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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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2018年度

事業報告
2018年度 （公財）日本体操協会公認

一般体操指導員養成講習会報告

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 1（日） 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場体育館

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）-16（日） Happy Gymnastics Festival 韓国／スーウォン

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

9  27（木）-30（日） 第16回 世界体操祭 第2回 情報会議 オーストリア／ドーンビルン

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） 維新百年記念公園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 6（水）-8（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 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 24（日） 平成30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

日程・場所

● 2018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）

● 2019年3月6日（水）・7日（木）・8日（金）

／名城大学 八事キャンパス（愛知県）

受 講 者 数
● 東京会場 50名（合格者数：50名）
● 愛知会場 57名（合格者数：57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

2019年度 一般体操指導員養成講習会

お
知
ら
せ

Tokyo

　（公財）日本体操協会一般体操委員会では、年に2回一般体操指導
員養成講習会を実施しています。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り、日本スポーツ協会の義務研
修として受講することも可能です。
　基礎理論科目としては、体操の歴史をはじめ、現代における体操の
意義や指導法、健康に関する教養科目としては栄養学や救急処置法、
マネージメント論などです。また、実技科目としてあげている徒手体操
や手具体操、器具体操、組体操においては、それぞれ実践的な内容
で講習を進め、最終日には実技試験を実施しました。
　本講習会を受講し、資格を取得された皆様が様々な現場でご活躍さ
れることを期待しています。

Aichi

（1）2019年8月9日（金）・10日（土）・11日（日）
日本体育大学 世田谷キャンパス（東京都）

（2）2020年3月予定　　　　　　　　　　　　　　 
名城大学 八事キャンパス（愛知県）

日
程
・
場
所

受講年度の4月1日現在、
満20歳以上の方

受
講
条
件

※申込手続きについては、
6月頃、当委員会のWeb
サイトに掲載します。

2019年度 一般体操指導員養成講習会
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世界選手権報告
2018

世界選手権報告

男子体操、
東京オリンピック出場権獲得

　怪我から復帰し、NHK杯タイトルを獲得した内村航平は、世界
選手権ドーハ大会を引き続きエースで迎える予定だった。しかし、
直前の足首の怪我により、足に負担のかかるゆかと跳馬は行わず、
現地での練習でそれ以外の種目でも着地動作をせず、大事をとっ
た。2016年リオデジャネイロオリンピックにおいて団体金メダル
を獲得するまで、内村が常にチームを引っ張ってきたが、2018年、
初めて内村を全面的に頼らない状況で団体戦に挑むこととなった。
中心となるのは、白井健三、萱和磨、谷川航の大学4年生トリオ。
次の時代の体操ニッポンを考えれば、彼らの成長は不可欠だ。
　団体予選は最終種目のあん馬で落下する選手が続出して冷や冷
やしたが、3位で決勝へ進出した。団体決勝で3位以内であれば
東京オリンピックの団体出場権が獲得できる。予選の得点は決勝
に持ち越さないため、予選時の失敗をどのように反省し、決勝に
臨むかが重要な鍵となる。予選ではゆか、跳馬、平行棒の演技を
行わず、3種目の出場だった内村を、平行棒でも起用して団体決勝
では4種目出場とした。また、2015年の世界選手権種目別あん馬
で銅メダルを獲得した萱は予
選で失敗したことでF難度技
を構成から外し、不安要素を
取り除いて臨むことになった。
まずは最初の種目のあん馬で
は全員が会心の演技を披露
し、続くつり輪、跳馬とミス
なく乗り切った。しかし、平
行棒では田中佑典が最高難
度でミスし、得点を伸ばせな
かった。その後、最終種目の
ゆかで谷川がしりもちをつく
ミスも出たが、団体3位とな

り、東京オリンピック団体出場権
を獲得した。
　一方、昨年予想していた通り、
中国とロシアが日本を上回る成長
を遂げていた。2020年の地元
東京オリンピックを見据えると、
日本はチーム全体の底上げを必
要としている。そんな中、初めて
中国と、お互いの強化拠点を行
き来する合同強化合宿を実現さ
せた。お互いはライバルだが、刺
激と親交を求めながら、日中が
世界をリードするという思いが重なったことで実現した歴史的出来
事だ。2019年初めの新たな1歩を踏み出した日中の成長は必見だ。

村上茉愛が
日本人最高位となる
世界選手権
個人総合
銀メダリストに

　日本代表候補に名を連ねていた宮川紗江のコーチが、彼女に暴
力をふるっていた問題を機に、それが塚原千恵子女子本部長のパ
ワハラ問題へと発展し、重要な世界選手権前に体操界に激震が走っ
た。協会はパワハラの有無の結論が出る前に本部長の役職を一時
解職にし、その指揮をアジア大会で監督を務めた田中光に求めた。
さらに、杉原愛子の腰痛が改善されず、最後までどうするのか判断
に苦しんだが、杉原を除く4選手のみで予選を戦い抜くことを決め
た。こうした厳しい状況の中、選手たちは自らがその状況を改善し
たいという強い思いの感じられる演技を披露し、団体予選6位、そ
して決勝でも6位となった。主力選手を一人欠き、国内女子体操
界の状況を考えると、東京オリンピックの団体出場権は獲得でき

なかったが、次につながる頑張りだったと言
える。その頑張りはエースの村上茉愛がさら
に個人総合決勝で見せ、日本人として初めて
銀メダルを獲得する快挙を成し遂げた。その
勢いを利用し、2019年の世界選手権で決ま
る9ヵ国に与えられる東京オリンピックの団
体出場国を決めたいところだ。

