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皆様の参加をお待ちしています !



　イギリスでは「2012ロンドンオリンピック」を機にスポーツを定期

的に楽しむ人の数が、オリンピック前と比較し170万人も増加して

いることがわかりました。特に、男性よりも女性の参加人数が顕著

に増加していました。日本においても、「2020東京オリンピック」開

催が決定し、日に日に国民の間でスポーツに対する意識が高まって

おり、また今秋に予定されています「スポーツ省」の設置とともに、

さらに国民のスポーツへの関心は高まっていくことと存じます。

本協会もこれに対応すべく、いち早くから、一般体操の「全国の組織

化」、「一般体操指導者の育成」、そして「地域体操祭の開催」と、受

入体制の整備を進めて参りました。地域に根差した「新しいコミュニ

ティの創造」により「スポーツを通じた地域の活性化」に貢献して参

りたいと存じています。

　一般体操は、国内においては広く国民の皆様に体操に興味を持っ

ていただき、体操を通じて心身ともに健康を維持できるような社会

の創出に貢献をし、世界においては世界の一般体操界をリードし発

展させていくという使命を果たして参りたいと存じます。

　今夏、フィンランド・ヘルシンキにて世界体操祭（ World 

Gymnaestrada ）が開催されます。4年毎に開催されるこのイベントは、

FIG（国際体操連盟）が主催する最大級の体操祭であり、一般体操の

オリンピックとも言える規模で50数ヵ国21,000名が参加します。

　本記事にも記載していますが、日本からは500名が参加します。

　この期間中は、参加各国の体操仲間と友情の輪を広げられる絶好

の機会です。

　一般体操の基礎である、健康と動く喜び、体操仲間との結束は世

界共通でしょう。

　このように、一般体操を多くの人々に拡大させ、より豊かな健康

生活の啓蒙に繋げていきたいと考えています。今年度も更なる応援

をお願いします。
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JAPAN GYMNASTICS ASSOCIATION

会長　二　木　英　徳
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　日本体育大学世田谷キャンパスにて、平成26年度（公財）日本体操協会公認　一般

体操指導員養成講習会を実施した。本講習会は、学校体育や社会体育の現場などに

おいて子どもから高齢者までを対象に体操の基礎的実技指導にあたる指導者を養成

するものである。また、日本体育協会の義務研修として受講することも可能である。

　主な内容は、体操の歴史や特性、指導法、加えて栄養学や救急処置法などの健康

に関する教養、クラブマネジメントであった。徒手体操や手具体操、器具体操、組

体操においては、それぞれ実技を通した具体的な内容で講習を進めた。3日間ではあっ

たが充実した内容の講習会となった。資格認定については実技試験およびレポート

課題で総合的に評価し、76名を合格とした。

平成27年度  講習会のお知らせ

　事業名

（公財）日本体操協会公認 

一般体操指導員養成講習会

　日　程

平成27年8月8日（土）、9日（日）、10日（月）

　場　所

日本体育大学 世田谷キャンパス

　お問合せ先

（公財）日本体操協会　事務局

TEL 03-3481-2341　担当：磯部

※詳細はwebサイトに掲載します。

　日　程

平成26年8月8日（金）、
9日（土）、10日（日）

　場　所

日本体育大学 世田谷キャンパス

（東京都）

　受講者数

81名（合格者数：76名）

次　回

平成
26年度 事 業 報 告

月 日 事業内容 場所

4 6（日） 2014 一般体操ジャパン・チャレンジ&
一般発表フェスティバル検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス

6 22（日） 2014 一般体操ジャパン・チャレンジ&一般発表フェスティバル 国立代々木競技場第 2 体育館

8

8（金）―10（日） （公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会 日本体育大学世田谷キャンパス
9（土） 平成26年度 県民総合体育大会  兼  一般体操30周年記念演技発表会 埼玉県立武道館
31（日） 2014 日本体操祭代表者会議 日本体育大学世田谷キャンパス

9

5（金）― 7（日） 第15回 世界体操祭 インフォメーション会議 フィンランド /ヘルシンキ
6（土） 第10回 福井県一般体操フェスティバル 福井市体育館
28（日）―10/3（金）Golden Age Gym Festival フランス / トゥールーズ
28（日） 2014 まちだ体操祭 町田市立総合体育館

10

5（日） 第7回 上越体操祭 上越市総合体育館
12（日） 第14回 くまもと体操フェスティバル2014　　　 熊本市総合体育館
26（日） 第12回 福岡県体操祭 アクシオン福岡
26（日） みえスポーツフェスティバル2014 健康体操大会  兼  第26回 三重体操祭 津市体育館

11

2（日） 体操フェスティバル ヨコハマ 2014 横浜文化体育館
9（日） 2014 体操フェスティバル in ほっかいどう 北翔大学体育館
23（日）―24（月・祝）2014 日本体操祭 国立代々木競技場第 1 体育館
23（日） 平成26年度 一般体操都道府県連絡会議 国立代々木競技場第 1 体育館

23（日） “輝く笑顔” 第8回 おおさか体操祭2014  兼  
府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル 舞洲アリーナ

23（日） 第4回 相模原市体操祭2014 相模原市立総合体育館

23（日） わくわく体操フェスティバル  第12回 高知県体操祭  兼 
第65回 体操とダンスの発表会 高知県立青少年センター

24（月・祝） 第21回 体操フェスティバル2014 NARA 橿原公苑第 1体育館
24（月・祝） 第1回 おかやま体操祭 桃太郎アリーナ
29（土） 第6回 静岡県体操祭 一般体操の部 草薙総合運動場体育館
29（土） 第25回 栃木県体操フェスティバル 県立県南体育館
29（土） 第8回 京都体操祭 － GYMSBEAT'14 －   兼   第17回 かめおか体操祭 京都学園大学体育館
30（日） 第24回 体操フェスティバルかわさき2014 とどろきアリーナ
30（日） 韓国体操祭（Korea Gymnastics for All Festival） 韓国 / ソウル

12

7（日） 2014 かごしま体操フェスティバル 鹿児島県総合体育センター体育館
14（日） 第10回 佐賀県ときめき体操フェスティバル 市村記念体育館
14（日） 第5回 OITA体操フェスティバル2014 大分県立総合体育館
21（日） 第11回 みやざき体操祭 宮崎県体育館 
21（日） 第8回 とくしま体操祭 小松島市立体育館
23日（火・祝） 第2回 山梨県体操フェスティバル2014 甲府市総合市民会館

1 25（日） G.C. 編集検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス
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7（土） つくば体操フェスティバル2015 つくば市カピオサイバーダインアリーナ
8（日） 平成26年度 全国代表者連絡会 東京国際フォーラム
11（水・祝） 第2回 ダンス・スポーツちゃんぷるー 沖縄体操祭 沖縄市体育館

3

1（日） 第46回 健康のための体操発表会 愛知県体育館
7（土）　中止 ひろしま体操FUN2フェスタ2015 広島市東区スポーツセンター
8（日） 平成26年度 一般体操登録団体代表者会議 日本体育大学世田谷キャンパス
15（日） 第3回 やまぐち体操フェスティバル（2014年度一般体操祭） 維新百年記念公園スポーツ文化センター
21（土） 第10回  一般体操フェスティバルin 鳥取 県立米子産業体育館
22（日） 2015 千葉県体操フェスティバル 千葉県総合スポーツセンター体育館
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平成26年度 （公財）日本体操協会公認

一般体操指導員養成講習会　報告



2014年の体操ニッポンを振り返って （公財）日本体操協会　総務委員長　遠藤 幸一

● 男子体操競技（金メダル1、銀メダル3、銅メダル2）
選　　手 内村 航平、 野々村 笙吾、 加藤 凌平、 田中 佑典、
 白井 健三、 亀山 耕平
個人総合 内村1位、  田中3位
種 目 別 【ゆか】白井2位、加藤6位 【跳馬】白井4位
 【平行棒】加藤3位、田中5位　【鉄棒】内村2位

● 女子体操競技
選　　手 笹田 夏実、 寺本 明日香、 井上 和佳奈、 美濃部 ゆう、
 村上 茉愛、 石倉 あづみ（負傷した平岩優奈と交代）
個人総合 寺本18位、笹田20位
種 目 別 【平均台】寺本4位

● 新体操
団　　体 畠山 愛理、 杉本 早裕吏、 国井 麻緒、 熨斗谷 さくら、
 横田 葵子、 松原 梨恵
 【総合】8位　【ボール＆リボン】7位
個　　人 皆川 夏穂、 早川 さくら、 三上 真穂
 【予選】皆川16位、早川23位

● 男子トランポリン
選　　手 【トランポリン】上山 容弘、 伊藤 正樹、 田崎 勝史、 加藤 尭彦、 島田 諒太
 【タンブリング】杉浦 隼平、杉浦 祥太郎
個　　人 【個人】伊藤4位、上山8位
 【シンクロ】伊藤・上山組4位
 【タンブリング：予選】杉浦 隼25位、杉浦 祥27位

世界選手権における体操ニッポンの主な成績

● 女子トランポリン
選　　手 岸 彩乃、 山田 紗菜、 宇山 芽紅、 中野 蘭菜、 山下 はるな
個　　人 【個人準決勝】中野10位　 【シンクロ】岸・山田組5位

