
　　令和3年度も引き続き、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、緊急事態宣言や感染予防対策ガイドライン等に

　基づいて、　多くの事業を中止や規模縮小の措置を講じた。また、国民体育大会（第７６回三重国体）は、中止となった。

NO 事　　業　　名 期　日

1 令和3年度千葉県民体育大会 4/1～

夏季・秋季・冬季 R4.3/19

NO 事　　業　　名 期　日

2 令和3年度千葉県民体育大会第二部 4/1～

（第76回国民体育大会千葉県大会及び R3.3/31

第77回国民体育大会千葉県大会）

令和3年度千葉県民体育大会第二部 10/16～

冬季大会（第77回国民体育大会冬季大会 R4.1/11

千葉県大会）

NO 事　　業　　名 期　日

1 日本スポーツ協会 9/18～12/26

コーチⅠ・Ⅱ養成講習会

含む8,197名

　イ　千葉県スポーツ指導者研修会

　ア　コーチⅠ・Ⅱ養成講習会（競技別指導者養成）

日本スポーツ
協会主催

会　　　場

①スポーツ指導者養成事業

主催・後援等

クロスカントリー

説　　　明

　スポーツ指導者の資質向上は、健全なスポーツ振興に欠かせないものであり、今年度も各分野で活躍する講師を招き、講習会

生涯スポーツ振興のため、スポーツ指導者の育成や顕彰事業、普及活動・広報事業を実施した。

主催

ジャンプ

　特に県民スポーツ振興の実質的な担い手である加盟競技団体や市町村（地域）体育・スポーツ協会及び関係機関・団体との

　　本会は、スポーツ精神の高揚と県民スポーツの振興を図るため、県民の体力向上とスポーツ活動に関する事業を行うこととし、

1.公益目的事業

（１）競技会事業（公１）

　ウ　チームちば　スポーツフォーラム

国体開催地を中心に

の向上に大きく貢献した。

　国民体育大会千葉県予選会を兼ね、国体正式競技の40競技で開催した。各競技白熱した試合が繰り広げられ、県の競技力

1市で開催

主催・後援等

主催

主催・後援等 説　　　明

②県民体育大会二部事業（国民体育大会千葉県大会）

会　　　場

主催

Ⅱ　事業内容

あったが、スケート競技（ショートトラック）のみの実施となった。

　県内最大スポーツイベントとして、関係団体協力のもと、郡市（地域）対抗で、正式競技39競技・公開競技1競技を開催予定で

　スポーツ大会の実施に係る事業は、県民へスポーツ振興と地域発展に寄与するため、県民体育大会及び県民体育大会二部を

①県民体育大会事業

実施した。

公益財団法人千葉県スポーツ協会　令和3年度事業報告（案）

説　　　明

6市から12名が参加

Ⅰ　総　　　括

　連携強化を図りつつ、各種事業を積極的かつ効果的に推進するという方針に基づき各事業を実施した。

　また、体験スポーツイベント事業を計画していたが、中止となった。

各会場

千葉市を中心とした

アクアリンクちば

国民体育大会予選会を

アイスホッケー，フィギュア，
スピード，ショートトラック

及び研修会を実施した。

鹿沢スノーエリア アルペン

名寄ピヤシリジャンプ競技場

木島平クロスカントリー競技場

（２）生涯スポーツ振興事業（公２）

会　　　場

コーチⅠ(委託)：バレーボール38名,

　エ　ドーピング防止講習会

コーチⅠ(独自)：ソフトボール63名

木更津工業高等専門学校他

バドミントン11名,スポーツクライミング8名,

コーチⅡ(委託)：卓球9名



NO 事　　業　　名 期　日

2 令和3年度千葉県スポーツ指導者 11/6

研修会 12/18

R4.1/29

R4.2/13

3 ドーピング防止講習会 7/11

4 チームちば　スポーツフォーラム 12/11

5 クラブマネジャー養成講習会 5/29,6/5

6/12

NO 事　　業　　名

1 優秀選手・奨励賞選手表彰

2 県スポーツ協会　公認スポーツ指導者表彰

3 （公財）千葉県スポーツ協会功労者表彰

NO 事　　業　　名

1 体協懇親ゴルフ大会 39名

48名

2 スポーツ協会会報No．67発刊

3 県スポーツ協会 要覧（規程集・名簿集）発刊

4 ホームページによる広報

5 日本スポーツ協会が発刊する各種資料の購入・配布

