優花 

上岡 百佳 後藤まゆみ 土居 道代 水野 千鈴 

大久保 愛 小西 智子 徳住 一恵 水本 千勢 

岡部 聖子 酒井 八江 西岡さつき 藥師寺 悠 

岡本 和也 佐竹 大樹 信高 綾子 矢野 耕二 

岡本 美佳 澤田 美香 芳我くくる 山下 剛史 

小北 順子 清水恵美子 芳我 美沙 山下 真弓 

小倉 佑香 白井 啓子 長谷部和志 渡邊 正太 

越智みゆき 武智 健太 長谷部茉希  

 

第５回愛媛県小学生なわとび選手権大会 競技規定 

☆  参加規定 

１ 申し込みは、締切日までに、大会事務局に申し込む。当日の申し込み、ならびに出場する種目の変

更は、一切認めない。 

２ 出場種目は、個人部門１人３種目、団体部門 1 人３種目、ファミリー部門 1 人２種目、一般部門 1

人２種目までとする。 

３ 個人部門・団体部門・ファミリー部門（ダブルダッチを除く）の記録集計は、低学年・中学年・高

学年の部に分けて行う。 

４ 低学年と中学年が合同で出場する場合は中学年の部、中学年と高学年が合同で出場する場合は高学

年の部に出場することとする。未就学児については、低学年の部で出場することができる。 

５ 健康状態については、保護者が、責任をもつこと。傷害保険料を越える範囲の事故については、協

会は責任を負わない。 

６ 棄権する場合は、大会前日までに大会事務局に届け出る。（やむを得ない場合は当日も可） 

７ 規定にない事態が発生したときは、競技部（会長・審判長・事務局等）で協議し決定する。 

８ 参加者は県内外問わない。 

 

☆  競技規定 

 ※ 本大会のルールは第５回愛媛県小学生なわとび選手権大会ローカルルールである。正式な競技の

ルールとは違う部分もある。 

 ※ 競技中にロープが切れたり、破損したりした場合、出場順を改めて一度だけやり直すことができ

る。 

【個人部門】 

☆あやとび・交差とび（一回旋技）、二重とび・あや二重とび・交差二重とび（二回旋技） 

三重とび（三回旋技） 

１ 記録は跳んだ回数（着地した回数）で表わす。ただし、あやとび・あや二重とびについては手がク

ロスした回数を数える。 

２ 「はじめ」の合図があり、一回旋技・二回旋技・三回旋技を跳びはじめ、ロープが足に引っかかっ

た時や、跳ぶのをやめたとき、また三回旋技は二回旋技や一回旋技、二回旋技は一回旋技になってし

まったときが終了となる。 
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３ 記録は、やめたときに両足ともロープを越えていれば、その記録は入れるが、そうでない場合は、

最後の記録は入らない。 

４ 試技は１回とし、１０回以上跳べた時は、それを記録とする。記録が１０回に満たない場合は、直

後にもう一度試技できる。ただし、それでも１０回に満たないときは、よい方が記録となる。 

５ 競技終了後、直ちに審判が個人記録カードに記入する。 

６ 前回しでも後回しでも、どちらでもよい。 

【団体部門】 

※ 各種目、合計跳躍数が同数の場合で決勝進出者を決めなければならない場合は、決勝進出決定戦

を行う。 

☆８の字ジャンプ（1分間・3分間） 

１ 予選を行い、低・中・高学年の部において上位４チームが決勝へ進出することができる。ただし、

参加チームが４チーム以下の場合は予選を行わない。 

２ １人１回ずつ跳び、跳んで抜けた後、次の人が跳ぶ。２人が同時に跳ぶことはできない。 

３ 「はじめ」のブザー合図がある前に、ロープを回していてもよい。 

４ 記録は、「やめ」のブザー合図があったときまでとする。ただし跳んでいる状態のときは、最後の一

人を記録として数えることができる。 

５ 最後にロープが引っかかったときは、その人数は数えない。 

６ 時間内に、跳んだ合計回数を競う。何回ロープが引っかかっても競技は続けられる。 

７ 選手は、３名以上とする。（ロープの回し手２人を除く） 

８ ロープの回し手（ターナー）は小学生が１人以上でなければならない。 

９ ロープの長さは、自由とする。 

10 記録は審判が記入する。 

 

