
平成29年3月15日現在

開催日程 開催会場 担当者 e-mail 開催日程 開催会場

1 北海道 4月1日（土）・2日（日） 札幌市立栄南中学校 吉田　義経 未定 未定

未定 県立八戸東高等学校

4月上旬 弘前聖愛学園高等学校

3 岩手 3月26日(日) 花巻市文化会館 菊池　伸 shin-k@car.ocn.ne.jp 3月12日(日) 盛岡タカヤアリーナ

4 宮城 3月20日(祝) 常盤木学園高等学校 菅原　一比古 ja7czp2531kja@nifty,com 3月20日(祝) 常盤木学園高等学校

5 秋田 3月12日(日) 秋田県青少年交流センター 「ユースパル」 梅田　秀一 giant.Diamidov@gmail.com 3月11日(土) 秋田県青少年交流センター 「ユースパル」

2月4日（土） 酒田光陵高等学校

2月19日（日） 山形商業高等学校

7 福島 未定 3月26日(日) 福島市（会場未定）

8 茨城 4月29日（土） 茗溪学園高等学校 松枝　弘幸 matsueda_hiroyuki@yahoo.co.jp 4月29日（土） 茗溪学園高等学校

9 栃木 3月19日（日） （学）作新学院高等学校 君嶋　孝之 rgst.jdg-art_tcg.gym.assc@hotmail.co.jp 3月20日（月） （学）作新学院高等学校

10 群馬 3月19日（日) 群馬大学 新井　淑弘 arai-yoshihiro@gunma-u.ac.jp 3月19日（日) 前橋市立前橋高校

11 埼玉 3月19日(日)・20日(月) 埼玉県スポーツ総合センター 増田　和彦 masuda.kazuhiko.d7@spec.ed.jp 3月19日(日)・20日(月) 埼玉県スポーツ総合センター

12 千葉 3月12日(日) 順天堂大学 石毛　宏育  ishige.sosa@gmail.com 3月12日(日) 千葉県青少年女性会館

13 東京 3月12日(日) 国士舘大学　世田谷校舎 神本　堅二 k.kamoto@toho.ed.jp 3月12日(日) 国士舘大学　世田谷校舎

14 神奈川 3月26日(日) 東海大学附属相模高等学校 今野  信吾 konno@hosei2.ed.jp 3月26日(日) 神奈川総合高等学校

15 山梨 3月12日(日) 日川高校 多田　　聡 satoshi@kai.ed.jp 4月2日（日） 甲府城西高校

3月19日(日) 新潟経営大学 下村　健一 k-shimomura114@kj9.so-net.ne.jp

3月20日(月) 上越市大潟コミュニティプラザ 下村　健一 k-shimomura114@kj9.so-net.ne.jp

17 長野 3月25日(土) 塩尻志学館高校 渡邉　玄 gen-w@nagano-c.ed.jp 3月25日(土) 塩尻志学館高校

18 富山 3月12日(日) 富山商業高校 高坂　至  kousaka-itaru@tym.ed.jp 3月12日(日) 富山商業高校

19 石川 3月12日(日) 金沢市立工業高校 坂倉　篤 assakakura@yahoo.co.jp 3月12日(日) 金沢市立工業高校

20 福井 ４月９日（日） 鯖江市立待小学校 桑野　泰成 ys7kuwano@yahoo.co.jp ４月16日（日） 鯖江市立待小学校

４月８日（土） 静岡大学教育学部 竹澤　恵介 ksk3take@gmail.com

４月９日（日） 静岡産業大学磐田キャンパス 竹澤　恵介 ksk3take@gmail.com

22 愛知 3月20日(月) 名城大学附属高等学校 大谷　一司 k583290b@m2.aichi-c.ed.jp 3月12日(日) 中京大学豊田キャンパス８号館

23 三重 3月20日(月) じばさん三重 野津　宏佑 gym_note@yahoo.co.jp 3月20日(月) じばさん三重

24 岐阜 ４月２日（日） ＯＫＢ体操アリーナ 白川　修 ambition-.＿-impress329@i.softbank.jp ４月２日（日） ＯＫＢ体操アリーナ

25 滋賀 3月20日(月) 滋賀県立栗東体育館 仲宗根　森敦 mailto:nakasone@bss.ac.jp 3月12日(日) 栗東西中学校

26 京都 3月11日（土）・12日(日) 平安女学院 中・高等学校 河相　公一 kawai-k@kyoto-be.ne.jp 3月11日（土）・12日(日) 平安女学院 中・高等学校

