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各地の
一般体操情報

2016-2017

北海道
指導
員数

体操祭
参加者数

北海道 4名 786名

北信越
指導
員数

体操祭
参加者数

福井県 1 名 393 名

新潟県 4 名 454 名

石川県 0 名

富山県 0 名

長野県 2 名

中　国
指導
員数

体操祭
参加者数

鳥取県 2 名 582名

島根県 0 名

岡山県 1 名 390名

広島県 1 名

山口県 0 名 234名

東　北
指導
員数

体操祭
参加者数

青森県 61 名

岩手県 30 名

宮城県 4 名

秋田県 1 名

山形県 1 名

福島県 2 名

九　州
指導
員数

体操祭
参加者数

福岡県 0名

佐賀県 0名 473名

長崎県 0名

大分県 0名 491名

熊本県 0名

宮崎県 0名 400名

鹿 児 島 県 3名 1,536名

沖縄県 1名 550名

東　海
指導
員数

体操祭
参加者数

愛知県 56名 2,868名

三重県 4名 656名

静岡県 17名 1,200名

岐阜県 9名

四　国
指導
員数

体操祭
参加者数

高知県 1名 272名

愛媛県 0名

香川県 0名 425名

徳島県 0名 252名

近　畿
指導
員数

体操祭
参加者数

大阪府 4名 1,104名

京都府 2名 496名

兵庫県 6名

滋賀県 2名

和歌山県 0名

奈良県 1名 757名

関　東
指導
員数

体操祭
参加者数

栃木県 3名 461名

埼玉県 88名 661名

千葉県 61名 180名

東京都 307名 867名

神奈川県 217名 5,811名

茨城県 21名 350名

群馬県 4名

山梨県 1名

日　　程 平成28年5月28日（土）

会　　場 上尾運動公園体育館

参加団体 23団体

参加者数 332名

第29回 埼玉県一般体操演技発表会 第12回 福井県一般体操フェスティバル

　今年も、子供の器械体操・新体操から太極拳、リズム体操、ベリーダ

ンス、ジャズダンス、チアーダンスとバラエティー豊かな発表であった。同

じジャンルの演技に刺激を受け、経験のないジャンルの演技に感動をする。

これは、いろいろなジャンルが参加する演技発表会ならではの良さであろ

う。 こ れ か らも、

身体を動かすのが

大好きな人たちの

交流の場でありた

いと思う。

【写真提供】

オールスポーツ

コミュニティ

日　　程 平成28年9月3日（土）

会　　場 福井市体育館

参加団体 25団体

参加者数 393名

　溌剌とした元気なエネルギーを観客に届けようと、テーマを「溌 伝動」

とした。テーマにふさわしい発表が次 と々繰り広げられ歓声や拍手が湧き

起こった。休憩時間を利用した「みんなで体操」タイムには「2018年福井

しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会」マスコットの「はぴりゅう」と

ともに「はぴねすダンス」を踊って盛り上がった。また、ラストの「やんしき

踊り」にも多くの方が飛び入りで参加し、会場が一体になった。

第9回 上越体操祭 第2回 かがわ体操祭
2016

平成28年度 県民総合
体育大会（一般体操の部）

日　　程 平成28年10月2日（日）

会　　場 上越市総合体育館

参加団体 29団体

参加者数 454名

日　　程 平成28年10月16日（日）

会　　場 坂出市立体育館

参加団体 19団体

参加者数 425名

日　　程 平成28年10月29日（土）

会　　場 上尾運動公園体育館

参加団体 21団体

参加者数 329名

　勢いのある太鼓のオープニングで始まり、

今年は29チームの参加団体の発表となった。

参加団体のダイナミックな演技や思考を凝ら

した多彩な内容で見ている人も楽しんでもら

えたのではないかと思う。また、この発表会

を年間行事の一つととらえ、目標をこの発表

会に合わせているチームも数多くあるようだ。

来年は10周年と節目の年となるが、これから

は参加団体からも企画・運営に携わってもら

えるよう少しずつ声がけをし、新しい風を吹き

込んだ内容にしていきたいと思っている。

　第2回かがわ体操祭2016は、19団体、出

場者425人、観客約400人、スタッフも合わ

せ約900人の参加者があり、盛大に開催され

た。会場は熱気に包まれ2歳の幼児から82歳

のシルバー世代までが、なぎなた・バトントワ

リング・ジャズダンス・ストリートダンス・体操・

新体操・チアリーディング・社交ダンス・ジャ

ズ体操・居合道など、素晴らしい演技発表で

観覧者を魅了した。最後に参加者全員で大き

な拍手でエールを送り、来年の再会の約束を

して大会を終了した。

　今回も、昨年秋に引き続き女子高校生によ

るチアダンス、男子高校生による新体操チー

ムの参加で、大きな拍手と声援で会場が賑

わった。新体操の作品も年々レベルアップし

ていて、魅せられる作品が多い。しかし、今

年は春（5月）の大会と共に参加団体・参加者

数が減った。新しいチームの開拓により力を

いれて、たくさんの人たちが集う大会を目指し

ていきたい。

【写真提供】オールスポーツコミュニティ
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日　　程 平成28年10月30日（日）

