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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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