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NO 都道府県 男女 期 日 会 場 担当者 備 考

男子 渡辺 裕人 ３種：２月２８日札幌白石高、３月14，21，22日函館ラ・サール高http://www11.plala.or.jp/taisou/

女子 渡辺 裕人 ３種：2月14日函館 http://www11.plala.or.jp/taisou/

男子 4月下旬 未定 野田頭美大

女子 3月29日(日) 八戸市 丸岡 信子

男子 3月15日(日) キャラホール 菊池 伸

女子 3月15日(日) キャラホール 大川由美子

男子 3月8日(日) 常磐木学園高等学校 菅原一比古、鈴木政宏

女子 3月8日(日) 常磐木学園高等学校 岡村 育代

男子 3月15日(日) 能代市アリナス 梅田 秀一

女子 3月15日(日) 能代市アリナス 岩谷 桜

男子 4月12日(日) 庄内総合高等学校

女子 安達 裕美

男子 3月28日(土) 東日本国際大学 松浦 博人

女子 3月14日(土) 福島県青少年会館 鈴木美智子

男子 4月29日(日) 茗渓学園 内窪 誠

女子 4月29日(日) 茗渓学園 雨宮 美香

男子 3月29日(日) 作新学院 君嶋 孝之

女子 3月22日(日) 作新学院 加藤 正子

男子 3月28日(土) 群馬県立高崎工業高校 島田 利夫

女子 3月29日(日) 群馬県体育センター 後藤こずえ

男子 3月14日(土)・15日(日) 上尾市スポーツ総合センター 田辺 仁美

女子 3月14日(土)・15日(日) 上尾市スポーツ総合センター 田辺 仁美

男子 3月8日(日) 順天堂大学(11番教室） 石毛 宏育 http://www.chiba-gym.jp/shinpankousyu/2015_h27/h27g_shinpan_m.pdf

女子 3月1日(日) 千葉市蘇我勤労市民プラザ 木村 幸代 http://www.chiba-gym.jp/shinpankousyu/2015_h27/h27g_shinpan_w.pdf

男子 3月8日(日)

女子 3月8日(日)

男子 3月15日(日) 神奈川県立湘南台高等学校 近藤 昌夫 http://www.taisoukanagawa.com/PDF/201502/20150211.pdf

女子 3月29日(日) 神奈川県立神奈川総合高等学校（講義室） 竹内 美香 http://www.taisoukanagawa.com/PDF/201502/20150221.pdf

男子 3月15日(日) 山梨県立甲府西高等学校 多田 聡

女子 3月21日(土) 山梨県立甲府西高等学校 多田享子・名執美紀

男子 ３月21日(土) 新潟経営大学 下村 健一

女子 3月8日(日) 長岡市立東北中学校 田邉里香子

平成26/27年度 男女体操競技2種・3種審判講習会一覧

1 北海道 4月18日(土)・19日(日)
北海道立札幌白石高等学校
男女とも２種（３種は別途開催）

2 青森県

5 秋田県 http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymakita/

6 山形県
2月22日(日)酒田光陵高等学校・4月29日(日）山形市立商業高等学校

3 岩手県 http://www7a.biglobe.ne.jp/~iwategym/

4 宮城県

9 栃木県 http://www.tochigi-gim.com/

10 群馬県

7 福島県

8 茨城県 http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymibk/

14 神奈川県

15 山梨県

16 新潟県 http://www.niigata-gym.blogzine.jp/

11 埼玉県

12 千葉県

13 東京都
国士舘大学 世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ
梅ヶ丘校舎34号館

石橋 一彰 http://totaikyou.jimdo.com/ダウンロード/審判講習会/
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男子 3月28日(土) 塩尻志学館高校 渡辺 玄

女子 3月28日(土) 塩尻志學館高校（同窓会館） 土屋 敦子

男子 3月22日(日) 富山県立富山商業高校 野上 洋人

女子 3月22日(日) 富山商業高校 中川由美子

男子 3月1日(日) 金沢市立工業高校 坂倉 篤

女子 3月1日(日) 金沢市立工業高校 室屋 武子

男子 4月12日(日) 鯖江市立待小学校 桑野 泰成

女子 4月12日(日) 立待公民館 野尻 悦子

男子 岡端 隆 http://shizuoka-gym.com/data/2015MAGj.pdf

女子 3月15日(日) 城南静岡高等学校 藁谷 美恵 http://shizuoka-gym.com/data/2015WAGJ.pdf

男子 3月15日(日) 名城大学附属高等学校 一号館小会議室 大谷 一司 http://www.geocities.jp/aichigym/pdf/26agmnintei.pdf

女子 3月15日(日) 中京大学 豊田キャンパス ２１号館 野田みき子 http://www.geocities.jp/aichigym/pdf/26agwnintei.pdf

