
2014年度 大会要項 

大会名： 第17回全日本新体操チャイルド選手権 

第14回全日本新体操キッズコンテスト 

 

開催日時： 2015年2月20日（金）～2月22日（日）（2月19日（木）練習日） 

開催場所： 「東京体育館」 

東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1  TEL: 03-5474-2111 

対象年齢： 小学１-６年生 

種目： 5・6年生の部 3・4年生の部 キッズコンテスト 

 
リボン 

予選 

 
クラブ 

決勝 

 
ボール 

予選 

 
ロープ 

決勝 
自由 

参加費： 11,000円（１選手につき） ＊10000円(参加料)+1000円（音楽著作権料/1人につき） 

エントリー締切日： 2014年12月20日（土） 参加費納入期日： 2014年12月20日（土） 

観客席： 有料-全席指定 申 告 書 提 出 期 日 ： 2015年2月10日（火） 

 
【1】主催・共催・後援 主催：（公社）日本新体操連盟 共催：（公財）日本体操協会 

後援：東京都教育委員会 

  
【2】出場資格 ①-2014年度公益社団法人日本新体操連盟登録選手 

②-１クラブからエントリーできるのは下記のとおり。 

大会 カテゴリー 人数 資格（2014/12/31時点で） 

チャイルド ５・６年生の部 １人 小学5年生あるいは小学6年生 

チャイルド ３・４年生の部 １人 小学3年生あるいは小学4年生 

 キッズ ２年生の部 １人 小学2年生 

 キッズ １年生の部 １人 小学1年生 

  

【3】競技日程（予定） （900名エントリー時の日程予定表です。エントリー数によって変更がでます。） 

2/18(水) 設営 

2/19(木) 前日練習、審判講習会、審判会議、監督会議 

2/20(金) 開会式、チャイルド選手権、キッズコンテスト 

2/21(土) チャイルド選手権、キッズコンテスト 

2/22(日) チャイルド選手権、閉会式 

  

【4】参加申込・参加費 参加申込方法 締切日までに下記送付先へ「郵送」または「ＦＡＸ」でお送りください。 
（「ＦＡＸ」の場合は届いているか確認の電話、もしくは本連盟HPでエントリー受理されているか確認下さい。） 

送付先： 公益社団法人日本新体操連盟 

〒106-0031東京都港区西麻布3-22-9 

TEL:03-5770-5711 FAX:03-5770-5712 

  

参 加 費 用  ①-選手１人に付き 11,000円（＊10000円(参加料)+1000円（音楽著作権料/1人につき）） 

②-帯同審判負担金 10,000円（審判員を派遣しないクラブのみ） 

振込先： 三井住友銀行 麻布支店 普通預金 0909691 公益社団法人日本新体操連盟 

  

【5】エントリー時の 

確認事項 

以下のことに同意の上エントリーください。 

①-試技順抽選会後の棄権には参加費の返却はいたしません。 

②-公益社団法人日本新体操連盟が大会時撮影した写真・映像を使用・販売することをエント

リーした時点で同意したものとします。 

③-出場選手の学校行事等十分考慮に入れてお申込ください。 

  

【6】注意事項 競技終了時に審判・役員等への選手や監督の方のご挨拶、接触は固く禁じます。 
  



競技内容 
第17回全日本新体操チャイルド選手権 

第14回全日本新体操キッズコンテスト 

 

ルール ＊国際体操連盟新体操規則（女子新体操2013-2016採点規則）を採用します。 

（一部特別ルールあり。＊別紙資料を参照ください。） 

  

審判員 帯同審判員制度 

 下記条件を全て有するものが審判員を行います。 

・2014年度公益社団法人日本新体操連盟登録審判員（6/30までに登録完了の者） 

・出場クラブ所属審判員 

・１クラブから１人の審判員を派遣 

 （資格者がいない等派遣できない場合は負担金10,000円の支払いが義務付けられます。） 

・審判資格-国際、１種、２種のいずれかを有するもの 

・大会前日の講習会を含む全日程の参加 

  

獲得出場権 無 

  

棄 権 選手交代について 

病気・怪我による棄権の場合は、医師の診断書及び選手変更届けの提出により選手の変更が認め

られます。 

 