☆シングルロープスピードリレー 

１ 予選を行い、低・中・高学年の部において上位４チームが決勝へ進出することができる。 

２ ４人１組で 1 人 30 秒ずつ合計２分間のリレーをする。「はじめ」のブザー合図で４名の選手が順番

に 30秒ずつ行う。最初の選手が最初の 30 秒間を跳躍。30秒後に「ブザー音」が鳴ったら最初の選手

は跳躍を止め、２番目の選手が跳躍を始める。同様に３番目、４番目とチェンジしていく。 

※４名の選手はすべて異なる選手でなければならない。 

３ ロープを跳んだ足が床に着地した瞬間を１回と数え、４人の合計跳躍回数を計測する。 

４ 跳び方は「前かけ足跳び」もしくは「前両足跳び」とする。 

５ 記録は、「やめ」のブザー合図があったときまでとする。ただし跳んでいる状態のときは、最後の１

回を記録として数えることができる。 

６ 最後にロープが引っかかったときは、その回数は数えない。 

７ ロープの長さは、自由とする。 

８ 記録は審判が記入する。 

 

☆ダブルダッチ（シングルスの部・ダブルスの部） 

１ 予選を行い、低・中・高学年の部において上位４チームが決勝へ進出することができる。 

２ ジャンパーが中に入った時点から引っかかるまでの回数を記録とする。 

３ 「はじめ」のブザー合図がある前に、ロープを回していてもよい。 

４ 記録は、「やめ」のブザー合図があったときまでとする。ただし跳んでいる状態のときは、最後の 1

回を記録として数えることができる。 

５ 最後にロープが引っかかったときは、その回数は数えない。 

６ １分間の間に、跳んだ合計回数を競う。何回ロープが引っかかっても競技は続けられる。 

７ 選手はシングルスの部は３名（ターナー２人、ジャンパー１人）、ダブルスの部は４名（ターナー２

人、ジャンパー２人）とする。 

８ ロープの回し手（ターナー）は小学生が１人以上でなければならない。 

９ ロープの長さは、自由とする。 

10 記録は審判が記入する。 

 



11 

 

☆チームジャンプ連続 

１ 一発決勝とする。低・中・高学年の部において上位３チームを表彰する。 

２ 競技時間は２分間とし、時間内であれば何度でも挑戦できる。終了の合図が鳴った時点で跳んでい

る場合は、続けて跳ぶことができる。 

３ 「ジャンパーの人数」×「連続で跳んだ最大の回数」を基本ポイントとする。 

（ポイント計算例） 

・ジャンパーが３人で 200回跳んだ場合・・・ ３人×200回＝600ポイント 

・ジャンパーが 15人で 60回跳んだ場合・・・ 15人×60回＝900ポイント 

・ジャンパーが 30人で 20回跳んだ場合・・・ 30人×20回＝600ポイント 

４ 「はじめ」の合図があり、跳びはじめ、ロープが足に引っかかった時や跳ぶのをやめたときが終了

となる。 

５ 選手は３人以上とする。（ターナー２人を含む）とし、上限はない。 

６ ロープの回し手（ターナー）は小学生が１人以上でなければならない。 

 

【ファミリー部門】 

☆親子とび  

１ 保護者が短縄を回し、２人同時に跳ぶ。 

２ １分間に跳んだ合計跳躍回数を競う。途中で引っかかっても、続けて跳ぶことができる。 

３ １回旋１跳躍でも１回旋２跳躍でもよい。 

４ 親子とびに出場する子どもが複数の場合は、一緒に跳ぶ保護者は同じでもよい。 

  

☆ダブルダッチ（シングルス・ダブルス） 

１ 基本的なルールは【団体部門】ダブルダッチ（シングルス・ダブルス）に準ずる。 

２ ロープの回し手（ターナー）は保護者、その兄弟もしくは親族の方等とし、ジャンパーは子どもと

する。 ※保護者の方、1 名以上は参加することとする。 

３ ダブルダッチに出場する子どもが複数の場合は、一緒に参加する保護者とその兄弟もしくは親族の

方は同じでもよい。 
 

 

【一般部門】 

☆二重とび  

１ 中学生以上に参加資格がある。 

２ 基本的なルールは個人部門に準ずる。 

  

☆ダブルダッチ（シングルス・ダブルス） 

１ 中学生以上に参加資格がある。 

２ 基本的なルールは【団体部門】ダブルダッチ（シングルス・ダブルス）に準ずる。 
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協賛紹介  ※ 順不同・敬称略 
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歯科 小児歯科 矯正歯科 