6 県スポーツ協会が発刊する各種資料の配布

7 総合型地域スポーツクラブ育成推進事業

スポーツ少年ちば等

12/13 源氏山ゴルフクラブ

平川カントリークラブ

主催

オンライン開催

スポーツ交流事業で希望する市町村はなく、実施はなかった。

船橋市勤労市民センター

成田市中台運動公園体育館

スポーツ科学センター研修室他

スポーツ科学センター研修室他

オンライン開催

感謝状10名,功労章48名

協力

　スポーツを通じて両国（日韓・日中・日露）の親善と友好を深める目的で実施する事業であり、令和3年度は日韓・日中・日露

11/24

期　日

主催・後援等

随時

加盟団体等関係各方面に配布・活用

加盟団体等関係各方面に配布・活用発刊なし

随時

主催

スポーツ科学センター　　7名表彰

③普及活動・広報事業

説　　　明

　ア　体協懇親ゴルフ大会（体協ゴルフの集い）

11/15

　イ　広報誌の発刊及びホームページの充実

　ウ　地域スポーツ組織育成

　ウ　スポーツ協会功労者表彰

　下記7　国体選手メディカルチェック事業

　下記6　スポーツ選手医・科学相談事業

ア　マルチコンディショニングサポート事業

⑤競技力向上事業

　関東ブロック大会及び国体に向け、県を代表する優秀な選手団を選考した。併せて帯同トレーナーの派遣を行った。

からのコンディショニングサポートを行い、競技力の向上を図った。

随時

公認スポーツ指導者他289名

主催）千葉県スポーツ指導者協議会

優秀選手個人71名,団体7チーム,奨励賞個人5名,

団体3チームを表彰

11/6

期　日

主催）広域スポーツセンター

加盟競技団体関係者他55名

　イ　公認スポーツ指導者表彰

　ア　優秀選手・奨励賞選手表彰

　表彰規程等に基づき、本県のスポーツの振興のための功績の顕著な個人又は団体を表彰した。

加盟団体等関係各方面に配布・活用

R4.1/15

加盟団体等関係各方面に配布・活用

会　　　場 説　　　明

実　施　会　場

オンライン開催

②スポーツ顕彰事業

スポーツ医事・科学研究委員他70名主催

11/24

修了者5名スポーツ科学センター研修室

イ　国体選手選考・派遣事業

　上記①－3　スポーツ指導者養成事業のドーピング防止講習会（再掲）

④スポーツ国際交流事業（日韓・日中・日露スポーツ交流）

　競技力向上として、健康管理や栄養相談、また理論に基づいたトレーニングの指導をサポートするため、今年度も医科学的側面

スポーツクラブ創設支援・登録・認証制度申請に向けた助言・支援

スポーツ振興くじ助成によるクラブアドバイザー配置随時



NO 事　　業　　名

1 第76回国民体育大会関東ブロック大会

千葉県選手団本部役員派遣事業

2 第76回国民体育大会本大会

千葉県選手団本部役員派遣事業

3 第77回国民体育大会関東ブロック大会

アイスホッケー競技会

（第77回国体冬季大会予選）

4 第77回国民体育大会フィギュア競技予選会

5 第77回国民体育大会冬季大会

千葉県選手団本部役員派遣事業

（帯同ドクター・トレーナー1名含む）

6 スポーツ選手医・科学相談事業

7 国体選手メディカルチェック事業

8 国体選手選考等事業

　　国体参加者の傷害事故等に備え、社会的責任体制を整えるために、国民体育大会関東ブロック大会及び国民体育大会参加

スキー 役員・監督・選手34名

役員・監督・選手52名

12/4,5

説　　　明

　者全員が「国民体育大会参加者補償制度」に加入した。

幕張クリニック 他

亀田総合病院附属

スポーツ科学センター

スポーツ科学センター他

秋田県

栃木県

神奈川県

54名

R4.1/24～30

役員・監督・選手740名

ウ　国民体育大会参加者傷害補償制度加入促進

随時

※一部競技中止

役員・監督・選手

随時

20名（ＭＲＩ検査）

監督・選手6名

5/30～8/30

会　　　場

12/3～5 栃木県

地区予選を中心とする競技

9/25～10/4　※中止

スケート・アイスホッケー

9/4～20

随時

16名

R4.2/17～20　※中止

監督・選手34名

三重県各地

栃木県各地

期　日



