2017- 2018

各地の体操祭実施報告
Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

第30回 埼玉県一般体操演技発表会

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

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5月28日
（日）

日

程

平成29年9月3日
（日）

日

程

平成29年10月14日
（土）

日

程

平成29年10月15日
（日）

日

程

平成29年10月15日
（日）

会

場

場

場

場

場

坂出市立体育館

上尾運動公園体育館

会

鯖江市総合体育館

会

上越市総合体育館

会

熊本県立総合体育館

会

参加団体

24団体

参加団体

33団体

参加団体

27団体

参加団体

20団体

参加団体

18団体

参加者数

448名

参加者数

715名

参加者数

422名

参加者数

533名

参加者数

399名

来年の「福井しあわせ元気国体」の

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。

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

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

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

る踊りを披露した。

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

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

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

を真剣に発表していて、とても好感の持てる作品

間の「はぴねすダンス」タイム、

ばかりだった。今後、初参加のチームを増やして

最後の「やんしき踊り」の他にも

いきたいと思う。

参加型の発表があり、「する」「見

今年は第10回という節目の年となり、素晴

昨年度は、熊本地震

今年で3回目となる「かがわ体操祭」は、

る」「応援

らしいゲストチームをお迎えして開催するこ

により開催することができなかった。現在も

2歳から80歳代までの幅広い年齢層で盛大

写真提供：

する」を皆

とができた。出演者も会場に観に来た人も共

復興復旧が進んではいるが、使用できない体

に開催された。ジャンルは多種多様で体操・

オールスポーツ
コミュニティ

で共有し

にステキな時間を共有することができた。第1

育館や施設も多く、練習の場所や時間の確保

新体操・ジャズ体操・なぎなた・居合道・

味わった。

回から出場しているチームもあるが、どのチー

ができていない状況にある。そのような中、

チアリーディング・バトントワーリング・

ムも年々レベルが上がってきている。この発

フェスティバルには今までと変わらない参加

ジャズダンス・ストリートダンス・社交ダ

表の場が一つの目標として日々の練習の励み

があり、関係者一同感謝申し上げたい。

ンスなどであった。どのチームも素晴らし

第24回
体操フェスティバル2017NARA
日
会

程
場

平成29年9月18日
（月・祝）

第14回 福岡県体操祭
日

程
場

平成29年10月7日
（土）

奈良市中央体育館

会

参加団体

34団体

参加団体

59団体

参加者数

737名

参加者数

993名

になっているように感じる。今年は会場の都

出演者は、新体操はもちろんのこと、フラ

い演技発表で観覧者を魅了した。盛大な拍

合により、当初の開催日程と少しずれてしま

ダンスやジャス体操など様々なジャンルから

手で会場は熱気に包まれ、
「来年の開催が楽

い、出場できないチームも生じてしまった。

20チームが参加した。幼児から90歳の方々が

しみ」との声も多

年間行事として10月第1週の日曜日と設定し

それぞれの個性を生かし、楽しんで演技して

くあり、有意義な

ていくことで出場者の確保に努めていきたい。

いる様子がうかがえた。本年度は、新たにバ

体操祭になった。

トントワーリング競技の世界大会でメダルを

九電記念体育館

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、

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

昨年度は熊本震災の影響

お互いの交流も深まってきている。今後、更

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

で、例年開催会場であるアク

に多くの愛好者がこの体操フェスティバルに

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

シオン福岡が修復工事とな

参加し、互いの健康づくりに役立てていける

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

り、やむ無く中止となった。

ことを期待する。

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

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

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

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

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

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

創作ダンスをコラボさせた優雅なパフォー

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

マンスであった。会場すべての皆さんが心

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

から癒され、楽しんで見惚れていた。来年

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

は第25回を迎える記念大会のため、参加

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

日

程

平成29年10月28日
（土）

日

程

平成29年10月29日
（日）

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。

会

場

上尾運動公園体育館

会

場

町田市立総合体育館メインアリーナ

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。

参加団体

21団体

参加団体

35団体

参加者数

352名

参加者数

797名

者の更なる素晴らしいパフォーマンスを期待している。

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

14

第10回 上越体操祭

程
場

平成29年度 県民総合体育大会
［一般体操の部］

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、

2017まちだ体操祭

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

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

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

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

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

平成29年10月14日
（土）

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

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

京都学園大学体育館

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

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

的であった。

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。

参加団体

33団体

参加者数

487名

花園大学新体操部のオープニング演技で大会の幕

超えて彩り豊かに演技が繰り広げられた。オースト

ど、ゲストの華麗な迫力ある動きは圧巻であった。

が上がった。体操、太極拳、フォークダンス、創作

ラリアのSouthern Spirit（サザン・スピリット）によ

ラストは吉中康子実行委員長作詞の『素敵なジムナス

ダンス、ヒップホップなどジャンルを超え、世代を

るアクロバティックな体操や空手道場「玄武館」な

ティック』の音楽に合わせて体操し、全員で楽しんだ。
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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

