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ウォーミング・アップ（準備体操）

01 Feel Like The Wind 3’35” ♩=60-120 Gym-Quest
ウォーキング ＋ ストレッチ

02 BIG NEW ME（ＮＨＫえいごであそぼ「１分たいそう」より） 作曲：赤坂 東児　 作詞：Brian Peck

03 Oasis of Sands 3’30” ♩=126 Gym-Quest

04 Change of Emotion 3’04” ♩=168-120 Gym-Quest
２人組でジョギング ＋ ウォーキング

05 Happy Heart 3’09” ♩=122 Gym-Quest
２人組でウォーキング ＋ ジョギング

運動会での集団演技作品
06 雨のジャズダンサー 3’00” ♩=128 Gym-Quest
07 Wakeari no Mahoutukai 3’52” ♩=142 Gym-Quest　

08 Viva Groove 2’08” ♩=124 Gym-Quest

09 Victory Goal. 4’29” ♩=160 高中 正義　

10 舞い上がれ大空に 3’49” ♩=146 ツルノリヒロ　　

11 式典 3’28” ♩=118 Gym-Quest

組体操作品
12 ポピー・ペア体操 3’27” ♩= 変速テンポ アンサンブル・アカデミア
13 組体操（２人組） 5’11” ♩= 変速テンポ アンサンブル・アカデミア

14 Blue Horizon 2’56” ♩=140 Gym-Quest

運動会での集団組立体操
15 Wonder Land 2’40” ♩=120 Gym-Quest　
16 SAMA SAMA 2’53” ♩=120 あんみ通　

17 Cool Island 4’08” ♩=138 永島 広　

18 Easy Way 5’45” ♩=134 NORIKI 

グループで楽しく体操
19 Change No.5 2’49” ♩=100-120-140 Gym-Quest
20 Guitar Wander 4’08” ♩=128 高中 正義

楽しく体操
21 Jan-Ken-Pong-Pong 3’34” ♩=124 Gym-Quest

クール・ダウン（整理体操）
Swan’s Dream 3’39” ♩=52 Gym-Quest

体操音楽集 第2集

購入方法

Dedicated to Matsuyama You-she
Special thanks to Satoh Hiroshi
Produced by Araki Tatsuo

学校体育授業に最適な音楽集です!!

この体操音楽集は、小・中・高校の体育の授業や体育祭で

使用できる音楽が集約されています。

ウォーミング・アップ、運動会での集団演技作品、組体操作品、

運動会での集団組立体操、グループで楽しく体操、楽しく体操、

クール・ダウン。全てのプログラムに使用できます。

解説は、CDジャケットのQRコードから検索できます。

是非、この音楽を使って楽しい授業を展開してください。
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申し込みと支払いについて
『郵便振替』をご利用下さい。料金の入金をもって申し込みと致します。 
　●郵便振替方法
郵便局備え付けの『払込取扱票』（青色）をご利用ください。

・郵便振替口座：00160-5-86686
・加 入 者 名：（公財）日本体操協会

★通信欄に以下の必要事項を必ず明記してください。
 1. 注文内容＜品名＞・・・競技・書籍種類・号数など分かるように正確にお書き下さい。
 2. 購入数をお書き下さい。
 3. ご依頼人住所（〒、都道府県、市区郡、部屋番号必須）、氏名、電話番号（日中ご連

絡可能な番号）
※郵便局留をご希望の方は通信欄に【局留】と記載の上、郵便局の住所もご記入ください。
≪注意≫記載漏れがございますと、作業が出来ませんので商品の発送が遅れます。
通信欄への記載についてもご理解ご協力をお願いします。

● ATM の利用方法
払込書を使用される場合は、通常の振替と同様、入金をもって申し込みと致しますので、
別途ご連絡は必要ございません。ご自分の口座から直接ご入金の場合（電信振替）は、
振込内容が分からず、商品をお送りできませんので、必ず上記必要事項記入の上、

【販売宛　FAX：03-3481-2344】にお送り下さい。

注意事項について
※返品・交換は原則致しませんのでご確認の上お申込ください。
※恐れ入りますが、振替手数料はご負担下さいます様お願い申し上げます。
※価格には消費税が含まれています。（送料は原則としてサービスとなります）
※領収書は原則として発行いたしません。必要な方は、通信欄に【要領収書】と記載の上、

領収書の宛名をご記入下さい。
※商品発送はご注文日（ご入金日）から確認まで数日～ 1週間程かかり、それからの発送

となります。
お急ぎの方はお早めにお申込下さい。

品物の受け取りについて
※受け取り商品に問題がある、2週間経過しても商品が届かない等の場合、【協会事務局】

にご連絡ください。（大会 DVD やカレンダー除く）

お問合せ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【協会事務局】平日10:00 ～ 18:00　
電話：03-3481-2341 ／ FAX：03-3481-2344

販売価格

2,500円
（税・送料込み）
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　2020年東京五輪におけるスポーツの関わり方が大きく変わるこ

とが予想されます。子どもから高齢者の方々がスポーツに対して

関心が高まるため、自分も参加したい、挑戦したいという意識が

強くなると予想され、愛好者拡大のチャンスと捉えています。一

般体操では、高齢者が手軽に楽しめるスポーツのコミュニティづ

くりをすることができ、私たちの社会の中で果たす役割であると

認識し進めております。そのため本協会は、継続して一般体操の

「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」と体制の整備を進めて参りました。

　一般体操を通じて、国民が運動を楽しみ社会参加できる機会を

提供することで、国民のスポーツへの関心、さらに体操への興味

も増大すると信じ社会に貢献して参ります。

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、運営の準

備も順調に進められているそうです。それに伴い、日本体操祭は

その余波を受けて変則的な日程での開催になっており、登録会員

の皆様にはご迷惑をかけております。

　オリンピック会場での一般体操演技発表計画も進んでおります。

この詳細情報は5月に開催される、2018日本体操祭代表者会議で公

表する予定となっています。

　また、オリンピックに向けて、誰でも楽しく実施できる体操作

品の作成を行っています。この体操作品も2018日本体操祭でお披

露目できるはずです。そして、この体操作品を世界体操祭の「日

本の夕べ」で、世界中の体操仲間に発信する計画です。

　2018年もどうぞ宜しくお願いします。

公益財団法人　日本体操協会
JAPAN GYMNASTICS ASSOCIATION

会長　二　木　英　徳
President of JGA FUTAGI Hidenori

一般体操委員会

委員長　荒　木　達　雄
President of Gymnastics for all

Committee

ARAKI Tatsuo

Greetings

ごあいさつ

● ごあいさつ

● 平成29年度 事業報告

● 一般体操指導員養成講習会、組立体操・組体操講習会報告

● 2017 世界選手権報告

● 2017 日本体操祭報告

● 2017 日本体操祭参加団体

● 2018 日本体操祭報告

● 2018 日本体操祭参加団体

● 2017-2018 各地の体操祭実施報告

● 海外の一般体操情報

● 日本体操祭の参加と登録の手続きについて

● 日本体操祭出場資格および海外における体操祭への参加資格について

 
● 平成30年度 事業計画
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Business Plan of 2018-2019 Gymnastics for All
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月 日 事業内容 場所

4 2（日） 東京2020大会一般体操演技団体選考に関する検討会 日本体育大学世田谷キャンパス

5 28（日） 第30回 埼玉県一般体操演技発表会 上尾運動公園体育館

5 28（日） 香港体操祭 中国／香港

6 3（土）－9（金） Turnfest（ドイツ国際体操祭） ドイツ／ベルリン

6 25（日） 2017日本体操祭 国立代々木競技場第二体育館

7 26（水）－30（日） World Gym for Life Challenge ノルウェー／ベストフォール

8 6（日） 組立体操・組体操講習会 日本体育大学世田谷キャンパス

8 11（金）－13（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 3（日） 第13回 福井県一般体操フェスティバル2018福井しあわせ元気国体デモンストレーションスポーツ体操プレ大会 鯖江市総合体育館

9 18（月・祝） 第24回 体操フェスティバル2017NARA 奈良市中央体育館

10 7（土） 第14回 福岡県体操祭 福岡市九電記念体育館

10 14（土） 第11回 京都体操祭　－ GYMSBEAT'17 －  兼 第20回 かめおか体操祭 京都学園大学体育館

10 14（土） 第10回 上越体操祭 上越市総合体育館

10 15（日） くまもと体操フェスティバル2017　　 熊本県立総合体育館

10 15（日） 第3回 かがわ体操祭2017 坂出市立体育館

10 28（土） 平成29年度 県民総合体育大会［一般体操の部］ 上尾運動公園体育館

10 29（日） 2018日本体操祭 代表者連絡会 オリンピックセンター

10 29（日） 2017まちだ体操祭 町田市立総合体育館

11 5（日） 体操フェスティバル ヨコハマ2017 横浜文化体育館

11 11（土） 第27回 体操フェスティバル かわさき2017 川崎市とどろきアリーナ

11 12（日） Gym Sports Festa 2017（相模原市体操祭） 相模原市立総合体育館

11 18（土） 第9回 静岡県体操祭 一般体操の部 草薙総合運動場体育館

11 23（木・祝） みえスポーツフェスティバル2017健康体操大会 兼 第29回 三重体操祭 津市産業スポーツセンターサオリーナ

11 23（木・祝） 第11回 おおさか体操祭2017 兼 府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）

11 23（木・祝） わくわく体操フェスティバル 第15回 高知県体操祭 兼 第68回 体操とダンスの発表会 土佐市立市民体育館

11 23（木・祝）－26（日） FIG Join the gymnastics for All Activities スリランカ

11 26（日） 2017体操フェスティバルin ほっかいどう 北翔大学体育館

12 2（土） 第8回 OITA体操フェスティバル2017 大分県立総合体育館

12 3（日） 第27回 2017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

12 3（日） 第14回 みやざき体操祭 宮崎県体育館 

12 17（日） 第28回 栃木県体操フェスティバル 栃木県県南体育館

12 17（日） 第10回 とくしま体操祭 小松島市立体育館

1 13（土）－14（日） 日本体操祭 まちだ大会(1日目：体操のつどい、2日目：日本体操祭) 町田市立総合体育館

1 21（日） 第13回 佐賀県ときめき体操フェスティバル 諸富ハートフル体育館

1 27（土） つくば体操フェスティバル2018 つくばカピオ サイバーダインアリーナ

2 25（日） 第5回 沖縄体操祭～ダンス・スポーツちゃんぷる－～ 沖縄県総合運動公園体育館

2 25（日） 第6回 やまぐち体操フェスティバル（2017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