新体操団体メダル連続獲得

　フェアリージャパン
POLA団体のチームの
目標は団体決勝で3位
に入り、東京オリンピッ
クの出場権を獲得する
ことだった。しかし、3
位との差1.4及ばず5位という結果で、出場権獲得は2019年のバ
クーでの世界選手権へ持ち越しとなった。前回大会で初めて団体
総合で銅メダルを獲得した日本チームに対する期待は大きかった
が、2018年1月1日から適用される大きなルール変更がなされた
影響は少なくない。このルール変更の大きな改正点は、難しさを評
価する得点が、2017年までは10点満点としていたところ、2018
年からは上限なしになったのだ。つまり、難しい演技構成をすれ
ばするほど得点が上がるというもの。この難しさを示す得点Dスコ
アの2種目合計は、1位のロシアが12.2なのに対し、日本は10.4。
この段階で2点近く離されてしまっている。ここが今の日本の課題

である。日本が武器とする丁寧で
正確な技さばきと息の合ったコン
ビネーションにどれだけ技の難し
さを向上させることができるか。
2019年にその真価が問われる。

女子トランポリンが
初の世界選手権チャンピオンに

　女子トランポリンが念願の世界選手権金メダルを獲得した。二人
が同時に同じ演技を行うシンクロ競技において森ひかる・宇山芽
紅ペアがそれを達成したのだが、このペアは森のパートナーである
高木の直前の怪我により急造のペアだった。シンクロ競技はお互
いの特徴を知り、息の合った跳躍をしなければならず、急遽つくっ
たペアで結果を残すことは非常に難しい。しかし、その結果を残
せたのも、前回大会で女子は初めて世界選手権でメダルを獲得し、
国内の選手たちの士気があがっており、さらに2019年世界選手権、
2020年オリンピックと2年連続で大きな国際大会が2019年11月
にオープンする有明体操競技場（東京）で行われることになってい
ることが、選手の底上げにつながっていると感じる。今後も女子の
活躍は大いに期待できる。
　一方で、男子はメダルゼロ。さらに、決勝にコマを進めることが
できない屈辱を味わった。手に届くところまでに来ている世界の頂
点を前に、怪我という壁が立ちはだかっている状況だが、その壁
を乗り越え、女子に負けない結果を期待したい。

　以上、それぞれの種別で2018年は特に女子の活躍の目立った
年だったと言える。引き続き、皆様の温かいご支援ご協力をお願
いし、2018年の体操ニッポンの振り返りとしたい。

2018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

　「新体操」はブルガリアのソフィアにて9月7日～ 16日、「体操
競技」はカタールのドーハにて10月25日～ 11月3日、そして

「トランポリン」はロシアのサンクトペテルブルグにて11月7日
～ 10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。このうち、トランポリンを除き、すでに2020年に開催され
る東京オリンピックの予選を兼ねることになり、単に世界一を競
う大会であるだけでなく、各国にとって注目の大会となった。
　今回は、その体操ニッポンの戦いを振り返ってみたい。

©日本体操協会

▲ 日中合同強化合宿

■ 男子体操競技（銀メダル2、銅メダル2）
選　　手：	内村	航平、白井	健三、谷川	航、萱	和磨、田中	佑典
団体総合：	団体3位
個人総合：	萱6位、白井7位
種	目	別：〈ゆか〉白井2位、萱8位　〈跳馬〉白井3位
	 〈鉄棒〉内村2位

■ 女子体操競技
選　　手：	村上	茉愛、寺本	明日香、畠田	瞳、梶田	凪、杉原	愛子
団体総合：	団体6位
個人総合：	村上2位、寺本10位
種	目	別：〈ゆか〉村上3位

■ 新体操
選　　手：〈個人〉皆川	夏穂、大岩	千未来、喜田	純鈴
	 〈団体〉杉本	早裕吏、松原	梨恵、熨斗谷	さくら、
	 横田	葵子、鈴木	歩佳
個　　人：〈国別〉8位　〈総合〉皆川12位、大岩23位
	 〈種目別リボン〉皆川8位　
団　　体：〈総合〉5位　〈フープ〉2位　〈ボール＆ロープ〉4位

■ 男子トランポリン
選　　手：	上山	容弘、外村	哲也、堺	亮介、岸	大貴
	 〈タンブリング〉杉浦	隼平（予選16位）　
個　　人：〈個人準決勝〉外村12位、上山21位、堺24位
	 〈シンクロ〉上山・堺組予選24位

■ 女子トランポリン
選　　手：	森	ひかる、宇山	芽紅、松原	知穂
個　　人：〈個人決勝〉森5位、宇山8位
	 〈シンクロ〉森・宇山組1位

【世界選手権における体操ニッポンの主な成績】
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2018

日本体操祭参加団体

崎津ジュニア体操教室
瀬尾 知子

公益財団法人日本体操協会体操スクール
関 泰徳

健康体操ラムーヴ
北村 裕子

自由学園
早野 曜子

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

ファミリズム キッズ親子ダンス
梅田 梨絵

MEGU Movement
曽我 惠

アート体操研究会
渡部 順子

大橋体操教室 A
大橋 美穂子

ラック新体操クラブwith Eチーム
一之瀬 友貴

SILICON VALLEY ACADEMY
杉山 太裕

ラック新体操クラブwith Cチーム
一之瀬 友貴

安達新体操クラブ
安達 三保子

町田市リズム運動サークル・Kids
服部 敬子

K’s summons for S
鈴木 慶子

フレンドリークラブ 千鶴・わいわい
池田 小百合

AMINASTIC
森 麻美

栗ノ沢幼稚園
杉山 敏幸

行田新体操クラブ
若林 千代子

波多野恵子 Art Dance Gymnastics
波多野 恵子

駿河台大学体操演技同好会
鈴木 慶子

02. 

07. 

12. 

17. 

03. 

08. 

13. 

18. 

04. 

09. 

14. 

19. 

05. 

10. 

15. 

20. 

01. 

06. 

11. 

16. 