精神の高揚と県民スポーツの振興に寄与した。

NO 事業名
主催・
後援等

期日 会場 参加者数

1 令和3年度第74回千葉県高等学校総合体育大会 共催 4/24～R4.1/13 県総合スポーツセンター他 28000名

2 令和3年度第75回千葉県中学校総合体育大会 共催 6/16～8/2 県総合スポーツセンター他 9792名

3

第67回全日本中学校通信陸上競技大会千葉県大会
兼第48回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第49回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
兼第76回国体千葉県大会築城競技会少年の部第4次選考会

共催 6/26,27
県総合スポーツセン
ター陸上競技場

1029名

4
令和3年度千葉県中学校水泳競技大会
兼第61回全国中学校水泳競技大会予選会
兼第45回関東中学校水泳競技大会予選会

共催 7/22,23,24 県国際総合水泳場 800名

5 令和3年度千葉県中学校新人体育大会 共催 9/12～12/5 県総合スポーツセンター他 大会中止

6
第72回千葉県中学校駅伝大会第36回千葉県中学校女子駅伝大会
兼第30回関東中学校駅伝競走大会
及び第29回全国中学校駅伝大会千葉県予選会

共催 11/6
県立柏の葉公園総合
競技場及び特設園路
コース

1089名

7 第21回アジア男子バレーボール選手権大会 共催 9/10～20
千葉ポートアリーナ
船橋市総合体育館(船
橋アリーナ)

1000名

NO 事業名 期日 会場 新規 参加者数

1 第55回千葉県陸上競技記録会
第76回国体陸上競技第一次選考会

4/10～18 県総合スポーツセンター 3940名

2 第41回千葉県高校陸上競技記録会
第76回国体陸上競技会少年の部第三次選考会

5/29～6/6 県総合スポーツセンター 5180名

3
第74回千葉県陸上競技選手権大会
第94回関東陸上競技選手権大会千葉県予選会
第76回国体陸上競技第五次選考会

7/3,4 県総合スポーツセンター 933名

4 第52回全国ママさんバレーボール大会千葉県大会 5/10,6/3 千葉公園体育館他 大会中止

5 第10回全国ソフトバレー・スポレクフェスティバル 9/24～26 船橋アリーナ 〇 大会中止

6 ２０２１年度日本卓球リーグ前期千葉大会 6/23～27
バルドラール浦安アリーナ
（浦安市総合体育館）

〇 836名

7 2021年度日本マスターズ水泳短水路大会 4/17,18 県国際総合水泳場 401名

8 2021年度第１回千葉県公認水泳競技大会 5/9 県国際総合水泳場 623名

9 第25回千葉県春季水泳競技大会 5/16,22,23 県国際総合水泳場 2864名

10 第51回千葉県高等学校選手権水球リーグ戦 5/22～6/12 県立安房高校,船橋高校他 171名

11 第3回千葉県女子水球競技大会 6/6 県立船橋高校 〇 103名

12 2021年度第1回千葉県ジュニア公認水泳記録会 6/13 県国際総合水泳場 963名

13 第84回千葉県選手権水泳競技大会 7/10,11 県国際総合水泳場 後援なし

14 第25回館山オープンウォータースイミングフェスティバル 7/18 館山北条海岸 89名

15 2021年度第2回千葉県ジュニア公認水泳記録会 7/25 県国際総合水泳場 669名

16 第51回千葉県高等学校選手権水泳競技大会 8/23,24 県国際総合水泳場 599名

17 第39回千葉県スプリント選手権水泳競技大会 9/25,26 県国際総合水泳場 816名

18 第22回千葉県学童学年別水泳競技大会 10/9,10 県国際総合水泳場 1209名

19 第25回千葉マスターズ水泳競技大会 10/16,17 県国際総合水泳場 大会中止

20 第26回千葉県秋季水泳競技大会 10/23,24 県国際総合水泳場 1333名

21 第8回千葉県国際総合水泳場チャレンジカップ水泳競技大会
兼千葉県ジュニアBC級水泳競技大会

11/23 県国際総合水泳場 大会中止

22 第8回日本マスターズ水泳スプリント選手権大会
(ジャパンマスターズスプリント2021)