2 28（水）－2（金）（公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会 名城大学八事キャンパス

3 4（日） 第49回 健康のための体操発表会 愛知県体育館

3 中止 ひろしま体操FUN2フェスタ2018 マエダハウジング東区スポーツセンター

3 18（日） 平成29年度 一般体操登録団体代表者会議 オリンピックセンター

3 18（日） 2018千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

3 21（水） 晴れの国おかやま体操祭2017 ジップアリーナ岡山

3 24（土） 第13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

Report : Business  Plan  of  2017-2018  Gymnastics  for  All

平成29年度

事業報告
Report : Instructor  Course  for  Gymnastics  for  All

　右記期間、平成29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。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た。

　左記期間、日本体育
大学世田谷キャンパスに
て、組立体操・組体操講
習会を開催した。本講習
会の目的は、組立体操・
組体操についての基礎知識や実技指導における安全な作り方
のポイントについて実践を交えながら学ぶことである。今回は、
テキスト（体育科教育別冊「安全で楽しい組立体操をつくる」）に
基づいて講習を進めた。まず、組立体操を実施するために必要
な「体つくり」「感覚づくり」について解説し、バランスをとる運
動や力強い動きを高める運動を実践した。その後、倒立の安全
な指導方法、組体操（動的）・初歩的な組立体操（静的）に取り
組んだ。演技づくりの参考例や授業・運動会で使用する音楽の
選曲方法についても情報を提供した。

日程・場所

● 平成29年8月11日（金）、12日（土）、13日（日）

／日本体育大学 世田谷キャンパス（東京都）
● 平成30年2月28日（水）・1日（木）・2日（金）

／名城大学 八事キャンパス（愛知県）

受 講 者 数
● 47名（合格者数：44名　不合格者数：3名）
● 49名（合格者数：49名　不合格者数：0名）

講 習 内 容 ● 講義および実技

試　　 験 ● 実技（※他、レポート課題有り）

評　　 価
● 実技試験およびレポート課題で総合的に

評価する

日 程 ● 平成29年8月6日（日） 13:00 ～ 17：00

場 所 ● 日本体育大学 世田谷キャンパス（東京都）

受 講 者 数 ● 25名

受 講 対 象
● 学校教員、体操指導者、教員・指導者を

目指している学生など

講　　 師
● 荒木 達雄（日本体育大学 教授、
（公財）日本体操協会一般体操委員会委員長

平成30年度 講習会日程
 平成30年8月10日（金）・11日（土）・12日（日）
 日本体育大学 世田谷キャンパス ／ 東京都

お し ら せ

日　程
場　所

平成29年度（公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会

組立体操・組体操講習会

平成29年度 （公財）日本体操協会公認

一般体操指導員養成講習会、組立体操・組体操講習会報告
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Report : 2017 World Championships

2017

世界選手権報告

　「新体操」はイタリアのペーザロにて8月30日～ 9月3日、「体操競技」はカナダのモン
トリオールにて10月2日～ 8日、そして「トランポリン」はブルガリアのソフィアにて11月
9日～12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。これらの大会
は前年にオリンピック（リオデジャネイロ大会）が終わり、新しい採点規則（ルール）によ
り行われる最初のビッグイベントである。そのルールは2020年オリンピック東京大会に
まで適用が予定されているため、関係者にとって注目の大会である。今回は、その体操ニッ
ポンの戦いを振り返ってみたい。

白井健三が複数金メダル獲得の男子体操

　競技前、男子の注目は内村航平の個人総合7連覇に注目が集
まっていた。しかし予選2種目目の跳馬で足首を負傷し、3種目目
の平行棒の演技まで行ったが無念の棄権。連覇の夢は途絶えた。
大きな怪我ではなかったが、内村にポンと背中をたたかれた白井
健三は複雑な面持ちで残りの種目をこなし、個人総合予選4位で
決勝進出を決めた。白井にとって初めて経験する世界での個人総
合の戦い。内村の背中を見ながら力をつけてきた白井にとって想
定外の状況になったが、すべてを前向きにとらえ、決勝に臨む。
最初の種目は得意のゆか。超越した難しさの演技を難なくこなし、
大きくリードする。決して得意ではない種目も無難にまとめ、最
終種目鉄棒。落下により順位も大きく変わる接戦にもつれた状況
で、安定した演技を見せる白井。最後の伸身の新月面は着地で後
ろに動いてしまったが、場内は大歓声に包まれた。得点が表示さ
れるとその時点で白井の上に中国選手の名前があり、金メダル獲
得は成らず、一時、場内にブーイングも湧きあがった。しかし演技
を終えた白井からは清々しさを感じることができた。個人総合で

銅メダルを獲得した白井
は、種目別決勝におい
てゆかと跳馬で2つの金
メダルを獲得し、東京オ
リンピックの顔として一
段成長した姿を見せた。
一方、個人総合で金銀を
獲得した中国、若手の成
長著しいロシアの台頭は
東京オリンピックに向け
て日本に立ちはだかる脅
威に映った。内村、白井
に続く次のスターの成長
がなければ地元のオリン

ピックでの活躍も危うい状況であることを感じる大会だった。

村上茉愛が日本人二人目の世界選手権
金メダリストに

個人総合予選で1位に
村上の名前が表示され
る。過去、私の調べで
は日本選手の1位通過
はない。ルーマニアや
アメリカの優勝候補が
怪我で戦列を離れる中
で、日本人初の快挙に
向けて個人総合決勝
が始まった。いつも通
りの表情に、時折、緊
張感が織り交ざる村
上。跳馬と段違い平
行棒を無難にまとめ、
そのグループの最初の
演技者となる平均台へと移った。優勝のチャンスが目の前にある
中、幅わずか10cmの台上を歩くだけでも震えが止まらないだろう。
選手以上にドキドキしながら応援する中、村上の演技が始まった。
いつも通りに見えたその演技が、片足上の2回ターンというD難度
の技で痛恨の落下。落下は1点の減点が課されるため致命的なミ
スだ。結局、最後まであきらめずに演技をしたものの、メダルに
も届かず4位となり、試合後、村上の目から大粒の涙があふれた。
しかし、大会最終日に行われた種目別決勝（ゆか）で村上は1954
年の世界選手権ローマ大会の平均台で金メダルを獲得した田中敬
子（現姓池田）以来となる日本人二人目となる世界選手権金メダリ
ストとなった。半世紀以上かかったが、東京オリンピックに向け
て村上は日本のリーダーとして女子体操をけん引するだろう。

個人も団体もメダルを獲得した新体操

　フェアリージャパン
POLA団体のチーム
が、団体総合で銅メ
ダルを獲得した。前
回の世界選手権では
種目別でのメダル獲得
だったが、今回、総
合で獲得した意義は大きい。なぜならば、オリンピックでは総合
しか行われないからである。地元イタリアが4位になったことで
場内は騒然としたが、ミスのない日本の演技は改定されたルー
ルにマッチした。さらに種目別でも2つのメダルを手にし、日本
人として初めて国際体操連盟の会長となった渡辺守成氏のもと
にはお祝いの握手を求める人が集まった。一方、これまで実績
を残すことができなかった個人において皆川夏穂が5位に入賞
し、さらに種目別で銅メダルを獲得する快挙を成し遂げた。メダ

ル獲得までに至った背景には、ロ
シアを拠点とした強化練習の実
施があり、これがようやく結果に
結びついてきた。この流れを将来
につなげていきたいところだ。し
かしながら、 2018年1月1日によ
り、再びルールが大幅に変更にな
ることになった。それまで演技の
難しさの評価は10点満点だったが、

それを青天井にするというもの。果たしてこの改正は日本にどの
ような影響を与えるのか。東京オリンピックを占う意味では新体
操界において今年の世界選手権が重要となる。

女子トランポリンが初めて
手にした世界選手権メダル

　女子トランポリンが念願の世界選
手権メダルを獲得した。個人で岸彩
乃が、シンクロで森ひかる・高木裕
美ペアがそれぞれ日本人として初め
てメダル（銀）を獲得し、大いに沸い
た。一方で、男子も4選手が協力し
て行う国別対抗戦で2011年以来の団体メダルを獲得した。トラ
ンポリンは通常、ひとりで演技を行なう個人競技である。自分の

ミスは自分に跳ね返る競技だからこそ、
全員の得点が加算されて行うチーム戦
は結果が出た時の喜びが倍増する。オ
リンピックでは個人戦しか行われない
が、個を伸ばす時に重要な仲間（チーム）
の存在がさらなる日本トランポリン界の
底上げになることを期待したい。

　以上、それぞれの種別で2017年は歴史的な成績だったと言え
る。引き続き、皆様の温かいご支援ご協力をお願いし、2017年
の体操ニッポンの振り返りとしたい。

2017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

【世界選手権における体操ニッポンの主な成績】

■ 男子体操競技（金メダル2、銅メダル1）
選　　手： 内村 航平、白井 健三、谷川 航、亀山 耕平、
 安里 圭亮、宮地 秀享
個人総合： 白井3位、内村棄権
種 目 別：〈ゆか〉白井1位　〈跳馬〉白井1位、安里6位
 〈鉄棒〉宮地5位

■ 女子体操競技（金メダル1）
選　　手： 村上 茉愛、杉原 愛子、寺本 明日香、宮川 紗江
個人総合： 村上4位、杉原6位
種 目 別：〈跳馬〉宮川8位　〈平均台〉村上4位、寺本6位
 〈ゆか〉村上1位