Report : 2014 World Championships

2014

世界選手権報告

　「新体操」はトルコのイズミールにて

9月22～28日、「体操競技」は中国の南

寧にて10月3～12日、そして「トラン

ポリン」はアメリカのデイトナビーチに

て11月6～9日の期間、国際体操連盟

が主催する世界選手権が開催された。そ

の大会を振り返って、キーワードを探す

と、「0.1の僅差で敗れた男子体操」「現

地でのアクシデントに負けなかった女

子体操」「成果の表れ始めた新体操個人」

「メダルゼロが示す日本トランポリン」

ということが私の頭の中をよぎる。今

回、体操ニッポンを代表する選手たちを

「キーワード」で振り返ってみたい。

0.1の僅差で敗れた男子体操

　日本のライバルである中国で開催さ

れた世界選手権では、男子団体決勝にお

いて日本チームが0.1の僅差で敗れる

銀メダルで終わった。0.1というのは、

着地1歩動くか動かないという差。男子

6種目各3選手が演技を行うので18演

技あるが、そのどこか1か所でも着地の

動いた選手が動かなかったら同点金メ

成果の表れ始めた新体操個人

　現在、ロシアを拠点にした強化を進め

る新体操。2013年からはそれまでの団

体の選手たちのみだった方針を、個人選

手にまで広げて強化を進めている。団体

では、2012年ロンドンオリンピック後

に新しいチーム作りを始め、2013年に

おいて団体は予選を通過し、総合と種目

別でそれぞれ8位以内を確保。2014年

はミスにより種目別で1つ決勝進出を

逃した。すでに8位入賞は常連化しつつ

あるだけに、今回はメダルを狙うための

攻めた姿勢でのミスとなった。一方、個

人は2013年に皆川夏穂選手36位と早

川さくら選手40位でそれぞれ予選落ち

ダルになってい

たことを考え

ると、その差は

あってないよう

なものだ。分析

によれば、中国

と日本の難しさ

による評価の差

は2.8点中国が

上回り、できば

えによるその差は日本が3.1点上回って

いた。できばえのよかった日本が負けた

ことで、日本びいきの多くのファンが違

和感を覚え、協会事務局に抗議の電話を

かけてきたとのこと。現地でも、試合直後

の選手たちの落胆ぶりは、本当に大きな

ものだった。しかし、翌日には、選手たち

は前を向いていた。そのポジティブな姿

勢に感銘を受けたし、0.1の大切さを学

んだことで、

チームはまた

一回り成長し

た気がする。

現地でのアクシデントに負けな
かった女子体操

　現地で一人の女子選手が負傷し、会場

を後にすることになった。成長著しい若

手選手だっただけに非常に残念だった。

　しかし、急遽補欠だった選手を日本か

ら呼び寄せ、本番数日前に合流。呼び寄

せられた選手の戸惑い、緊張、責任、期

待など、複雑な思いが伝わってきたが、

選手たちはすでにその輪に加わってい

たように受け入れ、見事、その大役を果

たし、38か国中6位で予選を通過した。

　団体決勝では大過失もあり最下位の8

位となったが、危機的な状況をチームで

乗り越えた経験は、個々の選手の経験と

して今後に役立つものとなるだろう。

したが、2014年は早川選手16位（決

勝18位）、皆川選手23位（決勝同）とそ

れぞれ決勝進出を果たした。個人選手の

オリンピック出場が途絶えているだけ

に、今後の成長から目が離せない。

メダルゼロが示す日本トランポリン

　トランポリンは2011年大会におい

て個人国別対抗で優勝し、2013年に男

子シンクロが優勝して、絶対王者の中国

を乗り越えてきたが、2014年はメダル

ゼロ。日本チームを引っ張る上山容弘選

手や伊藤正樹選手らの年齢を考えると、

そろそろ若手

の台頭が待た

れる。一方、女

子はエースの

岸彩乃選手が

今回予選落ち

し、中野蘭菜選

手（2014年

ユースオリン

ピック2位）一人が準決勝へ進出。オリ

ンピックへは個人競技しかなく、出場選

手数も少ない狭き門だが、若手が育ちつ

つある。

　以上、各種別ともに、それぞれ2014

年に得たものは異なるが、お互いを意識

しながら2016年リオデジャネイロ大

会、そして2020年地元東京大会に向

けてその足を止められない。引き続き、

皆様の温かいご支援ご協力をお願いし、

2014年の体操ニッポンの振り返りと

したい。

写真提供：Aflo sport

▲写真提供：Rimako Takeuchi ▲写真提供：JGA

▲写真提供：JGA

内村選手（中央）と田中選手（右）
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Report : 2014 Japan Gymnastics Festival

2014

日本体操祭報告

　左記期間、国立代々木競技場第一体育館にて「2014日本体操祭」
が開催された。今回は129チーム 約4,700名の体操愛好家が参集
した。観客は両日で約4,500名を動員した。
　海外のゲストチームは、ナショナル・デニッシュ・パフォーマ
ンス・チームを迎えた。鍛え抜かれた身体から繰り広げられる演
技は、タンブリングバーンやミニトランポリンを用いたアクロ
バットな演技、テーマ性を持った演技、コンテンポラリーな演技
など一般体操のイメージを押し広げてくれるノンストップの50分
間であった。また、23日には、世界で活躍している本庄千穂氏に
バトントワリングの妙技を披露してもらった。
　会場は多くの観客で席を埋め尽くした。日本体操祭は発表の場に
留まらず、参加して・観て・感じて体操を普及するイベントとして
進化を目指していく。
　加えて、開催期間中には「一般体操都道府県連絡会議」を実施し
て12都道府県から18名が出席した。主な議題は、各地における
体操祭開催の課題について意見・情報交換をした。

日　　 程 2014年 11月 23日（日）・24日（月・祝）

会　　 場 国立代々木競技場 第 1体育館

参加者数 129チーム　約4,700名

スペシャル
イベント

● ナショナル・デニッシュ・パフォーマンス・チーム
／デンマーク

● 本庄 千穂（バトントワラー）

参加者数
①  チャコット（株）
②（株）カメラワーク
③（株）ササキスポーツ

　4歳より、母の勧めでバトンを始める。

　世界バトントワリング選手権大会に18 年

間出場し、金メダル4 個、銀メダル7 個、

銅メダル3 個を獲得。バトントワリング8

スピンギネス記録達成。ブラストⅡ－ MIX 

では日本人史上初女性パフォーマーメイン

キャストとして参加。シルクドゥソレイ

ユ スペシャルイベントにメインアーティス

トとして参加。滝沢秀明主演 「滝沢歌舞伎

2014 」に出演！！

　現在は国内外問わず、エンターテイメント

の世界で活躍、世界トップクラスの圧倒的な

表現力で観客を魅了する。

　「National Danish Performance Team 」は応募者数

147 名の中から選び抜かれた28名 !! 体操の技能と人間性

に秀でたメンバーの平均年齢は18歳～ 28歳 !

　9月下旬にワールド・ツアーを開始。約10ヵ月間で

12ヵ国（ドイツ、韓国、台湾、日本、インドネシア、シ

ンガポール、マレーシア、コスタリカ、アルゼンチン、

ウルグアイ、チリ、アメリカ）を巡り、各地域にてワー

クショップやショーを行う。

本庄 千穂 ( バトントワラー ) ナショナル・デニッシュ・パフォーマンス・チーム ( デンマーク )

一般体操都道府県連絡会議

スペシャル・イベント
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日本ジャズ体操指導者連盟 B 親子体操 Min Skat 自由学園 MEGU Movement B1. 2. 3. 4.
古尾谷 千恵子 三橋 綾子 山田 恵子 曽我 恵

T.S.L 湘南ジャズ体操ファミリー C 大橋体操教室 A 親子体操“てちてち隊”5. 6. 7. 8.
水野 真佐子 相良 陽子 大橋 美穂子 小田 憲子

行田新体操クラブ 船橋ジャズ体操グループ A リープSC Crew メタボリックバスターズ9. 10. 11. 12.
若林 千代子 麻野 和子 馬場 隆彰 影山 なお子

山形県体操研究グループ A

JOY新体操クラブ・小平

杉町陽子Jr. ジャギー教室

大橋体操教室 B

栗ノ沢幼稚園

湘南ジャズ体操ファミリー A

タイム新体操クラブ

JOY新体操クラブ小金井 A

ゆうリボン

船橋ジャズ体操グループ B

 狛江新体操クラブ

池袋本町児童館親子体操クラブ

13.

17.

21.

14.

18.

22.

15.

19.

23.

16.

20.

24.