11/27,28 県国際総合水泳場 2082名

23 2021年度千葉県ジュニア水泳競技大会
兼第15回千葉県ディスタンス大会

12/12 県国際総合水泳場 422名

24 2021年度千葉県新年フェスティバル水泳競技大会 R4.1/8,9 県国際総合水泳場 1,101名

25 第22回CMC新年フェスティバル水泳競技大会 R4.1/15,16 県国際総合水泳場 660名

26 第51回千葉県短水路選手権水泳競技大会 R4.1/22,23 県国際総合水泳場 692名

27 第12回千葉県オープン水泳競技大会 R4.1/29,30 県国際総合水泳場 862名

28 2021年度第3回千葉県ジュニア水泳競技大会 R4.2/6 県国際総合水泳場 大会中止

29 新春マスターズスイムミート2021 R4.2/12,13 県国際総合水泳場 大会中止

30 2021年度第4回千葉県ジュニア水泳競技大会 R4.2/27 県国際総合水泳場 682名

31 第73回関東自転車競技選手権大会 未定 境川自転車競技場 〇 大会延期

32 高松宮賜杯第65回全日本軟式野球関東予選会（1部・2部） 6/26
長嶋茂雄記念岩名球場,
四街道総合公園野球場

117名

33 第51回関東少年（中学）軟式野球大会 8/16,17
県立柏の葉公園野球場,
松戸運動公園野球場他

大会中止

34 会長旗第55回関東選抜軟式野球大会 10/16,17
ナスパ・スタジアム,
大谷津運動公園野球場

138名

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）関東軟式野球連盟連合会
主管）県野球協会

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）関東軟式野球連盟連合会
主管）県野球協会

主催）関東軟式野球連盟連合会
主管）県野球協会

主催）一社）日本マスターズ水泳協会
主管）一社）県水泳連盟

主催）関東自転車競技連合,公財）日本自
転車競技連盟
主管）県自転車競技連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一財）県陸上競技協会,県教育委員会

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）日本マスターズ水泳協会
主管）一社）県水泳連盟

主催）一社）日本マスターズ水泳協会
主管）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟,県国際総合水泳場

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）館山OWS実行委員会,一社）県水泳
連盟

主催）公財）日本バレーボール協会,日本ソ
フトバレーボール連盟

主催）日本卓球リーグ実業団連盟
主管）一社）県卓球連盟,浦安市卓球連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）朝日新聞社千葉総局,県ママさんバ
レーボール連盟

主催）一社）県水泳連盟

主催）一社）県水泳連盟

１．共　催

1500名

10000名

２．後　援（その１）

28000名

主催）一財）県陸上競技協会,県教育委員会

主催）一財）県陸上競技協会,県教育委員会

説明

800名

主催・後援等

800名

10000名

500名

　本協会以外の関係機関・団体が行うスポーツ関係事業に対し、「行事の共催及び後援に関する規程」に定めた要件を満たした場合、事業の共催及び後援を行い、スポーツ

⑥共同開催及び後援事業

共催・後援事業



NO 事業名 期日 会場 新規 参加者数

35 第54回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会<一般> 4/3～5/15
フクダ電子ヒルズコート,
県総合スポーツセンター

171名

36 第54回新松戸山喜千葉県テニス選手権大会<ベテラン大会> 6/19～7/24
フクダ電子ヒルズコート,
県総合スポーツセンター

1194名

37 千葉県第24回テニスの日 9/12 松戸市栗ヶ沢公園庭球場 大会中止

38 第67回全日本総合男子ソフトボール選手権大会
第73回全日本総合女子ソフトボール選手権大会関東地区予選会

6/26,27,7/31
大谷津運動公園野球場・多目的広場,中
台運動公園野球場,北羽鳥多目的広場

450名

39 東日本小学生女子ソフトボール大会 8/7,8 千葉市 大会中止

40 第21回関東スーパーシニアソフトボール大会 11/20,21 野田市江戸川河川敷運動広場 350名

41 令和3年度第32回関東中学生選抜ソフトボール大会 R4.3/12,13
磯辺スポーツセンター多目的グラウンド稲
毛海浜公園スポーツ施設野球場

350名

42 佐倉市長杯中学生レスリング選手権大会 5/3 佐倉市民体育館 大会中止

43 第37回全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会千葉県予選会 5/5 日本体育大学柏高等学校 46名