■ 新体操（銀メダル1、銅メダル3）
選　　手：〈個人〉皆川 夏穂、喜田 純鈴
 〈団体〉杉本 早裕吏、松原 梨恵、国井 麻緒、横田 葵子、
 竹中 七海、鈴木 歩佳

個　　人：〈総合〉皆川5位、喜田12位　
 〈フープ〉皆川3位、喜田7位　〈ボール〉皆川8位
団　　体：〈総合〉3位　〈5フープ〉3位　〈3ボール＆2ロープ〉2位

■ 男子トランポリン（銅メダル1）
選　　手： 伊藤 正樹、岸 大貴、棟朝 銀河、堺 亮介、
 杉浦 祥太郎、杉浦 隼平、木澤 元太
個　　人：〈国別対抗〉3位　〈個人決勝〉伊藤8位
 〈シンクロ〉伊藤・棟朝組6位

■ 女子トランポリン（銀メダル2）
選　　手： 森 ひかる、岸 彩乃、高木 裕美、名倉 沙織
個　　人：〈国別対抗〉4位　〈個人決勝〉岸2位
 〈シンクロ〉森・高木組2位

（世界新体操選手権において生の
オーケストラが会場に配置され、エ
キシビションでは演技とのコラボで
場内が大いに沸いた）
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ＥＮ体操クラブ
田中 佳代子

YMD健康づくり
山田 美津江

JOY新体操クラブ・ムサシノkids
谷浦 麻実

CACこじか体操クラブ
呉林 真理子

波多野恵子 Art Dance Gymnastics
波多野 恵子

新潟県体操研究会
青野 光子

大橋体操教室
大橋 美穂子

シャルム新体操クラブ
斎藤 千鶴

東京女子体育大学
長谷川 洋子

FIT.RG A
鈴木 まり子

栗ノ沢幼稚園
杉山 敏幸

D.D.D.クラブ
小川 秀美

K’s summons for S
鈴木 慶子

ARAIジャズ体操クラブ
赤澤 幹子

駿河台大学
鈴木 慶子

お〜るど・ボーイズ
荒木 達雄

ラートフレンズ
檜皮 貴子

大泉スワロー体育クラブ
三宅 泉

船橋ジャズ体操グループ Ａ
麻野 和子

府中ジャズ体操自主グループ
田畑 隆子

日本ジャズ体操指導者連盟ファミリーチーム
古尾谷 千恵子

森山秀子ジャズ体操チーム
森山 秀子

ファミリズム キッズ親子ダンス
梅田 梨絵

JOY新体操クラブ三鷹
益子 由美子

公益財団法人日本体操協会体操スクール
関 泰徳

K’s summons
鈴木 慶子

フェリシャスR・G
米山 佐代子

JOY新体操クラブ・ムサシノ
谷浦 麻実

ファミリズム ベビーカーダンス
梅田 梨絵

FIT.RG B
仙波 浩代

KANAI R.G.
金井 ムツ子

新潟大学リズム体操部
檜皮 貴子

タンツハーズ
山口 けさ子

T.G.S（TAKAKO体操スクエア）
菅野 多賀子

ヘルスプロモーションかごしま
長井 英子

田畑隆子ジャズ体操教室 Ａ
田畑 隆子

あさがお
山﨑 光弘

自由学園
早野 曜子

フレンドリークラブ 千鶴・わいわい
池田 小百合

YMDダンベル
山田 美津江

東洋大学
岡田 沙織

日本ジャズ体操指導者連盟
古尾谷 千恵子

Joy Party
盛田 安紀子

AMINASTIC
森 麻美
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43. 

4. 

9. 

14. 

19. 

24. 

29. 

34. 

39. 

44. 

Participation group of Japan Gymnastics Festival 

2017

日本体操祭参加団体

　1964年東京五輪のために建設された代々木競技場は、2020
年東京五輪に向けて耐震改修工事に入るため、今年度の日本体
操祭は変則的な日程で2度開催することになった。
　2017年6月25日（日）、「2017日本体操祭 in 代々木」には87
チーム 約3,000名の体操愛好家が参集した。これまで継続的に
参加している団体に加えて、今回は初参加の団体もあり、老若男
女が日頃の練習成果を発表した。また、体操祭終了後は、世界
体操祭参加チームを対象としたインフォメーション会議を行った。

［愛知県］
前田 　洋子 

［三重県］
岡村 千枝子
竹之内 映子 

宮本 和美
宮本 久美子
矢下 里美

［香川県］
長谷川 芳子

［福岡県］
北冨 絵里衣
田中 　千愛

事 業 名 ● 2017日本体操祭 in 代々木

日　　 程 ● 2017年6月25日（日）

場　　 所 ● 国立代々木競技場 第二体育館

参 加 者 数 ● 87チーム 約3,000名

協　　 賛
● チャコット（株）、（株）カメラワーク、
 （株）ササキスポーツ

6.25 SUN 

DIVA RG&練馬新体操クラブ
本望 あゆみ

45. 名古屋芸術大学リズム体操部
小栗 麻鈴

練南新体操クラブ
米澤 恵美

46. 47. 

新潟県体操研究会 A
青野 光子

にっつく！
鈴木 慶子

48. 49. フレンドリークラブ あすなろ
伊藤 由佳

50. 健康体操教室ハローフレンズ イノア
伊藤 敦子

51. 

ゆうリボン
辻 優子

安達新体操クラブ
安達 三保子

ラック新体操クラブwith Aチーム
一之瀬 友貴

52. 53. 54. T.S.L.
水野 真佐子

55. 

都道 府県
視 察 者
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町田市リズム運動サークル・Kids
服部 敬子

Gymunity 
アーント 三浦 玲子

モダントレーニング研究会
鈴木 由起子

ラック新体操クラブwith Dチーム
一之瀬 友貴

BDSジュニア
鈴城 エミ

国士舘大学
山田 小太郎

アート体操研究会
渡部 順子

湯澤きよみ音楽体操グループ
湯澤 きよみ

MI・MOVE
斎藤 淳子

健康体操ラムーヴ
北村 裕子

東京ジュニア新体操クラブ
波多野 恵子

ラック新体操クラブwith Eチーム
一之瀬 友貴

ラック新体操クラブwith Fチーム
一之瀬 友貴

アリエル新体操クラブ
坂田 星子

ジュニア新体操クラブスウィング
中井 理絵

ラック新体操クラブwith Cチーム
一之瀬 友貴

町田市リズム運動サークル
伊藤 啓子

PAPA’Sと愉快な仲間たち
中原 朋子

日本体育大学 体操部
三宅 良輔

筑波大学
本谷 聡

MEGU Movement
曽我 惠

ラック新体操クラブwith Bチーム
一之瀬 友貴

南体操クラブ
南  明恵美

湘南ジャズ体操ファミリー Jr.
相良 陽子

真美フレッシュ体操
鈴木 万里子

CTC新体操クラブ
秋山 裕史

湘南ジャズ体操ファミリー
相良 陽子

狛江新体操クラブ
三宅 ユミ

アクロ体操
岡 全巨

手具健康体操トライビクス
山本 幸子

H.G.G.（春山体操グループ）
春山 文子

町田市リズム運動サークル・シニア
伊藤 啓子

60. 

65. 

70. 

75. 

80. 

85. 

56. 

61. 

66. 

71. 

76. 

81. 

86. 

57. 

62. 

67. 

72. 

77. 

82. 

87. 

58. 

63. 

68. 

73. 

78. 

83. 

59. 

64. 

69. 

74. 

79. 

84. 

Participation group of Japan Gymnastics Festival 

2017

日本体操祭参加団体
Report : 2018 Japan Gymnastics Festival

2018

日本体操祭報告

　「日本体操祭 in 町田」では、1日目に“体操のつどい”を設け、
2日目は84チーム 約3,000名の参加者によって多種多様な演技
発表が行われた。
　体操のつどいでは、NHK教育番組「おかあさんといっしょ」第
10代目体操のお兄さんとして活躍された佐藤弘道氏が司会進行
を務め、和やかな雰囲気のなか各チームおよび海外ゲストの発表
が行われた。また、“ひろみちお兄さんと動こう！”では、参加者・
観客がフロアに集まり、からだを動かしながら交流を図った。
　今回の海外ゲストチームは、ドイツよりOstalbhurgler のメン
バー12名を迎えた。彼らが繰り広げるアイディアに富んだ作品は
ドイツ国内のみならず、国際イベントにおいても注目を浴びている。
今回は、クラウンに扮した演技やエア・マットを用いた作品を披
露し、館内は大きな拍手で包まれた。

事 業 名 ● 2018日本体操祭 in 町田

日　　 程
● 2018年1月13日（土）：体操のつどい
● 2018年1月14日（日）：日本体操祭

場　　 所 ● 町田市立総合体育館

参 加 者 数 ● 84チーム 約3,000名

海 外ゲスト ● Ostalbhurgler ／ ドイツ

協　　 賛
● チャコット（株）、（株）カメラワーク、
 （株）ササキスポーツ

共　　 催 ● 町田市一般体操・リズム運動連盟

後　　 援 ● 町田市、一般財団法人町田市体育協会

＊相良 　陽子
＊大橋 美穂子 青木 　正昭
＊長井 　英子 

＊：日本体操祭参加

＊江島 　　修
 江藤 やす世
 淡路 　幸男

原 　　康之
瀬尾 　知子
萩元 　博子

神奈川県 川崎市

宮崎県

静岡県

相模原市鹿児島県

山口県

岡山県

鳥取県

都道 府県
市 町 村・
視 察 者
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町田市リズム運動サークル
伊藤 啓子