21. 田畑隆子ジャズ体操教室 A
田畑 隆子

22. H.G.G.（春山体操グループ）
春山 文子

D・D・D倶楽部
小川 秀美

23. 24. 

船橋ジャズ体操グループ A
麻野 和子

新潟大学リズム体操部 A
檜皮 貴子

25. 26. JOY新体操クラブ・ムサシノ
谷浦 麻実

27. フレンドリークラブ あすなろ
伊藤 由佳

28. 

ファミリズム ベビーカーダンス
梅田 梨絵

南体操クラブ
南 明恵美

ラック新体操クラブwith Dチーム
一之瀬 友貴

29. 30. 31. 府中ジャズ体操自主グループ
田畑 隆子

32. 

　2018年7月1日（日）、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館にて
「2018日本体操祭」を開催しました。今回は89チーム 約3,000名の
体操愛好家が参集、観客は約2,800名を動員し、演技者は日頃の練
習成果を発表しました。
　「みんなで体操」では、現在、一般体操委員会が創作している体操
作品を実施しました。この作品は、（公財）日本体操協会から世界に発
信する、簡単で誰もが動ける内容です。東京2020オリンピック競技
大会に向けて色々な体操イベントが開催されるため、そのプログラム
の一つとして準備をしています。作品完成後は、各地における体操祭
でも活用して頂けることを願っています。

事 業 名 ● 2018日本体操祭

日　　 程 ● 2018年7月1日（日）

場　　 所 ● 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

参 加 者 数 ● 89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

2018

日本体操祭報告
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2018

日本体操祭参加団体
2018

日本体操祭参加団体

大泉スワロー体育クラブ
三宅 泉

あさがお
山﨑 光弘

練南新体操クラブ
米澤 恵美

T.G.S（TAKAKO体操スクエア）
菅野 多賀子

全日本自然運動連盟
佐藤 正子

シャルム新体操クラブ
斎藤 千鶴

湯澤きよみ音楽体操グループ
湯澤 きよみ

さがみ野新体操クラブ
プレスリー 明日香

アクロ体操
磯前 方章

キサラギクラブ
星川 澄子

湘南ジャズ体操ファミリー
相良 陽子

やまフェスがんばっちょるチーム
江藤 康予

町田市リズム運動サークル・シニア
伊藤 啓子

JOY新体操クラブ・ムサシノkids
谷浦 麻実

ラートフレンズ
檜皮 貴子

森山秀子ジャズ体操チーム
森山 秀子

東京ジュニア新体操クラブ
波多野 恵子

CACこじか体操クラブ
呉林 真理子

CTC新体操クラブ B
秋山 裕史

TENKAI Family
山本 太郎

新潟大学リズム体操部 B
檜皮 貴子

34. 

39. 

44. 

49. 

35. 

40. 

45. 

50. 

36. 

41. 

46. 

51. 

37. 

42. 

47. 

52. 

33. 

38. 

43. 

48. 

53. BDSジュニア
鈴城 エミ

54. 狛江新体操クラブ
三宅 ユミ

湘南ジャズ体操ファミリー Jr.
相良 陽子

55. 56. 

大橋体操教室 B
大橋 美穂子

ジュニア新体操クラブ スウィング
中井 理絵

57. 58. PAPA’Sと愉快な仲間たち
中原 朋子

59. 国士舘大学
山田 小太郎

60. 

K’s summons
鈴木 慶子

フェリシャスR・G
村林 直美

手具健康体操トライビクス
山本 幸子

61. 62. 63. 町田市リズム運動サークル
伊藤 啓子

64. 

ラック新体操クラブwith Aチーム
一之瀬 友貴

にっつく！
鈴木 慶子

EN体操クラブ
田中 佳代子

ラック新体操クラブwith Fチーム
一之瀬 友貴

南砂リトルスポーツクラブ
丸山 芳伸

お～るど・ボーイズ
荒木 達雄

JAKUREN新体操クラブ
益子 由美子

名古屋芸術大学リズム体操部
服部 航平

HINO新体操クラブ
松田 聖子

DIVA RG＆練馬新体操クラブ
本望 あゆみ

Joy Party
盛田 安紀子

ゆうリボン
辻 優子

Gymunity
アーント 三浦玲子

筑波大学
本谷 聡

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 Gチーム
一之瀬 友貴

健康体操教室ハローフレンズ イノア
伊藤 敦子

ARAIジャズ体操クラブ
赤澤 幹子

CTC新体操クラブ A
秋山 裕史

Y.Y.クラブ
赤澤 幹子

日本体育大学 体操部
三宅 良輔

66. 

71. 

76. 

81. 

67. 

72. 

77. 

82. 

68. 

73. 

78. 

83. 

69. 

74. 

79. 

84. 

65. 

70. 

75. 

80. 

85. 真美フレッシュ体操
鈴木 万里子

86. 日本ジャズ体操指導者連盟
古尾谷 千恵子

横浜ドリーマーポップ
向出 徳章

87. 88. 

