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＜２０１９年度 全日本学生体操連盟役員総会 次第＞ 

 

配布物確認                           

 

１. 権限の審査 

２. 開会宣言 

３. 会長挨拶 

４. 議長選出 

５. 報告事項 

① ２０１９年度全日本学生体操連盟事業報告について 

② ２０１９年度本部及び支部事業報告について 

③ ２０１９年度新加盟及び脱退について 

④ ２０１９年度全日本学生体操連盟表彰対象者の認定及び表彰 

⑤ ２０１９年度幹事校について 

⑥ ２０１９年度体操競技部別昇降格について 

 

６. 協議事項   

① 令和２年度新役員（案）について 

② 令和２年度幹事校および幹事・常任幹事（案）について 

③ 令和２年度年間事業計画（案）について 

④ 第７４回全日本学生体操競技選手権大会要項(案)について  

⑤ 第７２回全日本学生新体操選手権大会要項(案)について 

⑥ 諸規則改訂（案）について 

⑦ 全日本学生体操連盟会計について 

⑧ 今後のメディア申請について 

 

７． その他 

 

８． 閉会の挨拶 
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５. 報告事項 

 

①２０１９年度全日本学生体操連盟事業報告について 

 

＜会議＞ 

 

会議名 期 日 場 所 

２０１９年度 

常任幹事会 

 ２０１９年  ４月１８日（木） 

５月３１日（金) 
岸記念体育会館 

６月２４日（月) 

７月２６日（金） 

１０月 ４日（金) 

          １１月 １日（金) 

        １１月２９日（金) 

２０２０年  １月１７日（金） 

2月１７日（月） 

JAPAN SPORT OLYMPIC 

SQUARE 

体操競技 理事会 ２０１９年 ８月１９日（月）  維新大晃アリーナ 

新体操 理事会 ２０１９年 ８月２４日（土）      北九州市立総合体育館 

２０１９年度 

代表委員会 
２０１９年１２月２６日（木） 

JAPAN SPORT OLYMPIC 

SQUARE 

２０１９年度 

役員総会（中止） 
２０２０年３月１３日（金） Comfot新宿 

２０１９年度 

役員総会に代わる 

常任幹事会・理事会 

２０２０年３月１３日（金） 
JAPAN SPORT OLYMPIC 

SQUARE 

 

 

＜大会＞ 

 

大会名 期 日 場 所 

第７３回全日本学生体操競技選手権大会 
２０１９年８月１８日（日） 

     ～８月２２日（木） 
維新大晃アリーナ 

第７１回全日本学生新体操選手権大会 
２０１９年８月２４日（土） 

     ～８月２７日（火） 
北九州市立総合体育館 
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②２０１９年度全日本及び支部事業報告について 

 