岸 智恵子

吉野 幸子

杉町 陽子

大橋 美穂子

星 かめ代

相良 陽子

山本 美栄子

青木 由佳

辻 優子

麻野 和子

三宅 ユミ

上條 喬也

大橋体操教室 D 湘南ジャズ体操ファミリー B ママの森新体操クラブ Aチーム MEGU Movement A 26. 27. 28. 
大橋 美穂子 相良 陽子 平金 麻子 曽我 恵

南体操クラブ YMD・ダンベル 大橋体操教室 C EN体操クラブ ダンベルチーム30. 31. 32. 
南 明恵美 山田 美津江 大橋 美穂子 田中 佳代子

日本親子ダンス協会ファミリズム ふじしま新体操クラブ ジュニア新体操クラブスウィング ジャズ体操KIDS34. 35. 36. 
梅田 梨絵 藤島 八重子 中井 理絵 盛田 安紀子

安達新体操クラブ 練南新体操クラブ Gymunity モダントレーニング研究会38. 39. 40. 
安達 三保子 米澤 恵美 アーント 三浦 玲子 鈴木 由起子

町田市リズム運動サークル・シニア

シャルム新体操クラブ 石神小教室

日本体育大学 体操部

YMD健康づくり

picoa チアダンス教室 jr.園児

EN体操クラブ

JOY新体操クラブ小金井 B

町田市リズム運動サークル

HPK 鹿児島さくら

名古屋芸術大学リズム体操部

アート体操研究会

ARAI ジャズ体操クラブA

42. 

46. 

50. 

43. 

47. 

51. 

44. 

48. 

52. 

伊藤 啓子

斎藤 千鶴

荒木 達雄

山田 美津江

青木 希

田中 佳代子

青木 由佳

伊藤 啓子

長井 英子

小林 沙樹

渡部 順子

星川 澄子

25. 

29. 

33. 

37. 

41. 

45. 

49. 

11 23日本体操祭　参加団体
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H.G.G.（春山体操グループ） 公益財団法人日本体操協会体操スクール MAKI体操クラブ ママの森新体操クラブ Bチーム53. 54. 55. 56.
春山 文子 関 泰徳 千田 真己 平金 麻子

PAPA’S と愉快な仲間たち picoa チアダンス教室 選抜 手具健康体操トライビクス 森山秀子ジャズ体操チーム57. 58. 59. 60.
中原 朋子 青木 希 山本 幸子 森山 秀子

CAC こじか体操クラブ Joy Party 田畑隆子ジャズ体操教室 A 日本医歯薬専門学校こども心理学科61. 62. 63. 64.
呉林 真理子 盛田 安紀子 田畑 隆子 宮崎 紳

湯澤きよみ音楽体操グループ

東京女子体育大学

山形県体操研究グループ B

CHARMY GREEN

日本ジャズ体操指導者連盟 A

シャルム新体操クラブ 市川共立教室

アリエル新体操クラブ

ARAI ジャズ体操クラブ B

65.

69.

66.

71.

67.

72.

68.

73.

湯澤 きよみ

関田 史保子

岸 智恵子

曲尾 佑子

古尾谷 千恵子

斎藤 千鶴

大石 朝子

 赤澤 幹子

大泉スワロー体育クラブ 田畑隆子ジャズ体操教室 B CHEER GYMNASTIC A ラックwith 新体操クラブE チーム2. 3. 4.
三宅 泉  田畑 隆子 守田 誠子 松村 沙織

フェリシャスR・G  東京ジュニア新体操クラブ JOY新体操クラブ武蔵野 A 南砂リトルスポーツクラブ6. 7. 8.
米山 佐代子 波多野 恵子 谷浦 麻実 丸山 芳伸

さがみ野新体操クラブ 田畑隆子はずみ体操 ラックwith 新体操クラブD チーム KANAI R.G. 10. 11. 12.
プレスリー 明日香 田畑 隆子 野田 和代 金井 ムツ子

府中ジャズ体操自主グループ HINO新体操クラブ JOY新体操クラブ武蔵野 B CTC新体操クラブ A14. 15. 16.
田畑 隆子 松田 聖子 谷浦 麻実 秋山 裕史

1. 

5. 

9. 

13. 

バディーRG B

全日本自然運動連盟

JOY新体操クラブ武蔵野 C

森本ジャズ体操教室 B 

健康体操教室ハローフレンズ イノア A

筑波大学

全日本練功十八法連盟

フレンドリークラブCW

18. 

23. 

19. 

24. 

20・21. 

25. 

前田 恵

佐藤 正子

谷浦 麻実

森本 美恵子

伊藤 敦子

長谷川 聖修

藤岡 龍峰

坂本 あゆみ

17. 

22. 

バトントワリング
本庄　千穂

Participation group of Japan Gymnastics for All Festival 
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ラートフレンズ 森本ジャズ体操教室 A ラックwith 新体操クラブCチーム 健康体操教室ハローフレンズ イノア B 26. 27. 28. 29. 
檜皮 貴子 森本 美恵子 一文字 舞 伊藤 敦子

川口しらぎく幼稚園器械体操クラブ 1年生 MASAKO JAZZ & NATURAL MOVEMENT フレンドリークラブ A 30. 31. 32. 
嶋根 謙太 佐藤 正子 伊藤 由佳

N.G.F 真美フレッシュ体操Bチーム ラックwith 新体操クラブBチーム

波多野恵子Art Dance Gymnastics

34. 35. 36. 

33. 

鈴木 幸光 鈴木 万里子 松山 香

波多野 恵子

CTC新体操クラブ B

CHEER GYMNASTIC B BDS ジュニア TEAM ユミコ

37. 

38. 39. 40. 

秋山 裕史

守田 誠子 鈴城 エミ 木塚 由美子
川口しらぎく幼稚園器械体操クラブ 2年生

バディーチアリーディングクラブ

41. 

42. 

嶋根 謙太

山内 沙姫
あさがお

お～るど・ボーイズ

FIT. R.G B

T.G.S（TAKAKO体操スクエア）

川口しらぎく タンブリングクラブ

健康体操教室ハローフレンズ イノア C 

ラックwith 新体操クラブAチーム

国士舘大学

FIT. R.G A

K-BODY FRESH CLUB

真美フレッシュ体操A チーム

MI・MOVE

43.

47.

51.

55.

44.

48.

52.

56.

45. 

49. 

53. 

57. 

山﨑 光弘

荒木 達雄

仙波 浩代

菅野 多賀子

嶋根 務

伊藤 敦子

矢部 詩織里

山田 小太郎

鈴木 まり子

波多野 恵子

鈴木 万里子

斎藤 淳子

健康体操ラムーヴ

バディーRG A

JOY新体操クラブ三鷹

北村 裕子

田邊 真実

益子 由美子

46.

50.

54.

スペシャルイベント

海外ゲストチーム

ナショナル・デニッシュ・パフォーマンス・チーム
National Danish Performance Team（デンマーク）
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都道府県体操協会　一般体操担当者一覧（敬称略）

…体操祭開催
Gymnastics Festival

各地の
一般体操情報

平成27年3月 現在

2014-2015

Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

2014 - 2015

各地の体操祭実施報告

平成26年度 県民総合体育大会 兼
一般体操30周年記念演技発表会

第7回 上越体操祭

2014まちだ体操祭

第10回
福井県一般体操フェスティバル

くまもと体操フェスティバル2014

日　　程 ● 平成26年8月9日（土）

会　　場 ● 埼玉県立武道館

参加団体 ● 33 団体

参加者数 ● 555 名

日　　程 ● 平成26年9月28日 (日 )