診療時間  

  午前 午後 

月・水・金 10：00～13：00 14：30～20：00 

土・日 10：00～13：00 14：30～18：00 

往診日 火曜 / 休診日 木曜・祝日 

〒795-0064 愛媛県大洲市東大洲 1649-1 

TEL・FAX：0893-25-1184 

URL: https://www.hellodental-clinic.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hellodental-clinic.com/
https://www.hellodental-clinic.com/
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なわとびを応援してます！ 
 

ペットのおくりびと 

 
代表：蕗

ふ き

 正浩
ま さ ひ ろ

 

〒795-0013 大洲市西大洲甲１７５５－１ 

T E L：0893-23-2256 携帯：090-1001-6629 
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大洲なわとびクラブ  

スピード&パフォーマンスメンバー 
 通常練習とは別に週に１～２回程度、スピード&パフォーマンス 

練習をしています。全国大会や世界大会の出場と上位入賞、ギネス 

記録の更新、イベントで行うパフォーマンス披露を目標に練習を行 

っています。また、県内外のなわとびプレイヤーともつながること 

ができます。これまでにも大会や合宿などで様々な地域の子どもた 

ちと交流してきました。今年はスピードコンテストと全日本ロープ 

スキッピング選手権大会での優勝、ギネス記録更新を目標に練習に 

取り組んでいきます。応援よろしくお願いします！！ 

大洲なわとびクラブでなわとびを楽しもう！ 
大洲なわとびクラブは、長縄８の字ジャンプやダブルダッチ、個人なわとびを中心に練習しています。大

洲市内外から小・中学生の子どもたちが集まり、活動しています。性別、年齢関係なしで、みんな仲良くな

わとびを楽しんでいます。興味を持たれた方はいつでも見学・体験に来てください！ 
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たくさんのご支援ありがとうございました！ 

 

大洲金融協会 

E-unit株式会社 
    〒799-3412 愛媛県大洲市長浜町晴海 2-3 

TEL:0893-57-6199  FAX:0893-57-6198 

URL:https://www.e-unit.jp/ 

なわとびを頑張る子供たちを 

応援しています              

八幡浜 大山漬物 

 

全てのなわとび好きっ子を

応援しています!! 翔&めぐ 

 

井上 兼一 重量物搬入・据付・解体工事一式 

辻田工業 
大洲市西大洲甲 1006-16 

酒乃さわだ 

〒795-0064 大洲市五郎甲 2682 

T E L: 0893-25-3838 

M a i l:sakenosawada@marble.ocn.ne.jp 

U R L: http://sakenosawada.com/ 

和來処 ことり 
0893-24-3616 

なわとびを頑張る子供たちを     

応援しています                    

   大山動物病院     

PRIVATE FLOOR 
〒795-0073 大洲市新谷町甲 134-2 

TEL：0893-25-0342 

 

 

なわとびを楽しもう！      

みんな がんばれ！！     

ロープジャンプ UWA保護者一同 
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(一社)愛媛県なわとび協会 2020 年度年間サポーター募集のご案内 
◆目的 