会　　場 町田市立総合体育館

参加団体 35団体

参加者数 867名

日　　程 平成28年11月12日（土）

会　　場 草薙総合運動場体育館

参加団体 59団体

参加者数 約1,200名

日　　程 平成28年11月13日（日）

会　　場 川崎市とどろきアリーナ

参加団体 39団体

参加者数 2,277名

日　　程 平成28年11月6日（日）

会　　場 横浜文化体育館

参加団体 77団体

参加者数 2,202名

日　　程 平成28年10月30日（日）

会　　場 津市体育館

参加団体 30団体

参加者数 656名

2016 まちだ体操祭

第8回 静岡県体操祭 一般体操の部 第26回 体操フェスティバルかわさき
2016

体操フェスティバル ヨコハマ2016

みえスポーツフェスティバル2016
健康体操大会 兼 第28回 三重体操祭

　25回記念大会を迎えたまちだ体操祭は、「うごいて楽しい みて楽しい」

の名のもとに、会場が一体となって健康であることを喜び合える体操祭に

成長したと思う。今年も幼児から90歳代までの人々が集い、楽しい時間を

共有した。オープニングの「まち想い」からフィナーレまで、会場全員が席を

立つことがなかった。また、約80名の実行委員が運営面でも協力してくれた。

これからも体操で広がった多くのつながりを大切に、また新たな気持ちで

活動を深めていきたいと思う。

　第8回を迎えた静岡県体操祭一般体操の部は、これまでの中で一番多く

の参加者が募った。今年はエキシビジョンなどを行わなかったが、体操祭

が一般に知られてきて

いる手応えを感じてい

る。ただ、１団体の出

演演目が多いなど開催

方法についての課題も

あったため、今後、多

くの参加者が楽しめる

体操祭としていきたい。

　参加者が協力し合い当日運営に携わる手作りの体操祭として定着している

本大会も、26回目を迎えた。幼児から90代まで、演技も笑顔で披露し、心

から一般体操を楽しんでいた。

　デモンストレーションでは、「HOOPMAN YU-YA」による多彩なフラフープ

演技に、そして「K-one動流夢」の

力みなぎるよさこいの演技に大き

な拍手が沸き上がった。

　熊本へのエールを込めて「くまモ

ン体操」を「みんなで動こう」で行

い、大いに盛り上がった。

　27回目の開催となった今年は約7割が大人だけのチームで、その内3割が

80歳以上のメンバーを含んでいた。ジャンルを問わず、それぞれが日頃の

練習の成果をハレの場で披露した。今年は特別企画《みんなで動こう》とし

て「二代目ラジオ体操 第1・第2・第3」を体験した。

　体操学会公募研究プロジェクトメンバーより指導を受け、貴重な経験と

なった。二代目ラジオ体操は、70年前1年半だけ放送されたいわゆる幻の

ラジオ体操と言われているが、当時の指導者である上貞良江氏（92歳）の

監修の元に復元された。　

　一般体操の大会と認定されて6年目、県の一般体操組織を作り16年、

健康体操大会として28回目となる。長く体操を続けている方々が多く、高

齢者が400人を超すものの、小・中・高校生の参加が50名と少ない大会で

あった。様々な曲に合わせたリズム体操やダンス作品は、どれもが素晴らし

く、日頃の練習成果を笑顔に乗せて発表した。

開会式後に皆で準備体操をして、心と身体を

ほぐした。昼食

後には、一緒に

動き、交流タイ

ムを楽しんだ。

2016 体操フェスティバル
inほっかいどう

Gym Sports Festa 2016
（第6回 相模原市体操祭）

わくわく体操フェスティバル 第14回 高知県体操祭 
兼 第67回 体操とダンスの発表会

日　　程 平成28年11月13日（日）

会　　場 北翔大学体育館

参加団体 45団体

参加者数 786名

日　　程 平成28年11月19日（土）

会　　場 相模原市総合体育館

参加団体 24団体

参加者数 1,332名

日　　程 平成28年11月23日（水・祝）

会　　場 高知県立青少年センター

参加団体 19団体

参加者数 272名

　9回目となる「2016体操フェスティバルin