月 日 
体操競技 

新体操 
事業名 会場 主催 

４ 

１３～１４ 新体操 第６６回東海北信越学生新体操選手権大会 中京大学豊田キャンパス 東海・北信越 

１８～１９ 体操競技 第６１回関西学生体操選手権大会(体操競技の部） 和歌山県立体育館 関西 

１９～２１ 
新体操 

体操競技 

第３９回九州学生新体操選手権大会 

第６７回九州学生体操競技選手権大会 
鹿児島県総合体育センター 九州 

２０～２１ 体操競技 第６６回東海北信越学生体操選手権大会 静岡産業大学磐田キャンパス 東海・北信越 

２７～２８ 新体操 第６１回関西学生体操選手権大会(新体操の部） 花園大学 関西 

２９～5/１ 体操競技 第３４回東日本学生体操競技グループ選手権大会 茨城県 笠松運動公園 東日本 

５ 

１０～１２ 新体操 第５２回東日本学生新体操選手権大会 山形県総合運動公園 東日本 

２４～２６ 体操競技 第５２回東日本学生体操競技選手権大会 一関市総合体育館 東日本 

２８～３０ 新体操 第６９回西日本学生体操選手権大会（新体操の部） スカイホール豊田 西日本 

３１～６/２ 体操競技 第６９回西日本学生体操選手権大会（体操競技の部） スカイホール豊田 西日本 

８ 

１８～２２ 体操競技 第７３回全日本学生体操競技選手権大会 山口県 維新大晃アリーナ 全日本 

２４～２７ 新体操 第７１回全日本学生新体操選手権大会 福岡県 北九州市立総合体育館 全日本 

１０ 

（中止） 

１１～１３ 
体操競技 

令和元年度関東学生新人体操競技選手権大会 

令和元年度関東学生体操競技交流大会 
栃木県体育館 関東 

１９～２１ 
体操競技 

新体操 

第４０回九州学生新体操新人大会 第５回メモリーカップ 

第６２回九州学生体操競技新人大会 
長崎県立総合体育館 九州 

２５～２７ 体操競技 
第４９回東海北信越学生新人体操選手権大会 兼 

令和元年度東海北信越学生体操交流大会 
静岡産業大学磐田キャンパス 東海・北信越 

２６～２７ 体操競技 

第５１回関西学生体操新人選手権大会 兼 

セノーチャレンジカップ第３回関西大会 

関西学生体操大会（体操競技の部） 

鯖江市総合体育館 関西 

１１ 

２３～２４ 新体操 
第２４回東日本学生新人新体操選手権大会 

第１６回東日本学生新体操交流大会 
東京女子体育大学 東日本 

３０～１２/１ 体操競技 第５１回東北・北海道学生体操競技選手権大会 仙台大学 東北 

１２ １４～１５ 新体操 
第５１回関西学生体操新人選手権大会 兼 

令和元年度関西学生体操交流大会（新体操の部） 
花園大学 関西 

３ 

（中止） 

１３ 

体操競技 

新体操 
全日本学生体操連盟役員総会 Comfot新宿 全日本 

１３ 
体操競技 

新体操 

全日本学生体操連盟役員総会に代わる 

常任幹事会・理事会 
JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 全日本 

 
体操競技 

新体操 
各支部の学生体操連盟役員総会  各支部 
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③２０１９年度 新加盟及び脱退について  

 

<新加盟>  

男子 八戸工業大学 体操競技 東北・北海道支部 

 

女子 

東京女子医科大学 体操競技 関東支部 

ノートルダム清心女子大学 新体操 関西支部 

帝京大学 新体操 九州支部 

 

<脱退>  

 該当なし 

 

＜２０１９年度 加盟選手及び指導者、並びに加盟校数＞          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④２０１９年度全日本学生体操連盟表彰対象者の認定及び表彰 

 

＜栄光賞＞   

(本連盟の加盟者でオリンピック大会、世界選手権大会に出場した選手および、ユニバーシアード大会、 

アジア大会において入賞した団体並びに個人選手に贈る) 

 

   ・第４９回世界体操競技選手権大会 

    谷川 翔（順天堂大学） 杉原 愛子（武庫川女子大学）  梶田 凪（中京大学） 

 

・第８回アジア体操競技選手権大会 

    府殿 大佑  （日本体育大学）  荒屋敷 響貴（順天堂大学）   田中 樹    （日本体育大学） 

  春木 三憲  （日本体育大学）  佐野 亜里紗（日本体育大学）   花島 なつみ（日本体育大学） 

 

            支部 

 区分 

 
東北 

北海道 

 

関東 

 
東海 

北信越 

 

関西 

 

