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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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発売開始!
5 1月



Greetings

ごあいさつ

● ごあいさつ

● 平成28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

● 2016 世界選手権報告

● 2016 日本体操祭報告

● 2016 日本体操祭参加団体

● 2016-2017 各地の体操祭実施報告

● 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

● 海外の一般体操情報

● 2017 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29年度 事業計画
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　日本が世界に先駆けて超高齢化社会を迎えるにあたり、社会の大

きな問題となるのが社会保障費・医療費の増加です。介護に至らな

い健康寿命を延ばすことが日本の重要課題となってくるなか、一般

体操が社会に果たす役割は、さらに大きくなって参ります。高齢者

が手軽に楽しめる体操のコミュニティを、より多く作っていくこと

が私たちの社会の中で果たす役割であり、一般体操の存在価値です。

　そのために本協会は、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。今後は、これまで努力して創ってきた各地のコミュニティ

にいかに高齢者を取り込んでいくかが課題となって参ります。

　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

供給することで、国民の健康寿命を延ばし社会に貢献して参ります。

皆様の応援、宜しくお願いします。

　2020年東京オリンピックに向けて、日本体操協会も全面的に協力し

応援する体制を整えています。出場選手だけではなく、一般体操チー

ムの演技でも参加する計画を模索中です。

　今年からFIG（国際体操連盟）会長に就任した、渡辺守成氏も一般

体操チームの演技に注目しています。2019年までの日本体操祭で演技

発表するチームから、オリンピック開催中に演技するチームを選抜する

計画です。現在、FIGとIOCではこのイベントを進めるための検討をス

タートさせています。東京オリンピックの準備のため、代々木第１体育

館は今年7月から改修工事が始まります。2020年東京オリンピックでは、

ハンドボール、東京パラリンピックのウェルチェア・ラグビーと車いすバド

ミントンの会場として使用される予定です。

　この改修工事が終了する2019年まで、日本体操祭会場はかなり変則

な日程と開催場所になる予定です。したがって、今年度の日本体操祭

は、今年の6月25日と、2018年１月13日・14日の2回に分けて開催します。

また、事業計画の通り、今年度も日本全国で多くのイベントが開催され

ます。出来るだけ多くの体操愛好家が参加できるよう、都道府県の一

般体操委員会が細心の計画を立てて準備しています。

　今年度も、皆様が気持ちよく演技発表できるよう努力していきますの

で、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
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平成28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

業 告事 報
平成28年度

Report : Business  Plan  of  2016-2017  Gymnastics  for  All

月 日 事業内容 場所

4 10（日） 2016一般体操ジャパン・チャレンジ検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス

5 19（木）―21（土） 国際体操連盟 一般体操コロキュウム オーストリア／ドーンビルン

5 28（土） 第29回 埼玉県一般体操演技発表会 上尾運動公園体育館

6 18（土） 2016一般体操ジャパン・チャレンジ 国立代々木競技場第2体育館

8 11（木・祝） 2016日本体操祭参加団体代表者会議 オリンピックセンター

8 12（金）―14（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

8 21（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

9 3（土） 第12回 福井県一般体操フェスティバル 福井市体育館

9 21（水）・22（木） アジア体操祭 中国／青島

10 2（日）―中止― 第14回 福岡県体操祭 アクシオン福岡

10 2（日） 第9回 上越体操祭 上越市総合体育館

10 2（日）―中止― くまもと体操フェスティバル2016 熊本県立総合体育館

10 16（日） 第2回 かがわ体操祭2016 坂出市立体育館

10 18（火）―20（木） 国際体操連盟 総会 東京都

10 29（土） 平成28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（土）・30（日） 韓国体操祭 韓国／ソウル

10 30（日） 2016まちだ体操祭 町田市立総合体育館

10 30（日） 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 津市体育館

11 5（土）・6（日） 2016日本体操祭 国立代々木競技場第1体育館

11 5（土） 平成28年度 一般体操都道府県連絡会議 国立代々木競技場第1体育館

11 6（日） 体操フェスティバル ヨコハマ2016 横浜文化体育館

11 12（土） 第8回 静岡県体操祭 一般体操の部 草薙総合運動場体育館

11 13（日） 第26回 体操フェスティバルかわさき2016 川崎市とどろきアリーナ

11 13（日） 2016体操フェスティバル in ほっかいどう 北翔大学体育館

11 19（土） Gym Sports Festa 2016（第6回 相模原市体操祭） 相模原市総合体育館

11 23（水・祝） 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 高知県立青少年センター

11 23（水・祝） 晴れの国おかやま体操祭2016 ジップアリーナ岡山

11 26（土） 第10回 京都体操祭　−GYMSBEAT'16 −  兼 第19回 かめおか体操祭 京都学園大学体育館

11 27（日） 第23回 体操フェスティバル2016 NARA 奈良市中央体育館

11 27（日） “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 梅花学園 澤山記念会館

12 3（土） 第27回 栃木県体操フェスティバル 栃木県県南体育館

12 4（日） 第26回 2016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 6（火）―8（木） スリランカ体操祭 スリランカ