会　　場 ● 町田市立総合体育館　メインアリーナ

参加団体 ● 37 団体

参加者数 ● 907 名

日　　程 ● 平成26年9月6日（土）

会　　場 ● 福井市体育館

参加団体 ● 24 チーム

参加者数 ● 420名

日　　程 ● 平成26年10月5日（日）

会　　場 ● 上越市総合体育館

参加団体 ● 28団体

参加者数 ● 477名

日　　程 ● 平成26年10月12日（日）

会　　場 ● 熊本市総合体育館

参加団体 ● 20チーム

参加者数 ● 652名

　埼玉県の一般体操演技発表会は、今年30

周年の記念大会を迎えた。また、毎年春と秋

に2回の演技発表会を開催する本県にとって、

昭和60年9月の第1回大会から数えて、今回

は56回目の開催であった。

　記念大会らしく、新体操、器械体操、親

子体操、ダンスそして太極拳、フラダンス、

ベリーダンス等々、例年より多くの団体・

参加者が集まった。　これからも、誰でも

気軽に参加できる大会を目指していきたい

と思う。【写真提供：オールスポーツコミュニティ】

　今年度も子どもから高齢者まで幅広い年齢

層の参加があった。参加チームも昨年より7

団体増え、会場は大勢の人でにぎわった。

　オープニングの太鼓は活気があり、発表

前に会場全体が一つになれた。また、プロ

グラムの最後には新体操新潟県国体チーム

のすばらしい演技をみることができ、来場者には満足して帰っていただ

けたのではないかと思う。

　この体操祭を目標に練習に取り組んでも

らえるチームが増えていくことを願ってい

る。そのためにも、来年度も更なる新しい

参加チームの開拓に努めたいと思う。

　第1回から毎年のように熊本県立総合体育館で開催していた体操フェス

ティバルであったが、体育館の改修工事のために、本年度は熊本市総合体

育館において初めての開催となった。いつも使い慣れた場所から、体育館

を変更しての開催であったが、例年と変わらない参加者数であった。

　出演者は新体操はもちろんのこと、フラダンスやジャス体操など様々な

ジャンルから20チームが参加し、幼児から90歳の方々がそれぞれの個性

を生かし、楽しんで演技している様子がうかがわれた。また、他団体の発

表を鑑賞することで、良い刺激となりお互いの交流も深まってきている。

　今後さらに多くの愛好者がこ

の体操フェスティバルに参加し、

互いの健康づくりに役立ててい

けることを期待する。

る模範演技などが、来場者すべての人に感動を与えてくれたと思う。世

代を超えた、交流の場として一層充実した楽しい体操祭にしていきたい

と思う。

　今年で23回を数えた「まちだ体操祭」。昨年は台風のためやむなく中止

したことと、今年は町田市リズム運動サークルが30周年ということもあっ

て、一層の盛り上がりがみられた。市民合唱団とのコラボや大学生によ

　今回は10回目を記念し、開会式には

満10才の参加者と最長寿者に参列して

いただいた。初参加の大学生のチーム

をはじめ、どのチームもよく練習した

演技や演舞、演武を披露した。100名を

超えるフラダンスの演技は圧巻で、観

客からひときわ大きな声援が送られ

た。さらに、福井県の公認キャラク

ターによる体操をみんなで行い、本

県らしい一幕となった。

 川端 茂夫

北海道

 福井県 田中 誠一
 渡辺 まゆみ

 新潟県 春日 清美
 石川県 山崎 稔

 富山県 海崎 薫

中野 登

 長野県 宮本 良枝

北信越

 鳥取県 城市 真彩未
 島根県 上田 亜由美

 岡山県 原 康之

 広島県 田坂 利明

 山口県 江藤 やす世

中　国

 栃木県 秋山 治

 埼玉県 田中 美和子

 千葉県 小野 孝博
東京都 井上 博行

 神奈川県 齊藤 眞佐代

 茨城県 松枝 弘幸
 群馬県 泉谷 一人

山梨県 多田 聡

関　東
 愛知県 六鹿 恵子

 三重県 後藤 洋子
 岡村 千枝子

 静岡県 大橋 美穂子
 岐阜県 杉山 和美

東　海

 高知県 山脇 寛史
 愛媛県 白井 伸三

 香川県 新池谷 隆

 徳島県 渡邊 稔哉

四　国

 大阪府 森 令子

 京都府 吉中 康子
 兵庫県 久保 美智子

滋賀県 津田 圭吾

 和歌山県 尾嵜 隆之

 奈良県 河本 興三郎

近　畿

青森県 野田頭 美大

岩手県 田村 雄孝

宮城県 石川 信雄

秋田県 小縄 久美子

山形県 安達 優美

福島県 渡邊 敏行

東　北

 福岡県 北冨 晴美

 佐賀県 石崎 康隆

 長崎県 川畑 りさ

 熊本県 本田 泰子

 大分県 松木 孝晃

 宮崎県 井出口 あけみ

 鹿児島県 長井 英子

 沖縄県 新垣 智也

九　州

Gymnastics for All committee of local prefecture
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Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

2014 - 2015

各地の体操祭実施報告

第12回  福岡県体操祭

体操フェスティバル ヨコハマ2014

“輝く笑顔” 第8回 おおさか体操祭2014 兼
府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル

2014 体操フェスティバル
inほっかいどう

みえスポーツフェスティバル2014 
健康体操大会 兼 第26回 三重体操祭 相模原市体操祭2014 わくわく体操フェスティバル

第13回 高知県体操祭 兼
第66回 体操とダンスの発表会

晴れの国おかやま体操祭 2014 第6回 静岡県体操祭一般体操の部

体操フェスティバル2014
ＮＡＲＡ

日　　程 ● 平成26年10月26日(日)

