
２０２２年度　新潟県体操協会行事計画

※県協会関係事業

月 日(曜日） 種別 行　　　　　　事 会　　場

１６（土）  ～　 １７ （日） 新体操 　新体操日本代表選考会 高崎アリーナ

２３（土）  ～　 ２４ （日） 体操競技 　全日本個人総合選手権 東京体育館

３０（土） 新体操 ※新潟県団体選手権大会・国体予選会（新体操女子） 新潟市西総合スポーツセンター

　３（火） トランポリン ※新潟県トランポリン選手権大会・北信越Jr予選・国体予選 上越市立上越体操場

　７（土）  ～　 　８（日） 体操競技 ※県Jｒ選手権大会・北信越Ｊｒ予選・国体予選 上越市立上越体操場

１４（土）  ～　 １５ （日） 体操競技 　NHK杯体操 東京体育館

２０（金）  ～　 ２２ （日） 新体操 　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 東京体育館

２１（土）  ～　 ２２ （日） トランポリン 全日本トランポリン年齢別選手権大会 ヤマト市民体育館

２８（土） 新体操 ※新潟県高等学校総合体育大会　（新体操）　 新潟市西総合スポーツセンター

２８（土） 体操競技 ※新潟県高等学校総合体育大会　（体操競技） 上越市立上越体操場

１７（金）  ～　 １９ （日） 体操競技 　全日本体操種目別選手権 東京体育館

１８（土）  ～　 １９ （日） 新体操 ※北信越高等学校体育大会　（新体操） 新湊アイシン軽金属

１８（土）  ～　 １９ （日） 体操競技 ※北信越高等学校体育大会　（体操競技） 富山市総合体育館

２５（土）  ～　 ２６ （日） 新体操 ※北信越ジュニア新潟県予選　（新体操女子） 上越市立上越体操場

　３（日） 新体操 ※北信越ジュニア新潟県予選　（新体操男子） 上越市立上越体操場

１６（土）  ～　 １７ （日） 新体操 ※北信越国民体育大会　（新体操） 福井県鯖江総合体育館

１７（日）  ～　 １８ （月） 体操競技 ※北信越国民体育大会　（体操競技） 福井県鯖江総合体育館

２３（土）  ～　 ２４ （日） トランポリン ※北信越国民体育大会　（トランポリン） 福井県鯖江総合体育館

１６ （土） 体操競技 ※新潟県中学校体育大会　（体操競技） 上越市立上越体操場

１７ （日） 新体操 ※新潟県中学校体育大会　（新体操） 新潟市亀田総合体育館

２９（金）  ～　 ３１ （日） トランポリン 　全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 熊取町立総合体育館　ひまわりドーム

　２（火）  ～　 　３ （水） 新体操女子 ※北信越中学校体育大会　（新体操女子） 長野県上田自然公園総合体育館

　６（土）
体操競技

新体操男子
※北信越中学校体育大会　（体操競技・新体操男子） 長野県ホワイトリング

　７（日）  ～　 　９ （火） 体操競技 　全国高等学校総合体育大会　（体操競技） 愛媛県総合運動公園体育館

１２（金）  ～　 １７ （水） 体操競技 　2022全日本ジュニア体操競技選手権大会 横浜武道館

１３（土）  ～　 １４ （日） 新体操 　全国高等学校総合体育大会　（新体操） 香川県高松市総合体育館

１９（日）  ～　 ２１ （月） 体操競技 　全国中学校体育大会　（体操競技） カメイアリーナ仙台

２３（火）  ～　 ２５ （木） 新体操 　全国中学校体育大会　（新体操） 岩手県北上総合体育館

　１（木）  ～　 　４ （日） 新体操 　全日本新体操クラブ選手権 東京体育館

１０（土）  ～　 １３ （火） 体操競技 　※国民体育大会　（体操競技） 栃木県・宇都宮市

１５（木）  ～　 １８ （日） 新体操 　全日本新体操クラブ団体選手権 東京体育館

１７（土）  ～　 １９ （月） 体操競技 　全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会 アリーナ立川立飛

１８（日）  ～　 １９ （月） 新体操 　※国民体育大会　（新体操） 栃木県・小山市

１７（土） 新体操男子 ※北信越ジュニア選手権大会　（新体操男子） 長野県ホワイトリング

１８（日）  ～　 １９ （月） 体操競技 ※北信越ジュニア選手権大会　（体操競技） 長野県ホワイトリング

２４（土）  ～　 ２５ （日） 新体操女子 ※北信越ジュニア選手権大会　（新体操女子） 長野市東和田運動公園体育館

　８（土） 一般体操 ※上越体操祭 上越市柿崎総合体育館（かきざきドーム）

　９（日） トランポリン 　※国民体育大会　（トランポリン） 栃木県・茂木町

１５（土）  ～　 １６ （日） トランポリン 　全日本トランポリン競技選手権大会 西原商会アリーナ

２３（日） トランポリン ※北信越ジュニア選手権大会　（トランポリン） 長野県松本総合体育館

２８（金）  ～　 ３０ （日） 新体操 　全日本新体操選手権大会 高崎アリーナ

２９（土） 新体操 ※新潟県新体操選手権大会（新体操男子） 上越市立上越体操場

　５（土）  ～　 　６ （日） 体操競技 ※新潟県Jr新人大会兼全国体操小学生大会県予選会　（体操競技） 上越市立上越体操場

　５（土）  ～　 　６ （日） 新体操 ※新潟県新体操個人選手権大会（新体操女子） 新潟市西総合スポーツセンター

１８（金）  ～　 ２０ （日） 新体操 　全日本ジュニア新体操選手権大会 高崎アリーナ

　９（金）  ～　 １１ （日） 体操競技 　全日本体操団体選手権 サンドーム福井

１７（土） 新体操 ※新体操実技講習会 新潟市東総合スポーツセンター

１８（日） 新体操 ※新体操祭 新潟市東総合スポーツセンター

1 ２２（日） ※新春の集い

　２（木）  ～　 　５ （日） 新体操 　全日本新体操チャイルド選手権 東京体育館

２３（木）  ～　 ２４ （金） 新体操 　全国高校選抜大会　（新体操） このはなアリーナ

２６（日）  体操競技 　全国高校選抜大会　（新体操） 四日市総合体育館

２６（日）  新潟県体操協会　理事会・総会
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