12 11（日） 第12回 佐賀県ときめき体操フェスティバル 市村記念体育館

12 11（日） 第13回 みやざき体操祭 宮崎県体育館 

12 18（日） 第9回 とくしま体操祭 小松島市立体育館

12 24（土） 第7回 OITA体操フェスティバル2016 大分県立総合体育館

1 22（日） G.C. 編集検討委員会 日本体育大学世田谷キャンパス

1 29（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

2 4（土） 2017つくば体操フェスティバル つくばカピオ サイバーダインアリーナ

2 5（日） インドネシア体操祭 インドネシア／ジャカルタ

2 11（土・祝） 第4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 19（日） 第5回 やまぐち体操フェスティバル（2016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 12（日） 平成28年度 全国代表者連絡会 国際フォーラム

3 5（日） 第48回 健康のための体操発表会 愛知県体育館

3 5（日）―中止― ひろしまFUN²フェスタ2017 広島市東区スポーツセンター

3 11（土） 平成28年度 一般体操登録団体代表者連絡会 オリンピックセンター

3 19（日） 2017千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 23（木）―26（日） 国際体操連盟 一般体操コロキュウム エストニア／タリン

3 25（土） 第12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

　右記期間、平成28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。

　右記期間、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。

　また、運動会・発表会の演技づくりに参考となる低い高さを

中心とした組立体操と動的な組体操の見せ方や演技の作品例に

ついても実際に受講者に体験してもらいながら紹介した。受講者

は幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学の

教員、教育委員会、地域の体操クラブ指導者な

どが全国各地から集まった。

※各講習会の参加申込み方法については協会公式サイトに掲載します。

日　　程
・

場　　所

●平成28年8月12日（金）、13日（土）、14日（日）

　東京都（日本体育大学） 

●平成29年3月2日（木）、3日（金）、4日（土）

　愛知県（名城大学）

●平成29年3月17（金）、18日（土）、19日（日）

　岩手県（一関市体育館） 

受講者数
●東京：80名（合格者数：78名　不合格者数：2名）
●愛知：51名（合格者数：51名）
●岩手：11名（合格者数：11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　　時
●平成28年8月21日（日）　13：00 ～ 17：00
●平成29年1月29日（日）　13：00 ～ 17：00

場　　所 東京都（日本体育大学）

受講者数
●8月：56名
●1月：45名

受講対象 教員、体操指導者、大学生など

講　　師
●荒木 達雄（日本体育大学、一般体操委員会委員長）
●内田 良（名古屋大学）

◉ 平成28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 8月11（金）～ 13（日）

東京都（日本体育大学 世田谷キャンパス）

平成29年度のお知らせ

日　程

場　所

平成29年 8月6（日）

東京都（日本体育大学 世田谷キャンパス）

平成29年度のお知らせ

日　程

場　所
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Report : 2016 World Championships