会　　場 ● アクシオン福岡

参加団体 ● 71チーム

参加者数 ● 1,014名

日　　程 ● 平成26年10月26日（日）

会　　場 ● 津市体育館

参加団体 ● 29団体

参加者数 ● 663名

日　　程 ● 平成26年11月24日（月・祝）

会　　場 ● 県立橿原公苑体育館

参加団体 ● 41団体

参加者数 ● 1,093名

日　　程 ● 平成26年11月23日（日）

会　　場 ● 高知県立青少年センター

参加団体 ● 20チーム

参加者数 ● 268名

日　　程 ● 平成26年11月24日（月・祝）

会　　場 ● 桃太郎アリーナ（メインアリーナ）

参加団体 ● 6団体

参加者数 ● 180名

日　　程 ● 平成26年11月29日（土）

会　　場 ● 草薙総合運動場体育館

参加団体 ● 56チーム

参加者数 ● 1,219名

日　　程 ● 平成26年11月23日（日・祝）

会　　場 ● 舞洲アリーナ

参加団体 ● 54団体

参加者数 ● 1,678名

　2歳の幼児から80代のシルバーまで幅広い年齢層で、バラエティーに富んだ発表

内容で見応えのある大会となった。

　オープニングは昨年に引き続き、大濠高校男子応援指導部クッキーズの迫力ある

演技での幕開けとなり、盛り上がった。真美健康体操は、100名の出場で演技のア

イデアで魅了し、生涯体操の見本のようだった。初出場の福工大附属城東高校ダン

ス部は、全国大会出場の演技をエキシビジョンで披露した。

　この体操祭が県内で活躍中のチームにおける一般体操の発掘の場であることがわ

かった。体操祭だからこそ見ることが出来るし、知ることが出来ることがあると思った。

ラストは福岡県体操祭のオリジナルフィナーレで幕

を閉じた。参加者全員で集い楽しいダンスで交流し、

来年もここで集うことを誓って解散した。

　今年も東日本大震災の被災地支援として「今を支える」を標語に開催し

た。故鈴木英夫実行委員長からたすきを受け継ぎ、25回目のフェスティバ

ルを例年と変わりなく開催できた。82チーム、0歳から88歳までの男女

約2,400名が参加し、それぞれ日頃の練習の成果を「ハレの場」で発表し

た。特別出演では筑波大学体操部、ラート競技世界チャンピオンの高橋

靖彦さんが楽しく華麗な演技をして華を添えてくれた。

　行事が重なり例年に比べ参加団

体が少なくなったが、初出場チー

ムもあり小学生から90歳までの

老若男女が日頃の練習の成果を披

露した。手具に様々な工夫が見られ、大勢のチームや少人数のチームと変

化があり、「演技発表して楽しく、観ても楽しい」内容であった。今年から

プログラムにカラー写真でグループ紹介を登載し、華やかさがプラスされ好

評であった。午後からリ

ズム体操体験を実施し、

観客と演技発表者が一緒

に動き交流が出来た。

　第4回を迎え

た相模原市体操

祭は今年も多く

の参加者を迎

え、 盛大に開催

された。毎回の

ゲストも充実し、今年は世界ラート競技選手権

大会1位の高橋靖彦選手や世界バトントワリン

グ大会2位の高

橋あすかさん

に演技を披露

していただい

た。参加団体の

演技も工夫が凝らされ、隊形の変化や衣装の素

敵さがあった。 健康を追求すると同時に発表す

る楽しさも十分伝わる演技内容となった。みん

なで体操の時間には会場が一 体となり参加者の

笑顔が印象的だった。

　オープニングでは「み

んなで準備運動」を全員

で行い、楽しく笑顔で一

体感が生まれる内容での

幕開けとなった。演技発

表では、新たな参加であったよさこい受賞チー

ムの演舞で優雅にかつパワフルな演技が行われ

たほか、ダンス、アクロバットパフォーマンス、

テコンドー、トランポリン、3B体操、新体操な

どの多彩な演技が行われた。なかでも、シルク

ドソレイユの演目を思わせるチームのパフォー

マンスと衣装

には会場が釘

づけとなった。

　今年も体験

コーナーを設け、参加者、スタッフ、様々なジャ

ンルのチームやスポーツの交流が行われた。

　今年は県立

橿原公苑体育

館で41団体・

チーム、総数

1,093名の出演者を迎え、奈良県に定着した大

きなイベントとして盛大に開催された。

　大会当日は、今年の気候変動を象徴するよ

うな冷え込みの厳しい日であったが、各団体・

チームの交流と研修の場となり、それぞれの

異なるジャンルの活気ある演技や観覧者の熱

気で、華やかな明るい雰囲気に包まれ、会場

全体が一体となる楽しい一日となった。

　この大会で、特に65歳

以上の参加者は258名、

幼児から高校生までは

558名の参加者を数え、

「体操フェスティバル」の

体育・スポーツ行事としての特異性とその特徴

が良く現れている。勝者、敗者、順位付けもな

く、参加された皆さんの活気溢れる演技でお互

いが満足と笑顔と感動、そして元気をいっぱい

頂いていること

が20年以上も続

く由縁であろう。
【写真提供：
フォトサロンKEI】

　第1回目となる「晴れの国おかやま体操祭」

が桃太郎アリーナで開催された。冒頭、日本

体操協会の南明恵美先生による「みんなで体

操」によって会場の雰囲気は一変、明るい笑

顔に包まれた。地元中学・高校・大学の吹奏楽部、ダンス部、チアリーディ

ング部やジュニア新体操クラブの選手が演技を行った後、南明恵美先生の

演技指導で、来場者全員が入場

し即興の演技を行った。会場が

一体となる熱気を全員で共有で

きた喜びは来年度に繋がる大き

な一歩であった。

　静岡県では、一般体操祭の第6回を迎えた。前年度は、他県からのチーム

出演などをお願いし、第5回の記念大会を行った。そのため、当初、今年度

は参加者の減少も心配されたが、各チームの中で本体操祭での発表が根付

いてきたのか200名ほど増えた。

　幼児から高齢者までが集い、華やかな体操祭であった。来年度は、新体

育館となるため、出演費等の検討を行っていく予定である。また、チーム

の出演制限など

を工夫し、多く

の団体が出演で

きることを目指

していく。

　7回目となる「2014体操フェスティバル

inほっかいどう」は、32チーム、2歳から

90歳までの幅広い年齢層で過去最大の参

加者によって盛大に開催された。バトント

ワリング、チアダンス、Gボール、一輪車、

体操競技、新体操、ブレイクダンスな

ど多彩な演技発表であった。今後もさ

らなる参加団体・参加者数の増加と、

北海道民の健康増進・生きがいの発見

の場所として役立てていけるように期

待している。

巻の演舞に会場は感動でいっぱいとなった。

　なお、今年からの新しい取り組みとして、80歳以

上の出場者13名に「ゴールデンエイジ賞」を贈呈し、

大変喜んでいただいた。

　3歳から85歳ま

での幅広い年齢層で繰り広げられた今年の

体操祭も、体を動かすことの楽しさ・喜び

を感じる充実した時間を参加者が共有し、

笑顔が溢れる一日を過ごすことができた。

　「健康くちぶえ体操」を普及されている口笛界のパイオニア〈もくまさあき

氏〉を特別ゲストとして招き、口笛演奏並びにくちぶえ体操の指導を受けた。

　また、今年の「全国ダンスドリル選手権」「日本高校ダンス部選手権」の2

冠に輝く大阪府立今宮高等学校ダンス部による特別演技「今宮歌舞伎」の圧

日　　程 ● 平成26年11月2日 (日）

会　　場 ● 横浜文化体育館

参加団体 ● 82 団体

参加者数 ● 2,380 名

日　　程 ● 平成26年11月23日（日）

会　　場 ● 相模原市総合体育館

参加団体 ● 19 団体

参加者数 ● 1,260 名

日　　程 ● 平成26年11月9日（日）

会　　場 ● 北翔大学　第1体育館

参加団体 ● 32 団体

参加者数 ● 543 名
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2014 - 2015

各地の体操祭実施報告

第25回  栃木県体操フェスティバル

第2回 
山梨県体操フェスティバル2014

2015 つくば体操フェスティバル

　今回は前年に比べ参加チーム

及び参加人数が増加したが、栃

木県内に広く広報が出来なかっ

たことについて反省しなければ

ならない。しかし、各参加団体

の皆さんは練習を重ね、とびきりの笑顔で演技をし、観客席からは大きな

拍手が聞こえてきた。

　今後は参加団体の募集範囲さらに拡大

するとともに、特に男子の参加が増える

ような工夫をとりいれたフェステバルに

しないといけないと思っている。

　平成26年12月23日（火・祝）、

第2回山梨県体操フェスティバル

2014を開催した。主な演技内容

は新体操、チアダンス、フラダ

ンス、太極拳などで、様々なジャ

ンルの参加があり、参加者も幼

児から高齢者まで幅広い世代の

方々の参加であった。日頃の練

習の成果を披露し、楽しく演技

発表がされていた。

日　　程 ● 平成26年11月29日（土）

会　　場 ● 栃木県立県南体育館

参加団体 ● 9団体

参加者数 ● 350 名

日　　程 ● 平成26年12月23日（火・祝）

会　　場 ● 甲府市総合市民会館（山の都アリーナ）

参加団体 ● 9団体

参加者数 ● 306 名

第8回 京都体操祭 兼 第17回かめおか体操祭&
デンマークナショナルチームスペシャルパフォーマンス
日　　程 ● 平成26年11月29日（土）

会　　場 ● 京都学園大学体育館

参加団体 ● 17団体

参加者数 ● 1,000名

　一般発表では、様々なジャンルの

発表が次々に繰り広げられ、老若男

女の真剣さと笑顔と元気が伝わって

きた。デンマークナショナルチーム

の60分に渡るパフォーマンスでは、

表現力とダイナミックなタンブリングに会場は沸きに沸いた。また、京

都祇園甲部の舞妓、紗月さん

により日本舞踊をご披露いた

だいた。世代交流、世界交流

を図れる、大変実りある体操

祭となった。

第24回 
体操フェスティバルかわさき2014

　市制90周年記念事業で

もあった本大会は、幼児

から90代の参加者が、様々

なジャンルで日頃の成果

を発表した。笑顔で演技披

露する姿に、市民に一般体

操が広く根付いているこ

とを改めて実感した。

　全員参加の「みんな

で動こう」の「介護予

防かわさき体操～上

を向いて歩こう」で

は、イメージキャラクター長寿郎も参加し大盛

況であった。デモンストレーションでは、多国

籍の川崎らしくフィリピン民族舞踊と、地元高

校のダンス部による若い力あふれる演技が披露

され、会場が大いに盛り上がった。

日　　程 ● 平成26年11月30日（日）

会　　場 ● 川崎市とどろきアリーナ

参加団体 ● 40 団体

参加者数 ● 1,268 名

第24回
2014 かごしま体操フェスティバル

第10回 
佐賀県ときめき体操フェスティバル

日　　程 ● 平成26年12月7日（日）

会　　場 ● 鹿児島県総合体育センター体育館

参加団体 ● 39団体　

参加者数 ● 1,300名

日　　程 ● 平成26年12月14日 (日 )

会　　場 ● 市村記念体育館

参加団体 ● 32団体

参加者数 ● 650名

　今年で24回

目となるフェ

スティバルは、

年々充実してき

ており主催者としては大変嬉しいことである。

演技内容も老若男女を問わず様々なジャンルの

体操が発表され、運動の原点である身体を動か

す喜びや楽しさを参加者全員で共有でした。

　今後益々、健康志向が高まるなか、お互いの

演技発表を通じて刺激しあえたことは、一般体

操の輪が一層広まっていくことと期待できる。

　今年で10回目

を迎えた「佐賀

県ときめき体操

フェスティバル」

は、数か月前からのスタッフ一同の盛り上げで

素晴らしい大会となった。10回連続出場の団体

である三田川木蘭拳協会、かささぎ新体操教室、

真美健康体操

協会には「チー

ムワークデ賞」

を、そして90歳

で今年も参加さ

れた「3B体操協

会」の卒寿のお二人には「達者デ賞」の表彰状と

記念品が贈られた。特に3B体操協会、真美健

康体操協会、太極拳協会、一輪車協会、トリム

体操協会、子ども達の新体操などの参加者が増

えてきている。

第5回 
OITA体操フェスティバル2014

第7回 とくしま体操祭

第11回 みやざき体操祭

日　　程 ● 平成26年12月14日(日)

会　　場 ● 大分県立総合体育館

参加団体 ● 15団体

参加者数 ● 345名

日　　程 ● 平成26年12月21日（日）

会　　場 ● 宮崎県体育館

参加団体 ●  37団体

参加者数 ● 430名

　第5回を迎えた「OITA 体操フェスティバル2014」

は、今年は15団体、21チームの参加で開催された。

　本年度は、参加条件を工夫し、以前からの出場団

体に合わせて新しく2つの団体を迎えることができ

た。前後半の間にある「ふれあい体験タイム」ではサ

ンタクロースに扮した司会者が、4つの場

所を10分ごとに回り、動きの説明と指導

が行われた。そのため、あっという間に30

分間が過ぎていった。また、今年も福岡大

学の新体操部が前半と後半の締めくくりを

「演技」と「長なわ」で締めくくってくれた。

　2年ぶりの開催となった。今回から会場が変わって、スタンドからの観覧

ができるようになり、各演技に暖かい拍手が送られた。参加者は幼児から

高校生までの新体操や体操競技のチー

ムで、体操祭に向けて練習してきた演

技を発表し合った。衣装等を工夫して

いたところも多くなり、おおいに盛り

上がった。

　昨年度第10回の節目を迎えた

体操祭は大いに盛り上がった。新

たな出発の第11回はその反動を

心配したが、加盟団体のコマー

シャル活動が功を奏し、過去最高

の37プログラムを準備することができた。朝8時から夕刻6時まで役員は任

務を遂行し、新たなうねりに安堵感

を感じた様子だった。障害者や高齢

者に配慮した「思いやりコーナー（観

客席）」のセット、新たに「キッズ賞」

表彰を設けて運営にあたった。

日　　程 ● 平成26年12月21日（日）

会　　場 ● 小松島市立体育館

参加団体 ● 39団体

参加者数 ● 296名

日　　程 ● 平成27年2月7日（土）

会　　場 ● つくば市カピオ・スーパーダインアリーナ

参加団体 ● 32 チーム

参加者数 ● 600 名

れ、大会を盛り上げた。また、

参加者全員でつくば市民の

ための「TK体操」や「双葉音

頭」を行い、地域を越えて文

化の交流が図られ、笑顔の

輪が広がった。

　1996年に筑波大学体操場で産声を上げた本イベントは、本年、第20

回記念大会として盛大に開催された。小さな子どもからシルバーまで、

つくば市近郊の体操愛好者が集った。ゲストとして、つくば市高野台和

太鼓愛好会による演奏や福島県双葉町民による相馬流山踊りが披露さ
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第2回 沖縄体操祭　
～ダンスポちゃん～