ラック新体操クラブwith Bチーム
一之瀬 友貴

89. 
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各地の体操祭実施報告
2018- 2019

各地の体操祭実施報告

第31回 埼玉県一般体操演技発表会

第11回 上越体操祭 第15回 福岡県体操祭

 くまもと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一般体操

2018年5月26日（土）

上尾運動公園体育館

22団体 372名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年10月7日（日）

上越市総合体育館

26団体 358名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年10月14日（日）

アクシオン福岡

66団体 1,100名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年9月2日（日）

熊本市総合体育館

20団体 572名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年9月2日（日）
鯖江市総合体育館
33団体 887名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第50回 健康のための体操発表会
2019年3月3日（日）

ドルフィンズアリーナ

69団体 3,960名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

北海道
北 海 道

中　国
鳥 取 県

岡 山 県

山 口 県

東　北
開催県なし

九　州
福 岡 県

佐 賀 県

熊 本 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県
東　海
愛 知 県

三 重 県

静 岡 県

四　国
高 知 県

香 川 県

徳 島 県

近　畿
大 阪 府

京 都 府

奈 良 県

関　東
栃 木 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

茨 城 県

北信越
福 井 県

新 潟 県

　第50回 健康のための体操発表会が名古屋市中区のドル

フィンズアリーナにて開催されました。50回記念となる今大

会の参加者数は3,960名（昨年より1,000名増）、ラジオ体操

やオリジナルの体操作品、ダンスなどが披露されました。

　当日は、中日新聞 特別版が配布され、発表会の歴史を振

り返るとともに笑顔溢れるイベントが今後も継続されることを

願っています。　

派遣委員   ：  南 明恵美
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各地の体操祭実施報告
2018- 2019

各地の体操祭実施報告

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

第12回 京都体操祭　− GYMSBEAT'18−  
兼 第21回 かめおか体操祭

2018年10月14日（日）

津市産業・スポーツセンター サオリーナ・サブアリーナ

33団体 610名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年11月25日（日）

京都学園大学 体育館

33団体 473名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第25回 体操フェスティバル2018 NARA
2018年10月14日（日）

奈良市中央体育館

22団体 585名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018 まちだ体操祭

Gym Sports Festa 2018（第8回 相模原市体操祭）

2018年10月21日（日）

町田市立総合体育館 メインアリーナ

36団体 2,114名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年11月11日（日）

相模原市立総合体育館

32団体 1,501名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第4回 かがわ体操祭2018
2018年10月21日（日）

坂出市立体育館

22団体 533名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

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

 “輝く笑顔” 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

2018年11月23日（金・祝）

高知県立青少年センター

15団体 229名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年11月25日（日）

学校法人 梅花学園 澤山記念会館 澤山記念ホール

41団体 879名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

体操フェスティバルヨコハマ2018
2018年11月4日（日）

横浜文化体育館

72団体 1,933名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

平成30年度 県民総合体育大会(一般体操の部)
2018年10月28日（日）

上尾運動公園体育館

20団体 363名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数
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各地の体操祭実施報告
2018- 2019

各地の体操祭実施報告

第28回 2018かごしま体操フェスティバル

第15回 みやざき体操祭

第14回 佐賀県ときめき体操フェスティバル
2018年12月2日（日）

鹿児島県総合体育センター体育館

36団体 1,008名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018年12月24日（月・祝）

宮崎県体育館

25団体 475 名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2019年1月20日（日）

諸冨文化体育館

32団体 約450名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第10回 静岡県体操祭 一般体操の部
2018年12月9日（日）

このはなアリーナ

47団体 1,051名

日　　程

日　　程

参加団体 参加者数

第11回 とくしま体操祭

2018年12月16日（日）

小松島市立体育館

27団体 170名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第6回 沖縄体操祭
～ダンスポちゃん～

2019年2月10日（日）

沖縄県総合運動公園体育館

30団体 500名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第28回 体操フェスティバルかわさき2018
2019年2月10日（日）

川崎市とどろきアリーナ

39団体 1,189名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2018体操フェスティバル in ほっかいどう
2019年1月25日（金）

北翔大学第１体育館

47団体 856名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第24回 つくば体操フェスティバル
2019年2月2日（土）

つくばカピオ・サイバーダイン・アリーナ

32団体 485名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

第29回 栃木県体操フェスティバル
2018年12月23日（日）

県立県南体育館

30団体 219名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数
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2018- 2019

各地の体操祭実施報告 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

開催まであと500日！東京2020オリンピック競技大会

体操（体操競技・新体操・トランポリン）を有明体操競技場で観戦しよう

◉競技スケジュール（2018年12月5日 現在）

◉チケット価格

2020年 7月 8月

競　技 種　目
25 26 27 28 29 30 31 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

体　操

体 操 競 技 ○ ○

新 体 操 ○

ト ラ ン ポ リ ン

種　別 セッションタイプ A B C

体操競技
予選（男女） 25,500円 10,500円 4,000円

決勝（男女） 72,000円 36,500円 11,800円

新体操
予選（女子） 12,000円 9,500円 4,000円

決勝（女子） 36,000円 17,500円 5,800円

トランポリン 決勝（男女） 16,000円 11,000円 5,500円

有明体操競技場

有明北地区に仮設で整備される会場です。大会時には、

約12,000人の客席数を有する競技場が建設される予定です。

観戦チケット

東京2020大会公式チケット販売サイトでチケットを購入
する際には、TOKYO 2020 IDの登録が必要となります。
TOKYO 2020 IDご登録いただくと、メールマガジン等を
通じてチケット情報を含む、大会関連情報が配信されます。

ID登録はこちらから

※2019年1月30日時点の情報となります。各競技の価格やセッションタイプは変更となる場合があります。
　チケット価格は全て日本円・税込みとなります。

内観イメージ図
（2017年11月時点）

外観イメージ図（2018年11月時点）

第7回 やまぐち体操フェスティバル2018
2019年2月24日（日）

維新百年記念公園スポーツ文化センター アリーナ

33団体 385名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

晴れの国おかやま体操祭2018
第14回 一般体操フェスティバルin鳥取

2019年3月16日（土）

ジップアリーナ岡山（メインアリーナ）

11団体 450名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2019年3月9日（土）

鳥取県立米子産業体育館

25団体 538名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数

2019千葉県体操フェスティバル
2019年3月17日（日）

千葉県総合スポーツセンター体育館

3団体 66名

日　　程

会　　場

参加団体 参加者数
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一般体操コロキュウム、カナダにて開催！ ドイツチーム“Ostalbhurgler”、ネパールを訪問！