2016

世界選手権報告

　世界選手権では2009年から負けなし

の個人総合6連覇を達成し、世界中から

「キング」と称される内村航平を擁する日

本は当然ながら優勝候補筆頭。チーム

メンバーもオリンピック経験者が5人中4

人、さらに昨年の世界選手権団体優勝

メンバーを揃え、盤石の体制で予選を

迎えた。しかし、予想に反し、内村の

鉄棒の落下など、チーム内でミスが重な

り、想定外の4位となった。

　周囲が本当に団体金メダルを獲得でき

るのか、不安をぬぐえないまま迎えた団

体決勝。前回大会からその雪辱を誓う

チームは、全

員で支え合う

チームへと変

わっていた。

最初の種目あ

ん馬において

山室光史が

落下したが、

次の加藤凌

平が見事にカ

バー。跳馬で白井健三が着地をピタリと

決めると波に乗った。予選とは大きく気

持ちを切り替え、自信に充ち溢れた田中

佑典の演技は、本調子ではない内村の

背中をしっかり支えた。結局、2位ロシ

アとは2.641の大差で3大会ぶり7度目の

団体金メダルを獲得することになった。

　団体決勝の死闘を終えて翌々日に控え

る個人総合連覇の偉業を前に内村の心

身の疲労はピークを迎えていた。内村の

場合、予選、団体決勝と全6種目をこな

したことで、他のライバル選手たちより

も、その消耗度は想像を超えるものだっ

た。なんとか我慢の演技を続け、決し

て悪くない得点を重ねていた内村だった

が、序盤から素晴らしい演技を続けるウ

クライナのベルニャエフがトップで最終

種目の鉄棒へ。結局、内村が最高の演

技を見せたのに対し、トップに立つベル

ニャエフが着地で動くなどして得点を伸

ばせず0.099の僅差で逆転優勝を決め

たがどちらが勝者でもおかしくない歴史

的な名勝負だった。

男子体操、3大会ぶり7度目の団体金メダル

脚力種目で手ごたえを感じた女子体操

新体操は次のステージへ

　7月8日の常務理事会において、

強化本部長の体調面を考慮してその

派遣を中止し、リオデジャネイロ大

会には初めて監督代行を立てて参加

することを決めた。前回大会を経験

した寺本明日香以外、全員がオリン

ピック初出場だったこともあり、指

揮官不在の影響も心配されたが、選

手たちは気後れせず、堂々とした姿

勢で演技を楽しんだ。その中にあっ

て、脚力の強さがカギになるゆかと

跳馬の競技力が日本は高い。団体

決勝のゆかではチーム得点で3位。

1966年以降遠ざかっている団体メ

ダル獲得に向けて、一筋の光の見え

た結果であり、全種目を通じたレベ

ルアップを期待したいところだ。

　フェアリージャパンPOLA団体のチー
ムは、2015年の世界選手権種目別リボ

ンで銅メダルを獲得し、オリンピック初

のメダル獲得が見えてきた。2種目合計

で競う団体決勝の結果は最下位の8位

だったが、前の演技の採点が長引き、

集中力を保つことの難しさや、ど

の国もミスが目立ち、現在の新

体操が非常にレベルの高い拮抗

した戦いになっていることに手ご

たえを感じることができた。また、

一人で挑んだ皆川夏穂の個人総

合決勝進出はかなわなかったが、

次のステージに進むための経験

は十分に積めたと思う。

　エースの伊藤正樹が出発直前の報道
公開合宿において腰を痛めるアクシデン

トに見舞われる。悲願のオリンピックメ

ダル獲得にもっとも近い選手だっただけ

に、関係者の間で大きな衝撃が走った。

しかしこの危機的な状況が棟朝銀河と

いう若い力を引き上げることにつながっ

た。2008年北京大会で外村哲也が4位

（3位との点差0.800）、2012年ロンド

ン大会で伊藤正樹が4位（3位との点差

0.424）、そして今回も棟朝が4位（3位

との点差0.640）とメダルを逃したが、

メダルまであと一歩のところに必ず日本

選手がいることは、将来の日本トランポ

リンにとって重要な意味を持ってくるは

ずだ。また、怪我で心配された伊藤も

6位と健闘。この経験値は次回2020年

東京オリンピックの力になる。

トランポリン、
悲願達成に向けての課題と収穫

　最高の舞台オリンピック・リオデジャネイロ大会へ、

「体操競技」「新体操」そして「トランポリン」のすべての

種別において選手を送り込んだ体操ニッポン。

　今回は、その戦いぶりを振り返ってみたい。

●男子体操

●女子体操

新体操●

●トランポリン

以上、引き続き、皆様の温かいご

支援ご協力をお願いし、2016年の

体操ニッポンの振り返りとしたい。

（公財）日本体操協会　総務委員長　遠藤 幸一

オリンピック・リオデジャネイロ大会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、田中 佑典、加藤 凌平、白井 健三、山室 光史

 団体総合：1位（予選4位）　　個人総合：内村1位、加藤11位
 種目別：〈ゆか〉白井4位、内村5位　〈跳馬〉白井3位　〈平行棒〉加藤7位
■ 女子体操競技

【選　　手】杉原 愛子、寺本 明日香、宮川 紗江、村上 茉愛、内山 由綺
 団体総合：4位（予選7位）　　個人総合：寺本8位、村上14位
 種目別：〈ゆか〉村上7位
■ 新体操

【選　　手】〈団体〉杉本 早裕吏、松原 梨恵、畠山 愛理、横田 葵子、熨斗谷 さくら
 〈個人〉皆川 夏穂
 団　体：決勝8位（予選5位）　　個　人：予選16位

■ 男子トランポリン
【選　手】伊藤 正樹

 棟朝 銀河
 個人：〈個人決勝〉
 棟朝4位（予選7位）
 伊藤6位（予選6位）
■ 女子トランポリン

【選　手】中野 蘭菜
 個人：中野予選13位
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Participation group of Japan Gymnastics Festival 
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日本体操祭参加団体
Report : 2016 Japan Gymnastics Festival