第3回 やまぐち体操フェスティバル
（2014年度 一般体操祭）

日　　程 ● 平成27年2月11日（祝・ 水）

会　　場 ● 沖縄市コザ運動公園 体育館

参加団体 ● 30団体

参加者数 ● 502名

　第1回を上回る参加団体、演技者

数で第2回沖縄体操祭を無事終える

ことができた。

　幼児から80歳のまでの幅広い年齢層の参加があり、会場いっぱいに

笑顔と元気が満ちあふれた体操祭となった。今回も県外からの参加団体

があり、今後も県内外にアピールできる体操祭を目指していきたい。

　第2回目より参加チームが増え、体

操フロアーでの演目も5チームもあり、

ジャズダンス・モダンダンス・バトン・フラダンス・ヒップホップ・バレ

エなど幅広いジャンルで子どもから大人まで観て楽しむフェスティバルに

もなった。また、今回は一般体操委員の南先生に来ていただき準備運動、

そして最後に「だれとでも体操」をご指導いただいた。演技者と入場者が

一体となって充分身体を動かし、笑顔と拍手喝采のうちに終わった。

第46回 健康のための体操発表会

日　　程 ● 平成27年 3月1日 (日 )

会　　場 ● 愛知県体育館

参加団体 ● 59団体

参加者数 ● 3,299名

　第46回を迎え歴史ある大会である。この大会は名称のとおり、日々健康

で豊かな生きがいを目指した体操愛好者とそのグループの体操発表会であ

る。どのグループも持ち時間5分以内で最高のパーフォーマンスを創意工夫

し、観客と一緒に楽しい空間を共有していた。 

　特別ゲストとしてNPO法人全国ラジオ体操連盟副理事長 青山敏彦氏を

お迎えし、開会式から閉会式の全てをご覧になり、総評をいただいた。

私たちの宝物
　工夫・発想 そして発見の中で
作品を作り上げました。その過程
で充実感を味わった子ども達への
「ゴールド賞」ありがとうございま
した。心のポケットに大切にしま
いました。
　今我がクラブでは、毎日のレッ
スンで感じたこと、アッと思った
言葉との出逢い、人への想いを書
いています　今の自分を見つめ、
未来の自分の道を探しています。
　豊かな人間になって欲しいと願
いを込めての日々です。

　昨年のドイツ体操祭に参加の折、
日本では売っていないというエア
トラックを購入。空気を入れてト
ランポリンのようにぴょんぴょん
跳ねます。子どもは跳ねることが
大好き！日本全国の小学校にこれ
を入れて、近年大問題の子どもの
体力低下を解決したいと思ってい
ます。本来は子どもの体操器具と
して利用されていますが、今回は
中高年の転倒予防、コア強化、下
半身強化に使うことにしました。
大人も楽しく弾んで体力アップ！
イノアに体験にお越しください。

今回は、「コンテスト部門」のみ実施し、「一般発表部門」は行いません。
当日は、今夏開催される「世界体操祭：日本の夕べ」参加団体による演技発表を企画しています。皆様のご来場をお待ちしています！

　現在は8月開催の全日本インカレ
と10月開催の研究発表会に向け練
習に励んでいます。昨年の全日本
インカレでは団体総合64連勝を成
し遂げることができました。また、
競技会だけでなく79名の部員全員
の心を一つにしたスケールの大き
な集団演技にも取り組んでいます。
　毎年「今までにないもの」を編み
出すよう努力していますが、今回
受賞した「ゴース＋ボール」の演技
もその一つです。いただいた賞を
励みにこれからも努力して参りま
す。ありがとうございました。

　昨年に引き続き二度目の金賞 !
嬉しい限りです。今回は4才から
78才までが一緒に動きました。楽
しい音を選曲、百円ショップで楽
しい手具をGET!みんなで楽しい
動きを創作。笑いながらプールス
ティックと格闘し、楽しい身体づ
くりの時間を持てました。何より
も小さな子どもから高齢者までが
一緒の時間を共有、皆で一緒が嬉
しかったです。これからも「誰もが
体操を楽しむための工夫」実践して
いきたいと思います。

　「Gymnastics for All だれもが体操を楽しむための工夫 !」をテーマと
して、10チームが参加し、様々なアイディア豊かな演技が披露された。
　工夫する観点は、用具・器具・服装・音楽・構成など自由である。そ
のため、事前にどのような点を工夫したかについて、5名の審査員に申
請し、アイディアの独創性と実際の演技内容の両面から評価された。そ
の結果、今回は、4チームにゴールド賞、6チームにシルバー賞が贈られた。
　また、一般発表にも5チームが参加して、和やかな演技でイベントを
盛り上げた。ゲストとして、2013世界ラート競技選手権大会で個人総合
優勝した高橋靖彦選手がダイナミックな輪舞で観客を魅了した。

高橋 靖彦 選手
世界ラート競技選手権大会  個人総合優勝

国立代々木競技場 第2体育館

● ジャパンチャレンジ…10チーム
● 一般発表フェスティバル…  5チーム
　合計15チーム　438名

日　　程 ● 平成27年 3月15日 (日 )

会　　場 ● 維新百年維新公園スポーツ文化センター アリーナ

参加団体 ● 19チーム

参加者数 ● 138名

第10回  一般体操フェスティバル in鳥取

日　　程 ● 平成27年 3月21日 (土 )

会　　場 ● 鳥取県立米子産業体育館

参加団体 ● 20団体

参加者数 ● 650名

　第10回の記念大会ということもあり、オープニングセレモニーで体操競

技と新体操競技の演技披露が行われた。参加団体の発表内容も多彩で、3歳

から86歳までの約650人が出演した。節目を記念し地元のミュージシャン

のミニライブもあり、会場は盛り上がった。日頃の練習の成果を発表し終

えた方々の満足げな表情が印象的だった。

2015 千葉県体操フェスティバル

　2015千葉県体操フェスティバルは

今回で11回目となった。参加者は、

春の訪れを導く妖精の如く、体育館

にはカラフルな衣装で花を咲かせて

いた。音楽に合わせて華やかに、可

愛らしく、全身で表現される舞

に会場からは大きな拍手が続い

た。最後は、2年連続となる東

日本復興支援ソング「花は咲く」

の振り付けを覚えて、心がひと

つとなって会を終えた。

日　　程 ● 平成27年 3月22日 (日 )

会　　場 ● 千葉県総合スポーツセンター体育館

参加団体 ● 15団体

参加者数 ● 299名

日　程

参加数

ゲスト

ふじしま新体操クラブ 湘南ジャズ体操ファミリー 東京女子体育大学新体操競技部健康体操教室ハローフレンズイノアＡ

ゴールド賞受賞チーム

2014年  6月22日

次　回 2015 一般体操ジャパン・チャレンジのお知らせ！
期　日

入場料（観覧者） 参加申込方法

会　場

発表方法

2015年  6月28日 国立代々木競技場 第2体育館

 1演技は音楽がスタートしてから4分以内に終了することとします。
〈コンテスト部門〉「Gymnastics for All だれもが体操を楽しむための工夫！」をテーマに演技を構成し、

審査員がその内容を評価します。

無　料 当委員会のwebサイトをご参照ください。
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Report : Overseas  Gymnastics  for  All
海外の一般体操情報

　イギリスは、障害者に対する体操指導が盛んである。特に、
障害のある子供達に対する一般体操への取り組みは、ヨーロッ
パの国々の中でも抜きん出ている。FIG 一般体操委員会は、一
般体操を障害者に啓蒙していく今回からスタートさせた。バー
ミンガムにある、イギリス体操協会の施設を使用してのセミ
ナーで、7カ国18名が参加した。各国の参加者から自国におけ
る障害者への体操指導が報告された。

FIGシンポジウム　障害者への体操
FIG Symposium Disability Gymnastics in England

日程

場所

2014年5月30日 ― 6月 1日

イギリス ／ バーミンガム Lilleshall

　昨年に引き続き、ネパール体育協会と学校体育連
盟が共催する一般体操講習会が開催された。今回の
場所はカトマンズの北西に位置するポカラで実施さ
れた。参加者は、小中学校の先生たち40名であった。
今後は、JICA と共同して、体育協会の一般体操部門
をサポートしていく計画で進行中である。

　AGU（アジア体操連盟）主催、一般体操講習会
がマレーシアで開催された。参加国は、ヴェトナ
ム、フィリピン、シンガポール、モンゴル、イン
ド、香港、バングラデシュ、マレーシアの8カ国30
名であった。4日間の実技を中心とした講習で、基
本運動から体操の構成までを習得した。2015年に
は FIG Foundation 
Course として、ネ
パールで開催予定
である。

日程

日程

場所

場所

2014年7月13日 ― 19日

2014年8月25日 ― 29日

ネパール ／ ポカラ

マレーシア ／ クアラルンプール

ネパール一般体操講習会

AGU一般体操講習会

GfA Workshop in Nepal

AGU GfA training camp in Malaysia

　ウズベキスタンで開催された FIG 総会で、2020年開催が決
まった東京オリンピック紹介と、2016年10月に開催される
第81回 FIG 総会開催地の選挙が行われた。立候補国は日本
／東京とアメリカ合衆国／オーランドであった。結果、東京
136票、オーランド39票、と東京が圧勝した。2016年、東京
での総会時には、会長以下役員・委員の選挙が実施される。

