
 川崎市体操協会 

 

―川崎市民体操競技大会－ 

はじめに 

 川崎市体操協会は、川崎における体操の普

及と発展を目的として、様々な事業を行って

おります。平成 12 年度には、当協会の規約を

実態に応じたものに改正し、より多くの方が

会員となり、参加がしやすいように改善しま

した。現在は、体操・新体操・一般体操の３

領域が互いに協力し合いながら、積極的に事

業をすすめており、会員も年々増加し大きな

組織へと発展しています。特に一般体操では、

「体操フェスティバルかわさき」を毎年 11

月に開催しており、参加者が千人を超えるも

のとなっており、様々な団体の発表の場とな

っています。2010年には第20回を迎えます。

体操では、ジュニア選手育成として、小学生

を対象に体操教室を開講しており、毎回 60

人を超える児童が集まり、体操に親しみなが

ら、熱心に練習に励んでいます。春と秋の市

民大会にも出場し、大きな成果を得ています。
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歩  み 

川崎市体操協会は、昭和 34 年に発足し、第

１回大会が市立橘高校体育館にて開催されて

います。その後も積極的に大会が開催され、

昭和 49 年には、川崎市体育協会に加盟してい

ます。初代会長として、高 昇三氏が昭和 34

年度～46 年度、二代目として武井長七氏が昭

和 47 年度～平成６年度、三代目として矢嶋 

穣氏が平成７年度～13 年度、四代目として難

波一尚氏が平成 14 年度～17 年度、五代目と

して大多和國男氏が平成 18 年度から就任し、

現在にいたります。平成 10 年度に川崎ジュニ

ア体操教室を新城小学校・犬蔵小学校体育館

を会場として開校し、ジュニア選手育成と普

及に取り組んでいます。平成 12 年４月には体

操協会規約を改正し、体操・新体操・一般体

操の３領域からなる大きな組織へと発展しま

した。現在は、小学生から中学・高校生、大

学生・一般、高齢者まで、様々な機会におい

て体操に親しめるようになりました。平成 14

年度には、矢島 穣氏が川崎市体育協会功績

賞、平成 20 年度には、大多和國男氏と福井仁

也氏が川崎市体育協会功労賞を受賞しました。 

平成 20 年度 役員・連絡先 

会 長 大多和 國男 

副会長 福井 仁也・青木 泰代・米井 智子 

理事長 福井 寿春 

副理事長 白土 邦子・市島賀代子・江島  修

会計監査
熊谷 真紀子・斉藤 俊子 

中村 博子 

事務局長 今野信吾 

 

理 事 

  

菅原  淳・大橋 久雄・平田 遺子・

石山 麻理子・川邉 有維子・ 

白土 愛子・荒木美恵子・小島  緑

理事会計 嶋田 和明・澤井 純子・曲木 絵里 

参 与 難波 一尚 

連絡先・事務局 

〒211-0031 

川崎市中原区木月大町 6-1 

法政大学第二中高等学校内   今野 信吾   

TEL  044-711-4335 

FAX  044-711-2818 

当協会 HP   

http://www.cims.jp/star/shimada/ 

E-mail    taisou@star.cims.jp 

団体数 ３３団体   会員数 ７４０人 



大会等の成績 

※以下、優勝した団体のみ掲載。秋季大会は、

個人戦のため日時・会場のみ。 

＜体操競技の部＞ 
○ 平成１１年度市民春季体操競技大会 

（日時）４月 29 日（会場）川崎市体育館 

（参加者数）１２０人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

・高校女子団体総合 多摩高 

○ 平成１１年度市民秋季体操競技大会 

（日時）11 月 14 日（会場）川崎市体育館 

（参加者数）１５０人 

○ 平成１２年度市民春季体操競技大会 

（日時）４月 29 日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１１９人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

・高校女子団体総合 多摩高 

○ 平成１２年度市民秋季体操競技大会 

（日時）10 月 29 日(会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１０４人 

○ 平成１３年度市民春季体操競技大会 

（日時）４月 30 日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１１２人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

・高校女子団体総合 多摩高 

○ 平成１３年度市民秋季体操競技大会 

（日時）11 月 4 日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１３９人 

○ 平成１４年度市民春季体操競技大会 

（日時）４月 28 日（会場）川崎市体育館 

（参加者数）７４人 

（団体優勝）  

・中学男子団体総合 宮前平中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

○ 平成１４年度市民秋季体操競技大会 

（日時）９月１日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１５７人 

○ 平成１５年度市民春季体操競技大会 

（日時）５月 11 日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１２０人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

・高校女子団体総合 立正高 

○ 平成１５年度市民秋季体操競技大会 

（日時）11 月２日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１２０人 

○ 平成１６年度市民春季体操競技大会 

（日時）４月 25 日（会場）とどろきアリーナ  

（参加者数）１００人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

・高校女子団体総合 新城高 

○ 平成１６年度市民秋季体操競技大会 

（日時）10 月 31 日(会場)とどろきアリーナ 

（参加者数）１５０人 

○ 平成１７年度市民春季体操競技大会 

（日時）４月 30 日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１２６人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 法政二中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