2016

日本体操祭報告

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

府中ジャズ体操自主グループ
田畑 隆子

健康体操教室ハローフレンズ イノア
伊藤 敦子

川口アイスポーツアカデミー
今井 茂

湘南SJF
相良 陽子

JoyParty
盛田 安紀子

名古屋芸術大学リズム体操部
伴 寛希

大橋体操教室 B
大橋 美穂子

栗ノ沢幼稚園
星 かめ代

健康体操ラムーヴチーム A
北村 裕子

練南新体操クラブ
米澤 恵美

大友優子ジャズ体操教室
大友 優子

大橋体操教室 A
大橋 美穂子

AMINASTIC
森 麻美

大泉スワロー体育クラブ
三宅 泉

Gymunity
アーント 三浦 玲子

湘南ジャズ体操ファミリー Jr.
相良 陽子

国士舘大学
山田 小太郎

新潟大学リズム体操部 A
檜皮 貴子

11月5日 土

　上記期間、国立代々木競技場第一体育館にて「2016日本体操
祭」が開催された。今回は107チーム 約4,000名の体操愛好家
が参集、観客は両日で約4,000名（チケット購入者：3,600名、
関係者・招待者：400名）を動員した。
　 今 回、 海 外からの ゲストチームには、 スウェーデンから
Malmöflickorna のメンバー 26名を迎えた。このチームは1961
年から世界体操祭に出場し、各国において演技発表をし、絶大
な人気を誇る。得意とするボールの演技をはじめ、彼女らが醸し
出す優雅さと洗練された動きは圧巻であった。
　加えて、開催期間中には「一般体操都道府県会議」を実施し、
11都道府県から16名が出席した。

日　　 程 2016年11月5日（土）・6日（日）

会　　 場 国立代々木競技場 第一体育館

参 加 者 数 107チーム　約4,000名

海外ゲスト Malmöflickorna  ／スウェーデン

スペシャル・
イ ベ ン ト

① Malmöflickorna  ／スウェーデン
② アクロ体操
③ 歌舞伎企画 雅屋
④ 一般社団法人ファミリズム ベビーカーダンス
⑤2016一般体操ジャパン・チャレンジ ゴールド賞 受賞チーム

● ARAIジャズ体操クラブ
● CACこじか体操クラブ
● 健康体操教室ハローフレンズ イノア

協 賛
チャコット（株）

（株）カメラワーク
（株）ササキスポーツ

① 指導者育成について
② 各地における体操祭の実施状況について

● 参加者の年齢層
● イベント内容の工夫
● 運営面の工夫
● 今後の課題など

一般体操都道府県会議　内容

●Malmöflickorna  ／スウェーデン

●一般社団法人ファミリズム ベビーカーダンス

●歌舞伎企画 雅屋

●アクロ体操

●CACこじか体操クラブ ●ARAIジャズ体操クラブ

●健康体操教室ハローフレンズ イノア
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Participation group of Japan Gymnastics Festival 
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日本体操祭参加団体

川口しらぎく幼稚園器械体操クラブ5、6年生
嶋根 あけみ

真美フレッシュ体操Aチーム
鈴木 万里子

キサラギクラブ
星川 澄子

ダンスムーブメントKANNO
菅野 朱美

YMDダンベル
山田 美津江

行田新体操クラブKIDS
若林 千代子

EN体操クラブ
田中 佳代子

ラック新体操クラブwith Aチーム
一之瀬 友貴

森山秀子ジャズ体操チーム
森山 ヒデコ

ゆうリボン
辻 優子

ARAIジャズ体操クラブ
赤澤 幹子

BDSジュニア
鈴城 エミ

フレンドリークラブ あすなろ
伊藤 由佳

T.S.L
水野 真佐子

湘南ジャズ体操ファミリー
相良 陽子

メタボリックバスターズ
影山 なお子

新潟大学リズム体操部 B
檜皮 貴子

自由学園
早野 曜子

健康体操ラムーヴ
北村 裕子

MEGU Movement B
曽我 惠

YMD健康づくり
山田 美津江

ShaleurRG クラルテ
玉野 有美

DIVA RG＆練馬新体操クラブ
本望 あゆみ

日本ジャズ体操指導者連盟
古尾谷 千恵子

船橋ジャズ体操グループ A
麻野 和子

フェリシャスR・G
米山 佐代子

MI・MOVE
斎藤 淳子

整美会
曽我 惠

あさがお
山﨑 光弘

ジュニア新体操クラブスウィング
中井 理絵

筑波大学
本谷 聡

フレンドリークラブ 千鶴・わいわい
池田 小百合

手具健康体操トライビクス
山本 幸子

ママの森新体操クラブAチーム
平金 麻子

南砂リトルスポーツクラブ
丸山 芳伸

田畑隆子ジャズ体操教室 Ａ
田畑 隆子

健康体操ラムーヴチーム B
北村 裕子

モダントレーニング研究会
鈴木 由起子

日本体育大学 体操部
三宅 良輔

TEAM ユミコ
木塚 由美子

山形県体操研究グループ
岸 智恵子

CTC新体操クラブA
秋山 裕史

お～るど・ボーイズ
荒木 達雄

ママの森新体操クラブBチーム
平金 麻子

PAPA’Sと愉快な仲間たち
中原 朋子

湯澤きよみ音楽体操グループ
湯澤 きよみ

CHEER RG
佐藤 沙織
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FIT.R.G B
仙波 浩代