九州 
 
 合計 

選
手
数 

体操 男子 ９８ ４００ １１５ １２９ １０７ ８４９ 

体操 女子 ３２ ２６０ ５４ ８２ ２６ ４５４ 

新体操 男子 ５７ ３２ ３ ２９ １５ １３６ 

新体操 女子 ８ ２２４ ２３ ２７ １９ ３０１ 

合計 １９５ ９１６ １９５ ２６７ １６７ １７４０ 

指
導
者
数 

体操 １５ ９９ ２７ ６９ １８ ２２８ 

新体操 ４ ３８ ７ ２０ ４ ７３ 

合計 １９ １３７ ３４ ８９ ２２ ３０１ 

加
盟
校
数 

体操 男子 ９ ３０ ９ １５ ４ ６７ 

体操 女子 ７ ２８ ４ １３ ３ ５５ 

新体操 男子 ２ １ １ ６ １ １１ 

新体操 女子 １ ９ ４ ７ ４ ２５ 

合計 １９ ６８ １８ ４１ １２ １５８ 
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   ・第１１回アジア新体操選手権大会 

    猪又 涼子（日本女子体育大学） 立澤 孝菜（国士舘大学）  柴山 瑠莉子（日本女子体育大学） 

 

・第３０回ユニバーシアード大会 

（体操競技）   谷川 翔（順天堂大学） 杉原 愛子（武庫川女子大学） 

   （新体操）    団体：武庫川女子大学   個人：柴山 瑠莉子（日本女子体育大学） 

   

＜優秀賞＞ 

(全日本学生選手権大会において優勝した団体並びに個人選手) 

 

＜体操競技の部＞ 

団体   男子   日本体育大学          女子   日本体育大学 

個人   男子   北村 郁弥 （順天堂大学)   女子   杉原 愛子 (武庫川女子大学)   

 

＜新体操の部＞ 

団体   男子   青森大学             女子   日本女子体育大学  武庫川女子大学 

個人   男子   安藤 梨友 (青森大学)      女子   古井 里奈 （国士舘大学）  

 

＜功労賞＞ 

(本連盟諸事業の企画・運営等に極めて顕著な功績があった者) 

 

浦 逸稀   大澤 和希    松田 美帆  長谷部 亘   遠藤 教仁  矢田 瑛二 

長谷 勇希  杉野 颯      山口 隼人  原 康平    中村 仁    梶川 立城 

小西 健佑  鶴田 江莉華  森田 明希 

 

⑤２０１９年度幹事校について 

支部 種別 男子 女子 推薦 

東北・ 

北海道 

体操競技 仙台大学 仙台大学  

新体操 青森大学  仙台大学 

関東 

体操競技 日本体育大学、順天堂大

学、早稲田大学、筑波大

学、慶應義塾大学、日本大

学、駒澤大学、東海大学 

日本体育大学、国士舘大学、

筑波大学、日本女子体育大

学、東京女子体育大学、順天

堂大学、東海大学、日本大学 

 

新体操 国士舘大学 日本女子体育大学、東京女

子体育大学、国士舘大学、日

本体育大学 

流通経済大学 

東海・ 

北信越 

体操競技 静岡産業大学 中京大学  

新体操    

関西 

体操競技 大阪体育大学 大阪体育大学、武庫川女子

大学 

天理大学、大阪

産業大学 

新体操 花園大学 武庫川女子大学  

九州 
体操競技 福岡大学 福岡大学  

新体操 福岡大学 福岡大学  
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⑥２０１９年度体操競技部別昇降格について 

 

１部昇格校  男子 駒澤大学、東海大学          女子 中京大学、東海大学 

２部降格校  男子 静岡産業大学、大阪体育大学   女子 大阪体育大学、日本大学 

       

 

６. 協議事項 

 

①令和２年度新役員（案）について 
 

名誉顧問  二木 英徳  中島 光廣  滝沢 康二  朝倉 正昭 

 

顧問 （本連盟に幹事を派遣している加盟大学の部長および本連盟幹事長歴任者１名） 

日下 三男  佐野  淳  小河原慶太  土屋 純   赤木 完爾 

渡辺 博之  館  俊樹  三上 肇    田原 宏晃  松山 尚道 

正見こずえ  田口 晴康  針生 弘    田口 康之   秋山エリカ 

村田由香里 片山 直登  石渡 貴之   師  茂樹  満武 華代 

鳥田亜弥菜 

 