 なわとびは、手軽にだれでもできて、集中力、持久力、リズム感覚、創造性、バランス感覚、そして

チームワークが自然に身に付く楽しいスポーツです。一般社団法人愛媛県なわとび協会では、なわとび

を通して楽しい仲間づくり、そして、技術の向上を目指して、様々な行事を開催しています。 

 つきましては、本協会の趣旨に、ご理解ご賛同をいただき、本協会の活動を支えるサポーター会員と

してご入会賜りますよう、お願い申し上げます。 

◆会費 

個人 １口 5,000 円（1 口以上） 法人・団体 １口 10,000 円（1 口以上） 

◆会員の種類 

プラチナサポーター…30口以上（限定１社） ゴールドサポーター…10口以上（限定５社） 

シルバーサポーター…3口以上（限定 10社）  サポーター…１口以上（限定 30社） 

◆有効期限 

 ご入会月に関わらず、当協会の定める会計年度末（３月末日）までが有効期限となります。年度途中

の入会でも、月割り等の割引はいたしません。また、年度途中の退会でも、一切の返金は行いません。

ご了承ください。 

◆会員特典…会員は下記の特典を受けることができます。（希望制） 

① バックシートへのロゴ等の掲載（プラチナサポーター限定） 

 記者会見バックシートに法人ロゴ等を掲載いたします。記者会見バックシート（インタビューボード）

とは、記者会見の時に取材を受ける人物の背景に写り込むことを考慮し、広告・PR を目的として使用さ

れるシートです。大会会場や合宿会場等のイベントに設置します。参加者がバックシート前で記念撮影

をし、SNS等にアップすることでより多くの広告効果が期待できます。 

② 大会チラシ・ポスターへの掲載（プラチナ・ゴールドサポーター限定） 

 県内各小学校や各施設にチラシ２万部、ポスター500部配布します。口数により文字や掲載枠を大きく

します。希望により法人ロゴ等を掲載させていただきます。チラシ・ポスターに関しては 10月中旬に配

布予定です。 

③ 第６回愛媛県なわとび選手権大会パンフレットへの掲載 

プラチナサポーター…商品等の広告（A4サイズ分）を掲載することができます。 

ゴールドサポーター…商品等の広告（A4サイズ２分の１）を掲載することができます。 

シルバーサポーター…商品等の公告（A4サイズ４分の１）を掲載することができます。 

サポーター    …名称・代表者名・所在地の他、希望により法人ロゴ等を掲載、文字や枠を大きく     

させていただきます。 

④ 愛媛県なわとび協会ホームページへの協賛者名称の掲載 

シルバー以上…法人ロゴ等を掲載し、ホームページへのリンクを貼らせていただきます。口数により文   

字やロゴの大きさを大きくさせていただきます。 

サポーター …名称を規定の文字種で掲載させていただきます。 

◆入会の流れ 

① お申込みは次の 2点からお選びください。 

 ・一般社団法人愛媛県なわとび協会ホームページ内の申込フォームより申し込む。 

 ・申込書を FAXかメールで送付する。 

  FAX:0893-374256 MAIL:contact@ehime-nawatobi.com 

② 愛媛県なわとび協会の口座へ会費をお振込みください。 

③ お支払いが確認できましたら、サポーター会員となります。 

④ 後日、担当者から確認の御連絡を差し上げます。 

 

 

 

 

 

ゆうちょ銀行 

①ゆうちょ銀行からの振込   ②ゆうちょ銀行以外からの振込 

記号：１６１４０        金融機関：ゆうちょ銀行（９９００） 

番号：２８１９８７９１    支  店：六一八（ロクイチハチ） 

普  通：２８１９８７９１ 

名  義：愛媛県なわとび協会 

 

伊予銀行  

店  番：３０５（大洲支店） 

口座番号：１９１０６１４ 

口座名：一般社団法人愛媛県なわとび協会 

ＪＡバンク（愛媛たいき農業協同組合） 

店  番：８４５７－００５（菅田支所） 

口座番号：００１３０２２ 

口座名：一般社団法人愛媛県なわとび協会 
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～お知らせ～ 
１ 第６回大会から大会名が変わります！！ 

小学生だけでなく、多くの人になわとびに親しんでもらいたいと思い名称を

「愛媛県なわとび選手権大会」に変更することとなりました。学校の友達とチ

ームを組むのも有り！家族や親戚でチームを組むのも有り！職場でチームを

組むのも有り！今まで以上にいろいろな人が跳跳戦戦しやすい大会にしていきま

す。第６回大会でお会いできることを楽しみにしています。 

 

２ 愛媛で全国規模のなわとび合宿を開催！！ 

５月３～５日の２泊３日でこれまでにない全国

規模のなわとび合宿を愛媛で開催します。様々な

なわとび種目を極めた豪華講師陣からなわとびの

全てを学び、楽しむことができる３日間です。愛

媛県内だけでなく、全国のなわとびプレイヤーと

つながるチャンスです！！参加対象が小学校３年

生以上となります。もちろん、小学生だけでなく、

学生や一般の方、保護者、指導者

の参加も可能です。詳しくは愛媛

県なわとび協会ホームページをご

覧ください。たくさんのご参加を

お待ちしております！ 
 

３ 出張なわとび教室・大会を開催することができます！ 

「なわとび教室や大会を開催したいけど、どうしたら

いいか分からない！！」そんな声にお応えして、(一社)