男子 3月14日(土) 県立四日市四郷高校 百中 清之

女子 3月14日(土) 県立四日市四郷高校 伊藤 仁美

男子 森田 喜芳

女子 3月15日(日) 中京高等学校 竹内 里香

男子 4月18日(土) 栗東西中学校 仲宗根森敦

女子 3月29日(日) 栗東西中学校 森 陽子

男子 3月28日(土)・29日(日) 平安女学院 中・高等学校

女子 3月28日(土)・29日(日) 平安女学院 中・高等学校

男子 2月28日(土)・3月1日(日) 樟蔭高等学校

女子 2月28日(土)・3月1日(日) 樟蔭高等学校

男子 3月8日(日) 甲南大学岡本キャンパス8号館 平野 力人

女子 3月8日(日) 甲南大学岡本キャンパス8号館 久保美智子

男子 4月5日(日) 天理大学 橋本 泰介

女子 ３月２1日(土) 天理大学 西村 彩

男子 4月19日(日) 和歌山市立中央公民館 太田 寛昭

女子 4月19日(日) 和歌山市立中央公民館 曽根田明美

男子 3月29日（日） 倉吉体育文化会館 浜部 武生

女子 4月19日（日） 米子市（会場未定） 寺澤ゆかり

男子 3月１日（日） 太田市総合体育館研修室 沖田 憲彦

女子 ２月２１日（土）・２月２２日（日） 出雲市大社文化プレイスうらら館 第３会議室 永井ひとみ

19 石川県

20 福井県

17 長野県 http://w1.avis.ne.jp/~ngn-gym/

18 富山県 http://tym-gym.jp/

http://www.mie-gym.jp/

24 岐阜県
３月１５日（日）中京高校、29日（日）ソフトピアジャパン

http://www.h7.dion.ne.jp/~npogym/

25 滋賀県

21 静岡県
4月（4日）静岡大学、（5日）静岡産業大学

22 愛知県

23 三重県

28 兵庫県 http://hyogogym.web.fc2.com/26/122.pdf

29 奈良県

26 京都府 河相 公一 http://kyotogym.jp/content/files/2014/youkou.pdf

27 大阪府 増田 桂子 http://www.osaka-gym.jp/a_class/index.html

32 島根県

30 和歌山県

31 鳥取県 http://ww7.enjoy.ne.jp/~tottoritaiso/



2015.03.10 現在

NO 都道府県 男女 期 日 会 場 担当者 備 考

平成26/27年度 男女体操競技2種・3種審判講習会一覧

男子 4月5日(日) 岡山大学教育学部講義棟２階

女子 4月5日(日) 岡山大学教育学部講義棟２階

男子 ４月１８日(土)・１９日(日) 沼田高等学校 古賀 稔

女子 3月8日(日) 鈴峯女子高等学校多目的ホール 佐野 吉見

男子 3月29日（日） 山口県立豊浦高等学校 細川 浩孝

女子 3月26日（木） 下関市立彦島公民館 佐方美奈子

男子 ５月上旬 未定 造田考一郎

女子 ２月21日(土) 高松中央高等学校 竹治 佳代

男子 ５月（未定） 未定 沖 建治

女子 4月中旬～5月上旬 未定 沖 建治

男子 3月22日(日) 新田高等学校 阿部 孝洋

女子 3月８日(日) 聖カタリナ高等学校 山口 直子

男子 ５月中旬 未定 竹内 雅也

女子 ２月２２日(日) 高知高校 長尾 佳奈

男子 2月28日(土) 九州共立大学スポーツ学部Ａ棟 ３０１ 花北 圭

女子 3月15日（日） 福岡大学第２記念会堂 山下 憲子

男子 3月29日（日） 佐賀県立総合体育館 松石 侑典

女子 3月8日(日) 鳥栖高等学校 香月 律子

男子 3月中旬 大村工業高校 中里 伸司

女子 3月8日(日) 北コミュニティーセンター 佐藤久美子

男子 3月15日(日) 東海大学熊本校舎 田中 孝典

女子 3月15日（日） 東海大学熊本校舎 松本 悦子

男子 4月5日(日) 大分西高等学校 井上 顕式

女子 3月29日 大分西高等学校 詫摩美奈子

男子 4月5日(日) 宮崎市総合体育館 宮本 和美

女子 3月15日(日) 北高等学校 酒井 芳枝

男子 4月12日(日) 鹿児島大学 高岡 治

女子 ４月１１日(土)・１２日(日) 総合体育センター 松村 弘子

男子 3月中旬～末 金城(かなぐすく)中学校 呉屋 京辰

女子 ２月15日(日) 西原高等学校 伊志嶺由美子

33 岡山県 紙子 宏美 http://www.taisou-okayama.com/pdf_files/2015/h27_shinpan_kousyuu_youkou.pdf

36 香川県

37 徳島県

34 広島県 http://www.asakita.jp/kentaisou/

35 山口県

40 福岡県 http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymfukuoka/article/54

41 佐賀県 http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymsaga/

38 愛媛県 http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymehime/

39 高知県

44 大分県

45 宮崎県 http://www.plus-blog.sportsnavi.com/gymmyzk/

42 長崎県

43 熊本県

※未定・予定・変更は、赤字

※ＪＧＡホームページより各協会（連盟）の連絡先が確認できます。 http://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2013/08/jga_kamei.pdf

46 鹿児島県

47 沖縄県