棄権について 

棄権は棄権申請用紙を提出してください。試技順抽選会後の参加費の返却はできません。 

  

競技内容 ５・６年生の部 得点上位 35名による決勝を行います。 

３・４年生の部 得点上位 35名による決勝を行います。 

２年生の部 審査員の投票制度（コンテスト方式）。 

１年生の部 審査員の投票制度（コンテスト方式）。 

  

  

表彰内容 ５・６年生の部 1-8位 

３・４年生の部 1-8位 

２年生の部 数名へ表彰、及び参加者全員へ評価表 

１年生の部 数名へ表彰、及び参加者全員へ評価表 

  

 

 
キッズコンテスト表彰例 

 ベーシック賞 基本運動の習得レベルの高い演技 

 オリジナル賞 オリジナリティ溢れる演技 

 アーティスティック賞 芸術性の高い演技 

 エンターテイメント賞 観る者を惹きつけ楽しませる演技 

 フューチャー賞 将来性を感じさせる演技 

 キュ-ティ賞 キュートで魅力的な演技 

  

 

 

参考資料 第18回大会の種目下記の通りとなります。 

 ５・６年生の部 ３・４年生の部 

 
 

クラブ 

予選 

 
リボン 

決勝 

 
ロープ 

予選 

 
ボール 

決勝 

 ＊今回の大会の種目ではございませんのでご注意ください。 
 



競技内容 
第17回全日本新体操チャイルド選手権 

第14回全日本新体操キッズコンテスト 

 

ルール ＊国際体操連盟新体操規則（女子新体操2013-2016採点規則）を採用します。 

（一部特別ルールあり。＊別紙資料を参照ください。） 

  

審判員 帯同審判員制度 

 下記条件を全て有するものが審判員を行います。 

・2014年度公益社団法人日本新体操連盟登録審判員（6/30までに登録完了の者） 

・出場クラブ所属審判員 

・１クラブから１人の審判員を派遣 

 （資格者がいない等派遣できない場合は負担金10,000円の支払いが義務付けられます。） 

・審判資格-国際、１種、２種のいずれかを有するもの 

・大会前日の講習会を含む全日程の参加 

  

獲得出場権 無 

  

棄 権 選手交代について 

病気・怪我による棄権の場合は、医師の診断書及び選手変更届けの提出により選手の変更が認め

られます。 

 

棄権について 

棄権は棄権申請用紙を提出してください。試技順抽選会後の参加費の返却はできません。 

  

競技内容 ５・６年生の部 得点上位 35名による決勝を行います。 

３・４年生の部 得点上位 35名による決勝を行います。 

２年生の部 審査員の投票制度（コンテスト方式）。 

１年生の部 審査員の投票制度（コンテスト方式）。 

  

  

表彰内容 ５・６年生の部 1-8位 

３・４年生の部 1-8位 

２年生の部 数名へ表彰、及び参加者全員へ評価表 

１年生の部 数名へ表彰、及び参加者全員へ評価表 

  

 

 
キッズコンテスト表彰例 

 ベーシック賞 基本運動の習得レベルの高い演技 

 オリジナル賞 オリジナリティ溢れる演技 

 アーティスティック賞 芸術性の高い演技 

 エンターテイメント賞 観る者を惹きつけ楽しませる演技 

 フューチャー賞 将来性を感じさせる演技 

 キュ-ティ賞 キュートで魅力的な演技 



 

 
 

今大会が小学生大会という事もあり、参加者の皆様が長期に計画を立てられるよう平成26年3月10日時

点での種目ローテーションを掲載いたします。ご参考までにご覧ください。 

（総会・理事会の決定により、ローテーション予定が変更となる場合もございますので、ご了承ください。） 

 

大会 
５・６年生の部 ３・４年生の部 

予選 決勝 予選 決勝 

第17回大会 
平成27年2月予定 

（2015年） 

＊今期開催分 

 
リボン 

 
クラブ 

 
ボール 

 
ロープ 

第18回大会 
平成28年2月予定 

（2016年） 

 
クラブ 

 
リボン 

 
ロープ 

 
ボール 

第19回大会 
平成29年2月予定 

（2017年） 

 
リボン 

 
クラブ 

 
ボール 

 
ロープ 

 