ほっかいどう」を、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。バトントワリングやチアダンス、

Gボール、一輪車、新体操、タップダンス、ボー

ルダンスなど多彩な演技発表であった。来年

は10回の節目を迎え、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

ように期待するところである。

　第6回のジムスポーツフェスタには新しい

チームが加わり、活動内容に広がりが見られ

た。また、相模原市市民文化賞を受賞された

長野信一先生の体操指導のもと準備運動が

行われた。ほぼ全員の参加があり、出演者の

意気込みが感じられた。ゲストとして日本女

子体育大学新体操部が出演し、団体、個人

の素晴らしい演技が行われ大好評だった。フィ

ナーレは、音楽バンドの生演奏で奏でられた

「365日の紙飛行機」の音楽に合わせて参加

者が踊り、有意義な体操祭が開催できた。

　今年は講師の

先生による「みん

なで準備運 動」

で体と心をほぐ

し、体操祭がス

タートした。

　新体操や体操の床運動、テコンドー、トラ

ンポリン、キッズダンス、3B体操など、様々

な工夫を凝らした演技が次 と々披露された。

　恒例の「わくわく体験コーナー」では、新体

操の手具体験、バック転体験、ボール回し、

トランポリン、3B体操の器具体験のほか、ヨ

ガやサイバーホイールなど、今年新たに加わっ

たものもあり、体験コーナーを楽しみにしてい

る参加者も増えてきた。最後は、参加者同士

でハイタッチをしながら全員で一つのダンスを

行い、温かい雰囲気で閉会された。

日　　程 平成28年11月23日（水・祝）

会　　場 ジップアリーナ岡山

参加団体 10団体

参加者数 390名

日　　程 平成28年11月26日（土）

会　　場 京都学園大学体育館

参加団体 35団体

参加者数 496名

晴れの国おかやま体操祭 2016 第10回 京都体操祭 ― GYMSBEAT'16 ―
兼 第19回 かめおか体操祭

　今年で3回目となる晴れの国おかやま体操祭は、県主催のスポーツフェ

スティバルの中で開催した。森末慎二さん司会・解説で関西高校体操部

の演技からはじまり、ジュニア新体操クラブの演技や中学生・高校生のダ

ンス、チアリーディング、地域のダンス教室の皆さんの多彩な演技などが

あり、あっと言う間に時間が過ぎた。今年度は、昨年度と比べ参加チーム

数や演技者数が倍以上になった。また、多くの一般の方々が見に来られた

ことが成果であった。

　花園大学新体操部の演技、かめまる体操∞アッハッハ、体操、太極拳、

バトン、ダンスなど、ジャンルを超えた体操祭であった。日本体育大学の

三宅教授の交流体操や京都学園大学の吉中教授制作の『素敵なジムナス

ティック』を参加者

全員で楽しんだ。ク

ロージングは日本体

育大学体操部に集

団演技を披露してい

ただき、 華 麗なパ

フォーマンスと男女

の組立体操は圧巻

であった。
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日　　程 平成28年11月27日（日）

会　　場 奈良市中央体育館

参加団体 39団体

参加者数 757名

日　　程 平成28年12月11日（日）

会　　場 宮崎県体育館

参加団体 25団体

参加者数 約400名

日　　程 平成29年2月4日（土）

会　　場 つくばカピオ サイバーダインアリーナ 

参加団体 28団体

参加者数 350名

日　　程 平成28年12月18日（日）

会　　場 小松島市立体育館

参加団体 34団体

参加者数 252名

日　　程 平成28年11月27日（日）

会　　場 学校法人 梅花学園 
澤山記念会館

参加団体 51団体

参加者数 1,104名

第23回 体操フェスティバル2016 
NARA 第13回 みやざき体操祭

2017 つくば体操フェスティバル

第9回 とくしま体操祭“輝く笑顔” 第10回 おおさか体操祭2016
兼 府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル

　開会式では、本年度で20回目及び10回目

を迎える2チ－ムが、それぞれ特別表彰を受

けた。今回の特徴は、真美体操による「手話」

を取り入れた体操の発表や、「大阪や和歌山」

合同チ－ムの演技、さらに「大阪と奈良のジュ

ニア」合同チ－ムの参加等があった。近府県

の繋がりが出てきたことは今後、近畿圏としての発展性が楽しみである。フィ

ナ－レを飾る、帝塚山中学・高等学校ダンス部による恒例の創作ダンスは今

年も圧巻であった。「結実への道、2020年東京オリンピックに挑むアスリ－ト」

と題して、ボレロの曲に乗っ

て、溌剌として一糸乱れぬ見

事な集団演技に、すべての

観覧者は深い感動と沢山の

元気、勇気を頂いた。

　宮崎県の大きなイベントである「青島太平洋マラソン」と重なり、カメラマ

ンが交通規制に阻まれた波乱の幕開けとなった。その後は力走するランナー

の息づかいを感じながら順調かつ元気に進行した。今回は間延びしない進行

と二度の休息で、演技者にも観客にもリズム感ある運営ができた。お隣の鹿

児島体操フェスティ

バルに視察員を派遣

して学習を深め、こ

れからの参考にした

いと思っている。

　本企画は、小さな子から高齢者、障害をもつ方までが気軽に参加して、動

く喜びの輪を広げることを目指して開催され、本年で22回目を迎えた。参加

者には、東日本大震災の原発事故のために福島県から避難してきた住民も

加わって、伝統ある「相馬流れ山踊り」を披露し、観客から大きな拍手を受け

ていた。また、「双葉音頭」を参加者全員で幾重にも大きな輪になって踊り、

故郷の双葉町への思

いを共に感じながら、

つくば市民との心の

交流を深めた。

　12月とは思えないような暖かい日曜日の午後に「第9回とくしま体操祭」

を開催した。小松島市立体育館での開催は3回目で、会場準備や午前中

の練習割り当てなど参加者同士が協力して運営を行った。幼児や小学生の

かわいらしい演技や中高生のよ

く練習された演技など、各団体

の工夫を凝らした発表に暖かい

拍手が送られた。参加団体の新

規開拓などに取り組み、次回大

会をさらに充実させていきたい。

　第10回記念大会を迎えた今大会は、梅花女子大学澤山記念館ホールの

ステージでの発表となり、臨場感も有り一味違った大会を実施することが

できた。日本を代表する梅花女子大学チアリーディング部49名による迫力

ある見事な「ウエルカムパフオ―マンス」に会場は歓声で包まれた。また、

創立50周年を迎えるNPO法人リズム体操研究会の華麗な演技も10回大会

に華を添えた。80歳以上の出場者への「ゴールデンエイジ賞」は、新たに

11名の方々に贈呈し更なるご健康とご活躍を祈念した。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

した時間を共有し、笑顔が溢れる一日となった。

第27回
栃木県体操フェスティバル

第26回 
2016かごしま体操フェスティバル

第12回
佐賀県ときめき体操フェスティバル

日　　程 平成28年12月3日（土）

会　　場 栃木県県南体育館

参加団体 11団体

参加者数 461名

日　　程 平成28年12月4日（日）

会　　場 鹿児島県総合体育センター体育館

参加団体 43団体

参加者数 1,536名

日　　程 平成28年12月11日（日）

会　　場 市村記念体育館

参加団体 30団体

参加者数 473名

　恒例となった体操フェステバルは、昨年同

様新体操の発表が中心となった。さらに、今

回初めて参加した団体や地域のジャズダンス

やチアダンス、トランポリンなどの参加もあっ

た。今後も県内に一般体操の輪が広がってい

くことを願っている。

　今年で26回目となった体操フェスティバル

は、1日で消化できないくらいの多くの団体に

ご参加をいただき、主催者としては大変嬉しく

思っている。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全員で共有

できたことは大きな意義がある。今後益々、

この体操フェスティバルを通じて更に一般体

操の輪が広まっていくよう県体操協会としても

努力したい。

　第12回佐賀県と

きめき体操フェス

ティバルは平成28

年12月11日（日）に

佐賀県立市村記念

体育館で賑やかに

開催された。参加グループは、新体操と太極

拳の演技グループが多かったが、日本舞踊や

民謡を楽しむ会

が今年初めて参

加し、佐賀の民

謡と踊りを披露

した。九州大会

10連覇を達成し

た佐賀県一輪車協会小学生チームのSAGA

トップテンチームが発表した演技は艶やかで

特に印象に残った。

日　　程 平成28年12月24日（土）

会　　場 大分県総合体育館

参加団体 26団体