     参与 （公益財団法人日本体操協会役員のうち副会長、専務理事、常務理事および業者） 

具志堅 幸司  竹内 輝明  荒木 達雄  山本 宜史 

遠藤 幸一    水鳥 寿思  田中  光    山﨑 浩子   竹村  英明 

後藤 洋一    米田 功    岩瀬 史子 

尾﨑  徹也 （セノー株式会社）  

廣西  俊二 （株式会社 ササキスポーツ） 

保木  久仁彦（京王観光株式会社） 

脇屋  利弘 （アトムスポーツ） 

 

会   長   慶野 峰晴 

副 会 長  竹田 幸夫   関田史保子 

常任理事  清水 紀人   ＜東北・北海道＞ 

(支部会長) 佐藤  道雄   ＜関  東＞ 

近藤 重晃    ＜東海・北信越＞ 

平井  富弘   ＜関  西＞ 

堀内 担志    ＜九  州＞ 

理 事 長                        小海 隆樹 

副理事長                長谷川洋子 

     理    事  畠田好章（日本体育大学） 原田睦巳（順天堂大学）    藤原敏行（大阪体育大学） 

瀬尾京子（日本体育大学） 三井正也（武庫川女子大学） 長澤郁子(日本大学) 

中田吉光（青森大学）    山田小太郎（国士舘大学）   

木皿久美子（日本女子体育大学）  

 

監  事     尾西 奈美 小野田 桂子 
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②令和２年度 幹事校および幹事・常任幹事（案）について 

 

１）幹事校 

支部 種別 男子 女子 推薦 

東北・ 

北海道 

体操競技 仙台大学 仙台大学  

新体操 青森大学､仙台大学   

関東 

体操競技 日本体育大学、順天堂大

学、早稲田大学、筑波大

学、慶應義塾大学、日本

大学、駒澤大学、東海大

学 

日本体育大学、国士舘大学、

筑波大学、日本女子体育大

学、東京女子体育大学、順天

堂大学、東海大学、日本大学 

 

新体操 国士舘大学 日本女子体育大学、東京女子

体育大学、国士舘大学、日本

体育大学､流通経済大学、立教

大学 

 

東海・ 

北信越 

体操競技 静岡産業大学 中京大学  

新体操  中京大学  

関西 

体操競技 大阪体育大学、関西大

学、天理大学 

大阪体育大学、武庫川女子大

学、大阪産業大学 

大阪保健医療

大学 

新体操 花園大学 武庫川女子大学、花園大学、

同志社大学 

九州 
体操競技 福岡大学 福岡大学  

新体操 福岡大学 福岡大学  

 

２）幹事 

中島 大輔 （青森大学） 赤木 和香 （駒澤大学） 竹本 恵里 （武庫川女子大学） 

永山 晃暉 （仙台大学） 仲里 月来 （国士舘大学） 山本 康平  （大阪産業大学） 

吉田 龍志 （仙台大学） 伊藤 幸希 （国士舘大学） 塚本 翔大  （天理大学） 

大石 望友 （東京女子体育大学） 小賀坂 楓  （国士舘大学） 薮内 大樹  （天理大学） 

内池 玲菜 （東京女子体育大学） 天野 仁平 （東海大学） 加茂 晴奈  （花園大学） 

千葉香々乃（東京女子体育大学） 横山 あかね （立教大学） 横山 涼    （大阪体育大学） 

堀 恵里花 （東京女子体育大学） 浦 絃紀    （静岡産業大学） 岡田威己（大阪保健医療大学） 

千葉 佐和子（流通経済大学） 前川 尚也  （静岡産業大学） 久保 創大  (福岡大学) 

