
 

（2018.04.01.）

種別 事　　業　　名 会　　　　場

04月08日 （日） 新 平成30年度 新体操女子9ブロックU-12関東県代表選手選考会 高津スポーツセンター　メインアリーナ

04月22日 （日） 会 理事会・評議員会 かながわ県民サポートセンター　１５０１会議室

05月03日 （木） 新 関東高校県予選会（男子） 光明学園相模原高等学校　体育館

05月04日 （金） 新 関東高校県予選会（女子） 横須賀市北体育会館

05月05日 （土） 体 平成30年度 県選手権大会 ・第73回国民体育大会県予選会（成年の部） 秦野市カルチャパーク総合体育館

05月06日 （日） 体 関東高校県予選会 秦野市カルチャパーク総合体育館

05月12日 （土） 体 平成30年度第41回 神奈川県中学生体操競技選手権大会 秦野市カルチャパーク総合体育館

05月13日 （日） 新 県高校総合体育大会（女子） 横須賀市北体育会館

05月13日 （日） 一 平成30年度 地域スポーツ指導者研修会 神奈川県立スポーツ会館

05月19日 （土） ト 平成30年度 第1回バッジテスト会 ・総会 厚木市荻野運動公園体育館　小体育館

05月20日 （日） 新 県高校総合体育大会（男子） 光明学園相模原高等学校　体育館

05月27日 （日） 体 県高校総合体育大会 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

06月02日 （土） 新 平成30年度第41回 県中学校新体操選手権大会 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