44 第31回関東中学生レスリング選手権大会 10月上旬から中旬
群馬県千代田町立総合体育館
（KAKINUMAアリーナ）

大会中止

45 第36回千葉県少年少女レスリング大会 11月 未定 大会延期

46 第40回千葉県ジュニア新体操競技交歓大会 6/26,7/25 関宿総合公園体育館,東金アリーナ 約200名

47 第35回千葉県体操競技早春大会
兼全国ブロック選抜U12体操競技選手権予選県第一次選考会

R4.3/28,29 千葉ポートアリーナ 70名

48 2022千葉県体操フェスティバル 未定 未定 大会中止

49 第46回千葉県中学生相撲選手権大会 5/1 県立袖ヶ浦高校相撲場 24名

50 第35回千葉県小学生相撲選手権大会 11/13 成田市相撲場 大会中止

51 2021年度稲毛ウィークヨットレース 5/2～4 千葉市稲毛ヨットハーバー 78名

52 第47回千葉県オープンセーリング選手権大会 6/19 千葉市稲毛ヨットハーバー 34名

53 第36回千葉県セーリング選手権大会 11/21 千葉市稲毛ヨットハーバー 59名

54 第39回浮谷杯千葉県中学校春季ハンドボール大会 4/17,18,25
千葉市立打瀬中学校,千葉市立花
園中学校,四街道総合公園体育館

340名

55 第29回千葉県小学生ハンドボール大会 6/20 富里市社会体育館 63名

56 第33回千葉県高校一年生ハンドボール大会 7/22～24
県立土気高校,県立千葉商業高校,
県立若松高校,県立幕張総合高校

539名

57 第39回千葉県高校ジュニアハンドボール大会 8/21～23
県立柏陵高校,県立柏高校,
県立小金高校

申請取下げ

58 第49回千葉県総合ハンドボール選手権大会 10/16,17,11/3
県立柏の葉公園体育館,中台運動
公園体育館,市原臨海体育館

申請取下げ

59 第27回ジャパンオープントーナメント千葉県予選会 12/11 富里市社会体育館 30名

60 第17回春の全国中学生ハンドボール大会千葉県予選会 R4.1月中旬 未定 申請取下げ

61 第33回千葉県中学校一年生ハンドボール大会 R4.1/15,16 柏市中央体育館 264名

62 第11回千葉県小学生新人ハンドボール大会 R4.2/19,20 富里市社会体育館 大会中止

63 第16回関東小学生バドミントン選手権大会
兼第30回全国小学生バドミントン選手権大会関東地区予選会

10/30,31 千葉ポートアリーナ 834名

64 令和3年度第37回関東シニアバドミントン選手権大会 R4.2/25,26 千葉公園体育館他 大会中止

65 令和3年度第100回全国高等学校サッカー選手権大会 千葉県大会 7/22～11/14 県立柏の葉公園総合競技場他 4,000名

66 第13回千葉県民ハイキング R4.1/26 花嫁街道 大会中止

67 令和3年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会
兼千葉県高等学校スポーツクライミング新人大会