手具健康体操トライビクス
山本 幸子

行田新体操クラブKIDS
若林 千代子

国士舘大学
山田 小太郎

ARAIジャズ体操クラブ
赤澤 幹子

町田市一般体操・リズム運動連盟
伊藤 啓子

EN体操クラブ A
田中 佳代子

シャルム新体操クラブ
斎藤 千鶴

Y.J. GYMNASTICS
杉町 陽子

キサラギクラブ
星川 澄子

さがみ野新体操クラブ
プレスリー 明日香

DIVA RG&練馬新体操クラブ
本望 あゆみ

山形県体操研究グループ
岸 智恵子

モダントレーニング研究会
鈴木 由起子

H.G.G.（春山体操グループ）
春山 文子

MEGU Movement
曽我 惠

CTC新体操クラブ B
秋山 裕史

アクロ体操
岡 全巨

全日本自然運動連盟
佐藤 正子

アート体操研究会
渡部 順子 

日本ジャズ体操指導者連盟ファミリーチーム
古尾谷 千恵子

ジュニア新体操クラブスウィング
中井 理絵

町田市リズム運動サークル・Kids
服部 敬子

真美フレッシュ体操 Ｂチーム
野口 せつ子

フェリシャスR・G
米山 佐代子

YMD健康づくり
山田 美津江

タイム新体操クラブ
山本 美栄子

T.G.S（Takako Gymnastics Square）
菅野 多賀子

日本ジャズ 体操指導者連盟
古尾谷 千恵子

アクロ体操
岡 全巨

日本体育大学 体操部
三宅 良輔

新潟大学リズム体操部 B
檜皮 貴子

東京女子体育大学
長谷川 洋子

Ostalbhurgler　
Corinna and Gerold Oppold

新潟県体操研究会
青野 光子

練南新体操クラブ
米澤 恵美

AMINASTIC
森 麻美

TEAM ユミコ
木塚 由美子

ファミリズム キッズ親子ダンス
神谷 れい子

東京ジュニア新体操クラブ
波多野 恵子

EN体操クラブ B
田中 佳代子

Joy Party
盛田 安紀子

南体操クラブ
南 明恵美

K’s summons for S
鈴木 慶子

安達新体操クラブ
安達 三保子

FIT.RG A
鈴木 まり子

健康体操教室ハローフレンズ イノア
伊藤 敦子

PAPA’Sと愉快な仲間たち
中原 朋子

筑波大学 体操部
本谷 聡

CACこじか体操クラブ
呉林 真理子

行田新体操クラブ
若林 千代子

府中ジャズ体操自主グループ
田畑 隆子

あさがお
山﨑 光弘

FIT.RG B
仙波 浩代

ゆうリボン
辻 優子

町田市リズム運動サークル・シニア
伊藤 啓子

新潟大学リズム体操部 A
檜皮 貴子

ヘルスプロモーションかごしま
長井 英子

KANAI R.G.
金井 ムツ子

大橋体操教室 A
大橋 美穂子

ファミリズム ベビーカーダンス
神谷 れい子

健康体操ラムーヴ チーム A
北村 裕子

25. 24. 

29. 

1. 33. 

5. 37. 

9. 41. 

13. 45. 

17. 49. 

21. 53. 

28. 

32. 

4. 36. 

8. 40. 

12. 44. 

16. 48. 

20. 52. 

26.  

30.  31.  

2.  34.  

6.  38.  

10.  42.  

14.  46.  

18.  50.  

22.  54.  

27.  

3.  35.  

7.  39.  

11.  43.  

15.  47.  

19.  51.  

23.  55.  

1.13 SAT 

1.14 SUN

〜体操のつどい〜 

Participation group of Japan Gymnastics Festival 

2018

日本体操祭参加団体
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ラートフレンズ
檜皮 貴子

駿河台大学
鈴木 慶子

湘南ジャズ体操ファミリー Jr.
相良 陽子

アクロ体操
岡 全巨

真美フレッシュ体操
鈴木 万里子

K’s summons
鈴木 慶子

ShaleurRG クラルテ
玉野 有美

にっつく！
鈴木 慶子

日本体育大学 体操部
三宅 良輔

町田市リズム運動サークル
伊藤 啓子

CTC新体操クラブ A
秋山 裕史

T.S.L. 
水野 真佐子

南砂リトルスポーツクラブ
丸山 芳伸

健康体操ラムーヴ
北村 裕子

D.D.D.クラブ
小川 秀美

森山秀子ジャズ体操チーム
森山 秀子

アリエル新体操クラブ
坂田 星子

Y.Y. クラブ
星川 澄子

BDSジュニア
鈴城 エミ

田畑隆子ジャズ体操教室 Ａ
田畑 隆子

MI・MOVE
斎藤 淳子

自由学園
山本 太郎

Gymunity
アーント 三浦 玲子

狛江新体操クラブ
三宅 ユミ

波多野恵子 Art Dance Gymnastics
波多野 恵子

湘南ジャズ体操ファミリー
相良 陽子

大橋体操教室 B
大橋 美穂子

お〜るど・ボーイズ
荒木 達雄

CHEER RG
佐藤 沙織

57. 56. 

61. 

65. 64. 

69. 

73. 

77. 

81. 

60. 

68. 

72. 

76. 

80. 

84. 

58.  

62.  63.  

66.  

70.  

74.  

78.  

82.  

59.  

67.  

71.  

75.  

79.  

83.  

Participation group of Japan Gymnastics Festival 

2018

日本体操祭参加団体

本事業を開催するにあたりご尽力頂きました、町田市をは
じめ、同市体育協会、町田市一般体操・リズム運動連盟、
そして各チームの運営委員の皆々様にお礼申し上げます。

一般体操指導員新規合格者数と体操祭参加者数

…体操祭開催
Gymnastics Festival

各地の
一般体操情報

2017-2018

北海道
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

北海道 1名 789名

平成30年3月 現在

北信越
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

福井県 0 名 715 名

新潟県 0 名 422 名

石川県 0 名

富山県 0 名

長野県 0 名

東　北
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

青森県 0 名

岩手県 10 名

宮城県 0 名

秋田県 0 名

山形県 0 名

福島県 0 名

関　東
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

栃木県 3名 250名

埼玉県 3名 800名

千葉県 7名 143名

東京都 17名 797名

神奈川県 10名 4,766名

茨城県 0名 350名

群馬県 0名

山梨県 0名

東　海
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

愛知県 38名 2,906名

三重県 7名 849名

静岡県 2名 786名

岐阜県 7名

中　国
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

鳥取県 0 名 481名

島根県 0 名

岡山県 0 名 430名

広島県 2 名

山口県 1 名 217名

近　畿
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

大阪府 0名 1,582名

京都府 0名 487名

兵庫県 0名

滋賀県 0名

和歌山県 0名

奈良県 0名 737名

四　国
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

高知県 0名 240名

愛媛県 0名

香川県 0名 399名

徳島県 0名 213名

九　州
新規合格
指導員数

体操祭
参加者数

福岡県 0名 993名

佐賀県 0名 450名

長崎県 1名

大分県 0名 525名

熊本県 0名 533名

宮崎県 0名 430名

鹿 児 島 県 0名 1,023名

沖縄県 0名 365名
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Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