Y.J. GYMNASTICS
杉町 陽子

JOY新体操クラブ三鷹
益子 由美子

KANAI R.G.
金井 ムツ子

波多野恵子 Art Dance Gymnastics
波多野 恵子

ラック新体操クラブwith Bチーム
一之瀬 友貴

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 Cチーム
一之瀬 友貴

タイム新体操クラブ
山本 美栄子

東京女子体育大学
長谷川 洋子

ラック新体操クラブwith Eチーム
一之瀬 友貴

アート体操研究会
渡部 順子

行田新体操クラブ
若林 千代子

FIT.R.G A
鈴木 まり子

MEGU Movement A
曽我 惠

JOY新体操クラブ小金井 A
青木 由佳

全日本自然運動連盟
佐藤 正子

南体操クラブ
南  明恵美

Hong Kong Superstar Louisa Gym

バディー RG
小池 朋栄

ファミリズム キッズ親子ダンス
梅田 梨絵

T.G.S（TAKAKO体操スクエア）
菅野 多賀子

ラートフレンズ
檜皮 貴子

町田市リズム運動サークル・シニア
伊藤 啓子

HINO新体操クラブ
松田 聖子

狛江新体操クラブ
三宅 ユミ

JOY新体操クラブ小金井 B
青木 由佳

安達新体操クラブ
安達 三保子

さがみ野新体操クラブ
プレスリー 明日香

CTC新体操クラブ B
秋山 裕史

駿河台大学
鈴木 慶子

N.G.F
鈴木 幸光

JOY新体操クラブ武蔵野 A
谷浦 麻実

CACこじか体操クラブ
呉林 真理子

アリエル新体操クラブ
坂田 星子

町田市リズム運動サークル
伊藤 啓子

JOY新体操クラブ武蔵野 C
谷浦 麻実

H.G.G.（春山体操グループ）
春山 文子

ラック新体操クラブwith Dチーム
一之瀬 友貴

公益財団法人日本体操協会体操スクール
関 泰徳

JOY新体操クラブ・小平
吉野 幸子

JOY新体操クラブ武蔵野 B
谷浦 麻実

Participation group of Japan Gymnastics Festival 

2016

日本体操祭参加団体

　アクロ体操競技は、体操競技の床運動と同じ12m四方のフロア
上で、音楽のリズムに合わせてダンスやバレエ、倒立、宙返りなど
の動きを織り交ぜた演技を2人、3人あるいは4人のグループで行
うものです。
　演技は柔軟性を強調したポーズや力強さを表す倒立のバリエー
ションを中心に組み立てるバランス演技、宙返り系を中心とした
演技で構成するダイナミック演技、そしてこれらを統合したコンビネーション演技があります。

　アクロ体操は5つのカテゴリに分けて行われます。
　● 女子ペア ● 男子ペア ● 男女ペア
　● 女子グループ（3人）   ● 男子グループ（4人）

　アクロ体操競技は、ユースオリンピックの正式種目になるなど、国際的に盛んに実
施されていますが、日本では競技人口が少なく、まだまだマイナースポーツのイメー
ジがあります。そこで、一昨年より国際大会への参加を精力的に進めてきました。国

際的に活躍出来る選手の育成を主軸に、日本国内でアクロ体操を実施出来る環境づくりをはじめ、競
技を知らない方へのアプローチとして演技会の実施やイベントへの参加等、普及活動を進めています。

アクロ体操競技って？？ アクロ体操競技って？
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Gymnastics for All committee of local prefecture

一般体操指導員有資格者数と体操祭参加者数

…体操祭開催
Gymnastics Festival 平成29年3月 現在

Reports : Gymnastics for All Festival of local prefecture

2016- 2017

各地の体操祭実施報告

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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各地の体操祭実施報告

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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Report : Overseas  Gymnastics  for  All
海外の一般体操情報