R4.3月下旬 県立幕張総合高校 大会延期

68 第51回千葉県馬術大会partⅠ 4/17,18 富里トレーニングファーム 156名

69 第51回千葉県馬術大会partⅢ 9/18～20 富里トレーニングファーム 大会中止

70 第14回アクアカップフィギュアスケート競技会 6/26,27 アクアリンクちば 138名

71 2021関東フィギュアスケート選手権大会 9/30～10/3 アクアリンクちば 178名

72 2022千葉県ジュニアショートトラックスピードスケート競技会 R4.3/19 アクアリンクちば 大会中止

73
第28回千葉県小・中学生カヌー大会
兼全国少年少女カヌー大会千葉県予選会
兼全国中学生カヌー大会予選会

6/20 香取市黒部川カヌー場 31名

74 第32回千葉県小・中学生新人カヌースプリント選手権大会 9/4 香取市黒部川カヌー場 大会中止

75 第28回千葉県カヌースラローム大会IN浦安 11/7 浦安市境川 大会中止

76 千葉県知事杯争奪第40回クラブ対抗カヌー競技大会 R4.1/9 松戸市内江戸川 376名

77 第47回千葉県なぎなた大会 11/3 植草学園大学附属高等学校記念館 167名

4/15 京葉CC 99名

4/20 藤ヶ谷CC 60名

4/22 総武CC印旛コース 124名

79 第17回千葉県ジュニア選手権 5/5 神崎CC 124名

80 第45回千葉県アマチュアゴルフ選手権決勝 5/24,25 袖ヶCC新袖コース 161名

81 千葉県男子ミッドシニア＆グランドシニア選手権 7/1 袖ヶCC新袖コース 82名

9/1 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース 77名

9/7 成田GC 55名

9/9 カメリアヒルズCC 84名

9/15 中山CC 104名

83 第24回千葉県ミッドアマチュアゴルフ選手権決勝 10/20,21 成田ヒルズCC 162名

84 第19回千葉県男子シニア選手権 11/10 総武CC印旛コース 163名

主催）県テニス協会,県テニス事業協会

主催）県レスリング協会

主催）県レスリング協会

主催）関東ソフトボール協会
主管）県ソフトボール協会

主催）県テニス協会

主催）関東ソフトボール協会
主管）県ソフトボール協会

主催）県レスリング協会,佐倉市レスリング協会

主催）県テニス協会

主催）関東レスリング協会
主管）県レスリング協会

主催）県カヌー協会

主催）県なぎなた連盟

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

主催）関東バドミントン連盟
主管）県バドミントン協会

主催）NPO）県スケート連盟

主催）県ハンドボール協会

主催）一社)県山岳・スポーツクライミング協会

主催）関東バドミントン連盟
主管）県バドミントン協会

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

２．後　援（その２）

主催）県ハンドボール協会

主催）県セーリング連盟
千葉市セーリング協会

主催）県セーリング連盟
千葉市セーリング協会

主催）県高体連ヨット専門部,日本FJ協会,
県セーリング連盟

主催）県ハンドボール協会

主催）県相撲連盟

主催）県ハンドボール協会

主催）県ハンドボール協会

主催）県体操協会

主催・後援等

主催）県相撲連盟

主催）県ハンドボール協会

主催）県ハンドボール協会

主催）県体操協会

主催）県体操協会

主催）関東ソフトボール協会
主管）県ソフトボール協会

主催）関東ソフトボール協会
主管）県ソフトボール協会

主催）公財）日本スケート連盟
主管）NPO）県スケート連盟

第45回千葉県アマチュアゴルフ選手権予選

主催）県ハンドボール協会

主催）公社）県サッカー協会

主催）県ハンドボール協会

主催）一社)県山岳・スポーツクライミング協会

主催）県馬術協会

主催）県馬術協会

78

主催）NPO）県スケート連盟

主催）県カヌー協会

主催）県カヌー協会

主催）県カヌー協会

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

82 第24回千葉県ミッドアマチュアゴルフ選手権予選



NO 事業名 期日 会場 新規 参加者数

85 国体ゴルフ振興基金第14回アマチュアダブルスゴルフ大会 11/25 富里GC 160名

86 国体ゴルフ振興基金第5回千葉県チームスクランブル競技 R4.3/7 鷹之台CC 132名

87 第58回千葉県ボウリング選手権大会 5/22,23 VEGAアサヒボウリングセンター 76名

88 第14回アクアカップジュニアアイスホッケー大会 9/18,19,10/9 アクアリンクちば 大会中止

89
第31回千葉県ゲートボール選手権大会