2017- 2018

各地の体操祭実施報告

日　　程 平成29年5月28日（日）

会　　場 上尾運動公園体育館

参加団体 24団体

参加者数 448名

日　　程 平成29年9月18日（月・祝）

会　　場 奈良市中央体育館

参加団体 34団体

参加者数 737名

日　　程 平成29年9月3日（日）

会　　場 鯖江市総合体育館

参加団体 33団体

参加者数 715名

日　　程 平成29年10月7日（土）

会　　場 九電記念体育館

参加団体 59団体

参加者数 993名

日　　程 平成29年10月28日（土）

会　　場 上尾運動公園体育館

参加団体 21団体

参加者数 352名

　30回目となる一般体操演技発表会は、五月晴れの中行われた。今回

は、常連参加チームに加え、久しぶりに参加するチームが多かった。

とりわけ、たくさんの子どもダンスチームが、大人顔負けのきれのあ

る踊りを披露した。

　楽しい雰囲気ではあるものの、どのチームもしっかり練習した成果

を真剣に発表していて、とても好感の持てる作品

ばかりだった。今後、初参加のチームを増やして

いきたいと思う。

写真提供：
オールスポーツ
コミュニティ

　日本列島縦断コースを取る台風18号の影響や県内のプロバスケット

ボール本拠地競技会による影響などで大変心配があったものの、無事

開催出来たことに関係者一同大変感謝している。参加者は、昨年度よ

り若干減少したが、総数34チーム、737名の参加者を得て、それぞれ

に創意工夫されたチームカラーとドラマのあるパフォーマンスで会場

一杯に元気と感動を届けてくれた。今回のゲストチームは、スタイリー

奈良学園前の1チームのみで、日本一のハーモニカ奏者による生演奏と

創作ダンスをコラボさせた優雅なパフォー

マンスであった。会場すべての皆さんが心

から癒され、楽しんで見惚れていた。来年

は第25回を迎える記念大会のため、参加

者の更なる素晴らしいパフォーマンスを期待している。

　来年の「福井しあわせ元気国体」の

デモンストレーションスポーツ体操プレ大会を兼ねて開催した。当日

は大勢の参加者が集い、盛り上がりをみせた。よく練習された多人数

のチーム、整然とした美しいチーム、和気藹々でほのぼのとしたチー

ム、気迫がこもったチームなど、見応えのある発表ばかりだった。中

間の「はぴねすダンス」タイム、

最後の「やんしき踊り」の他にも

参加型の発表があり、「する」「見

る」「応援

する」を皆

で 共 有 し

味わった。

　昨年度は熊本震災の影響

で、例年開催会場であるアク

シオン福岡が修復工事とな

り、やむ無く中止となった。

今年度も修復工事は継続中のため、福岡市体操協会のご尽力で九電記

念体育館をお借りすることができ、開催する運びとなった。常連チー

ムの参加と1歳の幼児から80代のシニアまで幅広い年齢層の参加者で

盛会に終えることができた。世界体操祭にも多数参加されている真美

健康体操の200名の皆様が盛り上げて下さった。さらに、この体操祭

で育った地元福岡市の中村学園女子高校と舞鶴高校の男子新体操がイ

ンターハイに出場した実力のある華麗な演技を披露してくれた。ラス

トは福岡県オリジナルフィナーレで参加者全員が交流し幕を閉じた。

これからも更に新しい一般体操愛好者の普及に努めたい。

　本大会は、会場確保の問題から土曜日の開催となることがあるが、

今回もそうであった。この時期の土曜日は、体育祭や合唱祭、公開授

業などの学校行事が多く、それを終わらせてから駆けつける生徒も多

い。そのため、今回は開会式を30分遅らせてスタートした。本番直前

に到着した生徒もいたが、参加できた喜びを全身で表現する姿が印象

的であった。

　花園大学新体操部のオープニング演技で大会の幕

が上がった。体操、太極拳、フォークダンス、創作

ダンス、ヒップホップなどジャンルを超え、世代を

超えて彩り豊かに演技が繰り広げられた。オースト

ラリアのSouthern Spirit （サザン・スピリット）によ

るアクロバティックな体操や空手道場「玄武館」な

ど、ゲストの華麗な迫力ある動きは圧巻であった。

ラストは吉中康子実行委員長作詞の『素敵なジムナス

ティック』の音楽に合わせて体操し、全員で楽しんだ。

　今年は第10回という節目の年となり、素晴

らしいゲストチームをお迎えして開催するこ

とができた。出演者も会場に観に来た人も共

にステキな時間を共有することができた。第1

回から出場しているチームもあるが、どのチー

ムも年々レベルが上がってきている。この発

表の場が一つの目標として日々の練習の励み

になっているように感じる。今年は会場の都

合により、当初の開催日程と少しずれてしま

い、出場できないチームも生じてしまった。

年間行事として10月第1週の日曜日と設定し

ていくことで出場者の確保に努めていきたい。

　昨年度は、熊本地震

により開催することができなかった。現在も

復興復旧が進んではいるが、使用できない体

育館や施設も多く、練習の場所や時間の確保

ができていない状況にある。そのような中、

フェスティバルには今までと変わらない参加

があり、関係者一同感謝申し上げたい。　

　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チームが参加した。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

いる様子がうかがえた。本年度は、新たにバ

トントワーリング競技の世界大会でメダルを

獲得した米岡選手が所属する団体が参加し、

素晴らしい演技に観客は魅了された。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、更

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。

　今年で3回目となる「かがわ体操祭」は、

2歳から80歳代までの幅広い年齢層で盛大

に開催された。ジャンルは多種多様で体操・

新体操・ジャズ体操・なぎなた・居合道・

チアリーディング・バトントワーリング・

ジャズダンス・ストリートダンス・社交ダ

ンスなどであった。どのチームも素晴らし

い演技発表で観覧者を魅了した。盛大な拍

手で会場は熱気に包まれ、「来年の開催が楽

しみ」との声も多

くあり、有意義な

体操祭になった。

第30回 埼玉県一般体操演技発表会

第24回 
体操フェスティバル2017NARA

第13回 福井県一般体操フェスティバル
 2018福井しあわせ元気国体デモンストレーションスポーツ体操プレ大会

第14回 福岡県体操祭

平成29年度 県民総合体育大会
［一般体操の部］

第11回 京都体操祭 − GYMSBEAT'17−
兼 第20回 かめおか体操祭

第10回 上越体操祭 くまもと体操フェスティバル
2017 第3回 かがわ体操祭2017

日　　程 平成29年10月14日（土）

会　　場 京都学園大学体育館

参加団体 33団体

参加者数 487名

日　　程 平成29年10月14日（土）

会　　場 上越市総合体育館

参加団体 27団体

参加者数 422名

日　　程 平成29年10月15日（日）

会　　場 熊本県立総合体育館

参加団体 20団体

参加者数 533名

日　　程 平成29年10月15日（日）

会　　場 坂出市立体育館

参加団体 18団体

参加者数 399名

日　　程 平成29年10月29日（日）

会　　場 町田市立総合体育館メインアリーナ

参加団体 35団体

参加者数 797名

　台風で悪天候にも関わらず去年のように沢山の来場者であった。日

本体育大学体操部の皆さんには、組体操・組立体操を解説付きで発表

して頂いた。来場者（小、中学校）の先生方にも、ご案内を出していた

ので喜んで頂けたと思う。また、子ども達の演技においては去年より

一段と成長している様子がはっきりと見られた。町田市にはスポーツ

サポーターズの制度があり、体操祭の運営に協力して頂いた。

2017まちだ体操祭
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Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