日

程

平成29年11月5日
（日）

日

程

平成29年11月11日
（土）

日

程

会

場

場

場

平成29年11月23日
（金・祝）

日

程

平成29年11月23日
（金・祝）

場

土佐市立市民体育館

横浜文化体育館

会

川崎市とどろきアリーナ

会

エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育館）

会

参加団体

76団体

参加団体

41団体

参加団体

54団体

参加団体

14団体

参加者数

2,181名

参加者数

1,284名

参加者数

1,582名

参加者数

240名

28回目の開催となった今年は乳幼

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

今年の特別出演は、日本を代表する〈梅花中学

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

児約2％、小学生24％、中・高・大

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

校・高等学校チアリーディグ部〉70名による演技

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

学生6％、大人68％の参加割合だっ

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

であった。迫力ある見事なパフオ―マンスに観客

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

た。今年も地方からの参加団体もあ

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

は歓声を上げて見入った。恒例の80歳以上の出場

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

り、ジャンルを問わず、それぞれが

多いに沸かせてくれた。

者への「ゴールデンエイジ賞」は、新たに13名の

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

方々に贈呈し、更なるご健康とご活躍を祈念した。

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。

日頃の練習の成果をハレの場で披露

1歳半から88歳の

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】

幅広い年齢層で繰り広げられた今年

では、若いデンマーク人の男女

の体操祭も、体を動かすことの楽し

2人による指導、演技はエネル

さや喜びを感じる充実した時間とな

ギーに満ちあふれ、参加者も引

り、笑顔が溢れる一日を皆で過ごす

き込まれて楽しく動けた。

ことができた。

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

2017体操フェスティバルinほっかいどう

第8回 OITA体操フェスティバル2017

日

程

平成29年11月12日
（日）

日

程

平成29年11月18日
（土）

日

程

平成29年11月23日
（木・祝）

日

程

平成29年11月26日
（日）

日

程

平成29年12月2日
（土）

会

場

場

場

場

場

大分県立総合体育館

相模原市総合体育館

会

草薙総合運動場体育館

会

津市産業スポーツセンター サオリーナ メインアリーナ

会

北翔大学 第1体育館

会

参加団体

30団体

参加団体

35団体

参加団体

37団体

参加団体

42団体

参加団体

20団体

参加者数

1,301名

参加者数

786名

参加者数

849名

参加者数

789名

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」

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

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

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

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・

後から演技発表を行った。新たな

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

団体としてはダンス同好会があ

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

り、さらに久々に出場するバトン

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

チームの参加もあった。昨年から

と し て、 更

出場のフォークダンス連盟がゆっ

津市の新スポーツ施設・津市産業スポー

に進化させ

くりした踊りで会場を魅了した。

第7回のジムスポーツフェスタでは、相模原

静岡県体操祭一般体操の部が第9回を迎

ツセンター サオリーナが10月1日にオープ

魅力のある

また、3年目になるパフォーマン

市民の健康増進のため「さがみはら体操」を作

えた。新しい体育館もでき、多くの皆さん

ンし、新しい施設での大会開催1回目であっ

体操祭にし

スに対しての賞状（記念品付）を

成、披露した。この体操作成の経緯には、皆

への普及ができたように思う。今回は、高

た。津市健康体操連絡協議会と一般市民有

ていきたい。

準備し表彰を行い、盛会の中で

さんの健康づくりに貢献できればとの思いが

齢者を含む気功のチームの参加など、子ど

志220人超によるサオリーナオープニング

込められている。ゲストには国士舘大学男子

もが多い中で大人の演技が増えたのが嬉し

イベントチームの演技からスタートした。

新体操部が出演し、団体と個人の素晴らしい

いことであった。また、アクロ体操のチー

松阪市健康体操連絡協議会からは、幼児か

演技が行われ、大好評だった。フィナーレで

ムに来て頂き、高度な技の演技で観客を魅

ら中学生の子ども達の参加が多くなった。

は、「さがみはら体

了した。

高齢者中心ではなく多世代参加の大会にな

操」を参加者で実施

来年度は、第10回記念大会である。協会

り、2021年の三重国体・デモスポ健康体操

し、 本 年 度 も 有 意

の協力で日曜日開催となるため、多くの出

種目開催に向けて、更に一般体操人口の増

義なGSF（体操祭）

演者の参加が見込まれる。

加を目指し進みたい。

が開催できた。
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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

フィナーレを迎えた。

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

今年で27回目となった体操フェスティバルも、 を問わず様々なジャンルの演技が発表され、運動

特別ゲストとして鹿屋体育大学体操競技部の模範

多くの出演団体にご参加を頂き、大変盛り上がっ

の原点である身体を動かす喜びや楽しさを全員で

演技が行なわれ、3年後のかごしま国体の気運を高

たフェスティバルになった。演技内容も老若男女

共有できたことは大きな意義があった。今回は、

めることができた。
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Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