Event FIG Gymnastics for All Colloquium

Date April 25-29, 2018

venue Ottawa (Canada)

Number of participating countries 30

Number of participants 50

　国際体操連盟一般体操委員会は、年に1度コロキュウムを開催して
います。今回のコロキュウムは、2018年4月25日（水）～ 29日（日）、
オタワ（カナダ）にて開催され、30ヵ国約50名が参加しました。
　期間中は、国際体操連盟一般体操委員会からの情報提供の他、
カナダ体操連盟による自国におけるスポーツ・身体活動の現状など
について発表が行われました。

　2018年5月27日（日）、ネパール体操協会はカトマンズにて第2回一般体操
フェスティバルを開催しました。子どもを中心とした約2,000名の参加者は、
世界遺産ダルバール広場付近にて演技を発表しました。ネパール体操協会は、
フェスティバルのゲストとしてドイツチー
ム「Ostalbhurgler」を招 待しました。
Ostalbhurglerはフェスティバルにおけ
る演技発表の他、国内12箇所の学校を
訪問し、ワークショップを通して子ども
達と交流しました。

FIG Gymnastics for All Colloquium in Canada

FIG Gymnastics for All Committee hold the colloquium once 
a year. This time, it held from 25-29 April in Ottawa (Canada). 
50 participants representing from 30 federations attended the 
event. FIG Gymnastics for All Committee presented about 
own events and Canadian Gymnastics Federation made 
presentations on their sports and physical activity.

●	カナダにおける女性スポーツの振興
●	障がい者アスリートを対象とした指導法
●	体操フェスティバルを運営するためのアイディア
●	World	Gym	for	Life	Challenge（ノルウェー大会の振り返り
と今後の展望）

●	世界体操祭の最新情報

●	Advancement of women’s sports and physical activity in Canada /Canada
●	Coaching Athletes with a Disability / Hong Kong
●	Ideas about building own National Gymnastics Festival / Swiss
●	World Gym for Life Challenge / FIG GfA Committee
●	World Gymnaestrada 2019/WG local organizing committee

German team“Ostalbhurgler”visited Nepal!!

Event 2nd Gymnastics for All festival

Date May 27, 2018

venue Kathmandu (Nepal)

Number of participants 2,000

Delegate Tatsuo ARAKI

Nepal Gymnastics Association held 2nd Gymnastics for All festival on 
27 May in Kathmandu (Nepal). The participants performed at outdoor 
venue near World Heritage. In addition, Nepal Gymnastics Association 
invited the German team “Ostalbhurgler” as a guest of this time. They 
did not only performance but also workshops. They visited the school in 
Kathmandu and Pokhara. They were able to exchange about gymnastics 
and culture with students. It was wonderful experience to each other.

事 業 名 第2回 一般体操フェスティバル

日　 　程 2018年5月27日（日）

場　　 所 カトマンズ（ネパール）

参加者数 約2,000名

出 席 者 荒木 達雄

事 業 名 国際体操連盟 一般体操コロキュウム

日　 　程 2018年4月25日（水）～ 4月29日（日）

場　　 所 オタワ（カナダ）

参加国数 30ヵ国

参加者数 約50名
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韓国で唯一の体操祭！ 第16回 世界体操祭 開催間近に迫る！

　右記期間、水原（韓国）にて韓国体操祭および新体操発表会が開催されま
した。一般体操の発表の他、参加型のプログラムとしてみんなで体操や講習
会が行われました。また、選抜チームによる演技発表（GALA）もあり、大
変充実した2日間でありました。今後も一般体操を通して韓国との友好を深
めつつ、参加チームが増大するよう期待しています。

The only festival of Gymnastics for All in South Korea!

9th International Happy Gymnastics Festival & Rhythmic 
Gymnastics Festival took place 15-16 September 2018 in 
Suwon (South Korea). Korea, Japan, Malaysia and The United 
States of America participated the event, with a total of 500 
participants taking part. The day 1st was foreign country team 
Gala and performance of Gymnastics for All, workshop, the 
day 2nd was Rhythmic Gymnastics Festival. 
We hope that the number of participants in this event will 
increase even more. In addition, we would like to exchange 
with Korea in the future.

16th World Gymnaestrada is just around the corner!

FIG Gymnastics for All committee and local organizing committee 
held information meeting of World Gymnaestrada from 27-30 
September 2018 in Dornbirn. FIG Gymnastics for All committee 
members and 67 delegates from 34 nations attended it. 
The contents of the meeting are as follows;

Opening/ Closing Ceremony , Group Per formances, National 
Performances, City Performances, Dornbirn Special, World Team, 
FIG Gala, Workshop
Accommodation, Catering
Apparatus
Transportation
National villages(meeting hosts, inspection of school etc)
Definitive registration
Time schedule until the event

●

●

●

●

●

●

●

Event
16th World Gymnaestrada 
2nd information meeting

Date September 27-30, 2018

venue Dornbirn (Austria)

Number of participating countries 34

Number of participants 67

Delegate Yumiko ITOH, Takako HIWA

アート体操研究会、真美フレッシュ体操、日本体育大学体操部、
お～るど・ボーイズ、自由学園、佐賀県立神崎清明高校新体操部

Art Gymnastics Society, Shinbi Fresh Gymnastics, Nittaidai 
Gymnastics club, Old Boys, JIYU GAKUEN,
Kanzakiseimei High School Men’s Rhythmic Gymnastics club 

参 加 団 体

Participants from Japan

事 業 名 第9回ハッピー体操祭＆新体操発表会

日　 　程 2018年9月15日（土）～ 9月16日（日）

場　　 所 水原（韓国）

参加国数 4ヵ国（韓国、日本、マレーシア、アメリカ）

参加者数 約500名

派遣委員 南 明恵美

Event
9th International Happy Gymnastics Festival & 

Rhythmic Gymnastics Festival

Date September 15-16, 2018

venue Suwon (South Korea)