2017- 2018

各地の体操祭実施報告

日　　程 平成29年11月11日（土）

会　　場 川崎市とどろきアリーナ

参加団体 41団体

参加者数 1,284名

日　　程 平成29年11月5日（日）

会　　場 横浜文化体育館

参加団体 76団体

参加者数 2,181名

　初参加のチームも多かったが、参加者同士協力し合い、皆で作る大会

へと益々成長して来た。のびのびと笑顔で演技し、心から体操を楽しん

でいた。デモンストレーションでは、レぺゼンJAPAN!の元気いっぱいの

HIPHOP、ラート世界チャンピオン高橋靖彦氏による華麗な演技で会場を

多いに沸かせてくれた。

　28回目の開催となった今年は乳幼

児約2％、小学生24％、中・高・大

学生6％、大人68％の参加割合だっ

た。今年も地方からの参加団体もあ

り、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

し交流を深めた。特別企画の【みん

なで動こう デンマーク講師によるパフォーマンスとワークショップ】

では、若いデンマーク人の男女

2人による指導、演技はエネル

ギーに満ちあふれ、参加者も引

き込まれて楽しく動けた。

　静岡県体操祭一般体操の部が第9回を迎

えた。新しい体育館もでき、多くの皆さん

への普及ができたように思う。今回は、高

齢者を含む気功のチームの参加など、子ど

もが多い中で大人の演技が増えたのが嬉し

いことであった。また、アクロ体操のチー

ムに来て頂き、高度な技の演技で観客を魅

了した。

　来年度は、第10回記念大会である。協会

の協力で日曜日開催となるため、多くの出

演者の参加が見込まれる。

　第7回のジムスポーツフェスタでは、相模原

市民の健康増進のため「さがみはら体操」を作

成、披露した。この体操作成の経緯には、皆

さんの健康づくりに貢献できればとの思いが

込められている。ゲストには国士舘大学男子

新体操部が出演し、団体と個人の素晴らしい

演技が行われ、大好評だった。フィナーレで

は、「さがみはら体

操」を参加者で実施

し、本年度も有意

義なGSF（体操祭）

が開催できた。

　津市の新スポーツ施設・津市産業スポー

ツセンター サオリーナが10月1日にオープ

ンし、新しい施設での大会開催1回目であっ

た。津市健康体操連絡協議会と一般市民有

志220人超によるサオリーナオープニング

イベントチームの演技からスタートした。

松阪市健康体操連絡協議会からは、幼児か

ら中学生の子ども達の参加が多くなった。

高齢者中心ではなく多世代参加の大会にな

り、2021年の三重国体・デモスポ健康体操

種目開催に向けて、更に一般体操人口の増

加を目指し進みたい。

第27回 
体操フェスティバルかわさき2017体操フェスティバルヨコハマ2017

第9回 静岡県体操祭
一般体操の部

Gym Sports Festa 2017
（第7回 相模原市体操祭）

みえスポーツフェスティバル2017健康体操大会
 兼 第29回 三重体操祭

日　　程 平成29年11月18日（土）

会　　場 草薙総合運動場体育館

参加団体 35団体

参加者数 786名

日　　程 平成29年11月12日（日）

会　　場 相模原市総合体育館

参加団体 30団体

参加者数 1,301名

日　　程 平成29年11月23日（木・祝）

会　　場 津市産業スポーツセンター サオリーナ　メインアリーナ

参加団体 37団体

参加者数 849名

日　　程 平成29年11月26日（日）

会　　場 北翔大学 第1体育館

参加団体 42団体

参加者数 789名

日　　程 平成29年11月23日（金・祝）

会　　場 土佐市立市民体育館

参加団体 14団体

参加者数 240名

日　　程 平成29年11月23日（金・祝）

会　　場 エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育館）

参加団体 54団体

参加者数 1,582名

日　　程 平成29年12月2日（土）

会　　場 大分県立総合体育館

参加団体 20団体

参加者数 525名

 　節目となる10回目の「2017体操フェスティバルinほっかいどう」

が、2歳から90歳までの幅広い年齢層で42チームの参加によって盛大

に開催された。参加者数は年々増加しており、バトン・チアダンス・

バランスボール・一輪車・新体操・創作ダンス・フラダンス・タヒチ

アンダンスなど多彩な演技発表であった。今後、参加団体・参加者数

を増加させるとともに、北海道民の健康増進・生きがいの発見の場所

と し て、 更

に 進 化 さ せ

魅 力 の あ る

体 操 祭 に し

ていきたい。

　耐震工事により例年の会場を変更し、例年の規模よりは若干縮小さ

れてしまったが、カポエイラ、太極拳、ベリーダンスなど、今回の会

場近隣で活動されている新しいジャンルの参加があり、参加団体数と

してはほぼ例年の規模となった。演技面や練習会場、観客席は縮小さ

れたが、各団体の工夫を凝らした演技や連携により、団体参加同士や

演技者との距離も近く温かい雰囲気で開催され、交流も深められた。

　今年の特別出演は、日本を代表する〈梅花中学

校・高等学校チアリーディグ部〉70名による演技

であった。迫力ある見事なパフオ―マンスに観客

は歓声を上げて見入った。恒例の80歳以上の出場

者への「ゴールデンエイジ賞」は、新たに13名の

方々に贈呈し、更なるご健康とご活躍を祈念した。

1歳半から88歳の

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

さや喜びを感じる充実した時間とな

り、笑顔が溢れる一日を皆で過ごす

ことができた。

　第8回を迎える「OITA体操フェスティバル2017」は、20団体39チー

ムの参加で開催された。本年度は1日開催で午前中にリハーサル、午

後から演技発表を行った。新たな

団体としてはダンス同好会があ

り、さらに久々に出場するバトン

チームの参加もあった。昨年から

出場のフォークダンス連盟がゆっ

くりした踊りで会場を魅了した。

また、3年目になるパフォーマン

スに対しての賞状（記念品付）を

準備し表彰を行い、盛会の中で

フィナーレを迎えた。

2017体操フェスティバルinほっかいどう

わくわく体操フェスティバル 第15回 高知県体操祭 
兼 第68回 体操とダンスの発表会

第11回 おおさか体操祭2017
兼 府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル

第8回 OITA体操フェスティバル2017

　今年で27回目となった体操フェスティバルも、

多くの出演団体にご参加を頂き、大変盛り上がっ

たフェスティバルになった。演技内容も老若男女

を問わず様々なジャンルの演技が発表され、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った。今回は、

特別ゲストとして鹿屋体育大学体操競技部の模範

演技が行なわれ、3年後のかごしま国体の気運を高

めることができた。

第27回 2018かごしま体操フェスティバル

日　　程 平成29年12月3日（日）

会　　場 鹿児島県総合体育センター体育館

参加団体 36団体

参加者数 1,023名
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各地の体操祭実施報告

日　　程 平成30年1月21日（日）

会　　場 諸冨文化体育館

参加団体 32団体

参加者数 450名

日　　程 平成30年1月27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 29団体

参加者数 350名

　第1回から毎年市村記念体育館で開

催していた体操フェスティバルであったが、本年度は諸冨文化体育館

においての開催となった。使い慣れた場所から、

体育館を変更しての開催だったが、例年と変わ

らない参加者数であった。参加者の年齢層は3

歳から80歳を超えた高齢者と多岐にわたり、幅

広い世代の参加者が日頃の練習の成果を披露し

た。そして、一般体操、新体操、フ

ラダンス、チアダンス、太極拳、一

輪車など様々なジャンルのチームが、

個性を生かしながら素晴らしい演技

で会場を盛り上げた。

　本企画は、動く喜びの輪を広げることを目指して

開催され、つくば市近郊の子どもから高齢者、障害

をもつ方までが参加した。さらに東日本大震災の原

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、「双葉音頭」を参加者全員で大きな輪になっ

て踊り、つくば市民との心の交流を深めた。

　九州大会3年

連 続 開 催 の 最

終 年 度 で 体 操

祭 休 止 を 事 務

局 が 提 案 し た

ところ、「テゲテゲなこつ言うな！」（いい加

減なことは言わない）とお叱りを受けたが、例

年以上の参加で「がんばれ！みやざき」に寄与

することができた。昨年度はお隣の鹿児島体

操フェスティバルに視察員を派遣し歓待を受

けたが、今年度は待望久しい意欲ある役員を

日本体操祭まちだ大会に派遣することにした。

　第28回栃木県体操フェスティバルでは、

幼児クラスから高校生に至るまで日頃の練

習の成果を発表した。今回は参加者が他団

体の演技を落ち着いて見られるように、前

チーム演技終了後に発表準備に取り掛かれ

るよう、時間を考慮した。そのことによっ

て声援も多く、観客席の空きが少なかった。

　東京オリンピックの2年後、2022年には

栃木県にて「いちご一会とちぎ国体」が開

催される。それに向けて一致団結し、フェ

スティバルがきっかけとなり成功に結びつ

くよう頑張りたい。

　「とくしま体操祭」と名称変更してから10

回目となる記念の大会を小松島市立体育館

で開催した。会場準備や練習割り当て、演

技紹介のアナウンスや音響機材の操作など

参加者同士が協力して行い、アットホーム

な発表会となった。幼児や小学生の可愛ら

しい演技や中高生の洗練された演技など、

各団体の工夫を凝らした発表に温かい拍手

がおくられた。

　今後、参加団体の新規開拓などに取り組

み、次回大会を更に充実させていきたいと

ころである。

第13回 
佐賀県ときめき体操フェスティバル 第23回 つくば体操フェスティバル2018

第14回 みやざき体操祭 第28回 
栃木県体操フェスティバル 第10回 とくしま体操祭

日　　程 平成29年12月3日（日）

会　　場 宮崎県体育館

参加団体 25団体

参加者数 430名

日　　程 平成29年12月17日（日）

会　　場 栃木県県南体育館

参加団体 10団体

参加者数 250名

日　　程 平成29年12月17日（日）

会　　場 小松島市立体育館

参加団体 34団体

参加者数 213名

第5回 沖縄体操祭
ーダンス・スポーツちゃんぷるー

第49回 健康のための体操発表会

晴れの国おかやま体操祭2017 第13回 一般体操フェスティバルin 鳥取

2018千葉県体操フェスティバル

第6回 やまぐち体操フェスティバル
（2017年度一般体操祭）

日　　程 平成30年2月25日（日）

会　　場 宜野座村総合体育館

参加団体 22団体

参加者数 365名

日　　程 平成30年3月4日(日)

会　　場 愛知県体育館

参加団体 66団体

参加者数 2,906名

日　　程 平成30年3月21日（水・祝）

会　　場 ジップアリーナ岡山（メインアリーナ）

参加団体 11団体

参加者数 430名

日　　程 平成30年3月24日（土）

会　　場 鳥取県立米子産業体育館

参加団体 23団体

参加者数 481名

日　　程 平成30年3月18日（日）

会　　場 千葉県総合スポーツセンター体育館

参加団体 8団体

参加者数 143名

日　　程 平成30年2月25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 32団体

参加者数 217名

　第5回目となる沖縄体操祭。出演者が趣向を凝らした発表に驚きと

笑顔が溢れ、会場全体が大いに盛り上がった。今回は場所や日程を変

更したため、出演者は例年より減ったが、新しい出演団体が3つもあり、

少しずつであるが沖縄体操祭が広まりつつある。毎回出演している団

体にとっては、例年通りの日

程を計画しているところが多

く、2月の2週目を今後も定着

できるように協会としても努

力していきたい。

　平成30年3月4日（日）、愛知県体育館にて開催された。晴天に恵まれ2

月の寒さと違い、日中20度をこえる気温で、動けば少々汗ばむ体操日和

の一日であった。ラジオ体操を準備運動に行い、その後6時間にわたり、

幼児、老若男女がそれぞれの衣装で、また小道具で思い思いの体操を披

露した。今年は、来年50回記念を迎えるプレ

体操祭となり、開催事業部は来年の記念行事と

してスペシャルイベントや記念Tシャツ作成、

永年参加チームの表彰などを提案しながら50

回記念行事に思いを馳せる大会となった。

　今年で4回目となる「晴れの国おかやま体操祭」は、はじめての3月

開催となった。アクロ体操チームの圧巻の演技をはじめ、ジュニア新

体操クラブの演技、全国大会や世界大会で優勝・入賞した中学生・高

校生・大学生のダンスやチアリーディングなど多彩な演技で、あっと

いう間に時間が過ぎた。今年度は、「100人ダンス」という名で、各自

が事前に映像を見ながら練習をし、当日

初めて皆さんで合わせる試みを行った。

高校生から40代～ 50代の主婦の方々が

日頃の忙しさから離れ、ひとときを楽し

んでいる姿が感動であった。

　今回、第13回目を迎え、かつて子どもの

頃に参加した少女が社会人となり、自分の

チームを率いて参加してくれた。また、人

生百年時代を迎えるなか92歳の女性を筆頭

に、今年新たに85歳の女性の最高齢者表彰を行った。

　バレエ、民謡、器械体操、新体操、空手、チアダンス、社交ダンス

など幅広いジャンルで、どのチームも様々に

工夫された見事な演技だった。会場は終始笑

顔につつまれ、来年の再会を約束し、拍手喝

采の中でフェスティバルを終えた。

　2018千葉県体操フェスティバルは、今回で14回目を迎えた。参加者は、

カラフルな衣装で、春の訪れを導く妖精の如く、華やかに、可愛らしく、

全身で表現していた。また、流行したダンスなどでも盛り上がり、会場

からは大きな拍手が続いた。最後は、参加者全員でLet's DANCE ！で心

がひとつとなって来年の出会い

を期待し、会を終えた。

　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。

　第5回目とほぼ同じチーム数だったが、トランポリン協会による素晴らしい

演技と体験教室などがあり、入場者数が増えた。最初に「いちのせき体操」

で演技者と観覧者が一体となって体操を楽しんだ。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・器械体操

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。最後に「dancing hero」で体いっぱい

ダンスを楽

しみ、 盛 会

に終わった。
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Report : Overseas  Gymnastics  for  All
海外の一般体操情報

日 程 ● 2017年7月26日（水）～ 30日（日）

場 所 ● ノルウェー／ベストフォール

参 加 国 数 ● 23ヵ国

参 加 者 数 ● 2,200名

派 遣 委 員 ● 長谷川 聖修

日 程 ● 2017年11月 23日（木）～ 25日（土）
場 所 ● スリランカ／ネゴンボ
参 加 国 数 ● 7ヵ国
参 加 者 数 ● 49名
講 師 ● Margaret Sikkens、荒木 達雄

日 程 ● 2018年1月25日（木）～ 28日（日）
場 所 ● イギリス／ロンドン
参 加 国 数 ● 7ヵ国
参 加 者 数 ● 15名

日 程 ● 2017年8月23日（水）～ 8月25日（金）
場 所 ● ネパール／カトマンズ
参 加 国 数 ● 6ヵ国
参 加 者 数 ● 25名
講 師 ● 荒木 達雄
派 遣 委 員 ● 伊藤 由美子

　スリランカ／ネゴンボにて、国際体操連盟（FIG）一般体操委員
会による「Join the gymnastics for All Activities Course」が
開催された。 講習会には7ヵ国（アフガニスタンやイラン、ヨル
ダン、マレーシア、ネパール、スリランカ、タイ）、49名の指導
者が参加した。講師は、同委員会のマーガレット委員長と荒木達
雄委員が務めた。本講習会では一般体操の歴史の他、FIGが主催し
ている各種体操祭やコロキュウムなどについても説明が行われた。
理論と実技の両面を通して一般体操の領域について理解を深める
時間になったことと思う。
　期間中は、世界体操祭 現地組織委員会のメンバーによるプレゼ
ンテーションも行われた。本講習会に参加したメンバーが世界体
操祭に興味を持ち、実際にエントリーしてくれることを願う。