参加者数 491名

第7回
OITA体操フェスティバル2016

　第7回を迎えた「OITA体操フェスティバル2016」も、毎年少しずつ出場団

体数が増えている。本年度も募集要項並びにパンフレットを工夫し参加を

募った。その結果、新たな団体の参加が得られた。中でも5人の高校生パフォー

マンスは前日のリハーサルから観客を魅了し、当時は拍手喝さいの渦の中に

演技を終えた。また、ふれあい体験タイムも定着し、今年は大分県フォーク

ダンス連盟の方々が活躍を見せてくれた。いつも楽しませてくれる福大新体

操部は、今年も午前・午後のラストをバージョンアップしたパフォーマンスで

飾ってくれた。

日　　程 平成29年2月11日（土・祝）

会　　場 沖縄県総合運動公園体育館

参加団体 26団体

参加者数 550名

第4回 沖縄県体操祭 
～ダンス・スポーツちゃんぷるー～

　今回もそれぞれの団体が衣装や道具に工夫を凝らしていた。また、ジャン

ルや世代が違ってもそれぞれに手拍子や声援を送りながらできる大会なので

会場全体が盛り上がった。フィナーレでは真美健康体操協会を中心に観客、

参加者全員で体を動かし、笑顔で幕を閉じることができた。来年度の第5回

大会は記念大会として取り組みながら、沖縄

県体操祭が県民の

健康づくりに役立

てるよう盛り上げて

行きたい。
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Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

2016- 2017

各地の体操祭実施報告
Reports : 2016 Japan  Challenge & Performance Festival

2016

一般体操ジャパン・チャレンジ＆一般発表フェスティバル

日　　程 平成29年2月19日（日）

会　　場
維新百年記念公園 
スポーツ文化センターアリーナ

参加団体 9団体

参加者数 234名

日　　程 平成29年3月19日（日）

会　　場
千葉県
総合スポーツセンター体育館

参加団体 14団体

参加者数 180名

日　　程 平成29年3月5日（日）

会　　場 愛知県体育館

参加団体 66団体

参加者数 2,868名

日　　程 平成29年3月25日（土）

会　　場 鳥取県立米子産業体育館

参加団体 28団体

参加者数 582名

第5回 やまぐち体操フェスティバル
（2016年度一般体操祭）

2017 千葉県体操フェスティバル

第48回 健康のための体操発表会

第12回 一般体操フェスティバルin鳥取

　新しい参加者がさらに増え、入場者数も劇

的に増加した。器械体操・ジャズダンス・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、昨年からイベン

トの始めに「いちのせき体操」を、そして最後

に「ラヴェンダー体操」を演技者と入場者が行っている。皆で一体となって

充分身体を動かし、笑顔と拍手喝采のうちにフェスティバルが終わった。

　2017千葉県体操フェス

ティバルは今回で13回目

を迎えた。参加者は、春

の訪れを導く妖精の如く、

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。今後は、発表機会の少ない方々に参加を呼びかけ、更に工夫をして

いきたいと思っている。最後は、参加者全員で Let’s DANCE！で心ひとつ

となって来年の出会いを期待し、会を終えた。

　天候に恵まれ、愛知県下3,000

名近い参加者が愛知県体育館に

集い、日頃の練習成果を披露した。

参加チームの中から会長賞をはじ

め、なごやか賞・輝いた賞等 、々

合計7チームの表彰があり、大き

な歓声で会場が湧き上がった。あ

いち巡りん体操稲沢バージョンを

整理体操で行い、会を終了した。

　新しくカンフー演武や空手の仲

間が加わり、さらに親子１グルー

プで100名を超える参加もあり、

どのチームも個性あふれる作品で

楽しみながら踊っている姿がとて

もほほえましかった。昨年大会よ

り、参加の中から最高齢者表彰

を開会式で行っている。毎年のこ

とではあるが、他のイベントに較べて参加者・観覧者ともに会場を盛り上げ

ようというあたたかい空気がこの大会の大きな特徴であると自負している。

ゴールド賞 受賞チーム

　「Gymnastics for All だれもが体操を楽しむための工夫！」を
テーマに、アイディア豊かな作品を披露した。老若男女が多様
な観点から様々に工夫された演技に対して、客席から惜しみな
い拍手や驚きの歓声が湧き上がった。
　各審査員より、受賞したチームの演技内容について講評がな
され、今後の活動への大きな励みとなった。