参考資料 



５・６年生の部のルール  

ルール ＦＩＧルールを採用します。 

＊特別減点項目があります。（詳細下記） 

競技方法 得点により順位を決定します。 

（予選上位 35 名が決勝進出、予選得点＋決勝得点で総合順位を決定します。） 

審判員 ＦＩＧルールに則る（帯同審判制） 

予選／決勝 予選種目 リボン より上位 35 名が決勝へ進みます 

決勝種目 クラブ 予選得点＋決勝得点 ＝ 総合順位 

予選通過順位 上位 35 名 

表彰方法 予選＋決勝得点上位 8 名 

並びに特別賞（例：音楽が年齢的や演技の内容、選手の雰囲気にふさわしい） 

手具 予選種目 リボン / 決勝種目 クラブ 

（手具点検を行いません。但しリボンは５ｍ以上にてお願いします。） 

音楽 自由（歌詞あり可） 

＊選手が自分で選ぶようにして下さい。 

＊年齢的な事、演技や表現などに合せて選手でも理解できる曲にしてください。 

衣装 ＦＩＧルール 

＊選手が自分で選ぶようにして下さい。 

演技時間 1 分 30 秒以内 

フロア 13m×13m 

難度について 難度価値の上限はありません。 

ジャンプ×左右、バランス（バランス・柔軟）×左右、ローテーション（ピボット・柔軟）×左右 

＝ 計 6 個（左右同難度）＋ダンスステップ 8 秒以上を入れて下さい。 

（ダンスステップ：・8 秒間以上のテンポ、リズム、音楽的なアクセントとの一致。 

・社交ダンス的なステップ、民族舞踊、モダンダンス等。） 

＊特別減点項目 

音楽減点 小学生にふさわしくない曲、演技や選手の雰囲気にあっていない  

音楽は減点となります。 

難度の多様性減点 フォームの偏りは減点となります。 

（例：＊バランスで後足もちバランスを左右使用した場合、胴の後屈

を伴うジャンプや後ろ脚もち、MG キックなどのバランスおよびローテ

ーション（左右）は使えません。） 

会場入場 メインフロアに入場できるのは選手及び音楽係り（選手・中学生以下）のみとなります。 

  



３・４年生の部のルール  

ルール ＦＩＧルールを採用します。 

＊特別減点項目があります。（詳細下記） 

競技方法 得点により順位を決定します。 

（予選上位 35 名が決勝進出、予選得点＋決勝得点で総合順位を決定します。） 

審判員 通常より、人数を減らして行います。（帯同審判制） 

予選／決勝 予選種目 ボール より上位 35 名が決勝へ進みます 

決勝種目 ロープ 予選得点＋決勝得点 ＝ 総合順位 

予選通過順位 上位 35 名 

表彰方法 予選＋決勝得点上位 8 名 

並びに特別賞（例：音楽が年齢的や演技の内容、選手の雰囲気にふさわしい） 

手具 予選種目 ボール / 決勝種目 ロープ 

（手具点検を行いません。ボール等はサイズが小さい物でも可能です。） 

音楽 自由（歌詞あり可） 

＊選手が自分で選ぶようにして下さい。 

＊年齢的な事、演技や表現などに合せて選手自身が理解できる曲にしてください。 

衣装 ＦＩＧルール 

＊選手が自分で選ぶようにして下さい。 

演技時間 1 分以内 

フロア 13m×13m 

難度について 難度価値の上限はありません。 

ジャンプ×左右、バランス（バランス・柔軟）×左右、ローテーション（ピボット・柔軟）×1 個 

＝ 計５個＋ダンスステップ 8 秒以上を入れて下さい。（３・４年生の部では、ユニットは禁止） 

（ダンスステップ：・8 秒間以上のテンポ、リズム、音楽的なアクセントとの一致。 

・社交ダンス的なステップ、民族舞踊、モダンダンス等。） 

＊特別減点項目 

音楽減点 小学生にふさわしくない曲、演技や選手の雰囲気にあっていない  

音楽は減点となります。 

難度の多様性減点 フォームの偏りは減点となります。 

（例：＊バランスで後足もちバランスを左右使用した場合、胴の後屈

を伴うジャンプや後ろ脚もち、MG キックなどのバランスおよびローテ

ーション（左右）は使えません。） 

会場入場 メインフロアに入場できるのは選手及び音楽係り（選手・中学生以下）のみとなります。 

  