新潟県長岡東北中学校

平成28年度都道府県別2種・3種審判講習会一覧

４月９日（日） 静岡市立高等学校視聴覚ホール21 静岡

16 新潟 3月12日(日)

体操女子2種・3種

2 青森 未定

体操男子2種・3種
県Ｎo 県名

男子連絡先

yamagata-gym@hotmail.co.jp6 山形 4月15日(土) 庄内総合高等学校 眞田　広幸
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体操女子2種・3種体操男子2種・3種
県Ｎo 県名

男子連絡先

27 大阪 3月18日（土）・1９日(日) 大阪府立市岡高校 増田　桂子 3月18日（土）・1９日(日) 大阪府立市岡高校

28 兵庫 3月18日（土） 甲南大学　岡本キャンパス 宗重　有治 mailto:hyogo_gymnastics@yahoo.co.jp 3月18日（土） 甲南大学　岡本キャンパス

29 奈良 3月19日(日) 天理大学 橋本　泰介 mailto:hashimoto.yrj@gmail.com 3月12日(日) 天理大学

30 和歌山 ４月２日（日） 和歌山市コミュニティーセンター 太田　寛昭 mailto:ksugym_oota2@yahoo.co.jp ４月２日（日） 和歌山市コミュニティーセンター

31 鳥取 ４月 8日（土） 倉吉体育文化会館 濱部 武生 hamatake55@gmail.com ４月 15日（土） 米子西高等学校

32 島根 3月25日（土） 島根県立大社高等学校・有朋舘 沖田 憲彦 i_need_all_the_love_i_can_get@docomo.ne.jp ４月２日（日） 島根県出雲市

33 岡山 未定 ４月２日（日） 岡山大学

34 広島 4月16日（日） 広島市立沼田高等学校 三浦 純一 4月16日（日） 広島市立沼田高等学校

35 山口 3月19日（日） 山口県立豊浦高等学校 細川 浩孝 stoooones@yahoo.co.jp 3月26日（日） 下関市長府公民館

36 香川 3月19日（日） 高松市立木太中学校 造田　考一郎 ko40333@edu-tens.net 2月19日（日） 高松中央高校会議室

37 徳島 4月下旬 未定 沖　　建治 tokushimagym@yahoo.co.jp 3月12日(日) 小松島中学校視聴覚室

38 愛媛 4月16日（日） 新田高等学校 阿部　孝洋 takahiro_noz0418@yahoo.co.jp 3月26日（日） 松山市青少年センター

39 高知 4月上旬 高知県立青少年センター 樋口　敦勇 atsuo.higuchi@gmail.com 未定 未定

40 福岡 3月25日（土） 九州共立大学スポーツ学部A館 溝部　秀樹 mizobe@kif.ed.jp 3月26日（日） 福岡大学第2記念堂1222教室

41 佐賀 ３月２５日（土） 佐賀県総合総合体育館　体操場 森　啓高 3月26日（日） 県立鳥栖高等学校

42 長崎 3月下旬 未定 山本 寛瑞 ebg42692@biglobe.ne.jp ４月２日（日） 純心高校

43 熊本 3月11日（土） 東海大学熊本校舎 西　　照彦 teru_teru2424@yahoo.co.jp 3月12日(日) 熊本学園大学付属高校

44 大分 3月下旬～4月上旬 未定 井上　顕式 inoue-akinori@ope.ed.jp 3月25日(土) 未定

45 宮崎 4月15日（土） 宮崎県体育館会議室 児玉　和男 japansaito890100@kpb.biglobe.ne.jp ４月２日（日） 宮崎県体育館

46 鹿児島 4月15日（土）～16日（日） 鹿児島県総合体育センター 山下　元 yamashita-2011@olive.plala.or.jp 4月15日（土） 鹿児島県体育館研修室

47 沖縄 3月19日（日） 市立石嶺中学校 伊敷　優子 yuko31226@gmail.com 3月20日(月) 北谷高校

※詳細については、各連盟・協会に直接お問い合わせください。
※受講は登録地以外でも可能です。
※各連盟・協会への連絡は、「ブロック・都道府県体操協会名簿」をご参照ください。
http://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2013/08/08f607e02b200f28a8905a9436e2726c.pdf
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