06月08日 （金） 会 第1回関東体操協会理事会・関東高体連体操専門部　合同会議 群馬県：前橋市

体 平成30年度 関東高校選手権大会 群馬県：ALSOKぐんまアリーナ

新 平成30年度 関東高校選手権大会 群馬県：高崎アリーナ

06月23日 （土） 平成30年度 県選手権大会 ・第73回国民体育大会県予選会（少年の部） 神奈川県立湘南台高等学校　体育館

06月24日 （日） 平成30年度 全国高校総体県最終予選会 慶應義塾高等学校　蝮谷体育館

06月24日 （日） 会 常務理事会 未定

06月24日 （日） 新 全国高校総体県最終予選会（男子） 光明学園相模原高等学校　体育館

06月24日 （日） 新 全国高校総体県最終予選会（女子） 横須賀市北体育会館

07月07日 （土） 平成30年度 県ジュニア女子新体操選手権大会　兼 トッケイセキュリティ平塚市総合体育館

07月08日 （日） 　　　　　　　　　　　　第26回 関東ジュニア女子新体操選手権大会県予選会 横須賀市北体育館

07月08日 （日） 一 平成30年度 地域スポーツ指導者研修会 横須賀市立諏訪小学校　体育館

07月16日 （月） 体 県体操競技高校生大会 相模原市北総合体育館

7月22日 （日） 新 平成30年度　県高校女子新体操選手権大会 横須賀市北体育会館

7月22日 （日） 新 平成30年度　県高校男子新体操選手権大会 光明学園相模原高等学校体育館

7月27日 （金） ～ 29日 （日） 体 県中学校総合体育大会 とどろきアリーナ

7月27日 （金） 新 平成30年度 県ジュニア新体操実技講習会Ⅰ 兼 指導者研修会 海老名運動公園総合体育館

7月28日 （土） 新 県中学校総合体育大会 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

08月04日 （土） ～ 06日 （月） 体 平成30年度 全国高等学校総合体育大会 静岡県：草薙総合運動場体育館　このはアリーナ

08月06日 （月） ・ 07日 （火） 新 平成30年度第49回　関東中学校新体操大会 栃木県：県立南体育館

08月09日 （木） ・ 10日 （金） 体 平成30年度第49回　関東中学校体操競技大会 栃木県：栃木県体育館

08月11日 （土） ・ 12日 （日） 新 平成30年度 全国高等学校総合体育大会 静岡県：草薙総合運動場体育館　このはアリーナ

平成30年度第26回　関東ジュニア女子新体操選手権大会　兼

   平成30年度第36回　全日本ジュニア新体操選手権大会関東ブロック予選会

8月12日 （日） ～ 17日 （金） 体 2018全日本ジュニア体操競技選手権大会 横浜文化体育館

8月16日 （木） 新 平成30年度 県ジュニア新体操実技講習会Ⅱ 兼 指導者研修会 海老名運動公園総合体育館

08月18日 （土） ・ 19日 （日） 新 第49回　全国中学校新体操選手権大会 島根県：松江市総合体育館

08月21日 （火） ～ 22日 （水） 体 第49回　全国中学校体操競技選手権大会 島根県：県立体育館

08月24日 （金） 会 第2回関東体操協会理事会 茨木県：水戸市

08月24日 （金） ・ 25日 （土） 体

08月26日 （日） ・ 27日 （月） 新

08月26日 （日） ・ 27日 （月） 新 第10回　関東男子新体操選手権大会

県ジュニア体操競技選手権大会

　兼　第13回 全国ブロック選抜U-12体操競技選手権大会 県予選会

　兼　第19回 全国体操小学生大会 県予選会

09月02日 （日） 一 平成30年度 地域スポーツ指導者研修会 横須賀市立諏訪小学校　体育館

09月22日 （土） ・ 23日 （日） 体 第59回 神奈川県大学体操競技選手権大会 東海大学湘南キャンパス　体操体育館

09月29日 （土） 新 平成30年度 県ｼﾞｭﾆｱ女子新体操選手権大会・新体操クラブ選手権(秋季大会Ｃクラス) トッケイセキュリティ平塚総合体育館

09月30日 （日） 新 平成30年度 県ｼﾞｭﾆｱ女子新体操選手権大会・新体操クラブ選手権(秋季大会Ａクラス・シニアクラス) トッケイセキュリティ平塚総合体育館

体

10月07日 （日） ・ 08日 （月） 新

11月03日 （土） 体 平成30年度　第6回県中学校新人体操競技大会 とどろきアリーナ

11月04日 （日） 体 県高校新人大会 とどろきアリーナ

11月10日 （土） ・ 11日 （日） 体 第13回 全国ブロック選抜U-12体操競技選手権大会 岩手県：県営体育館

11月18日 （日） 新 県高校新人大会（男女） カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

11月18日 （日） 一 平成30年度 地域スポーツ指導者研修会 横須賀市立諏訪小学校　体育館

11月24日 （土） 体 平成30年度 第12回 県小･中学生体操種目別競技会 横須賀市南体育会館

12月01日 （土） ・ 02日 （日） 新 平成30年度 県ｼﾞｭﾆｱ女子新体操選手権大会・新体操クラブ選手権(冬季大会) カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)

12月下旬 会 理事会 未定

02月09日 （土） ・ 10日 （日） ト 第33回 県トランポリン大会　神奈川県知事杯争奪戦 厚木市荻野運動公園体育館

02月10日 （日） 会 (公財)日本体操協会全国代表者連絡会議 未定

02月16日 （土） 新 平成30年度 県ジュニア新体操 なわ跳び競技会・フェステバル 秦野市カルチャパーク総合体育館

02月下旬 会 第3回 関東体操協会理事会・関東高体連体操専門部 未定

03月02日 （土） ・ 03日 （日） 体 平成30年度　第12回県小･中学生体操競技大会 横須賀市総合体育館　　メインアリーナ

03月15日 （金） ～ 17日 （日） 体 第9回 横浜カップ ジュニア体操競技選手権大会 横浜文化体育館

03月下旬 会 理事会・祝賀会 未定

03月22日 （金） ・ 23日 （土） 新 平成30年度第34回 全国高等学校新体操選抜大会 鳥取県：県民体育館

03月23日 （土） ・ 24日 （日） 体 平成30年度第35回 全国高等学校体操選抜大会 山口県：スポーツ文化センターアリーナ

03月27日 （水） ・ 28日 （木） 体 第19回　全国体操小学生大会 茨城県：大洗町総合運動公園体育館

体
（女子）

（男子）

                 平成30年度 神奈川県体操協会事業計画及び関連事業一覧

2018年度　　期日

06月09日 （土） ・ 10日 （日）

新08月11日 （土） ・ 12日 （日）

茨木県：日立市池の川さくらアリーナ
第73回　国民体育大会関東ブロック大会

第73回　国民体育大会

神奈川県：秦野市カルチャパーク総合体育館

福井県：鯖江市サンドーム

秦野市カルチャパーク総合体育館

(個人競技予選)
新

(個人決勝/団体)

※種別 ： 会＝会議、 体＝体操競技、 新＝新体操、 一＝体力づくり、 ト＝トランポリン

※上記事業計画は諸事情により変更になる場合があります。協会オフィシャルホームページでご確認ください。

09月30日(日)  ～  10月03日(水)

08月24日 （金） ～ 26日 （日） 体