キッズコンテストの部のルール  

ルール 個人で行う自由演技にします。 

*楽しく自由に振付して下さい。 

競技方法 審査委員による、コンテスト 

予選／決勝 ありません。 

但し、入賞者はチャイルド選手権・決勝日にエキシビションを行って頂きます。 

表彰方法 コンテスト受賞 

手具 自由にお使い下さい。（手具を使用しても、しなくても可・新体操の手具でなくても良いです。） 

音楽 自由（歌詞あり可） 

＊選手が自分で選ぶようにして下さい。 

＊年齢的な事、演技や表現などに合せて選手自身が理解できる曲にしてください。 

衣装 自由（着ぐるみも可） 

＊選手が自分で選ぶようにして下さい。 

演技時間 1 分以内 

フロア 13m×13m 

難度について ありません 

会場入場 メインフロアに入場できるのは選手及び音楽係り（選手・中学生以下）のみとなります。 

 

 



 
■大会要項 

The 17th Japan R.G. Child Championships / The 14th Japan R.G. Kids Contest 
【大 会 名】第17回全日本新体操チャイルド選手権・第14回全日本新体操キッズコンテスト 
【主   催】公益社団法人日本新体操連盟 【共  催】公益財団法人日本体操協会 【後  援】東京都教育委員会 
【開催期日】2015年2月20日(金)～2月22日(日)【参  加】400チーム・900名（予定） 
【開催場所】「東京体育館」東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1  ＴＥＬ03-5474-2111 

【大会内容】チャイルド選手権 ５･６年生の部 ／ ３･４年生の部  

        キッズコンテスト ２年生の部 ／ １年生の部    

【競技種目】５・６年生の部 予選リボン 決勝クラブ／ ３・４年生の部 予選ボール 決勝ロープ／ キッズコンテスト 自由 

【入 場 券】2/20-2/22 全席指定 1000円（1/25より「チケットぴあ」「e+」「ローソンチケット」にて販売） 
*座席指定のためチケットがなくなり次第販売終了といたします。 

 

 役員開場：  

2/18(水) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

メイン 

  
会場設営 

 

 

サブ  

その他  

 

 役員開場： 選手団開場： 

2/19(木) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

メイン 

 

 公式練習（2分）  
監督会議 

 
 

サブ  公式練習   

その他  審判講習会 
  

審判会議 
 

  

 
 役員開場： 選手団開場： 一般客開場： 

2/20(金) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

メイン 
 

 

公式練習 

（2分） 

 

開
会
宣
言 

競技３面同時進行  

Ａ ３･４年生 

Ｂ ５･６年生  

Ｃ １年生 

  

サブ  公式練習 練習    

 
  役員開場： 選手団開場： 一般客開場： 

2/21(土) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

メイン 
 

 

競技３面同時進行  

Ａ ３･４年生  

Ｂ ５･６年生  

Ｃ ２年生   

  

サブ  練習   

 
  役員開場： 選手団開場： 一般客開場： 

2/22(日) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

メイン 
 

 

決勝2面交互、35人 

 

５･６年生  

３･４年生 

表彰式 

閉会式 

 

撤去  

サブ  練習   

Ａフロア（３・４年生の部）Ｂフロア（５・６年生の部）Ｃフロア（２年生の部）（1年生の部）を使用 

 
 

このタイムテーブルーは前年度の時間割になります。 

エントリー状況により変更となりますのでご了承ください。 
 

 



 

 

 

 

■第17回全日本新体操チャイルド選手権・エントリー用紙 
The 17th Japan R.G. Child Championships / The 14th Japan R.G. Kids Contests  

■下記確認事項に同意の上申し込みます。 提出日：20  年   月   日 

クラブ名  

監督名  担当者 印 

担当者連絡先 

〒 

 