F IG 第80回 総会
80th FIG Congress in Uzbekistan

日程

場所

2014年10月28日 ― 29日

ウズベキスタン /タシケント
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Report : Overseas  Gymnastics  for  All
海外の一般体操情報

　2017年7月に開催される第3回ワールド・ジム・フォー・ラ
イフ・チャレンジ（コンテスト）の準備委員会がオスロで開催
された。準備委員会と FIG 委員とが日程調整や詳細な事項の
確認を行った。また、会議最終日には、オスロ市内の体育館
でノルウェー・チャレンジ（コンテスト）が開催された。

●5大陸、50ヵ国、21,000名の参加者

●7日間の大会期間、700チームが200時間に及ぶ演技を展開

●30ヵ国 約2,000名の有志が国際集団演技を披露

● Approximately 21,000 participants

● Over 50 participating countries from 5 different continents

● In total over 200 hours of gymnastics performances in seven days

・Almost 700 Group Performances at the Messukeskus Helsinki
Expo and Convention Centre

・With world premiere of World Team Large Group Programme with
 2,000 gymnasts at least from 30 countries and from 5 continents

　 オ ス ロ よ り 列 車 で1時 間45分 に 位 置 す る、
Vestfold のコンヴェンション・センターで開催される。
センターには6,000名収容可能なコンドミニアム様式
の宿泊施設も含まれている。自然溢れるノルウェー最
大のリゾート地での、体操イベントに参加しませんか！
詳細は下記のサイトをご覧下さい。

▲大会運営本部

▲ノルウェー・コンテスト

FIG World Gym for Life Challenge 会議
FIG World Gym for Challenge Meeting in Norway 

WG 2015 in Helsinki

日程

場所

2014年11月7日 ― 10日

ノルウェー ／ オスロ

2017 World Gym for Life
 Challenge Norway

26 - 30 JULY 2017

▲宿泊コテージと宿泊施設内部 ▲演技ホール

2017年 プログラム内容
7月25日（火） Optional arrival day for delegates

7月26日（水）
Official arrival day for delegates
Official rehearsal for teams
Norwegian Welcome Evening

7月27日（木）
Opening Ceremony
Gym for Life Challenge contest day 1
Show performances

7月28日（金） Gym for Life Challenge contest day 2
Show performances

7月29日（土）

Show performances
Workshops
Rehearsal Gym for Life Gala
Gym for Life Gala
Closing ceremony and participant party

7月30日（日） Departure of all delegates

お知らせ

www.gfl-2017.no

◀ノルウェー体操協会にて

日程

場所

2015年7月12日 ― 18日

フィンランド ／ ヘルシンキ

Japanese Evening is the most popular show in the National evening.
The theme is a “Welcome to Gymnastics Café!”.
We are planning a great live music and the best performance.

　Live Music Artists
Norihiro Tsuru （violin）, Hiroshi Nagashima （guitar） , Ayako （cello）,
Tomonori Oishi （percussion）

　Participating group
KOKUSHIKAN Men's Rhythmic Gymnastics Club,
GENKI Gymnastics Club, Hello Friends INOA,
International Old Boys, JJGTO,MACHIDA,
MASAKO JAZZ NATURAL MOVEMENT, Nittaidai Gymnastics Club,
Shimbi Fresh Gymnastics, T.G.S,University of Tsukuba Gymnastics Club
　

●出演チーム　
国士舘大学新体操部、T.G.S.、JJGTO、
真美フレッシュ体操、元気クラブ、
筑波大学体操部、町田市リズム運
動サークル、日本体育大学体操部、
International Old Boys、ハローフレン
ズ イノア、全日本自然運動連盟

第15回 世界体操祭 15th World Gymnaestrada

ツル ノリヒロ・グループの素晴らしい

生演奏を中心とした「日本の夕べ」

Japanese Evening

「 Welcome to Gymnastics Café! 」 
　― Snazzy Live Music & Nice Performance ―

 Thursday 16th July
21：00－22：30
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Registration  procedure  for  participation  in  the  Japan  Gymnastics  Festival

2015年度

日本体操祭の参加と登録の手続きについて
日本体操祭の出場資格について

4XDOLÀFDWLRQ��IRU��SDUWLFLSDWLRQ��LQ��WKH��-DSDQ��*\PQDVWLFV��)HVWLYDO

海外での体操祭への出場資格について
4XDOLÀFDWLRQ��IRU��SDUWLFLSDWLRQ��LQ��*\PQDVWLFV��)HVWLYDO��LQ��WKH��ZRUOG

登録申請と参加手続きの流れ

① 一般体操指導員資格をお持ちの方は、先に個人登録を済ませて下さい。

② 団体登録と個人登録が必要になります。

③ 個人登録では役員、選手、愛好者など複数種の登録であっても、積算はせず最も高い額の登録料のみです。

④ 団体登録には本協会が認定する「一般体操指導員」の資格を有する「指導者」が1名以上登録していなければなりません。

＊有資格の指導者がいない場合は本協会が主催する「一般体操指導員」講習（3日間）を受講し、今年度中に資格を取得してください。

詳しくは事務局までお問い合わせください。

⑤ 個人 ID は毎年同じものを使用します。設定したパスワードは変更できますが、忘れないように保管して下さい。

登録の要点

● 代表者が複数を指導している場合、纏めて1団体とみなします。 ● 参加する選手（演技者）は全てのチームに登録します。
● 一団体の登録料はチームが何チームあっても2,000円。 ● 種々のお知らせは主たる団体の登録担当者に届きます。

確認事項

※注：団体名、代表者など固有名詞は、入力の際間違いのないように、確定する前に確認して下さい（全角・半角・大小文字・カンマ、ピリオドなど）。

　体操祭で使用するプログラムにそのまま反映されてしまいます。

URL　 http://jga-web.jp/　へアクセスします。

団体登録担当者TOPから ID、パスワードでログインし、必ず登録担当者の情報は最新のものに変更して下さい。

「種別選択による加入申請」を選択して日本体操協会へ団体登録をして下さい。

体操祭 団体登録

詳細はWeb ページの「継続登録用一般体操、団体登録・選手登録ガイド」をご参照ください。

＊団体登録担当者TOPからログインし、昨年度の所属選手の中から出場選手を選んで登録します。

＊複数の団体に所属しそれぞれから出場する方は、先に主たる所属団体の登録を完了し登録料の支払いを済ませてください。

その後、他の団体登録担当者に、個人の IDを伝え、「個人会員検索登録」から登録させて下さい。この際には登録料は発生しません。

＊都道府県体操協会から登録がお済みの方は、登録料は発生しません。

団体登録担当者は参加する個人の IDを入手して登録して下さい。

体操祭 個人登録

※ 一般体操指導員の登録のお知らせは、基本的にはメールにてお知らせ致します。メールアドレスは最新のものを入力しておいて下さい。

※ 平成27年度の登録は、4月1日（水）以降に行ってください。

※ 登録ガイドは、日本体操協会webページに掲載致します。（現在は平成26年度用）

一般体操委員会では、日本体操祭の出場資格について、下記の内規を適用します。どうぞご理解とご協力をお願いします。

一般体操委員会では、世界体操祭のみに参加するばかりでなく、他の大会への積極的な参加のために、下記のような内規を適用します。

日本体操祭に出場する団体の条件に関する内規
（公財）日本体操協会
  一般体操委員会

　Ⅰ［出場団体の選考と決定］ 

Ⅰ－1 日本体操祭に出場できる団体は、下記の選考条件、Ⅱ－1 ～ 8の条件を満たしている団体、 および、一般体操委員
会が特別に評価し、推薦できる団体を出場団体候補とする。 

Ⅰ－2 出場候補となった団体は、日本体操協会の一般体操委員会の承認を得て、出場団体として最終決定する。 

　Ⅱ［出場団体の選考条件］ 

Ⅱ－1 日本体操協会に個人登録及び団体登録していること。  
Ⅱ－2 一般体操の演技内容が、総合性、律動性、独創性、あるいは、テーマや指導的な内容をもち、 社会的に評価される

団体であること。 
Ⅱ－3 特に、一般体操の独創的な工夫がみられる演技内容が少しでも認められる団体であること。 
Ⅱ－4 体操競技、新体操、スポーツアクロ体操、エアロビクスなどの競技形式をとらない演技内容であること。 
Ⅱ－5 日本体操協会の一般体操の考え方である「一般体操は、あらゆる年代に適し、健康を促進するための身体的、精神