愛媛県なわとび協会があなたの街へ行き「出張なわと

び教室」や「出張なわとび大会」を開催します。場所

の確保をしていただければ、運営は本協会で行います。

本協会では、過去になわとび教室や記録会、大会など

を多数開催した実績があります。なわとびを楽しむ、

なわとびが好きになるお手伝いをさせてください。 

お問い合わせはメールアドレスより受付けておりま

す。担当者より数日以内にご連絡さしあげます。 

MAIL:contact@ehime-nawatobi.com 

mailto:contact@ehime-nawatobi.com
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４ EJRA会員になりませんか？ 

EJRA会員制度とは、愛媛県内のなわとび大会に参加する選手や大会を運営す

るスタッフ、なわとびを楽しむファンの皆様など、広くなわとびに関係する個

人が会員として EJRA に登録し、集まった年会費を有効に使うことにより、大

会の安定的な開催や運営組織の基盤整備、なわとびの普及、なわとびに関わる

情報の共有を図ることを目的とします。会員はいろいろな特典を受けることが

できます。詳しくは本協会ホームページをご確認ください。 

◆年会費 

【個人会員】未就学児…1,000 円  学生…1,000 円  一般…3,000 円   

【団体】10,000 円（団体会員の年会費は別途１人につき 1,000円必要） 

◆会員特典 

・ EJRA会員証の送付 

・ 各種イベントへの会員価格での参加 

・ 「オンラインなわとびチャレンジ」への参加 

・ 会員価格でのグッズ購入 

・ 愛媛県なわとび協会ホームページに団体の活動を紹介（団体登録の場合） 

 

５ 「なわとびチャレンジ」に参加しませんか？ 

なわとびが盛んに行われるのは冬が多くありませんか？体育の授業、大会な

どなど…日頃の練習の成果を発揮する場がなかなかありません。そこで愛媛県

なわとび協会では、「なわとびチャレンジ」を年間３回実施し、各種目で年間

のランキングを付けます。詳しくは本協会ホームページをご確認ください。 

【種 目】 

・個人計測（30秒スピード、３分スピード、連続二重跳び、連続三重跳び） 

・個人フリースタイル 

・団体計測（ダブルダッチシングルス（30秒）、８の字ジャンプ（30秒）） 

【部 門】 

小学生の部（低・中・高）、中学生部門、高校生部門、一般部門 

【参加費】 

EJRA会員：１種目につき 200円 

非会員：１種目につき 300円 

※フリースタイルのみ別途 EJRA会員 500円、非会員 1,000 円必要。 

【日 程】※現時点で。変更の可能性有。 

第 1回…６月 第２回…９月 第３回…12月 

【場 所】 

 国立大洲青少年交流の家(予定) 
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６ 「オンラインなわとびチャレンジ」に参加しませんか？ 

遠方で「なわとびチャレンジ」になかなか参加できない方には「オンライン

なわとびチャレンジ」もご用意しています。跳んでいる動画を愛媛県なわとび

協会に送るだけでＯＫ！動画を送付するために通話無料アプリ「LINE」が必要

となります。「オンラインなわとびチャレンジ」に参加できるのは EJRA会員の

みとなっております。詳しくは本協会ホームページをご確認ください。 

【種 目】 

個人計測（30秒スピード、３分スピード、連続二重跳び、連続三重跳び） 

【部 門】 

小学生の部（低・中・高）、中学生部門、高校生部門、一般部門 

 

７ 2020年度の予定 

日程 イベント名 場所（予定） 

５月３～５日 JUMP FOR SMILE なわとび合宿 国立大洲青少年交流の家 

６月 合宿・なわとびチャレンジ 国立大洲青少年交流の家 

９～10月 合宿・なわとびチャレンジ 国立大洲青少年交流の家 

11月 親子なわとび教室 未定 

12月 合宿・なわとびチャレンジ 国立大洲青少年交流の家 

１月 
全国なわとびスピードコンテスト 

四国エリア予選 
国立大洲青少年交流の家 

２～３月 第６回愛媛県なわとび選手権大会 大洲市総合体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE を使って大会情報やなわとび合宿などの情報を配信して

います。今日の結果速報もこちらから配信します。よろしければ登

録をお願いします。 

Instagram、Facebook でも情報を配信しています。こちらもどう

ぞご覧ください。 

 

今後とも（一社）愛媛県なわとび協会の活動に 

ご支援・ご協力よろしくお願いいたします。 