　国際体操連盟（FIG）一般体操委員会が主催する事業は多岐にわ
たり、そのひとつとして障害者プロジェクトがあげられる。今回は
イギリス／ロンドンにて、委員会メンバーと参加各国の有識者・指
導者によって情報・意見交換会が行われた。期間中は、プロジェク
トの目的や将来の方向性などについて議論が進められ、加えてワー
クショップも行われた。
　イギリスでは1990年以降、障害者のスポーツ参加を促す様々な
施策が導入されてきており、今後も期待を寄せたいところである。

　右記期間、ネパール／カトマンズにて、アジア体操連
盟（AGU）が主催する一般体操講習会が開催された。主
な講義内容は体操の目的や体操の分類・特性などの基
礎理論、また、指導者としての在り方、世界における体操イベン
トの実施状況や情報などについても公開された。一方、実技では、
基本的な運動を中心に授業が展開された。一連の体操を繰り返し
実施しながら動きを習得した後、指導法ついても説明がなされた。

筑波大学体操部、シルバーメダルを受賞！

アジア地区における一般体操の普及を目指す

障害者プロジェクトを本格的に始動！！

アジアにおける指導者養成の普及を図る

国際体操連盟 　第3回 ワールド・ジム・フォー・ライフ・チャレンジ
FIG 3rd World Gym for Life Challenge

国際体操連盟 一般体操講習会
FIG Join the gymnastics for All Activities Course

国際体操連盟 一般体操委員会 障害者プロジェクト
FIG Gymnastics for All Committee Disability Project

アジア体操連盟 一般体操講習会
AGU Common Training Camp Gymnastics for All Coaches

　右記期間、ノルウェー／ベストフォールにて、国際体操連盟
（FIG）が主催する「World Gym for Life Challenge」が開催され
た。世界体操祭と同様に、4年に一度の大イベントであり、「エンター
テイメント・革新性・技術・全体の印象」の4観点から、世界で最
も優れたチームを選ぶコンテスト大会である。
　事前にエントリーしたカテゴリーで最大5分間の演技が行なわ
れ、その演技をFIGによって選抜された4名の評価者（Evaluator）
が採点することによって、すべての参加チームにゴールド／シル
バー／ブロンズメダルのいずれかが授与された。最終日の晩に開
催されたGALAには、各カテゴリーでゴールドメダルを受賞した
15グループと、FIG評価チームが推薦した2グループ（スイスと
日本から初出場した筑波大学体操部）が選出された。その結果、体
操・ダンスのLarge groupから選出されたギリシャのOlympiada 
Thrakomakedononが最高得点を得て、グランドトロフィーを獲
得して優勝した。
　運営には、FIG一般体操委員会の荒木達雄氏が尽力し、一般体操
の発展と可能性を探る新たな試みとして、大変有意義なイベント
であった。また、渡辺守成FIG会長が出席されて、本大会を大いに
盛り上げて頂いた。
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Report : Overseas  Gymnastics  for  All
海外の一般体操情報

日 程 ● 2017年6月3日（土）～ 6月9日（金）
場 所 ● ドイツ ／ ベルリン
参 加 者 数 ● 80,000名
派 遣 委 員 ● 伊藤 由美子

日 程 ● 2017年9月1日（金）～ 9月4日（月）

場 所 ● イラン・イスラム共和国 ／ シラーズ

参 加 者 数 ● 80名

講    師 ● 荒木 達雄

日 程 ● 2017年12月16日（土）
場 所 ● 韓国 ／ スーウォン
参 加 者 数 ● 650名
視 察 ● 荒木 達雄

　香港体操協会は、香港における一般体操の普及発展を目的とし
て毎年体操祭を開催している。今回の体操祭では、香港がイギリ
スから中国に返還されて20周年を祝うイベントも併せて行われ
た。午前の部では小学生27
チームが出場し、午後の部
では主に幼稚園児や親子、
高齢者など、21チームに
よって演技発表がなされた。

　現在、イランでは男子体操競技は盛んであるが、一般体操にお
いては未開拓である。今回はAGU一般体操委員会委員である、イ
ラン体操協会のVader Tavana氏の要請で、イラン第2の都市で
あるシラーズで講習会が開催された。男女80名の体操指導者が本
講習会を受講した。これを機会としてイランに一般体操の波が訪
れることを希望する。

　今季、韓国では韓国体操協会主催の体操祭は開催されず、
Han Yoron Soo氏が運営する体操祭がスーウォン体育館にて
盛大に開催された。韓国で唯一の、一般体操祭である「Happy 
Gymnastics Festival」には今年も多くのチームが集い、今年は

日本より神崎ジュニア新体操クラブ
（男子）がゲストチームとして素晴らし
い演技発表を行った。また、モンゴル
からも高齢者チームも参加して大会を
盛り上げた。

クイーンエリザベスホールに老若男女2,500名が参集！ 150年以上の歴史と伝統を誇る、
ドイツ国際体操祭

イラン、
一般体操の
開拓をはじめる

広がるアジアの輪、日本やモンゴルからも参加！

香港体操祭＋中国返還20周年記念イベント
Hong Kong Gymnastics Festival

ドイツ国際体操祭
Turnfest

一般体操講習会／イラン
Gymnastics for All Workshop in Iran

第8回 ハッピー・ジムナスティックス・フェスティバル
8th Happy Gymnastics Festival

［参加チーム］ ● ハローフレンズ イノア

● 日本体育大学体操部 ● 日本体育大学ダンス部［参加チーム］

● 町田市リズム運動サークル ● お～るど・ボーイズ

日 程 ● 2017年5月28日（日）
場 所 ● 中国 ／ 香港
参 加 者 数 ● 2,500名
派 遣 委 員 ● 長谷川 聖修、小柳 将吾、鈴木 裕太 　ドイツ国際体操祭は、ドイツ体操連盟（DTB：Deutscher 

Turner Bund）が4年に一度開催するイベントである。このイベ
ントの歴史は古く、1860年にコーブルクで開催されたのが始まり
である。2005年には国外からの参加者が加わったことで国際大会
へと発展し、参加者数は毎回80,000名を超え、体操・スポーツの
祭典としては世界最大級の規模を誇る。
　今回の舞台はベルリン！初日は参加者によるパレードの後、ブ
ランデンブルグ門前に設営されたステージでオープニング・セレ
モニーが開かれた。翌日より、メッセ会場では各種競技会が始まり、
なかでも体操競技会場では、世界最高齢の体操選手として知られ
ている、ヨハンナ・クアーズ氏（91歳女性）が平行棒で華麗な演
技を披露した。同施設内では他にも演技発表やワークショップ、
器具の展示・体験コーナーなどが設けられており、参加者は思い
思いの時間を過ごしたことであろう。大会中盤のプログラムには

「スタジアム・ガラ」があり、80,000名を収容するオリンピック・
スタジアムにて、多種多彩な演技が繰り広げられた。スタジアム・
ガラではドイツ国内の団体による演技の他、フィンランドやデン
マーク、日本チーム（日本体育大学体操部、日本体育大学ダンス部）
による演技も行われた。
　次回は、2021年ライプツィヒで開催される予定である。
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Report : Overseas  Gymnastics  for  All
海外の一般体操情報

　2018年2月2日～ 4日、オーストリア／ドーンビルンにて、
FIG一般体操委員会と現地組織委員会による合同会議が開かれ
た。現地組織委員会は、運営準備の傍ら、各国を訪問し、イベ
ントのプロモーション活動を精力的に行っている。ヨーロッパ
諸国はもちろんのこと、アフリカやアルゼンチン、スリランカ
などでイベントの魅力を伝えている。現時点、日本からは500
名近くが参加する予定である。

［参加チーム］ 

● 町田市リズム運動サークル ● 真美フレッシュ体操

● Takako Gymnaestics Square ● 健康体操教室 ハローフレンズ イノア

● 新潟県体操研究会 ● 新潟大学

● モダントレーニング研究会 ● 日本ジャズ体操指導者連盟

● ヘルスプロモーションかごしま ● 自由学園

● 日本体育大学 体操部 ● インターナショナル・お～るど・ボーイズ

● 筑波大学 体操部 ● 国士舘大学 新体操部

● げんきキッズ（ドイツ／デュッセルドルフ） ● 日本体育大学 ダンス部

第16回 世界体操祭
― 16th World Gymnaestrada ―

日　程

● 2019年7月7日（日）～ 13日（土）

場　所

● オーストリア／ドーンビルン　

回 年 都市 国 参加国数 参加者数

1 1953 ロッテルダム オランダ 14 5,000

2 1957 ザグレブ ユーゴスラビア 17 6,000

3 1961 シュトゥットガルト 西ドイツ 16 10,000

4 1965 ウィーン オーストリア 26 15,600

5 1969 バーゼル スイス 28 9,600

6 1975 ベルリン 東ドイツ 19 10,500

7 1982 チューリッヒ スイス 22 14,200

8 1987 ヒアニング デンマーク 26 17,300

9 1991 アムステルダム オランダ 30 19,500

10 1995 ベルリン ドイツ 34 19,300

11 1999 イエテボリ スウェーデン 37 23,500

12 2003 リスボン ポルトガル 45 21,600

13 2007 ドーンビルン オーストリア 53 22,000

14 2011 ローザンヌ スイス 55 19,087

15 2015 ヘルシンキ フィンランド 53 20,473

16 2019 ドーンビルン オーストリア ? ?