圧勝、国際体操連盟会長に渡辺守成氏！
国際舞台での活躍が期待される体操界のキーパーソンは？

一般体操の可能性は計り知れず！

　10月19日、国際体操連盟（FIG）の総会が都内で開催され、日本

体操協会の渡辺守成氏が9代目会長に選出された。当日は、FIGに

加盟する119 ヵ国の地域・連盟によって投票が行われ、渡辺氏が100

票、ヨーロッパ体操連合のジョルジュ・ グルゼク氏が19票であった。

ブルーノ・グランディ氏を含め、過去8名のFIG会長はヨーロッパ出身

であり、アジア人が会長に就任するのは渡辺氏が初めてとなる。 

　渡辺氏は「体操は五輪の時だけ人気のある競技ではない。体操は

今もこれからもキング・オブ・スポーツである」と当選の挨拶をした。

　今回の選挙において日本人の当選は会長のみならず、各種委員会

で日本人の発信力が期待される。

　ネパール全国スポーツ振興協議会からの要請により、上記地域

にてGボール（バランスボール）の講習会が開催された。

　講習では、スポーツ指導者を対象に楽しみながら取り組めるトレー

二ングや健康づくりのための運動方法について実技中心に行なった。

　また、教員向けの研修会もそれぞれで実施し、同時に、教材の

支援を希望していた現地の学校に大小のボール90個を届けた。

　ネパール／カトマンズにて、民間のスポーツクラブに

勤務する指導者や小中学校の教員などを対象に一般体操講習会が開催された。本講習会は、IOC（国

際オリンピック委員会）がFIGに委託した事業である。

　内容は、基本的な運動や2人組・3人組で行う組体操、手具を用いた体操などを実践し、主に子どもを

対象とした運動内容を展開した。今回の講習内容が受講者にとって日頃の体操指導の一助となることを願う。

　AGU一般体操委員会が主催する講習会がヨルダン／アンマンにて

開催された。ネパールや バングラディッシュ、アフガニスタン、イラ

ク、インドネシア、イラン、ヨルダンより、14名が参加した。期間中は、

子どもを対象としたワークショップも行った。

　左記期間、エストニア／タリンにて、国際体操連盟（FIG）が主催す

る一般体操コロキュウムが開催された。期間中は、FIG一般体操委

員会と各国参加者らによって一般体操の展望などについて議論がなさ

れた。コロキュウムに参加した、FIG会長 渡辺氏は、“身体活動はあ

らゆる世代において必要不可欠なものであり、一般体操が果たす役

割は大きく、特に高齢者がより豊かな生活を送るために体操が有用で

あることを言及した。コロキュウムでは、ソーシャルメディアの活用法

や子どものための体操プログラム

などについても発表が行われた。

　 また、今 後 開 催される「World 

Gym for Life Challenge 2017」や

「2019 World Gymnaestrada」に

ついては、現地組織委員会のメンバー

によってプレゼンテーション行われた。

　新旧の役員・委員がローザンヌに集い、新体制に引き継ぐセレ
モニーと、完成したばかりのFIGオフィスのお披露目も兼ねていた。
渡辺守成新会長がブルーノ・グランディ旧会長に労いの言葉とトロ
フィーを贈呈し、これからの4年間の幕開けとなった。

日　　程 平成28年10月18日〜 20日

場　　所 日本 ／ 東京 台場

日　　程 平成28年8月7日〜13日

場　　所 ネパール ／ カトマンズ市、ポカラ市

参加者数 計110名
講　　師 鈴木 幸光

日　　程 平成28年12月6日〜 9日

場　　所 ネパール ／ カトマンズ

参加者数 29名
講　　師 伊藤 由美子

日　　程 平成28年12月20日〜 23日

場　　所 ヨルダン ／ アンマン

参加者数 7ヵ国　14名

講　　師 荒木 達雄

日　　程 平成29年3月23日〜 26日

場　　所 エストニア ／ タリン

参加国数 20ヵ国

派遣委員 伊藤 由美子

● 男子体操競技技術委員 冨田 洋之
● 新体操競技委員 関田 史保子
● エアロビック委員 八木 北川 タミー
● 一般体操委員 荒木 達雄

ありがとう、グランディ氏！
FIG新時代の幕開け

ボールの特性を利用した体づくり・
健康づくり・コミュニケーションづくり！

ネパールに拡がりつつある一般体操の輪

アジアにおける指導者養成の普及

日　　程 平成29年2月24日

場　　所 スイス ／ ローザンヌ
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　中国／青島にて「第5回アジア体操祭」が開催された。今回の参