Number of participating countries 4

Number of participants 500

Delegate Akemi MINAMI

　2018年9月下旬、国際体操連盟一般
体操委員会および現地組織委員会は、各
国代表者を対象に世界体操祭の情報会議
を開きました。3日間に渡る会議では、以
下の情報について説明がなされました。

❶ 各種プログラムについて
❷ 宿泊、ケータリングについて
❸ 器具の貸出について
❹ 交通手段について
❺ ナショナル ヴィレッジについて
❻ 参加申込みの手続きについて
❼ イベント当日までの流れ

事 業 名 第16回世界体操祭 第2回情報会議

日　 　程 2018年9月27日（木）～ 9月30日（日）

場　　 所 ドーンビルン（オーストリア）

参加国数 34 ヵ国

参加者数 67名

派遣委員 伊藤 由美子、檜皮 貴子

海外の一般体操情報 海外の一般体操情報
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国際体操フォーラム、
ブラジルにて開催！

International Forum of Gymnastics for All in Brazil

　2018年10月18日（木）～ 21日（日）、サンパウロ（ブラジル）にて、国際体
操フォーラムが開催されました。このフォーラムは2001年に始まり、一般体
操について理解を深めるとともに、情報交換の場になることを目的としてい
ます。主なプログラムとして研究発表部門と実技発表部門があり、今回は国
際体操連盟一般体操委員会のメンバーが出席し、実技講習などを行いました。

International Forum of Gymnastics for All took place 18-21 October 
2018 in São Paulo (Brazil). This forum started in 2001. It has aimed 
to be a venue to exchange experiences and knowledge about 
Gymnastics for All. The main programs were research presentation 
and practical training sessions. The participants were about 3,000, 
Brazilian and foreigner. This time, FIG Gymnastics for All Committee 
members attended it.

事 業 名 国際体操フォーラム

日　 　程 2018年10月18日（木）～ 10月21日（日）

場　　 所 サンパウロ（ブラジル）

参加者数 約3,000名

出 席 者 荒木 達雄

Event
9th International Forum 

of Gymnastics for All

Date October 18-21, 2018

venue São Paulo (Brazil)

Number of participants 3,000

Delegate Tatsuo ARAKI

アジア体操連盟 一般体操委員会委員長に荒木達雄氏 再任！

Mr. ARAKI was elected president 
of the Asian Gymnastics Union Gymnastics for All Committee

FIG Gymnastics for All  Activities Course in Serbia

　2018年12月21日（金）、ドーハ（カタール）にて、アジア体操連盟（以下AGU）総会が開催
されました。今回の総会では、役員の選挙が行われ、AGU一般体操委員会委員長に荒木達
雄氏（（公財）日本体操協会一般体操委員会委員長）が選出されました。アジアにおける一般
体操の普及事業として、2020年の秋にアジア体操祭を企画している旨、提案もなされました。

FIG Gymnastics for All committee 
held Gymnastics for All Activities 
Course from 28 February – 3 March 
2019 in Serbia. The course have been 
attended by 26 participants from 13 
countries in Europe.

The contents of course are as follows;
2019 World Gymnaestrada
World Gym for Life Challenge
Gymnastics for All Colloquium in Lisbon
Theory of Gymnastics for All
Practical training of Gymnastics for All

Event FIG Gymnastics for All Activities Course

Date February 28 – March 3, 2019

venue Novi Sad (Serbia)

Number of participating countries 13

Number of participants 26

Experts Tatsuo ARAKI, 
Monika Siskova

The Asian Gymnastics Union held 20th Congress meeting on 21 December in 
Doha (Qatar). 
Tatsuo ARAKI was elected president of the Asian Gymnastics Union 
Gymnastics for All Committee. He talked about planning Asian Gymnaestrada 
around the autumn of 2020.

事 業 名 国際体操連盟 一般体操講習会

日　 　程 2019年2月28日（木）～ 3月3日（日）

場　　 所 ノビサド（セルビア）

参加国数 13 ヵ国

参加者数 26名

講　　 師
荒木 達雄、

Monika Siskova

　2019年2月28日（木）～ 3月3日（日）、国際体操連盟一般体操委員会は
ヨーロッパ諸国を対象に一般体操講習会を開催し、13ヵ国26名がノビサド

（セルビア）に集いました。講習会では一般体操についての理論や実技プロ
グラム、今後開催されるイベントについても情報提供がなされました。

●

●

●

●

●

Event 20th Asian Gymnastics Union 
Congress meeting

Date December 21, 2018

venue Doha(Qatar)

Number of participants 60

Delegate
Norifumi YAMAMOTO,

Tatsuo ARAKI,  
Rika YAMAMOTO

国際体操連盟 一般体操講習会、
セルビアにて開催！

事 業 名 アジア体操連盟 総会

日　 　 程 2018年12月21日（金）

場　　 所 ドーハ（カタール）

参 加 国 数 35ヵ国

参 加 者 数 約60名

出 席 者 山本 宜史、　荒木 達雄、　山本 里佳

海外の一般体操情報 海外の一般体操情報
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　2019年2月7日（木）～10日（日）、オーストリア／ドーンビルンにて、国
際体操連盟一般体操委員会と世界体操祭現地組織委員会による最終合同
会議が開かれ、本番に向けてすべての事柄について確認がなされました。
　3月13日時点、60ヵ国が参加表明をしており、これは世界体操祭史上 
最高記録となります。なお、日本からは約400名が参加することになって
おり、ナショナル・パフォーマンスでは、「Japan& Asian friends」を企
画しています。イベント開催まで、あと100日！！！

世界体操祭の見どころのひとつ、ナショナル・パフォーマンス！各国による独自のプログラム。
The National performances are one of the highlights of the World Gymnaestrada! 
The best performances of the different nations will be presented in 90-minute show programs.