TEL:（    ）   －     FAX: （    ）   －      

緊急連絡先：（    ）   －      

帯同審判員 
（○で囲んでください。） 

派遣します。（派遣する場合は別紙申請用紙にて審判員を申請してください。） 

派遣しないので非派遣費10,000円を納入いたします。 
 

■大会出場選手 

大会カテゴリー 
（ふりがな） 

選手氏名 
生年月日 

2014/12/31 

時点の年齢 学年 

チ
ャ
イ
ル
ド
選
手
権 

５・６年生の部 
予選 /決勝  

ふりがな(                 ) 
 

氏 名 
  年  月  日 

才 年生 

３・４年生の部 

予選 /決勝  

ふりがな(                 ) 
 

氏 名 
  年  月  日 

才 年生 

キ
ッ
ズ
コ
ン
テ
ス
ト 

２年生の部 
ふりがな(                 ) 
 

氏 名 
  年  月  日 

才 2 年生 

１年生の部 
ふりがな(                 ) 
 

氏 名 
  年  月  日 

才 1 年生 
 

■確認事項 

①エントリー費用 大会参加費11,000円×参加人数（＋帯同審判員非派遣費10,000円／非派遣チームのみ） 

②同意事項 ・試技順抽選会後の棄権による返金はできません。 

・（公社）日本新体操連盟は大会で撮影した写真・映像を機関紙等で利用・販売することがあります。 

・このエントリー用紙の個人情報は選手確認及びプログラム等大会関係資料についてのみ使用します。 

・記入漏れ、期日遅れ等エントリー不備の場合はエントリーできないことがあります。 

③エントリー方法 12月20日（土）までにエントリー用紙を郵送またはＦＡＸにて送付ください。 
郵送の場合 ：12月20日（土）必着にて下記住所へ郵送ください。（コピーをご自身でお持ちください。） 

ＦＡＸの場合：12 月 20 日（土）までに下記ＦＡＸへ送付ください。届いていない場合などありま

すので、必ず確認の電話をしてください。 

■費用 

参加費 

＋ 

審判員非派遣費 

＝ 

合計 

を 

日付 

に 

振込人名義 

11,000円 

× 

人 円 円 月  日 

 

で振り込みました。 

お問い合わせ： 公益社団法人日本新体操連盟 

〒106-0031東京都港区西麻布3-22-9 TEL:03-5770-5711 FAX:03-5770-5712 E-mail:honbu@japan-rg.com 

＊この申請用紙の個人情報は大会関係事項にのみ使用いたします。 

 



 

 

 

■第 17 回全日本新体操チャイルド選手権・帯同審判員派遣申請用紙 
The 17th Japan R.G. Child Championships / The 14th Japan R.G. Kids Contests  

■説明 
今大会は、審判員を各参加チームより１名ご派遣いただく「帯同審判員派遣制」を導入しております。審判員に偏りが出ないよ

うより多くの参加クラブより審判員を派遣いただけることが、より公平な審判業務につながるものと考えております。つきまして

は、下記の要領に基づき本大会に参加するチームは審判員を派遣して頂きたくお願い申し上げます。尚、どうしても審判員のご派

遣ができないチームに関しましては、審判員非派遣費と致しまして１チームにつき１０,０００円の非派遣費を納入して頂きます

のでご了承ください。何卒、帯同審判員制度にご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 
 

■要領 
①大会期間 2015年2月20日（金）～2月22日（日） 

②派遣期間 2015年2月19日（木）～2月22日（日） 

 2/19（木） 審判講習会、審判会議 

 2/20（金） チャイルド選手権、キッズコンテスト 

 2/21（土） チャイルド選手権、キッズコンテスト 

 2/22（日） チャイルド選手権、キッズコンテスト 

 ＊エントリー状況により、変更することがございますが、ご了承ください。 

③開催場所 「東京体育館」東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1 

④派遣資格 ・2014年度公益社団法人日本新体操連盟登録審判員（6/30までに登録頂いた審判員） 

・出場クラブ所属審判員 

・１クラブから１人の審判員 （資格者がいない等派遣できない場合は非派遣費10,000円の支払いが義務付けられます。） 

・審判資格-国際、１種、２種のいずれかを有する方 

・大会前日の講習会を含む全日程の参加ができる方 

⑤旅費・日当  宿泊 交通 

 遠方の方 
(会場に通うのが物理的に無理な方) 