・高校女子団体総合 新城高 

○ 平成１７年度市民秋季体操競技大会 

（日時）10 月 30 日(会場)とどろきアリーナ 

（参加者数）１６４人 

   



○ 平成１８年度市民春季体操競技大会 

（日時）５月 14 日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１５１人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 西中原中 

・高校男子団体総合 法政二高 

○ 平成１８年度市民秋季体操競技大会 

（日時）11 月 19 日(会場)とどろきアリーナ 

（参加者数）１５７人 

○ 平成１９年度市民春季体操競技大会 

（日時）４月 29 日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１２２人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

○ 平成１９年度市民秋季体操競技大会 

（日時）10 月 14 日(会場)とどろきアリーナ 

（参加者数）１５４人 

○ 平成２０年度市民春季体操競技大会 

（日時）６月１日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１４６人 

（団体優勝）   

・中学男子団体総合 西中原中 

・中学女子団体総合 宮前平中 

・高校男子団体総合 法政二高 

 

―川崎市民新体操大会― 

＜新体操の部＞ 

○ 平成１１年度市民新体操大会 

（日時）11 月３日（会場）西中原中学校 

（参加者数）５０人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   南菅中 

○ 平成１２年度市民新体操大会 

（日時）11 月３日（会場）西中原中学校 

（参加者数）１２３人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   南菅中 

・ジュニア女子団体 ソレイユ 

○ 平成１３年度市民新体操大会 

（日時）11 月３日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１０２人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   有馬中 

・ジュニア女子団体 白土新体操クラブ 

○ 平成１４年度市民新体操大会 

（日時）11 月４日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１２８人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   南菅中 

・ジュニア女子団体 白土新体操クラブ 

○ 平成１５年度市民新体操大会 

（日時）11 月３日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１５０人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   宮前平中 

・ジュニア女子団体 ソレイユ 

○ 平成１６年度市民新体操大会 

（日時）11 月３日（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１００人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   稲田中 

・ジュニア女子団体 ソレイユ 

・シニア女子団体  洗足学園 

○ 平成１７年度市民新体操大会 

（日時）11 月 12 日(会場)高津スポーツｾﾝﾀｰ 

（参加者数）１２０人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   南菅中 

・ジュニア女子団体 ソレイユ 

・シニア女子団体  洗足学園 

 



○ 平成１８年度市民新体操大会 

（日時）11 月 11 日(会場)とどろきアリーナ 

（参加者数）１００人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   南菅中 

・ジュニア女子団体 白土新体操クラブ 

・シニア女子団体  洗足学園 

○ 平成１９年度市民新体操大会 

（日時）11 月 11 日(会場)とどろきアリーナ 

（参加者数）２０２人 

（団体優勝）   

・中学女子団体   南菅中 

・ジュニア女子団体 ソレイユ 

・シニア女子団体  ソレイユ 

＜一般体操の部＞ 

○ 第１０回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１２年１１月１９日 

（会場）川崎市体育館 

（参加者数）１,１５４人 

○ 第１１回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１３年１１月１８日 

（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１,０２７人 

○ 第１２回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１４年１１月１６日 

（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１,０７３人 

○ 第１３回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１５年１１月１５日 

（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）１,０１０人 

○ 第１４回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１６年１１月１３日 

（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）３６団体 １,１００人 

○ 第１５回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１７年１１月３日 

（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）４１団体 １,２００人 

○ 第１６回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１８年１１月１８日 

（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）４１団体 １,２０６人 

○ 第１７回体操フェスティバルかわさき 

（日時）平成１９年１１月１８日 

（会場）とどろきアリーナ 

（参加者数）４８団体 １,２１０人 

 

―体操教室交歓会― 

当面の課題と将来への展望 

 体操競技は、かつて「体操日本」の名のも

と、競技人口が多く、学校体育や部活動等の

練習を中心として活発に競技が行われるスポ

ーツでした。しかし現在は、競技において技

の高難度が要求され、より専門的な練習環境

と指導者が必要となっています。そのような

状況の中で川崎でも競技人口の減少と指導者

の確保が大きな課題となっています。 

ここ数年、アテネやペキンオリンピックで

の日本の活躍により、大きな感動と共に体操

競技があらためて注目されてきました。また、

体操の本来の魅力として「ひたむきに練習し

て上達することの面白さ」があります。川崎

市では、小学生が体操教室で笑顔で体を精一

杯に動かしている姿があります。市民大会で

は、多くの体操愛好家が自分の技能に応じて

競技に出場しています。体操フェスティバル

では、地域で活動している団体が充実した笑

顔で演技を発表しています。今後も川崎市体

操協会は、体操の普及や発展を目的として、

会員や地域の人たちと協力しながら、生涯を

通して体操に親しむことができるように、

様々な事業を展開していきたいと思います。 