日本の11チームとアジア諸国によって構成される90分間のプログラム！多種多様な体操作品の他、
和太鼓や日本舞踊などの伝統芸能も披露！アジア諸国からは韓国やマレーシア、ネパール、
タイ、カタール、スリランカが参加！
11 Japanese teams with Asian countries will make 90-minute programs. We are preparing a wide variety of performances. 
The show includes gymnastics and Japanese traditional dance, as well as playing powerful wonderful Japanese drum performances. 
Participants from Asian countries are Korea, Malaysia, Nepal, Thailand, Qatar and Sri Lanka. 

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 

■ ナショナル・パフォーマンス　
― National Performances ― /Trade Exhibition Centre_Hall 6 and 9 

Japan & Asian friends

ラージグループによるガラ・プログラム、大集団が生み出す美しさは圧巻！！
Dornbirn Special, It is special event for large group performance. 
They will make Impressive performance!!

■ ドーンビルン・スペシャル
― Dornbirn Special ― / Birkenwiese Stadium  

参加型プログラム！知見を広げるためには絶好の機会！
This program can join everyone! It is great opportunity for you. 
You can get lots of information there!!

■ ワークショップ　
― Workshops ― / Trade Exhibition Centre_Hall 1, 2, 3 and 4

8つの市町村で展開される野外ステージ・パフォーマンス！

City Performance is open-air stages performance in the 8 different towns and 
villages. These towns are crowded gymnasts during World Gymnaestrada.
Participant from Japan: Shinbi Fresh Gymnastics

■ シティー・パフォーマンス　
― City Performance ― 

Every 4 years, World-wide, Non-competitive Gymnastics festival
The 60 nations have signed up to participate! High record in the history of the World Gymnaestrada

FIG Gymnastics for All committee and local organizing committee held joint meeting from 7-10 February 2019 in Dornbirn, in the meeting were confirmed all things.
The 60 nations have signed up to participate (as of March 13, 2019). Its number is high record in the history of the World Gymnaestrada. Japan registered with 
approximately 400 participants. We have national performance program, will planning of performance with Asian countries.
Just 100 days to go until the World Gymnaestrada !!! (As of the end of March, 2019)

第16 回

世界体操祭情報
第16 回

世界体操祭情報

▲ 国際体操連盟一般体操委員会

◉参加チーム 　Participants from JAPAN ◉スケジュール 　Schedule

● 町田市リズム運動サークル MACHIDA

● 真美フレッシュ体操 Shinbi Fresh Gymnastics

● Takako Gymnaestics Square Takako Gymnastics Square

● 健康体操教室 ハローフレンズ イノア Hello Friends INOA

● 新潟県体操研究会 Niigata Gymnastics Group

● 新潟大学 Niigata University

● モダントレーニング研究会 Modern T.G

● 日本ジャズ体操指導者連盟 JJGTO

● ヘルスプロモーションかごしま HPK SAKURA

● 自由学園 JIYU GAKUEN

● 日本体育大学 体操部 Nittaidai Gymnastics Club

● インターナショナル・お～るど・ボーイズ International Old Boys

● 筑波大学 体操部 University of Tsukuba, Gymnastics Club

● 日本体育大学 ダンス部 Nittaidai Dance Club

● げんきキッズ（ドイツ／デュッセルドルフ）

※日本の夕べのみ参加

Genki Kids
※ National performance

Hall 6

8日
8th

月
Mon

１８：００ スイス
Switzerland

２０：３０ スイス
Switzerland

9日
9th

火
Tue

１８：００ 北欧 
Nordic Countries

２０：３０ 北欧 
Nordic Countries

11日
11th

木
Thu

１８：００ ポルトガル  
Portugal

２０：３０ 日本＆アジア諸国 
Japan & Asian friends

Hall 9

8日
8th

月
Mon

１８：３０ オーストリア
Austria

２１：００ オーストリア
Austria

9日
9th

火
Tue

１８：３０ ドイツ 
Germany

２１：００ ドイツ 
Germany

11日
11th

木
Thu

１８：３０ イタリア  
Italy

２１：００ アメリカ 
PAGU (Pan America)

ナショナル・ヴィレッジって？　
What are National Villages?  

参加者は国ごとに割り当てられた市町村に滞在する。日本選
手団のナショナル・ヴィレッジはフェルトキルヒ（Feldkirch）。
フェルトキルヒはオーストリア最西端にあり、リヒテンシュタイ
ンに程近い町で800年以上の歴史を誇る。

The local organizing committee is preparing National Village for 
participants. Japanese participants stay in Feldkirch. It located near 
Liechtenstein, more than 800 years of history.

1 Australia PCYC Gymaroos Performance Team

2 Austria Novus & The Freaks acrobatics showteam

3 Benin Les super acrobats

4 Canada Team Saskatchewan

5 Czech Republic Sokol Kampa Trampoline Praha

6 Denmark Gjellerup

7 Finland Team Finland

8 Germany TV Ludwigshafen-Bodensee "Showteam Blues Brothers"

9 Greece Olympiada Thrakomakedonon

10 Israel Maccabi Dan

11 Italy Societa dilettantistica gimnastica

12 Japan International Old Boys

13 Mexico Holistica Gimnasia

14 Norway Fredrikstad Gymnastics Club

15 Portugal Mãe D‘Água

16 Sweden Malmöflickorna

17 Switzerland Swiss rings & Welsch Master Team

18 United States Chattooga

19 Zimbabwe Zimgym

世界各国の参加者（有志）
から成るグループ。
参加者は2回の合同リハーサル
を経て本番に挑む。

The World Team is an international large group performance which gymnasts from 
all over the world can take part. Participants take two rehearsals in Dornbirn. Then 
they will try performance!
Participants from Japan: University of Tsukuba, Gymnastics Club and JIYU GAKUEN

■ ワールド・チーム　― World Team ―  

世界体操祭において絶対的なプログラムとして存在する「FIG Gala」。 
FIGによる選考、19チームが繰り広げる素晴らしい作品の数 ！々！

The FIG Gala is absolute highlight 
of the World Gymnaestrada! It is 
an event organized by FIG. 
FIG se lec ted 19 teams f rom 
around the world. That 's really 
fantastic show program!!