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5回 沖縄体操祭
ーダンス・スポーツちゃんぷるー

第10回 とくしま体操祭

日

程

平成29年12月3日
（日）

日

程

平成29年12月17日
（日）

日

程

平成29年12月17日
（日）

会

場

宮崎県体育館

会

場

栃木県県南体育館

会

場

小松島市立体育館

参加団体

25団体

参加団体

10団体

参加団体

34団体

参加者数

430名

参加者数

250名

参加者数

213名

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）

日

程

平成30年2月25日
（日）

会

場

宜野座村総合体育館

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

22団体

参加団体

32団体

参加者数

365名

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

第28回栃木県体操フェスティバルでは、

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。

回目となる記念の大会を小松島市立体育館

習の成果を発表した。今回は参加者が他団

で開催した。会場準備や練習割り当て、演

体の演技を落ち着いて見られるように、前

技紹介のアナウンスや音響機材の操作など

チーム演技終了後に発表準備に取り掛かれ

参加者同士が協力して行い、アットホーム

るよう、時間を考慮した。そのことによっ

な発表会となった。幼児や小学生の可愛ら

て声援も多く、観客席の空きが少なかった。

しい演技や中高生の洗練された演技など、

東京オリンピックの2年後、2022年には

各団体の工夫を凝らした発表に温かい拍手

栃木県にて「いちご一会とちぎ国体」が開

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」

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、

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

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

ス・バトン・フラダンス・ヒップホップ・バレエ・器械体操

体にとっては、例年通りの日

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

程を計画しているところが多

ティバルにもなった。最後に「dancing hero」で体いっぱい

く、2月の2週目を今後も定着

ダ ンスを 楽

できるように協会としても努

しみ、 盛 会

力していきたい。

に終わった。

「とくしま体操祭」と名称変更してから10

幼児クラスから高校生に至るまで日頃の練

がおくられた。

催される。それに向けて一致団結し、フェ

今後、参加団体の新規開拓などに取り組

スティバルがきっかけとなり成功に結びつ

み、次回大会を更に充実させていきたいと

くよう頑張りたい。

ころである。

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

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

第49回 健康のための体操発表会

2018千葉県体操フェスティバル

日

程

平成30年3月4日(日)

日

程

平成30年3月18日
（日）

会

場

愛知県体育館

会

場

千葉県総合スポーツセンター体育館

参加団体

66団体

参加団体

8団体

参加者数

2,906名

参加者数

143名

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

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、

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

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、

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、

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

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

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

露した。今年は、来年50回記念を迎えるプレ

がひとつとなって来年の出会い

体操祭となり、開催事業部は来年の記念行事と

を期待し、会を終えた。

してスペシャルイベントや記念Tシャツ作成、

第13回
佐賀県ときめき体操フェスティバル
程

平成30年1月21日
（日）

日

程

平成30年1月27日(土)

会

場

諸冨文化体育館

会

場

つくばカピオ サイバーダインアリーナ

32団体

参加団体

参加者数

450名

参加者数

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

日

程

平成30年3月24日
（土）

350名

ジップアリーナ岡山（メインアリーナ）

会

場

鳥取県立米子産業体育館

参加団体

11団体

参加団体

23団体

参加者数

430名

参加者数

481名

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

わって、
「双葉音頭」を参加者全員で大きな輪になっ

歳から80歳を超えた高齢者と多岐にわたり、幅

て踊り、つくば市民との心の交流を深めた。

で会場を盛り上げた。
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平成30年3月21日
（水・祝）

場

らない参加者数であった。参加者の年齢層は3

個性を生かしながら素晴らしい演技

第13回 一般体操フェスティバルin 鳥取

程

発事故のために福島県から避難してきた住民も加

輪車など様々なジャンルのチームが、

晴れの国おかやま体操祭2017
会

体育館を変更しての開催だったが、例年と変わ

ラダンス、チアダンス、太極拳、一

していきたいと思っている。

日

をもつ方までが参加した。さらに東日本大震災の原

た。そして、一般体操、新体操、フ

回記念行事に思いを馳せる大会となった。

29団体

においての開催となった。使い慣れた場所から、

広い世代の参加者が日頃の練習の成果を披露し

に参加を呼びかけ、更に工夫を

第23回 つくば体操フェスティバル2018

日

参加団体

今後は、発表機会の少ない方々

永年参加チームの表彰などを提案しながら50

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

今回、第13回目を迎え、かつて子どもの

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

頃に参加した少女が社会人となり、自分の

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

チームを率いて参加してくれた。また、人

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

生百年時代を迎えるなか92歳の女性を筆頭

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

に、今年新たに85歳の女性の最高齢者表彰を行った。

が事前に映像を見ながら練習をし、当日

バレエ、民謡、器械体操、新体操、空手、チアダンス、社交ダンス

初めて皆さんで合わせる試みを行った。

など幅広いジャンルで、どのチームも様々に

高校生から40代〜 50代の主婦の方々が

工夫された見事な演技だった。会場は終始笑

日頃の忙しさから離れ、ひとときを楽し

顔につつまれ、来年の再会を約束し、拍手喝

んでいる姿が感動であった。

采の中でフェスティバルを終えた。
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