
No 事　業　名 期　日  場　所 備　考

１ 日本スポーツ少年団常任委員会 4月・ 5月 ・ 11月 ・ 3月 東京都 幹事県（熊本県）参加

２ 日本スポーツ少年団委員総会 ５月２９日・２月２６日 開催方法調整中 本部長

３ 全国スポーツ少年団指導者協議会 ６月１１日～１２日 オンライン開催 会長

４ 九州ブロックスポーツ少年団連絡協議会 ４月２２日～２３日 オンライン開催 本部長・会長・事務局

５ 日本スポーツ少年団九州ブロック会議 ２月３日～４日 沖縄県 本部長・会長・事務局

６ 大分県スポーツ少年団委員総会 ５月７日 大分市 県教育センター（予定）

７ 大分県スポーツ少年団指導者協議会理事会（２回） ５月１５日・１０月３０日 大分市 大分市営陸上競技場（予定）

８ 大分県スポーツ少年団常任委員会 ３月４日 大分市 県教育センター（予定）

９ 市町村スポーツ少年団担当者会議 ２月２５日 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリ－ナ

１０ 大分県スポーツ少年団リーダー会総会 ３月２０日 大分市 スポーツ交流館

１ 第５９回全国スポーツ少年大会 ９月１８日～９月２０日 東京都 指導者・団員（中・高校生）

２ 　　第５３回九州ブロックスポーツ少年大会 ８月１日～３日 宮崎県 青島青少年自然の家

３ 　　第４９回大分県スポーツ少年大会 ７月３１日～８月１日 大分市 のつはる少年自然の家

１ 第４３回全国軟式野球交流大会 ８月１３日～１６日 沖縄県 ※本県推薦団なし

２ 第１９回全国バレーボール交流大会 ３月２７日～３０日 島根県 団体推薦（女子１）

３ 第４４回全国剣道交流大会 ３月下旬 高知県 団体（１）・個人（男女）推薦

４ 第４５回全日本少年サッカー大会(共催事業) １２月下旬 鹿児島県 ＊団体推薦（ｻｯｶｰ協会）

１ 空手道交流大会 ８月１４日～１５日 鹿児島県 鹿児島県総合体育センタ－体育館

２ 軟式野球交流大会 ８月２７日～２９日 熊本県 熊本県民総合運動公園野球場他

３ サッカー交流大会 ８月６日～８日 長崎県 大村市古賀島スポ－ツ広場

４ ミニバスケットボール交流大会 ８月２７日～２９日 佐賀県 佐賀市立諸冨文化体育館他

５ バレ－ボ－ル交流大会 ８月６日～８日 福岡県 春日市総合スポ－ツセンタ－

駅伝交流大会実行委員会（２回） １１月２６日・１月１４日 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリ－ナ

駅伝交流大会指導者(監督)会議 １月２２日 大分市 昭和電工ドーム大分（予定）

第３０回大分県スポーツ少年団駅伝交流大会 ２月１１日 大分市 昭和電工ドーム大分及び周辺特設コ－ス（予定）

全日本サッカー大分県大会 １１月 大分県内 昭和電工サッカー・ラグビー場他

大分県サッカー交流大会(知事杯) ７月中旬 大分市 昭和電工サッカー・ラグビー場他

大分県学童軟式野球選手権大会 ８月 大分県内 開催市野球場

軟式野球交流大会大分県大会 ７月 大分県内 開催市野球場

６月～７月 大分県内 大分市内小学校他

１１月下旬 大分県内 大分市内小学校他

５．＜大分県駅伝交流大会＞

令和３年度大分県スポーツ少年団事業計画

１．＜諸会議＞

２．＜スポーツ少年大会＞

３．＜全国競技別交流大会＞

４．＜第４１回九州競技別交流大会＞

１

６．＜大分県競技別交流大会＞

１

２

３ ミニバスケットボール交流大会



No 事　業　名 期　日  場　所 備　考

バレーボール交流大会 ７月中旬 大分県内 県内小学校他

バレーボール交流大会(全国大会選考会) １１月下旬 大分県内 県内小学校他

５ ハンドボール交流大会 １０月中旬 大分市 大分市内小学校

６ 空手道交流大会 ４月下旬 杵築市 杵築市文化体育館

７ フットベースボール交流大会 １１月中旬 大分市 大分市内小学校

８ ソフトボール交流大会（九州ブロック選考会） ６月上旬 大分市 大分市内小学校

剣道交流大会 ７月上旬 大分市 大分市内小学校

剣道交流大会(全国大会選考会) １２月中旬 大分市 大分市内小学校

１０ 新体操交流大会 １０月下旬 大分市 南大分体育館

１１ バドミントン交流大会 １月中旬 大分市 昭和電工武道スポーツセンター

１２ 少林寺拳法交流大会 ７月中旬 大分市 昭和電工武道スポーツセンター

６月１２日・１３日(前期) 大分市 のつはる少年自然の家

１１月２０日・２１日(後期) 大分市 のつはる少年自然の家

２ 第４回ジュニアスポーツフォーラム ６月１３日 東京都 会長・指導者・リーダー会

３ 日本スポーツ少年団シニア・リーダースクール ８月中旬（４日間） オンライン開催 ジュニア・リ－ダ－保有資格団員

スタ－トコ－チ（スポ－ツ少年団）養成講習会 ７月～１２月

　同　開催市町村担当者説明会 ５月２８日 大分市 スポーツ交流館

５ 全国スポーツ少年団リーダー連絡会 ６月１２日～１３日 オンライン開催 リ－ダ－会会長・育成指導者

６ 九州ブロックスポーツ少年団リーダー研究大会 １０月２３日～２４日 大分市 のつはる少年自然の家

７ スタートコーチインストラクター養成講習会 １０月～１１月（２日間研修） 大阪府 会場調整中

８ スタートコーチインストラクター移行研修会　 １０月～１１月（１日研修） 九州ブロック内 会場調整中

９ 九州ブロックスポーツ少年団指導者研究協議会 １１月１３日～１４日 沖縄県 会長・女性指導者・事務局

１０ 大分県スポーツ少年団指導者・スタッフ研修会 １１月３日 大分市 大分市営陸上競技場（予定）

１１ スポーツ少年団外傷・障害防止担当者養成講習会 ７月１１日（事前オンライン研修あり） 大分市 サイクルショップコダマ大洲アリ－ナ

　　日独同時交流派遣者事前研修会 （団）５月４日～５日 東京都

日独同時交流派遣者事前研修会（九州） ６月 調整中

第４８回日独同時交流派遣事業 ７月２６日～８月５日  ドイツ・バイエルン

２ 第４８回日独同時交流受入事業 ８月１２日～１６日 臼杵市 バイエルン　指１．団員８

３ 地域内交流促進事業 ４月～２月

４ 地域内指導者・スタッフ研修事業 ４月～２月

１ スポーツ少年団各種大会等参加者激励会 ７月３日 大分市 調整中

４月～３月 総会・理事会 大分県少年の船団員推薦

5・8・11・2月 第３金曜日

３ 大分県青少年育成県民会議 １１月中旬 大会・表彰 顕彰者推薦

４ 大分県教育の日推進会議 ５月下旬・１１月１日 総会・大会 大分市他

６．＜大分県競技別交流大会＞

４

９

７．＜研修会・講習会＞

１ 大分県ジュニア・リーダースクール

４
県内５会場市町村

８．＜補助・助成・委託事業＞

１ 団　 員：２名

各１８市町村

県内６ブロック市町村

９．＜その他＞

２ 青少年団体連絡協議会
「大人が変われば子供も変わる」あいさつ運動


