
会の名称 開催時期

総　会 7月9日、3月10日

常任委員会 5月20日、7月9日、10月25日、3月10日

全国競技別交流大会への派遣

大会名 開催期日

第42回全国軟式野球交流大会 8月13日～16日（中止）

第43回全国剣道交流大会 3月26日～28日（中止）

第18回全国バレーボール交流大会 3月27日～30日（中止）

顕彰事業

事業名 開催期日

日本スポーツ少年団顕彰伝達式 10月25日

愛知県スポーツ少年団顕彰表彰式 3月10日

スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会の開催

実施コース 開催期日

中央コース 6月27日

豊橋コース 9月26日

春日井コース 9月23日

刈谷コース 12月26日

大治コース 11月27日

リーダー養成事業の開催

事業名 開催期日

ジュニア・リーダースクール 9月18日～20日（中止）

事業名 開催期日

全国リーダー連絡会 6月12日、13日

第4回ジュニアスポーツフォーラム 6月13日

シニア・リーダースクール 6月～8月

東海ブロック指導者研究協議会 11月6日、7日

東海ブロックリーダー研究大会 3月12日・13日（中止）

愛知県スポーツ少年大会の開催

実施地区 開催期日

名古屋(名古屋支部大会） －

西尾張(西尾張支部大会） 8月1日～8月8日 143 名
東尾張(東尾張支部大会） 7月31日、8月7日、9日 239 名
西三河(西三河支部大会） 10月2日、10月31日 239 名

東三河(東三河支部大会） 9月19日～1月16日 2,331 名

運動適性テストⅡ助成事業

実施少年団 開催期間

岩倉市はじめ8市町 4月1日～2月27日 1,013 名

子供の運動遊び定着のための官民連携推進事業

協力市町村 開催期間

岡崎市スポーツ少年団 8月8日、11月23日 77 名

全国スポーツ少年大会及び東海ブロック大会への派遣及び開催

事業名 開催期日
第59回全国スポーツ少年大会（リーダーズアクション2021） 9月18日～9月20日

第52回東海ブロックスポーツ少年大会 8月13日～15日（中止）
第43回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会東海大会 6月20日

第33回東海ブロック競技別交流大会（ソフトボール） 11月14日

第32回東海ブロック競技別交流大会（バレーボール） 12月18日

第32回東海ブロック競技別交流大会（サッカー） 12月12日

令和３年度愛知県スポーツ少年団事業報告

杭瀬川スポーツ公園（岐阜県） 団員16名、指導者2名

三重県立ゆめドームうえの（三重県） 団員12名、2名

東公園グラウンド（愛知県） 団員18名、指導者3名

オンライン －

県立三ケ日青少年の家（静岡県） －

愛知県口論議運動公園（愛知県） 団員14名、指導者4名

小学校体育館他

会　場 参加者数

岡崎市六ツ美体育館

 （４）　交流活動推進事業

開催地 参加者数

城山グラウンド　他

扶桑町北部グラウンド　他

柳川瀬公園野球場 他

豊橋球場　他

会　場 参加者数

三重県立鈴鹿青少年センター（三重県） －

（３）　活動推進事業

会　場 参加者数

－ －

オンライン 役員・スタッフ2名

オンライン －

浜松アクトシティ（静岡県） リーダー4名、指導者6名

愛知県青年の家 －

指導者・リーダー養成事業への派遣及び開催

開催地 参加者数

オンライン リーダー1名、指導者1名

ウィングアリーナ刈谷 43名

大治町スポーツセンター 27名

会　場 参加者数

愛知県教育会館 23名

豊橋市総合体育館 55名

春日井市総合体育館 48名

愛知県教育会館 指導者4名及び4市

愛知県教育会館 指導者16名及び1団体

 （２）　指導者・リーダー養成事業

会　場 受講者数

高知県 －

島根県 －

会　場 受賞者

愛知県教育会館 常任委員

開催地 参加者数

沖縄県 －

 （１）　組織整備強化事業
総会及び常任委員会の開催

開催会場    参加者

愛知県教育会館 委員及び常任委員



東海ブロック大会の開催

大会名 開催期日
第43回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会東海大会 6月20日

第32回東海ブロック競技別交流大会（サッカー） 12月12日

愛知県競技別交流大会の開催

大会名 開催期日

軟式野球交流大会 5月16日、22日、23日、29日

バレーボール交流大会 12月12日

サッカー交流大会 11月6日、13日 13 チーム

ソフトボール交流大会 10月16日

剣道交流大会 12月4日

　大会結果

　軟式野球交流大会 　優勝　ペイ・フォワードスポーツ少年団

　バレーボール交流大会（男子） 　優勝　鳴東ＶＢＣスポーツ少年団…東海大会出場

　バレーボール交流大会（女子） 　優勝　七宝ミラクルバレーボールスポーツ少年団…全国大会出場（中止）

　サッカー交流大会 　優勝　ＦＣセントレアスポーツ少年団

　ソフトボール交流大会（男子） 　　―

　ソフトボール交流大会（女子） 　優勝　稲沢東スポーツ少年団

　剣道交流大会 　優勝　修徳館スポーツ少年団

国際交流事業の実施

事業名 期間
第47回日独スポーツ少年団同時交流東海ブロック事前研修会 6月12日（中止）

第47回日独スポーツ少年団同時交流（受入） 8月10日～8月19日（中止）

第47回日独スポーツ少年団同時交流（派遣） 7月25日～8月1日

地　区 団　数　（団） 団員数 指導者数 スタッフ・役員数

名古屋地区 66 1,216 223 62

西尾張地区 169 4,360 801 665

東尾張地区 138 3,922 467 378

西三河地区 126 2,522 398 235

東三河地区 224 5,482 837 612

合　計 723 17,502 2,726 1,952

事業名 主催団体

リーダー研修会 愛知県スポーツ少年団指導者協議会

中止：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止とした

 （５）　少年団登録者数

 （６）　その他

スポーツ少年団関連事業

開催期間 会　場

9月4日、5日（中止） 愛知県青年の家

岐阜メモリアルセンター（岐阜県） －

－ －

オンライン －

名古屋港サッカー場（名古屋市）

石巻運動広場（豊橋市） 男子（中止）、女子2チーム

刈谷市体育館 356名

会場・受入地 人員数

会　場 参加者(団）数

愛知県口論義運動公園野球場 16団
安城市スポーツセンター、東祥アリーナ安城（安城市） 男子10チーム、女子16チーム

開催会場 参加者数

愛知県口論議運動公園（愛知県） 団員14名、指導者4名

東公園グラウンド（愛知県） 団員18名、指導者3名


