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ブルガリア新体操ナショナルチーム
公開演技会 2019
Bulgaria’s National Rhythmic Gymnastics Team presents
ROSE CAMP Public Performance 2019

期 日
Date

7月15 日（月・祝）
入場料

14：00（開場１3：００）

Time

14:00（Venue entry from 13:00）

場 所
Venue

Photographer : Anna Nedkova

15 July 2019

開 演

Japan Womenʼs College of Physical Education RG Team

前売 2,000 円（当日2,500円）

※チケット販売状況により当日券は取り扱わないことがあります。

全席自由／4月26日
（金）
より販売開始

お問合せ

ROSE CAMP開催委員会事務局
（村山市役所

主催

ROSE CAMP開催委員会

共催 山形県

山形県体操協会

村山市

入場無料券が必要です。
（市民センター等で配付）

村山市外
一般 ［チケット取扱］
Pコード
842587、甑葉プラザ、市民体育館、市オリパラ交流課

チケット

Additional
performance

無 料！

ガイドブック付

村山市民
一般 ［チケット取扱］
市民センター、甑葉プラザ、市民体育館、
市オリパラ交流課

Murayama Municipal Gymnasium

日本女子体育大学 新体操部

※遠方者は電話予約対応

前売1,000 円（当日1,500円）

山形県村山市民体育館
アリーナ（全席自由）

賛助出演

市内70歳以上・
身障者等／
市内外高校生以下

東京オリンピック・パラリンピック交流課内）

TEL 0237-55-2111（内線362）

ブルガリア新体操連盟

Facebookページ情報更新中
「ブルガリア新体操ローズキャンプ」

村山市教育委員会 （一財）村山市スポーツ協会

後援 在日ブルガリア共和国大使館 日本ブルガリア協会 （公財）日本体操協会
（公社）日本新体操連盟 （一社）山形県薬剤師会 北村山地区医師会
村山市歯科医師会 北村山公立病院

この新体操マットは、スポーツ振興くじ
助成金を受けて購入したものです。

その笑顔、
いつまでも。

高谷建設株式会社

村山市商工会
村山市金融協会

一般社団法人村山市観光物産協会
旬彩酒房 桜坂

公益社団法人村山法人会

株式会社六歌仙

村山道路維持協同組合

株式会社半沢ボーリング

ブルガリア・ローズ・ジャパン株式会社

日神機工株式会社

東武トップツアーズ株式会社

株式会社アーツ齊藤
アサヒビール株式会社
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ブルガリア新体操ナショナルチーム 公開演技会 2019
◆ブルガリア新体操ナショナルチーム事前キャンプ「ＲＯＳＥ ＣＡＭＰ」
期 間
場 所
参加者
内 容

2019 年 7 月5 日
（金）
～ 7 月1８日
（木）
村山市民体育館
選手 14 名、
スタッフ12 名、通訳者 1 名

計 27 名

競技トレーニング、公開演技会、練習公開など

◆ブルガリア新体操ナショナルチーム公開演技会
日
程 2019年7月15日（月・祝） １４時００分開演
会
場 村山市民体育館アリーナ
入 場 料 村山市民
前売 1,000円 （当日 1,500円）
村山市外

前売 2,000円 （当日 2,500円）

市内70歳以上・身障者等／市内外高校生以下無料

生
高校

以下

は

だよ

無料

内
容 ブルガリア新体操チーム団体・個人の演技披露
賛助出演 日本女子体育大学 新体操部

◆入場券取扱
約 2,000 席 全席自由 ４月 26 日（金）より販売開始

入場無料券

前売券・当日券
●発売場所

●配付場所・受取方法
市民センター、甑葉プラザ、市民体育館、
市東京オリンピック・パラリンピック交流課
※遠方者は電話予約対応
※無料区分は、学生証、免許証、障害者手帳
等により確認いたします。

≪市内チケット≫市民センター、甑葉プラザ、市民体育館、
市東京オリンピック・パラリンピック交流課
≪市外チケット≫チケットぴあ、甑葉プラザ、市民体育館、
市東京オリンピック・パラリンピック交流課
※当日券は会場で販売予定ですが、販売状況により取り扱
わないことがあります。

昨年 9 月にブルガリア・ソフィア市で開催された世界新体操選手権大会 2018 で、

ブルガリア新体操・団体チームは東京 2020 オリンピック競技大会への
出場権を獲得しました !
【競技結果】
●団体総合…３位
この大会は新体操団体の東京五輪出場
の予選も兼ねており、
フープの演技及び
ボール & ロープの演技の合計点で３位ま
での入賞により、
ブルガリア団体チームは
見事、東京五輪出場権を獲得しました。

●団体種目別 フープ

１位
ボール &ロープ ６位

●個 人 結 果 フ ー プ…４位 ボリャナ・カレイン
ボ ー ル…７位 ネヴィアナ・ヴラディノヴァ
８位 カトリン・タセヴァ
ク ラ ブ…６位 ネヴィアナ・ヴラディノヴァ
８位 カトリン・タセヴァ
リ ボ ン…６位 ボリャナ・カレイン
国別対抗…２位 ブルガリア
個人総合…６位 カトリン・タセヴァ

１位 ロシア
２位 イタリア
３位 ブルガリア

東京 2020 五輪大会・新体操競技
日程／ 2020 年 8 月 7 日～8 月 9 日

○個人
○団体

出場者 24 名
（１カ国最大２名）
出場団体 13 チーム（2018 年現在でブルガリアは出場決定）
種目…５ボール、
３フープ &２クラブ

