
　　　　　　　　　　大会名　　　　　 会場　　　　　 担当

【県内大会】
4月 16日 (日) 高校総体西部地区大会（体操競技） 静岡産業大学 (乾)

4月 22日 (土) 高校総体東部地区大会（体操競技） オクダ体育館 (古山)

4月 23日 (日) 高校総体東部地区大会（新体操男子） 稲取高校 (古山)

4月 22日 (土) 高校総体中部地区大会（体操競技・新体操男子） このはなアリーナ (鈴木康)

4月 22日 (土) 高校総体中部地区大会（新体操女子） 静岡市東部体育館 (鈴木康)

4月 29日 (土祝) 高校総体西部地区大会（新体操女子） 浜松市立高校 (乾)

4月 30日 (日) 高校総体東部地区大会（新体操女子） 沼津市総合体育館 (古山)

5月 7日 (日) 県トランポリン競技選手権大会 さんりーな (海野大)

5月 13日 (土) 高校総体県大会（体操競技） このはなアリーナ (鈴木舞)

5月 14日 (日) 高校総体県大会（新体操男子・女子） このはなアリーナ (鈴木舞)

6月 10日 (土) 県選手権大会（体操競技） このはなアリーナ (竹澤祐)

6月 3日 (土) 県選手権大会（新体操女子）・県ジュニア選手権大会（新体操女子団体） 静岡市中央体育館 (森井)

6月 3日 (土) 県選手権大会（新体操男子）・県ジュニア選手権大会（新体操男子） 静岡市中央体育館 (森井)

7月 22日 (土) 県ジュニア選手権大会（新体操女子個人） このはなアリーナ (森井)

7月 23日 (日) 県ジュニア選手権大会・中学校総合体育大会（体操競技） このはなアリーナ (奥田)

7月 28日 (金) ～ 7月 30日 (日) 県中学校総合体育大会（新体操） このはなアリーナ (柳田)

9月 16日 (土) 高校新人大会東部地区大会（体操競技） オクダ体育館 (古山)

9月 16日 (土) 高校新人大会東部地区大会（新体操男子） 稲取高校 (古山)

9月 23日 (土) 高校新人大会中部地区大会（体操競技・新体操男子） このはなアリーナ (鈴木康)

9月 23日 (土) 高校新人大会中部地区大会（新体操女子） 静岡市東部体育館 (鈴木康)

9月 23日 (土) 高校新人大会西部地区大会（新体操女子） 浜松市立高校 (乾)

9月 24日 (日) 高校新人大会東部地区大会（新体操女子） 吉原高校 (古山)

10月 1日 (日) 高校新人大会西部地区大会（体操競技） 静岡産業大学 (乾)

10月 7日 (土) しずおかスポーツフェスティバルトランポリン競技大会 さんりーな (海野大)

10月 21日 (土) 県体操祭（新体操女子）　　 静岡市中央体育館 (森井)

11月 4日 (土) 高校新人大会県大会（体操競技） このはなアリーナ (鈴木舞)

11月 5日 (日) 高校新人大会県大会（新体操） このはなアリーナ (鈴木舞)

11月 11日 (土) 県体操祭（体操競技・新体操男子）　 このはなアリーナ (奥田)

12月 3日 (日) 県体操祭（一般体操） このはなアリーナ (田中)

【東海大会】
6月 17日 (土) 東海高校総体(体操競技） このはなアリーナ (静岡県)

6月 18日 (日) 東海高校総体(新体操） このはなアリーナ (静岡県)

7月 15日 (土) 東海ブロック大会（トランポリン） 四日市市総合体育館 (三重県)

7月 16日 (日) 東海ブロック大会（体操競技） 四日市市総合体育館 (三重県)

7月 17日 (月祝) 東海ブロック大会（新体操） 四日市市総合体育館 (三重県)

8月 5日 (土) 東海ジュニア選手権大会(体操競技） 日本ガイシスポーツプラザ (愛知県)