羽山 千咲 （日本体育大学） 和田 空    （静岡産業大学） 深町 朱里 （福岡大学） 

山瀬 恵    （日本体育大学） 阿知波 泉  （中京大学） 原田 あすか（福岡大学 

小島 啓太郎（慶応義塾大学） 鈴木 ひかる （中京大学） 新垣 亜光  （福岡大学） 

菊地 詩乃  （日本女子体育大学） 福田 真依  （中京大学） 松尾 風香  （福岡大学） 

小瀬川 初音 (日本女子体育大学) 矢野 耀太  （中京大学） 川﨑 理子  （福岡大学） 

白石 百音華 (日本女子体育大学) 中野 亜唯  （中京大学） 石井 克典  （福岡大学） 

関根 勇輝  （順天堂大学） 桑野安由美 （武庫川女子大学） 加藤 紗矢  （福岡大学） 

岡野 海斗  （筑波大学） 永里 杏澄  （武庫川女子大学）  

木村 歌那  （早稲田大学） 戎 紗希   （武庫川女子大学）  
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３）常任幹事 

 

 

 

③令和２年度全日本学生体操連盟事業計画（案）について 

 

＜大会開催案＞ 

 

大会名 期 日 場 所 

第７２回全日本学生新体操選手権大会 令和２年８月２３日（日） 

～８月２６日(水) 

広島県 エフピコアリーナふくやま 

福山市総合体育館 

第７４回全日本学生体操競技選手権大会 令和２年８月２７日(木) 

     ～８月３１日(月) 

広島県 エフピコアリーナふくやま 

福山市総合体育館 

 

 

幹 事 長 大石 望友（東京女子体育大学） 

副 幹 事 長 体操競技：内池 玲菜（東京女子体育大学） 新体操：千葉香々乃（東京女子体育大学） 

会     計 赤木 和香（駒澤大学） 

会 計 補 佐 体操競技：小賀坂 楓（国士舘大学） 新体操：伊藤 幸希（国士舘大学） 

体操競技部長 男子：天野 仁平（東海大学） 女子：羽山 千咲（日本体育大学） 

新体操競技部長 男子：仲里 月来（国士舘大学） 女子：菊地 詩乃（日本女子体育大学） 
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＜全日本及び支部事業案＞                           令和２年３月１３日現在 

