
行　　　事 場　　所 備　考

４月 ４（土） 高体連　顧問・主将会議  　　(中止) 清風高校 高体連

　１２（日） 新体操女子２・３種公認審判員認定講習会　　(11月22日へ延期) 金蘭会高校

１３（月） ◆　臨時　常　務　理　事　会　① 梅花学園高等学校

２４（金） ■　第１回　評議員会　（中止・Web承認） たかつガーデン

　２６（日） 大阪高校春季体育大会（新体操女子）　　(中止) 金蘭会高校 高体連

　２９（祝・水） 新体操ジュニア講習会　　　(中止) 城南学園

（　） 2019年度　体操競技２・３種公認審判員認定講習会　　（11月1日へ延期）

（　）
新体操女子２０１９年度版ルール伝達講習会        （中止）
大阪体操協会公認コーチ研修会（新体操）

５月 　６（水） 新体操２・３種公認審判員認定講習会（男子）　　　　 （中止） 清風高校

　２（土）・３（祝・日） 大阪高校春季体育大会（競　技）（新体操男子）　　（中止） 堺市金岡公園体育館 高体連

６（水） ◆　第１回　理　事　会 　 （Web会議） 梅花学園高等学校

2020年度大阪府民スポーツ大会
兼第３８回全日本ジュニア新体操選手権大会　大阪府予選会　　　 （中止）

２０２０大阪府民スポーツ大会　兼第７５回国民体育大会 　体操競技予選会
（書類選考へ変更）

大阪高校選手権大会兼 全国・近畿大会予選会兼私学大会（競技）　（中止）

３１（日） トランポリン　日本体操協会認定審判講習会・研修会　　（中止） 熊取町ひまわりドーム トランポリン協

６月 ４（木） ◆　第２回　理　事　会 　 （Web会議） 梅花学園高等学校

新体操　大阪高校選手権大会　兼 全国・近畿大会予選会　(男女)　（中止）

２０２０年度大阪府民スポーツ大会

兼 第１２回近畿新体操選手権大会高校男子の部　予選会　　（中止）

１３（土）・１４（日） 第７４回近畿高等学校選手権大会（新体操）　（中止） 向日市民体育館・京都 近畿体協

１３（土）・１４（日）
第３２回大阪府年齢別トランポリン競技選手権大会
兼第２回近畿ブロック大会選考会　　　　　　　　　　　　　　（中止）

熊取町ひまわりドーム トランポリン協

２０（土）・２１（日） 第７４回近畿高等学校選手権大会（体操競技）　（中止） 向日市民体育館・京都 近畿体協

２１（日）
２０２０年度　大阪府トランポリン協会　普及指導者研修会・特別強化練習会 　（中止）

熊取町ひまわりドーム トランポリン協

７月 １２（日） 第３回トランポリン近畿選手権大会（兼第７５回（鹿児島国体）近畿ブロック予選）　　（中止） 野洲市総合体育館・滋賀 近畿体協

１４（火） ◆　常　務　理　事　会　② グランフロント大阪

１８（土） 第７４回近畿選手権・第７５回近畿ブロック国民体育大会（体操競技）　（中止） 野洲市総合体育館・滋賀

第７４回近畿選手権・第７５回近畿ブロック国民体育大会（新体操）
兼　第１２回近畿新体操選手権大会高校男子の部（新体操）
第３８回全日本ジュニア新体操選手権大会近畿男子ブロック予選会　　（中止）

２４（金）・２５（土） 第１４回大阪市スポーツ協会会長杯　新体操ジュニア選手権大会 おおきにアリーナ舞洲（メイン）

２７（月）・２８（火） 大阪中学校選手権大会   近畿大会大阪府予選会 ・大阪１部選手権（競技）（中止） 堺市金岡公園体育館 中体連

　２７（月） 大阪中学校選手権大会　　近畿大会大阪府予選会（新体操）　（中止）
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館サブ）

中体連

２９（水） 大阪府公立高校大会（競　技）　　（中止） 堺市金岡公園体育館 高体連

８月 ６（木） 近畿中学校新体操選手権大会　　（中止） ウインク体育館・兵庫 近畿中体連

６（木）・７（金） 大阪高校２部・３部大会　　（中止） 堺市金岡公園体育館 高体連

８（土）・９（日） 近畿中学校体操競技選手権大会　　（中止） ウインク体育館・兵庫 近畿中体連

８（土）・９（日） 第４５回大阪オープン体操競技選手権大会　　　　　　　　　　　　　　　　
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館メイン）

１１（火） 第２０回新体操大阪チャイルド競技会 おおきにアリーナ舞洲（メイン）

１１（火） 令和2年大阪府高等学校体操競技大会　　（3年生代替大会）（1日開催に変更）
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館サブ）

