
令和2年2月14日現在

開催日程 会場 開催日程 会場

令和2年2月22日 市立札幌平岸高等学校
令和2年3月8日 釧路教育大学

2 青森 未定 未定 未定 未定
3 岩手 3月8日 岩手県立盛岡南高校　鵬南館 3月8日 岩手県立盛岡南高校　鵬南館
4 宮城 3月7日 柴田高校 3月7日 柴田高校
5 秋田 令和2年3月22日 秋田県青少年交流センター「ユースパル」中研修室B 令和2年3月22日 秋田県青少年交流センター「ユースパル」中研修室B

6 山形 4月18日 庄内総合高校　会議室 4月18日 庄内総合高校　会議室
7 福島 未定 未定 未定 未定
8 茨城 令和2年4月29日 茗溪学園中学校高等学校 令和2年4月29日 茗溪学園中学校高等学校
9 栃木 令和2年3月29日 作新学院高等学校 令和2年3月29日 作新学院高等学校
10 群馬 令和2年3月15日 太田市立薮塚本町中学校 令和2年3月15日 太田市立薮塚本町中学校
11 埼玉 令和2年3月28日 埼玉県立スポーツ総合センター 令和2年3月29日 埼玉県立スポーツ総合センター

12 千葉 令和2年4月5日 国際武道大学 令和2年4月5日 国際武道大学
13 東京 令和2年3月8日 国士舘大学世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ世田谷校舎34号館Ｂ棟 令和2年3月8日 国士舘大学世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ世田谷校舎34号館Ｂ棟

14 神奈川 令和2年3月29日 東海大学付属相模高等学校 令和2年3月29日 東海大学付属相模高等学校
15 山梨 計画中 計画中
16 新潟 令和2年3月28日 新潟経営大学 令和2年3月28日 新潟経営大学
17 長野 令和2年3月29日 塩尻志学館高校 令和2年3月29日 塩尻志学館高校
18 富山 令和2年3月22日 富山大学 令和2年3月22日 富山大学
19 石川 令和2年3月8日 金沢市立工業高校 令和2年3月8日 金沢市立工業高校
20 福井 令和2年4月19日 立待体育館 令和2年4月19日 立待体育館

令和2年4月4日 静岡大学 令和2年4月4日 静岡大学
令和2年4月5日 静岡産業大学 令和2年4月5日 静岡産業大学

22 愛知 令和2年3月15日 名城大学附属高等学校 令和2年3月15日 名城大学附属高等学校 
23 三重 令和2年3月20日 じばさん三重 令和2年3月20日 じばさん三重
24 岐阜 令和2年4月5日 ソフトピアジャパン 令和2年4月5日 ソフトピアジャパン
25 滋賀 令和2年3月28日 滋賀県立栗東体育館会議室 令和2年3月28日 滋賀県立栗東体育館会議室 
26 京都 令和2年3月14～15日 平安女学院中学校・高等学校 令和2年3月14～15日 平安女学院中学校・高等学校
27 大阪 令和2年3月8日 清風高校 令和2年3月8日 清風高校
28 兵庫 令和2年3月15日 甲南大学 令和2年3月15日 甲南大学
29 奈良 令和2年3月29日 天理大学 令和2年3月29日 天理大学
30 和歌山 令和2年3月15日 和歌山北コミュニティセンター 令和2年3月15日 和歌山北コミュニティセンター
31 鳥取 令和2年4月5日 倉吉体育文化会館 令和2年4月5日 倉吉体育文化会館
32 島根 令和2年3月14 日 島根県立大社高等学校 令和2年3月14 日 島根県立大社高等学校
33 岡山 未定 未定 未定 未定
34 広島 令和2年3月28日 広島市立沼田高等学校 令和2年3月28日 広島市立沼田高等学校
35 山口 令和2年3月29日 山口県立豊浦高等学校会議室 令和2年3月29日 山口県立豊浦高等学校会議室

36 香川 令和2年3月20日 高松市立玉藻中学校（予定）　 令和2年3月20日 高松市立玉藻中学校（予定）　 
37 徳島 令和2年5月頃 未定 令和2年5月頃 未定
38 愛媛 令和2年4月5日 松山市青少年センター３Ｆ小ホール 令和2年4月5日 松山市青少年センター３Ｆ小ホール

39 高知 令和2年4月18～19日 高知青少年センター 令和2年4月18～19日 高知青少年センター
40 福岡 令和2年3月29日 福岡大学（１２２１教室） 令和2年3月29日 福岡大学（１２２１教室）
41 佐賀 未定 未定 未定 未定
42 長崎 未定 未定 未定 未定
43 熊本 未定 未定 未定 未定
44 大分 令和2年3月29日 未定 令和2年3月29日 未定
45 宮崎 令和2年4月13日 宮崎西高等学校 令和2年4月13日 宮崎西高等学校
46 鹿児島 未定 未定 未定 未定
47 沖縄 令和２年３月１４日～１５日 夢咲保育園（ケンケン体操教室） 令和２年３月１４日～１５日 夢咲保育園（ケンケン体操教室）

体操競技男子　2種3種公認審判員認定講習会　日程・会場一覧

※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。

https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2018/09/88bcc0a26604d529f29d8dd6b1c70e4b.pdf

県No. 県名
体操男子2種 体操男子3種

※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。

1 北海道

静岡21

※受講は登録地以外でも可能です。

令和2年4月11～12日 市立札幌平岸高等学校
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