8月 6日 (日) 東海ジュニア選手権大会(新体操） 日本ガイシスポーツプラザ (愛知県)

8月 7日 (月) 東海中学校総合体育大会(新体操） 日本ガイシスポーツプラザ (愛知県)

8月 8日 (火) ～ 8月 9日 (水) 東海中学校総合体育大会(体操競技） 日本ガイシスポーツプラザ (愛知県)

【その他】

4月 20日 (木) ～ 4月 23日 (日) 全日本体操個人総合選手権（体操競技） 東京体育館 (東京都)

5月 20日 (土) ～ 5月 21日 (日) NHK杯（体操競技）　 東京体育館 (東京都)

5月 26日 (金) ～ 5月 28日 (日) 全日本新体操ユースチャンピオンシップ／男子新体操団体選手権大会 東京体育館 (東京都)

5月 13日 (土) ～ 5月 14日 (日) 全日本トランポリン競技年齢別選手権大会 ヤマト市民体育館前橋 (群馬県)

6月 9日 (金) ～ 6月 10日 (土) 世界トランポリン競技選手権大会日本代表最終選考会 国立代々木競技場第一体育館 (東京都)

6月 10日 (土) ～ 6月 11日 (日) 全日本体操種目別選手権 国立代々木競技場第一体育館 (東京都)

6月 24日 (日) ～ 6月 25日 (月) 全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技選手権大会 静岡産業大学 (静岡県)

7月 28日 (金) ～ 7月 30日 (日) 全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 よつ葉アリーナ十勝 (北海道)

8月 5日 (土) ～ 8月 6日 (日) 全国高等学校トランポリン競技選手権大会 上越体操場 ジムリーナ (新潟県)

8月 3日 (木) ～ 8月 5日 (土) 全国高校総体（体操競技） 北海きたえーる (北海道)

8月 12日 (土) ～ 8月 17日 (木) 全日本ジュニア体操競技選手権大会 横浜武道館 (神奈川県)

8月 11日 (金祝) ～ 8月 12日 (土) 全国高校総体（新体操） 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ (北海道)

8月 24日 (木) ～ 8月 26日 (土) 全国中学校総合体育大会（体操競技） 鳴門大塚スポーツパーク アミノバリューホール (徳島県)

8月 17日 (木) ～ 8月 19日 (土) 全国中学校総合体育大会（新体操） 愛媛県総合運動公園体育館 (愛媛県)

8月 24日 (木) ～ 8月 27日 (日) 全日本学生新体操選手権大会 高崎アリーナ (群馬県)

8月 18日 (金) ～ 8月 22日 (火) 全日本学生体操競技選手権大会 長野県ホワイトリング (長野県)

9月 21日 (木) ～ 9月 24日 (日) 特別国民体育大会（体操競技） 西原商会アリーナ (鹿児島県)

9月 16日 (土) ～ 9月 17日 (日) 特別国民体育大会（新体操） 西原商会アリーナ (鹿児島県)

9月 18日 (月祝) 特別国民体育大会（トランポリン） 西原商会アリーナ (鹿児島県)

10月 14日 (土) ～ 10月 15日 (日) 全日本トランポリン競技選手権 エフピコアリーナふくやま (広島県)

10月 26日 (木) ～ 10月 29日 (日) 全日本新体操選手権大会 (東京都)

11月 17日 (金) ～ 11月 19日 (日) 全日本ジュニア新体操選手権大会 高崎アリーナ (群馬県)

11月 23日 (木祝) 日本体操祭 国立代々木競技場第一体育館 (東京都)

11月 25日 (土) ～ 11月 26日 (日) 全日本体操団体選手権 四日市市総合体育館 (三重県)

2024年

3月 2日 (土) ～ 3月 3日 (日) 全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会 アミューズ豊田 (静岡県)

令和5（2023）年度　競技に関する事業計画

日程