本連盟にて手配します。 本連盟にて手配します。 

 会場近郊の方 
(会場に通うことができる方) 

宿泊をご遠慮いただいております。 当日清算いたします。 

 ＊遠方の方ご自身でのご手配はご遠慮ください。ご自身で手配された場合、費用の精算ができませんのでご

了承ください。（大会指定旅行代理店での手配の場合は除く）。大会運営に際しご理解ご協力いただきますよ

うお願いいたします。 

⑥申請方法 派遣申請される方は12月20日（土）までにエントリー用紙とともに帯同審判員派遣申請用紙を 

郵送またはＦＡＸにて送付ください。（コピーをご自身でお持ちください。） 
 

 
帯同審判員申請記入欄 

 

上記事項に同意の上申請します。 提出日：20  年  月  日 

クラブ名 
 

審判名 

ふりがな（           ） 

 

氏名 

審判資格 
（○で囲んでください。） 

国際 ・ １種 ・ ２種 

出身校 卒 

審判員住所 

〒 

 

TEL:(        )        -      FAX:(        )        -  

緊急連絡先:(        )        -       

過去2年間の主な審判経験 
（大きい大会順にご記入ください。） 

① 

② 

③ 

＊この申請用紙の個人情報は大会関係事項にのみ使用いたします。 

お問い合わせ： 公益社団法人日本新体操連盟 

〒106-0031東京都港区西麻布3-22-9 TEL:03-5770-5711 FAX:03-5770-5712 E-mail:honbu@japan-rg.com 



 

 

 

 

■第 17 回全日本新体操チャイルド選手権・審判セミナー申込用紙 
The 17th Japan R.G. Child Championships / The 14th Japan R.G. Kids Contests  

■説明 
今大会は、採点規則の正しい理解、シミュレーションによる採点能力の向上、疑問や問題点の解決、審判員の価値の統一を図る

ため、セミナーを開催いたします。大会審判員全員の参加を義務付け業務の徹底を図ります。また、「今大会審判をしないけれど

審判技術の向上を目指したい方」「指導者として審判員はどのような視点で採点を行っているのか知りたい方」等、大会審判員で

ない方もご参加いただけます。 
 

■要領 
①開催日 2015年2月19日（木） 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  審判講習会 
14:00-18:00(途中休憩あり) 

 審判会議 
（大会審判員のみ） 

18:30-19:30 

 

 ＊エントリー状況により、スケジュールが変更することがございますので、ご了承ください。 

③開催場所 「東京体育館」東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1（参加者には別途案内地図を送付いたします。） 

④受講資格 受講を希望するもの 

＊大会審判員は必ず受講してください。 

⑤講師 本連盟役員 

⑥携行品 ルールブック、筆記用具 

⑦費用  大会審判員 本連盟登録者 未登録者 

 
受講料 無料 １０，０００円 ２０，０００円 

 
振込先 

銀行名：三井住友銀行 支店名：麻布支店 口座：普通 

口座番号：0909691 口座名義：公益社団法人日本新体操連盟 

  

⑥申込方法 申込される方は2月1日(日)までに費用を振込の上、申込用紙を郵送またはＦＡＸにて送付ください。 
（コピーをご自身でお持ちください。） 

＊申込者が複数いる場合はコピーにて対応ください。 

 

 
受講者記入欄 

 

上記事項に同意の上申込ます。 提出日：20  年  月  日 

クラブ名 
 

氏名 

ふりがな（           ） 

 

氏名 

区分 
（○で囲んでください。） 

大会審判 

登録者 

未登録者 

連絡先 

〒 

 

TEL:(        )        -      FAX:(        )        -  

緊急連絡先:(        )        -       
 

■費用 

参加費（○で囲んでください。） 

を 

日付 

に 

振込人名義 

登録者 10,000円 

未登録者 20,000円 月   日 
 

で振り込みました。 

お問い合わせ： 公益社団法人日本新体操連盟 

〒106-0031東京都港区西麻布3-22-9 TEL:03-5770-5711 FAX:03-5770-5712 E-mail:honbu@japan-rg.com 

＊この申請用紙の個人情報は大会関係事項にのみ使用いたします。 