加国はアジアのみならず、北欧フィンランドやオーストラリアからも

参加があり、国際色豊かな顔ぶれとなった。なお、日本からは日

本体育大学体操部が参加した。

　開会式では、アジア体操連盟委員長 荒木氏の挨拶後、出場者

全員によるパフォーマンスや青島市内の小・中学生を中心とした演

技が繰り広げられた。2日目の晩に企画された“ガラ・パフォーマン

ス”では、参加各国の発表に加えてエアロビック競技選手やアク

ロ体操の演技もあり、詰め寄せた12,000名の観客からは割れんば

かりの拍手と歓声があがった。アジアにおける体操の普及は今後

も拡大していくであろう。

青島に10,000名を超える体操愛好家が集う！

参加者の笑顔あふれる健康増進イベント！日　　程 平成28年9月21日・22日

場　　所 中国 ／ 青島

参 加 国
中国、日本、韓国、フィンランド、
オーストラリア、マレーシア、香港
計7ヵ国

参加者数 10,700名

派遣委員 伊藤 由美子

日　　程 平成29年7月26日〜 30日

場　　所 ノルウェー ／ ベストフォール

公式サイト http://www.gymforlife2017.com/

日　　程 平成28年12月6日〜 8日
場　　所 スリランカ ／ コロンボ
参加者数 480名
視 察 者 荒木 達雄

日　　程 平成28年10月29日・30日
場　　所 韓国 ／ ソウル
参加者数 600名
視 察 者 荒木 達雄

　 左 記 期 間、 韓国体 操 協会主催の 体 操 祭と

Happy Gymnastics Festivalが開催された。

　今回はゲストチームとして、マルメ体操チーム

（スウェーデン）を招き、参加者および観客から

盛大な拍手が送られた。

　現在、スリランカでは器械体操の器具の高額化により、学

校体育の一環行事として一般体操が注目されている。そして今

回、子ども達を中心とした一般体操コンテストがスタートした。

　AGU理事会がインドネシア/ジャカルタで開催された。2017年にアジ

アで開催される大会と講習会の決定が主な議題であった。最終日には、

インドネシアで初めて開催される「一般体操祭」が、歩行者天国で道路

が封鎖された特別ステージで開催された。2,000名を超える女性が中心

となる多くの参加者が、ステージで指導する指導者の動きに合わせて元

気よく動き、参加者が一体となった体操フェスティバルであった。

　 今夏、 ノルウェー／ベストフォールにて「World Gym for Life 

Challenge2017」が開催される。FIGが企画するWorld Gym for Life 

Challengeは今回で3回目を迎える。現時点、22ヵ国・約2,200名

の体操愛好家がベストフォールに参集予定！これまでにない参加者

数によってカテゴリー毎に多様な演技が展開されるであろう。また、

コンテストの他にもワークショップが予定されており、演技発表する

だけではなく、一般体操について学ぶ機会が設けられている。なお、

日本からは筑波大学体操部が参加する。

コンテスト世界大会に 筑波大学体操部が参戦！

日　　程 平成29年2月3日〜 5日

場　　所 インドネシア ／ ジャカルタ

視 察 者 荒木 達雄

スリランカ初開催！
子どものための一般体操コンテスト

健康志向の高まり、インドネシア初！一般体操祭
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　オーストリア西端部、ボーデン湖の近くに位置する町

“ドーンビルン”にて世界体操祭が開催される。現地組織委

員会は既に運営準備に入り、新たなる企画を検討中！ 

日　　程 平成31年7月7日〜13日

場　　所 オーストリア ／ ドーンビルン
Q.
A.
Q.
A.

Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.
Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Questions & Answers !! 
世界体操祭について理解を深めよう！！

世界体操祭って？
What is the World Gymnaestrada？

競技を目的としない体操の祭典、国際規模のイベントです。
No competitions, the biggest festival in the world.

Gymnaestrada（ジムナエストラーダ）の意味って？
“Gymnaestrada” mean is…..？

“Gymna（ジムナ）”はGymnastic「体操」を指し，“Estrada（エストラーダ）”は
「道」や「舞台」という意味を持ちます。したがって、Gymnaestradaは合成語で
あり、『体操への道』と訳すことができます。
Gymnaestrada is compound word. It can be translated as way to 
gymnastics.

主催者は誰？
Who is organizer？

国際体操連盟です。
FIG Gymnastics for All Committee.

いつ、始まったの？
When did start？

1953年、オランダ／ロッテルダムにて開催されました。
It began in 1953, in Netherlands／Rotterdam.

どのくらいの頻度で開催されているの？
How often？

4年に一度開催されます。
Every 4 years.

誰が参加できるの？
Who can participate？

老若男女、誰もが参加できます
For everyone！

どのようなプログラムがあるの？
What kind of program？

開会式や閉会式、グループ・パフォーマンス、ラージ・グループ・パフォーマンス、
各国の夕べ、FIGガラなどがあります。
O p e n i n g a n d C l o s i n g Ce re m o n i es ,  G ro u p a n d La rg e G ro u p 
Performances, National Performances,  FIG Gala etc.

参加すると？
Reasons for taking part in the World Gymnaestrada？

演技をして楽しむだけではなく、体操の価値や多面性を感じることができるでしょ
う。また、イベントを通して国際交流が図れることも魅力のひとつです。自国の
文化を伝え、他国の文化を知り得るチャンスかもしれません。
・Enjoyment of gymnastics	 ・International exchange
・Interested in other countries ・Learning from each other etc…

日本は、いつから参加するようになったの？
When did Japan participate from？

1975年、第6回ドイツ／ベルリン大会のときに国士舘大学と筑波大学が初めて
参加しました。
World Gymnaestrada 1975 in Germany／Berlin, First participants are 
KOKUSHIKAN university（Rhythmic gymnastics club）and TSUKUBA university
（Gymnastics club）.