的、社会的、また、文化的な側面に貢献し、自主的に楽しく動く体操である。」の趣 旨に相応しい活動をしている
団体であること。 

Ⅱ－6 出場団体の実際の指導にあたるもののうち1名以上は公益財団法人日本体操協会が公認する「一般体操指導員」の
資格を有していること。 

Ⅱ－7 出場人数は5名以上とする。
Ⅱ－8 出場団体は、各演技発表に対して日本体操祭の実行委員2名を選出し、運営に協力すること。 

海外における体操祭出場団体の選考に関する内規
（公財）日本体操協会
  一般体操委員会

　Ⅰ［出場団体の選考と決定］ 

Ⅰ－1 下記の選考条件、Ⅱ－１～７の条件を満たしている団体、および、一般体操委員会が特別に推薦できる団体を海
外における体操祭への出場団体候補とする。 

Ⅰ－2 出場候補となった団体は、日本体操協会の常務理事会の承認を得て、出場団体として最終的に決定する。 

　Ⅱ［出場団体の選考条件］ 

Ⅱ－1 日本体操協会に6年以上、継続的に団体登録していること。  
Ⅱ－2 日本体操祭及びそれに準じる体操祭に連続6回以上継続して出場し、望ましい発表実績をもっている団体であること。 

※準じる体操祭とは、各都道府県体操協会が主催している体操祭のこと
Ⅱ－3 一般体操の演技内容が、独創的、律動的、総合性、あるいは指導的な内容をもち、社会的に高い評価を得ている

団体であること。 
Ⅱ－4 特に、オリジナリティーのある一般体操の演技内容であること。 
Ⅱ－5 体操競技、新体操、スポーツアクロ体操などの競技形式をとらない演技内容であること。 
Ⅱ－6 国際体操連盟（ＦＩＧ）日本体操協会（ＪＧＡ）の体操についての考え方の一つ「一般体操は、身体的、精神的、また、

社会的にも貢献する体操である」の趣旨に適合して活動している団体であること。 
Ⅱ－7 出場団体の実際の指導にあたるもののうち1名以上は公益財団法人日本体操協会が公認する「一般体操指導員」の

資格を有していること。 

施行年月日：平成13年2月18日付則  　平成18年3月31日改正
平成14年2月10日改正 平成23年3月31日改正
平成15年2月25日改正 平成23年5月31日改正
平成16年3月31日改正 平成25年 4月  1日改定

施行年月日：平成3年12月6日  　
改訂：平成 9年4月11日 
改訂：平成13年2月18日 

平成18年3月31日 改正

付則：平成14年3月31日 改正
平成15年3月31日 改正
平成16年3月31日 改正
平成19年3月31日 改正
平成25年4月 1日 改定 

URL　 http://jga-web.jp/　へアクセスします。

個人会員TOPからご自分の ID、パスワードでログインし、必ず個人の情報は最新のものに変更して下さい。

「所属団体への加入申請 /資格・役職の登録」をクリックし、一般体操指導員である事を確認し、次へ進み継続の登録をします。支払い

を済ませて登録完了になります。

日本体操祭へ参加する場合は、団体登録担当者が、個人の IDで登録をする事ができます。昨年度の所属選手として名前があれば、そこ

で登録ができます。体操祭登録時には、登録料は発生致しません。参加料のみが発生します。

一般体操指導員 個人登録

ⅰ）団体登録料・・・・2,000（円／１チーム）

ⅱ）個人登録料（単位：円／人） ⅲ）日本体操祭参加料（１プログラムにつき）（単位：円／人）

登録料と参加料

区分 乳児 幼児 * 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 指導者
登録料 無料 500 500 500 700 1,000 1,000 2,000

区分 乳児 幼児 * 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 指導者
参加料 無料 800 800 800 800 1,000 1,000 1,000

＊平成27年4月1日現在　3歳以上

日本体操祭
参加申込

代表者会議
案内送付 代表者会議出席 web登録 ･

参加手続き 体操祭当日
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一般体操委員会組織
Organization  of  the  Gymnastics  for All   committeeG

伊藤 由美子
Itoh Yumiko
（日本体育大学）

長谷川 聖修
+DVHJDZD�.L\RQDR
（筑波大学）

鈴木 裕太　
Suzuki Yuta
（川崎市立宮前平中学校）

小柳 将吾
Koyanagi Shogo
（ライン幼稚園）

檜皮 貴子
+LZD�7DNDNR
（新潟大学）

鈴木 幸光　
Suzuki Yukimitsu
（特定非営利活動法人     
　日本Gボール協会）

磯部 雅子　
Isobe Masako

南 明恵美　
Minami Akemi
（跡見学園女子大学非常勤）

鈴木 大輔　
Suzuki Daisuke
（社会福祉法人
  にじのいえ むぎのこ保育園）
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 委員長 President

荒木 達雄
Araki Tastuo
（日本体育大学）

 副委員長 Vice President

神保 幸次郎 
Jinbo Kojiro
（東京都教職員研修センター）

 総務部  General  affairs  division 普及部 Popularization  division

 指導者育成部  Instructor  training  division  協会事務局

平成
27 年度 事 業 計 画

Business  Plan  of  2015-2016  Gymnastics  for  All

月 日 事業内容 場所
4 5（日） 2015 一般体操ジャパン・チャレンジ検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス
5 17（日） 第28回 埼玉県一般体操演技発表会 上尾運動公園体育館
6 28（日） 2015 一般体操ジャパン・チャレンジ 国立代々木競技場第2体育館
7 12（日）―18（土） 第15回 世界体操祭 フィンランド／ヘルシンキ

8

8（土）―10（月） （公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会 日本体育大学世田谷キャンパス
30（日） 2015 日本体操祭代表者会議 オリンピックセンター
30（日） 第11回 福井県一般体操フェスティバル 鯖江市総合体育館

9 22（火・祝） 第13回 福岡県体操祭 アクシオン福岡

10

4（日） 第8回 上越体操祭 上越市総合体育館
4（日） くまもと体操フェスティバル2015 熊本県立総合体育館
18（日） 平成27年度 県民総合体育大会第１部［一般体操の部］ 上尾運動公園体育館
18（日） 第22回 体操フェスティバル2015 NARA 奈良市中央体育館
18（日） 第1回 かがわ体操祭2015 坂出市立体育館

11

1（日） みえスポーツフェスティバル2015 健康体操大会 兼 
第27回 三重体操祭 津市体育館

1（日） 2015 体操フェスティバル in  ほっかいどう 北翔大学体育館
1（日） 体操フェスティバル ヨコハマ2015 横浜文化体育館
7（土）― 8（日） 2015 日本体操祭 国立代々木競技場第1体育館
7（土） 平成27年度 一般体操都道府県連絡会議 国立代々木競技場第1体育館
7（土） 第25回 体操フェスティバルかわさき2015 川崎市とどろきアリーナ
22（日） 第7回 静岡県体操祭 一般体操の部 草薙総合運動場体育館

23（月・祝） “輝く笑顔 ”第9回 おおさか体操祭2015  兼 
府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル 舞洲アリーナ

23（月・祝） わくわく体操フェスティバル 第13回 高知県体操祭  兼 
第66回 体操とダンスの発表会 高知県立青少年センター

23（月・祝） 晴れの国おかやま体操祭2015 桃太郎アリーナ
23（月・祝） 2015 まちだ体操祭 町田市立総合体育館
28（土） 第9回 京都体操祭－ GYMSBEAT'15 －  兼  第18回 かめおか体操祭 京都学園大学体育館
29（日） 第18回 長崎県フロアスポーツフェスティバル 西海市西彼総合体育館
29（日） 相模原市体操祭2015 相模原市総合体育館

12

5（土） 第26回 栃木県体操フェスティバル 栃木県県南体育館
6（日） 第25回 2015かごしま体操フェスティバル 鹿児島県総合体育センター体育館
13（日） 第11回 佐賀県ときめき体操フェスティバル 市村記念体育館
20（日） 第12回 みやざき体操祭 宮崎県体育館 
20（日） 第6回 OITA 体操フェスティバル2015 大分県立総合体育館
20（日） 第9回 とくしま体操祭 小松島市立体育館

1 24（日） G.C. 編集検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス

2

6（土） つくば体操フェスティバル2016 つくば市カピオサイバーダインアリーナ
11（木・祝） 第3回 沖縄体操祭 ～ダンスポちゃん～ 沖縄市コザ運動公園体育館
21（土） 第4回 やまぐち体操フェスティバル（2015年度一般体操祭） 維新百年記念公園スポーツ文化センター
28（土） 第47回 健康のための体操発表会 愛知県体育館
未定 平成27年度 全国代表者連絡会 未定

3

6（日） ひろしま体操 FUN²フェスタ2016 広島市東区スポーツセンター
20（日） 2016 千葉県体操フェスティバル 千葉県総合スポーツセンター体育館
26（土） 第11回 一般体操フェスティバル in 鳥取 鳥取県立米子産業体育館
未定 平成27年度 一般体操登録団体代表者連絡会 未定

Photo by T.A.
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国立代々木競技場 第1体育館国立代々木競技場 第1体育館国立代々木競技場 第1体育館
11月7日  ・8日11月7日  ・8日11月7日  ・8日11月7日  ・8日11月7日  ・8日土 日

2015 一般体操
ジャパン・チャレンジ
2015 一般体操
ジャパン・チャレンジ
2015 一般体操
ジャパン・チャレンジ
2015 一般体操
ジャパン・チャレンジ
2015 一般体操
ジャパン・チャレンジ

6月28日6月28日6月28日6月28日 日 国立代々木競技場
第2体育館
国立代々木競技場
第2体育館
国立代々木競技場
第2体育館
国立代々木競技場
第2体育館

皆様の参加をお待ちしています !
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