高体連

１８（火） ◆　常　務　理　事　会　③ グランフロント大阪

２３（日） 第１３回大阪府ジュニアトランポリン競技大会　　（2020大阪スポレク共催大会）　　（中止） 熊取町ひまわりドーム トランポリン協

３０（日） 第２７回近畿ジュニア新体操選手権大会　（1日開催に変更） ジェイテクトアリーナ奈良 近畿体協

令和2（2020)年度　大阪体操協会　事業報告

期　　日

（　） 清風高校　曼荼羅ホール

２３（土）・２４（日）
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館メイン）

高体連共催

　７（日）
丸善インテックアリーナ大阪

（大阪市中央体育館）
高体連

近畿体協

　１９（日） 野洲市総合体育館・滋賀



（　） 第７５回国民体育大会大阪体操選手団　激励会　　（中止）

９月 （　） 目指せ！オリンピック体操競技ジュニア強化練習会Ⅰ（体操競技・男子）（中止）

５（土）・６（日）
第３７回近畿ジュニア体操競技選手権大会
兼　第１５回全国ブロック選抜Ｕ－１２体操競技大会予選会

丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館メイン）

近畿体協

５（土）・６（日） 大阪高校総合体育大会（競　技）　（新体操男子は中止） 堺市金岡公園体育館 高体連

１８（金）～２０（日） 第４８回西日本トランポリン競技選手権大会　　（中止） 熊取町ひまわりドーム トランポリン協

大阪高校総合体育大会（新体操女子）　　（9月13日に変更） 高体連
大阪中学校秋季総合体育大会（新体操女子）　（９月２７日に変更） 中体連

１３（日） 大阪高校総合体育大会（新体操女子）　　
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館メイン）

２７（日） 大阪中学校秋季総合体育大会（新体操女子）　（９月２１日から移動） 都島スポーツセンター

２７（日） ２０２０年度　大阪府トランポリン協会　普及指導員研修会・コーチ研修会　　（中止） 熊取町ひまわりドーム トランポリン協

10月 ３（土） 第４５回大阪新体操選手権大会（女子）　　　　　（11月23日へ変更） ひまわりドーム

９（金） 第１４回おおさか体操祭　　代表者会議　　　（中止） たかつガーデン

１６（金） ◆　常　務　理　事　会　④ 　 グランフロント大阪

２５（日）
大阪高校新人大会【１部】兼全国高等学校体操競技選抜大会予選会
（競　技は11月22日に移動）　　　（新体操男子は11月1日に移動）

堺市金岡公園体育館 高体連

11月 １（日）
第４５回大阪新体操選手権大会（男子）（10月18日から移動）
兼　新人大会　（10月25日から移動）

清風高校　曼荼羅ホール

１（日） 2019年度　体操競技２・３種公認審判員認定講習会　　（4月から移動）
丸善インテックアリーナ大阪
（大会議室）

７（土）・８（日） 大阪高校新人大会【２部３部】（競　技）　　 堺市金岡公園体育館 高体連

７（土） 大阪中学校秋季総合体育大会（競　技）　　
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館サブ）

中体連

１５（日） 第１２回大阪ジュニア体操競技Challenge & Dream大会
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館メイン）

１４（土）～１５（日） 第４３回大阪オープントランポリン競技選手権大会　　（中止） 熊取町ひまわりドーム トランポリン協

２２（日） 新体操女子２・３種公認審判員認定講習会　　(４月12日から移動) おおきにアリーナ舞洲（会議室）

２２（日）
大阪高校新人大会【１部】兼全国高等学校体操競技選抜大会予選会（競　技）
（11月1日から移動）

丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館サブ）

高体連

１１/２３（月・祝） 第１４回おおさか体操祭２０２０　　（中止） おおきにアリーナ舞洲（メイン）

１１/２３（月・祝） 第４５回大阪新体操選手権大会（女子）　　　　　（10月3日から移動） おおきにアリーナ舞洲（メイン）

２８（土） 大阪高校新人大会（女子新体操）　（場所変更）
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館サブ）

高体連

12月
新体操９ブロックＵ‐１２研修会（担当：兵庫）
近畿ブロック新体操指導者技術研修会（担当:兵庫）　　（中止）

５（土）・６（日） 近畿ジュニアナショナル合宿（男子）　（中止） 清風高校・アウィーナ大阪

１５（火） ◆　常　務　理　事　会　⑤ 　 グランフロント大阪

１月 ５（火） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆　新春の集い　　（中止）

１１（日）・１２（月） 日本体操協会認定トランポリン普及指導員講習会・トランポリンコーチ講習会 熊取町ひまわりドーム トランポリン協

１９（火） 高体連　第２回顧問総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清風高校 高体連

２３（土）・２４（日） 目指せ！オリンピック体操競技ジュニア強化練習会Ⅱ　（体操競技・男子）　（中止） 清風高校

２月
目指せ！オリンピック体操競技近畿ジュニア強化合宿　（体操競技・男子）　（中止）
令和２年度公認コーチ新規認定講習会および資格所持者研修会　（競技・新体）
スポーツ活動等安全指導･事故防止活動（スポーツ安全協会助成金活用）　（中止）

３月 ２（火） 高体連　第３回顧問総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清風高校 高体連

６（土）～７（日） トランポリン強化練習会 熊取町ひまわりドーム トランポリン協

７（日） 体操競技２・３種公認審判員認定講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
丸善インテックアリーナ大阪
（大阪市中央体育館大会議室）

９（火） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　第　３　回　理　事　会　　
クランフロント大阪
コングレ コンベンションセンター

１２（金） 第２回  評議員会（役員改選）
クランフロント大阪
コングレ コンベンションセンター

（　） 新体操女子２０２０年度版ルール伝達講習会   （中止）

近畿体協

２７（土）・２８（日） 清風高校

　２１（祝・月） 樟蔭学園

５（土） 神戸グリーングリーンアリーナ