月 日 
体操競技 

新体操 
事業名 会場 主催 

４ 

１８～１９ 新体操 第６２回関西学生体操選手権大会(新体操の部） 花園大学 関西 

２４～２６ 体操競技 第３５回東日本学生体操競技グループ選手権大会 栃木県体育館 東日本 

２５～２６ 体操競技 第６２回関西学生体操選手権大会(体操競技の部） 兵庫県 姫路市立中央体育館（ウインク体育館） 関西 

中止 新体操 第６７回東海北信越学生新体操選手権大会 中京大学 東海・北信越 

中止 体操競技 第６７回東海北信越学生体操選手権大会 静岡産業大学 東海・北信越 

５ 

１～２ 新体操 第４０回九州学生新体操選手権大会 大分県立総合体育館 九州 

２～３ 体操競技 第６８回九州学生体操競技選手権大会 大分県立総合体育館 九州 

７～９ 体操競技 第５３回東日本学生体操競技選手権大会 栃木県体育館 東日本 

１５～１７ 新体操 第５３回東日本学生新体操選手権大会 宮城県 白石文化体育活動センター 東日本 

２２～２４ 体操競技 第７０回西日本学生体操選手権大会（体操競技の部） 兵庫県 グリーンアリーナ神戸 西日本 

２５～２７ 新体操 第７０回西日本学生体操選手権大会（新体操の部） 兵庫県 グリーンアリーナ神戸 西日本 

８ 

２３～２６ 新体操 第７２回全日本学生新体操選手権大会 
広島県 エフピコアリーナふくやま 

福山市総合体育館 
全日本 

２７～３１ 体操競技 第７４回全日本学生体操競技選手権大会 
広島県 エフピコアリーナふくやま 

福山市総合体育館 
全日本 

１０ 

１～４ 体操競技 
令和２年度関東学生新人体操競技選手権大会 

令和２年度関東学生体操競技交流大会 
栃木県体育館 関東 

２３～２４ 新体操 
第４１回九州学生新体操新人大会 

第６回メモリーカップ 
福岡県 北九州市立総合体育館 九州 

２４～２５ 体操競技 第６３回九州学生体操競技新人大会 福岡県 北九州市立総合体育館 九州 

未定 体操競技 
第５０回東海北信越学生新人体操選手権大会 兼 

令和２年度東海北信越学生体操交流大会 
静岡産業大学 東海・北信越 

未定 体操競技 

第５２回関西学生体操新人選手権大会 兼 

セノーチャレンジカップ 

第４回関西大会関西学生体操大会（体操競技の部） 

未定 関西 

１１ 

未定 新体操 
第２５回東日本学生新人新体操選手権大会 

第１７回東日本学生新体操交流大会 
未定 東日本 

未定 体操競技 第５２回東北・北海道学生体操競技選手権大会 未定 東北 

１２ 未定 新体操 
第５２回関西学生体操新人選手権大会 兼 

令和２年度関西学生体操交流大会（新体操の部） 
未定 関西 

３ 
未定 

体操競技 

新体操 
全日本学生体操連盟役員総会 未定 全日本 

未定 
体操競技 

新体操 
各支部の学生体操連盟役員総会 未定 各支部 
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④第７４回全日本学生体操競技選手権大会要項(案) ※別紙 

 

⑤第７２回全日本学生新体操選手権大会要項(案)  ※別紙 

 

⑥諸規則改訂（案）について ※別紙 

 

⑦全日本学生体操連盟 会計について ※別紙 

 

⑧ 今後のメディア申請について 

 

７． その他 

 

８． 閉会の挨拶 
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体操競技

支部 男女 幹事校名
東北 男女 仙台大学 永山　晃暉
関東 男女 日本体育大学 羽山　千咲

順天堂大学 関根　勇輝
筑波大学 岡野　海都
日本大学
東海大学 天野　仁平

男子 早稲田大学 木村　歌那
慶應義塾大学 小島啓太郎
駒澤大学 赤木　和香

女子 国士舘大学
日本女子体育大学 小瀬川初音
東京女子体育大学 堀　恵里花

東海 男子 静岡産業大学 浦 　絃紀 前川　尚也 和田　空
女子 中京大学 阿知波　泉 鈴木ひかる 福田　真依

矢野　耀太 中野　亜唯
関西 男女 大阪体育大学 横山　涼

男子 関西大学
天理大学 塚本　翔大 薮内　大樹

女子 武庫川女子大学 永里　杏澄
大阪産業大学 山本　康平

その他 大阪保健医療大学 岡田　威己
九州 男女 福岡大学 久保　創大 川﨑　理子

新体操

支部 男女 幹事校名
東北 男子 青森大学 中島　大輔

仙台大学 吉田　龍志
関東 男子 国士舘大学 仲里　月来 伊藤　幸希

女子 小賀坂　楓
日本女子体育大学 菊地　詩乃 白石百音華
東京女子体育大学 大石　望友 内池　玲菜 千葉香々乃
日本体育大学 山瀬　恵
流通経済大学 千葉佐和子
立教大学 横山あかね

東海 女子 中京大学
関西 男女 花園大学 加茂　晴奈

女子 武庫川女子大学 桑野安由美 戎　紗希 竹本　恵理
同志社大学

九州 男女 福岡大学 原田あすか 深町　朱里 松尾　風香
松尾　風香 新垣　亜光 石井　克典
加藤　紗矢

令和２年２月現在

派遣幹事

派遣幹事

令和２年度　学生役員派遣予定
 