　初めて参加したジャパンチャレンジでゴールド賞
を戴き、とても嬉しいです。軽快なラテンの曲に、ジャ
ズ体操の基本と自由なパフォーマンスを組み合わせ
ました。隊形変化で作品にボリュームを持たせ、ジャ
ンベ奏者と共演することで、表情豊かな作品に仕上
げました。これからも、演技に関してはお互いに意
見を譲らず妥協せず、何歳になっても輝いていたい
と願っています。観てくださった方々に少しでも勇気
と元気が届いたら幸せです。

　“動きを通して協力する力と信頼関係を養う” 今年は
道具を使わず、音楽に合わせたなめらかで美しい演技
と、集団で演技者を持ち上げる力強い演技の対比で構
成しました。集団によるリフトでは、上に立つ演技者は
下の支えを信頼し、体を任せていきますが、少しでもタ
イミングが合わないと立ち上がることができません。本
番では緊張感にも助けられリフトも成功し、「ゴールド
賞」という大きな評価をいただきました。 今後もいただ
いた賞を励みに74名が心をひとつにして動く楽しさを、観客の皆様に伝えたいと思っています。

　今年も金賞頂けました、ありがとうございます。やっ
た～！イノアの健康体操は、常にすべての皆さんが
健康体操に親しみ、健康体操によって元気になれる
ことを目指しています。まさにGymnastics for Allで
す。今年のコンテスト発表作品は地域のケーブルテ
レビ会社と共同でつくり、地域を健康体操で元気に
したいという願いを込めて普及活動進行中！！コンテ
ストはいつも他のチームの工夫も勉強になり、毎年
の励みです。交流って大事です。全国の皆さん、イノアで一緒に体操を楽しみませんか？
いつでも歓迎！！

　えっ？まさか！！ 『ゴールド賞：CACこじか体
操クラブ』のアナウンスに耳を疑いました。呼ば
れるはずのない名前が呼ばれ、一瞬時間が止ま
りました。毎年、とにかくチャレンジだけはして
きました。シルバーコレクターの皆勤賞も立派
なものだと小さな胸を張って…。今回頂いたゴー
ルド賞は、卒業生達のがんばりも加算されての
賞だと思っています。これからも賞にこだわらず、
全員参加の皆勤賞を目指してがんばります。 ゴールド賞ありがとうございました。

　一般発表部門には、新たな顔ぶれ
が加わり、合計7チームによって演技
発表が行われた。世代に応じて“動く
喜び、動ける喜び”が感じられ、和やかな雰囲気を
楽しんでいる様子が印象的であった。

　今回、東京女子体
育大学新体操競技部
は、ゲストチームとしても華麗でダイナミックな
ゴースの演技を披露した。部長の長谷川洋子
先生が大きなゴースを空中高く操作する方法に
ついて分かりやすく解説してくださり、そのパ
フォーマンスのレベルの高さに多くの参加者が
魅了された。

●ARAIジャズ体操クラブ●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 ●CACこじか体操クラブ

コンテスト部門コンテスト部門

一般発表部門一般発表部門 ゲストチームゲストチーム

日程・会 場 2016年6月18日（土）／ 国立代々木競技場 第2体育館

概　　 要
本イベントは、「コンテスト部門」と自由に演技発表を楽し
む「一般発表部門」から成り、参加者にとって学びの機会
や体操の輪を広げることを目的とする。

参 加 者 数
◉ コンテスト部門 11チーム 286名
◉ 一般発表部門 7チーム 136名

審 査 員

山口 みな子（元一般体操委員会）
小野 由紀子（元一般体操委員会）
永利 　真弓（シルクドソレイユ・キャスティング・マネージャー）
タグチヒトシ（演出家・グラインダーマン主宰）
伊豆　 牧子（振付家・ダンサー）
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