世界体操祭　過去の開催地と参加人数一覧 スケジュール表

Trade Exhibition Centre
■グループ・パフォーマンス― Group Performances ―

Birkenwiese Stadium
■開会式　― Opening Ceremony ―

Casino Stadium　
■ラージグループ・パフォーマンス
　― Large Group Performances ―

Centres of different towns and villages
■シティー・パフォーマンス
　― City Performances ―

■ドーンビルン・スペシャル　― Dornbirn Special ―

■閉会式　― Closing Ceremony ―

■ナショナル・パフォーマンス（※日本の夕べ ： Hall 6）
　― National Performances  ―

日 程 ● 2019年7月8日（月） ～ 12日（金）

時 間 ● 9時00分～ 17時30分

演 技 時 間 ● 10分～ 15分／演技

日 程 ● 2019年7月7日（日） 

時 間 ● 16時00分

式 典 時 間 ●  2時間

収 容 人 数 ●  25,000席日 程 ● 2019年7月9日（火）、 11日（木）

時 間 ● 14時00分～ 17時00分

演 技 時 間 ●  15分／演技

収 容 人 数 ●  10,000席

日 程 ● 2019年7月8日（月）～ 12日（金）

演 技 時 間 ●  5分～ 15分／演技

日 程 ● 2019年7月10日（水） 

時 間 ● 19時00分

収 容 人 数 ●  25,000席

日 程 ● 2019年7月13日（土） 

時 間 ● 16時00分

式 典 時 間 ●  1時間30分

収 容 人 数 ●  25,000席

日 程 ● 2019年7月8日（月） 、9日（火）、11日（火）

時 間
● ［Hall6］18時00分～、20時30分～
● ［Hall9］18時30分～、21時00分～

公 演 時 間 ● 1時間30分

収 容 人 数 ●  ［Hall6］ 4,000席   ［Hall9］2,000席

フ ロ ア サ イ ズ ●  ［Hall6］ 40×20 m² 　［Hall9］ 25×20 m²

備　　　 考 ● 観客席3方面、バックサイド カーテン

Hal l  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,13

Hal l  6 ,9

■FIG Gala

日 程
● 2019年7月12日（金）18時00分～ 
 12日（金）20時30分～
 13日（土）10時00分～

公 演 時 間 ● 1時間30分

収 容 人 数 ●  4,000席

Hal l  6

Hall 6

ドーンビルン会場Map

Hall 
Map

Hall6 Hall6 Hall6 FIG Gala

Dornbirn 
Special

FIG GalaHall6 Hall6 Hall6

Hall9 Hall9 Hall9
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日本体操祭の出場資格について
Qualification  for  participation  in  the  Japan  Gymnastics  Festival

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。

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。

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

海外での体操祭への出場資格について
Qualification  for  participation  in  Gymnastics  Festival  in  the  world

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。

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	 日本体操祭およびそれに準じる体操祭に連続６年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
平成30年4月 1日	改定

Registration  procedure  for  participation  in  the  Japan  Gymnastics  Festival

2018 年度

日本体操祭の参加と登録の手続きについて

登録申請と参加手続きの流れ

参加申込
（仮申込 3/19 ～）

代表者会議出席
（5/13）① ② Web登録・参加手続き

（5/20 ～ 5/31）③ 当日
（7/1）④

2018日本体操祭に参加を希望されるチームは、以下の期間内に申込手続きを行なってください。

	 3/19（月）〜5/7（月）	 https://www.jpn-gym.or.jp/gymnasticsforall/

大会の発表方法等に関する説明と申込みチームの演技順の決定は、下記の代表者会議で行いますので、チーム代表者の方はご出席ください。  

 5/13（日）	午後	 オリンピックセンター　センター棟	4階	417（300人室）

大会の参加には、登録手続きと参加手続きが必要になります。

演技順のプログラムを5月中旬（5/17 ～ 5/20）に一般体操のホームページに掲載しますので、チームの演技番号をご確認のうえ、登録と参加手続きを

下記の期間内にお済ませください。 

	 5/20（日）〜5/31（木）	 https://jga-web.jp/

※ 手続きのガイドは、演技プログラムと一緒に5月中旬（5/17 ～ 5/20）に一般体操のHPに掲載いたします。

すべての手続きが完了しましたら、最新情報をHPでご確認の上、当日会場までお越しください。

◎登録料・参加料

ⅰ）団体登録料・・・・5,000（円／１チームごと）

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） ● 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。もし大会までに

資格取得が困難な場合には、ご相談ください。

申込み期間 申込サイト

日 時 会 場

登録と参加手続き（本申込み）期間 申込サイト

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

一般体操指導員の登録について

既に一般体操指導員資格をお持ちの方は、以下の手順をご確認のうえ、2018年度の登録手続きを行なってください。（JGA-Webでの2018年度

登録は3/12より受付を開始しています。）

	 http://jga-web.jp/　へアクセスする

	 「個人会員TOP」からログインし、「所属団体への加入申請/資格・役職の登録」をクリックする

	 継続加入申請/登録の右側の欄内の「する」を選択し、最下部の「次へ進む」をクリックする

	 内容を確認して「登録する」をクリックする。	承認後、電子メールの指示に従って登録料を支払う

※ 承認作業にはお時間（1 ～ 2日）を頂く場合がございます。ご了承ください。

※ 2年度連続で手続きをされない場合、資格が完全に失効となります。継続を希望される方は早めにお手続きいただき、2年度分（4,000円）をまと

めてお支払いください。

※ 日本体操祭へ参加する場合は、団体の登録担当者が個人IDで登録をすることができます。

　 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。

　 日本体操祭の参加申込み時には、登録料は発生しません。参加料のみが発生します。

★ 個人の連絡先等の情報が最新のものか確認してください。（住所をご入力いただいた方には、年に一度「G.C.一般体操通信」の冊子が届きます）

1

2

3

4

※団体登録・個人登録・大会参加申込みの詳細は、5/13（日）の代表者会議でご説明いたします。

※手続き方法は、例年通りJGA-web（http://jga-web.jp/）にて行なっていただきます。

＊平成30年4月1日現在　3歳以上
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Business  Plan  of  2018-2019  Gymnastics  for  All

平成30年度

事業計画

月 日 事業内容 場所

4 1（日） 東京2020大会一般体操演技団体選考に関する検討会 日本体育大学世田谷キャンパス

4 20（金） 一般体操情報誌 G.C.発行 －

5 13（日） 2018日本体操祭 代表者連絡会 オリンピックセンター

5 26（土） 第31回 埼玉県一般体操演技発表会 上尾運動公園体育館

7 1（日） 2018日本体操祭 駒沢オリンピック公園総合運動体育館

8 10（金）－12（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 2（日） 第14回 福井県一般体操フェスティバル 鯖江市総合体育館

9 2（日） くまもと体操フェスティバル2018　　 熊本市総合体育館

9 15（土） Happy Gymnastics Festival 韓国／スーウォン

9 16（日）－21（金）第6回 Golden Age Gym Festival イタリ／ペザロ

10 7（日） 第11回 上越体操祭 上越市総合体育館

10 14（日） 第15回 福岡県体操祭 アクシオン福岡

10 14（日） みえスポーツフェスティバル2018 健康体操大会 兼 第30回 三重体操祭 津市産業スポーツセンターサオリーナ

10 14（日） 第25回 体操フェスティバル2018NARA 奈良市中央体育館

10 21（日） 2018まちだ体操祭 町田市立総合体育館

10 21（日） 第4回 かがわ体操祭2018 坂出市立体育館

10 28（日） 平成30年度 県民総合体育大会［一般体操の部］ 上尾運動公園体育館

11 4（日） 体操フェスティバル ヨコハマ2018 横浜文化体育館

11 11（日） Gym Sports Festa 2018（相模原市体操祭） 相模原市立総合体育館

11 23（金・祝） わくわく体操フェスティバル 　第16回 高知県体操祭 兼 第69回 体操とダンスの発表会 高知県立青少年センター

11 25（日） 第12回 おおさか体操祭2018 兼 府民スポーツ・レクリエーションフェスティバル 学校法人梅花学園 澤山記念会館

11 25（日） 第12回 京都体操祭－ GYMSBEAT'18 －  兼 第21回 かめおか体操祭 京都学園大学体育館

12 2（日） 第28回 2018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

12 9（日） 第10回 静岡県体操祭 一般体操の部 このはなアリーナ

12 16（日） 第11回 とくしま体操祭 小松島市立体育館

12 23（日） 第29回 栃木県体操フェスティバル 県立県南体育館

12 24（月・祝） 第15回 みやざき体操祭 宮崎県体育館 

1 20（日） 第14回 佐賀県ときめき体操フェスティバル 諸冨文化体育館

1 25（金） 2018体操フェスティバルin ほっかいどう 北翔大学体育館

2 2（土） つくば体操フェスティバル2019 つくばカピオ サイバーダインアリーナ

2 10（日） 第28回 体操フェスティバル かわさき2018 川崎市とどろきアリーナ

2 10（日） 第6回 沖縄体操祭～ダンス・スポーツちゃんぷる－～ 沖縄県総合運動公園体育館

2 24（日） 第7回やまぐち体操フェスティバル（2018年度一般体操祭） 山口県スポーツ文化センター

3 3（日） 第50回健康のための体操発表会 愛知県体育館

3 9（土） ひろしま体操FUN2フェスタ2019 広島市東区スポーツセンター

3 9（土） 第14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

3 16（土） 晴れの国おかやま体操祭2018 ジップアリーナ岡山

3 17（日） 2019千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

3 未定 （公財）日本体操協会公認 一般体操指導員養成講習会 名城大学八事キャンパス

3 未定 平成30年度 一般体操登録団体代表者会議 未定

2017.4.1-2018.3.31

一般体操委員会組織
Organization  of  the  Gymnastics  for All   committee

 委員長 President

 普及部 Popularization  division

荒木 達雄
Araki Tastuo

（日本体育大学）

神保 幸次郎
Jinbo Kojiro

（東京都教職員研修センター）

長谷川 聖修
Hasegawa Kiyonao

（筑波大学）

檜皮 貴子
Hiwa Takako
（新潟大学）

 副委員長 Vice President

 総務部 General  affairs  division

 普及部 Popularization  division

指導者育成部 Instructor  training  division

 普及部 Popularization  division

指導者育成部 Instructor  training  division 指導者育成部 Instructor  training  division 事務局  JGA office

鈴木 幸光
Suzuki Yukimitsu

（特定非営利活動法人 日本 G ボール協会）

南 明恵美
Minami Akemi

（跡見学園女子大学非常勤）

伊藤 由美子
Itoh Yumiko

（日本体育大学）

小柳 将吾
Koyanagi Shogo

（日本体育大学）

鈴木 裕太
Suzuki Yuta

（川崎市立宮前平中学校）

大原 教子
Ohara Kyoko

（日本体操協会）
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