■ FIGガラ
― FIG Gala  ― /Trade Exhibition Centre_Hall 6

4年に一度、競技を目的としない体操の祭典
60ヵ国が参加表明、世界体操祭史上最高記録！
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2019年度

日本体操祭の参加と登録の手続きについて

…

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。

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。

登録申請と参加手続きの流れ

参加申込
（仮申込 6/3 ～ 7/21）

日本体操祭 参加申込（仮申込み）について

「2019日本体操祭参加団体代表者会議」について

Web登録･参加手続きについて（本申込み）

日本体操祭当日（10/5）

代表者会議出席
（7/28）

Web登録・参加手続き
（8/5 ～ 8/22）

当日
（10/5）

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、2019年度の登録手続きを行なってください。

（JGA-Webでの2019年度登録は3/15より受付を開始しています。）

 http://jga-web.jp/　へアクセスする

 画面右に表示する「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）

2019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。

 6/3（月）〜 7/21（日） https://www.jpn-gym.or.jp/gymnasticsforall

2019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。

 7/28（日）　午後 国立オリンピック記念青少年総合センター

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8月初旬（8/1 ～ 8/5）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。

 8/5（月）〜 8/22（木）　 https://jga-web.jp/

※ 手続きのガイドは、演技プログラムと一緒に8月初旬に、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。

申込み期間

日　　時

申込サイト

会　　場

申込みサイト登録・参加手続き（本申込み）

◎登録料・参加料

ⅰ）団体登録料・・・・5,000（円 ／１チームごと）

団体登録には、本協会が認定する「一般体操指導員」の資格を有する者が、１名以
上必要です。右の枠内の説明にある通り、下の表「ⅱ）個人登録料」の“☆指導者”
の登録とは異なりますので、ご留意ください。

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）

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

＊平成31年4月1日現在　3歳以上

☆「指導者」と「一般体操指導員資格」の
　 登録は異なります。

「一般体操指導員資格」をお持ちの方は、別の登録手続き

が必要です。登録方法は、本紙面の下部をご参照ください。

なお、この手続きにおける「指導者」とは、各種資格の有

無を問わず、その団体が任意に指名する指導者・コーチ

など選手・演技者以外の団体構成員をさします。

例えば、演技はしないが指導・引率をする者として体操

祭に参加する者がこれにあたります。
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月 日 事業内容 場所

4 1（月） 一般体操情報誌 G.C.発行 －

5 26(日) 第32回 埼玉県一般体操演技発表会 上尾運動公園体育館

7 7（日）-13（土） 第16回 世界体操祭 オーストリア／ドーンビルン

7 28（日） 2019日本体操祭 代表者連絡会 オリンピックセンター

8 9（金）-11（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 25（日） 第15回 福井県一般体操フェスティバル 鯖江市総合体育館

10 5（土） 2019日本体操祭 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

10 6（日） ひろしま体操FUN2フェスタ2019 広島市中区スポーツセンター

10 6（日） 第12回 上越体操祭 上越市総合体育館

10 13（日） くまもと体操フェスティバル2019 熊本市総合体育館

10 19（土） 第13回 京都体操祭 －GYMSBEAT'19－  兼 第22回 かめおか体操祭 京都先端科学大学体育館（旧京都学園大学）

10 19（土） 第29回 体操フェスティバル かわさき2019 川崎市とどろきアリーナ

10 20（日） 第26回 体操フェスティバル2019NARA 奈良市中央体育館

10 20（日） 2019まちだ体操祭 町田市立総合体育館

10 22（火・祝） 第5回 かがわ体操祭2019 坂出市立体育館

10 27（日） 県民総合体育大会［一般体操の部］ 上尾運動公園体育館

10 27（日） 第16回 福岡県体操祭 アクシオン福岡

10 27（日） みえスポーツフェスティバル2019 健康体操大会 兼 第31回 三重体操祭 松阪市さんぎんアリーナ　

11 4(月・祝) 体操フェスティバル ヨコハマ2019 横浜文化体育館

11 10（日） Gym Sports Festa 2019（第9回相模原市体操祭） 相模原市立総合体育館

11 10（日） 2019体操フェスティバルin ほっかいどう 北翔大学体育館

11 23（土） わくわく体操フェスティバル 　第17回 高知県体操祭 兼 第70回 体操とダンスの発表会 高知県立青少年センター

12 1（日） 第13回 おおさか体操祭2019 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

12 1（日） 第29回 2019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 8（日） 第11回 静岡県体操祭 一般体操の部 このはなアリーナ

12 8（日） 第16回 みやざき体操祭 宮崎県体育館 

12 15（日） 第12回 とくしま体操祭 小松島市立体育館

12 15(日） 第15回 佐賀県ときめき体操フェスティバル 諸冨文化体育館

12 23(月) 第30回 栃木県体操フェスティバル 栃木市総合運動公園体育館

2 11（火・祝） 第7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

3 7（土） 第25回 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

3 15(日） 第51回 健康のための体操発表会 愛知県体育館

3 15(日） 第8回 やまぐち体操フェスティバル（2019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 15（日） 2020千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 20(金・祝) 晴れの国おかやま体操祭2019 ジップアリーナ岡山

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

3 未定 2019年度 一般体操登録団体代表者会議 未定

関 泰徳（2019年4月〜）
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