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

世界体操祭に関する情報は、
http://www.wg2019.at/wg2019/en/ をチェック！
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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回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

Registration  procedure  for  participation  in  the  Japan  Gymnastics  Festival

2017 年度

日本体操祭の参加と登録の手続きについて

① 一般体操指導員資格をお持ちの方は、先に個人登録を済ませて下さい。（4/3 〜）

② 団体登録と個人登録が必要になります。

③ 個人登録では役員、選手、愛好者など複数種の登録であっても、積算はせず最も高い額の登録料のみです。

④ 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。
　※有資格の指導者がいない場合は本協会が主催する「一般体操指導員」講習（3日間）を受講し、2017年度中に資格を取得してください。詳しくは事務局までお問い合わせください。

⑤ 個人IDは毎年同じものを使用します。設定したパスワードは変更できますが、IDは再設定ができませんので、忘れないように保管して下さい。

日本体操祭参加申込
（仮申込）

Web登録･参加手続き
（本申込）

日本体操祭当日
（6月25日）① ② ③

URL 　　http://jga-web.jp/　　へアクセスします。

団体登録担当者TOPからID、パスワードでログインし、必ず登録担当者の情報は最新のものに変更して下さい。

「種別選択による加入申請」では「一般体操」を選択して日本体操協会へ団体登録をして下さい。

＊団体登録担当者TOP からログインし、昨年度の所属選手の中から出場選手を選んで登録します。

＊複数の団体に所属しそれぞれから出場する方は、先に主たる所属団体の登録を完了し登録料の支払いを済ませてください。その後、他の団体登

録担当者に、個人のID を伝え、「個人会員検索登録」から登録させて下さい。この際には登録料は発生しません。

＊都道府県体操協会から登録がお済みの方は、登録料は発生しません。

　団体登録担当者は参加する個人のIDを入手して登録して下さい。

注 意
団体名、代表者など固有名詞は、入力の際間違いのないように、確定する前に必ず確認して下さい（全角・半角・大小文字・カンマ、ピリオドなど）。
体操祭で使用するプログラムにそのまま反映されてしまいます。

詳細はWebページの「継続登録用一般体操、団体登録・選手登録ガイド」をご参照ください。

詳細はWebページ「役員・審判・一般体操指導員用年度更新のお知らせ」をご参照ください。

※一般体操指導員の登録のお知らせは、基本的にはメールにてお知らせ致します。メールアドレスは最新のものを入力しておいて下さい。

※2017年度の登録は、4月3日(月)以降に行ってください。　※登録ガイドは、日本体操協会webページに掲載致します。

※2017年度の団体・個人登録および2017日本体操祭参加申込みの〆切は、5月24日(水)です。〆切を過ぎると登録作業は行えません。
　また、一日で登録は完了しませんので、余裕をもって手続きをして下さい。

※登録ガイドは、日本体操協会webページに掲載致しています。

URL　 http://jga-web.jp/　　へアクセスします。

個人会員TOPからご自分のID、パスワードでログインし、必ず個人の情報は最新のものに変更して下さい。

「所属団体への加入申請／資格・役職の登録」をクリックし、一般体操指導員である事を確認し、次へ進み継続の登録をします。支払いを済ませ

て登録完了になります。日本体操祭へ参加する場合は、団体登録担当者が、個人のIDで登録をする事ができます。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。日本体操祭登録時には、登録料は発生しません。参加料のみが発生します。

URL　 http://jga-web.jp/　　へアクセスします。

個人会員TOPからご自分のID、パスワードでログイン、もしくは団体登録担当者個人会員TOPからご自分のID・パスワードでログインし、

必ず登録情報は最新のものに変更して下さい。

「大会申込み」から「日本体操祭」を選択し、申込み手続きを進めます。支払いを済ませて申込み完了になります。日本体操祭登録時には、登録料

は発生致しません。参加料のみが発生します。

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

ⅰ）団体登録料・・・・5,000（円／１団体）
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）

＊平成29年4月1日現在　3歳以上

●登録申請と参加手続きの流れ

●登録の要点

●一般体操  団体登録

●一般体操  個人登録

●一般体操指導員（資格）  個人登録

●2017日本体操祭  参加申込み

●登録料と参加料

※複数のチームで参加する場合は、チーム毎に団体登録をして下さい。
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業 画事 計
平成29年度

Business  Plan  of  2017-2018  Gymnastics  for  All

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 香港

6 3（土）―10（土） Turnfest Berlin 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）2017 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・体つくり運動講習会 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

8 20（日） 第13回 福井県一般体操フェスティバル 福井県営体育館

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 15（日） 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日本体操祭参加団体代表者会議 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 津市体育館

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）―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） 2018日本体操祭 町田大会 町田市立総合体育館

1 13（土） 平成29年度 一般体操都道府県連絡会議 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） 2018つくば体操フェスティバル つくばカピオ サイバーダインアリーナ

2 11（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

3 4（日） 第49回 健康のための体操発表会 愛知県体育館

3 11（日） 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） 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

3 未定 平成29年度一般体操登録団体代表者連絡会 未定

G2017.4.1-2019.3.31

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