兼第36回全日本ゲートボール大会千葉県予選会

5/9 市原市文化の森ゲートボール場 90名

90 ゲートボール振興議員連盟杯第18回親善大会 6/20 市原市文化の森ゲートボール場 130名

91
第34回南関東ゲートボール選手権大会
兼第76回国民体育大会千葉県予選会

9/5 市原市文化の森ゲートボール場 大会中止

92 千葉興業銀行杯第32回親善ゲートボール大会 10/3 青葉の森スポーツプラザ陸上競技場 111名

93 第37回全国選抜ゲートボール大会千葉県予選会 11/7 市原市文化の森ゲートボール場 大会中止

94 2021年少林寺拳法千葉県大会 6/20 船橋市総合体育館(船橋アリーナ) 316名

95 2021年度春季千葉県グラウンド・ゴルフ大会（第25回朝比奈杯） 5/12,13
県総合スポーツセンター
サッカー・ラグビー場

大会中止

96 2021年度第31回秋季千葉県グラウンド・ゴルフ大会 11/10,11
県総合スポーツセンター
サッカー・ラグビー場

734名

97 2021木更津トライアスロン大会 6/20 陸上自衛隊木更津駐屯地特設会場 大会中止

98 第20回成田キッズトライアスロン大会 7/22 中台運動公園内特設会場 90名

99 2021千葉シティトライアスロン大会 10/10 稲毛海浜公園周辺特設会場 1150名

100 2021CTUデュアスロン大会inフレンドリーパーク下総 11/23 下総運動公園特設会場 182名

101 令和3年度千葉県合気道連盟前期研修大会（第48回) 7/4 県総合スポーツセンター武道館 大会中止

102 第13回千葉県合気道演武大会 11/21 県総合スポーツセンター武道館 大会中止

103 令和3年度千葉県合気道連盟後期研修大会（第49回） R4.3/20 県総合スポーツセンター武道館 大会中止

104 2021第24回千葉県ダンススポーツ選手権大会 5/1 成田市体育館 大会中止

105 2021第43回千葉県ダンススポーツ競技大会 10/24 福太郎アリーナ(鎌ケ谷市民体育館) 300名

106 第30回千葉県バウンドテニス選手権大会 5/2 東金アリーナ 大会中止

107 第23回なのはなバウンドテニスレディース親善交流大会 9/19 佐倉市民体育館 大会中止

108 第17回関東ブロックバウンドテニス選手権大会千葉県予選会 11/7 八街スポーツプラザ 大会中止

109 第6回千葉県バウンドテニスジュニア大会 11/7 八街スポーツプラザ 大会中止

110 第2９回新春千葉バウンドテニス大会 R4.1/23 東金アリーナ 大会中止

111 第31回千葉県バウンドテニス選手権大会 R4.2,3月 四街道総合運動公園体育館 大会延期

112
青木半治杯第73回中学校対抗銚子半島一周駅伝大会
第4回中学校女子銚子半島一周駅伝大会

R4.1/9 銚子市内 大会中止

113 第76回南房駅伝大会 12/5
鴨川市陸上競技場
～南総文化ホール

大会中止

114 第75回東総毎日駅伝大会 12/5 匝瑳市役所発着特設コース 大会中止

115 令和3年度第52回関東中学校サッカー大会 8/6～9 フクダ電子アリーナ他 280名

116 令和3年度第52回関東中学校バドミントン大会 8/7～9 千葉ポートアリーナ 380名

117 令和3年度全国中学校体育大会第61回全国中学校水泳競技大会 8/17～19 県国際総合水泳場 9702名

118 令和3年度全国中学校体育大会第43回全国中学校軟式野球大会 8/21～25 ゼットエーボールパーク他 430名

119
令和3年度関東高等学校男子バスケットボール大会
兼第75回関東高等学校バスケットボール選手権大会

6/5,6 船橋市総合体育館（船橋アリーナ） 480名

120 令和3年度第69回関東高等学校ラグビーフットボール大会 6/5,6 中台運動公園体育館 829名

121
令和3年度関東高等学校テニス大会
兼第74回関東高等学校テニス選手権大会

6/5,7 白子町サニーテニスコート 304名

122
令和3年度第73回関東高等学校ヨット大会
兼第62回全国高等学校ヨット選手権大会予選

6/12,13 千葉市稲毛ヨットハーバー 123名

123 令和3年度第50回関東高等学校空手道大会 6/12,13 中台運動公園体育館 120名

124 第29回千葉県武術太極拳選手権大会 10/23 県総合スポーツセンター武道館 大会中止

125 第25回ちば若潮ペタンク大会 11/21 船橋市運動公園 申請取下げ

126 第34回千葉県オープンペタンク大会 R4.3/13 船橋市運動公園 申請取下げ

127 第2回千葉県なのはなペタンク大会 R4.3月 大谷津運動公園 申請取下げ

128 第34回関東バトントワーリングコンテスト 6/26,27 千葉ポートアリーナ 1700名

10月 キッコーマンアリーナ 大会中止

11月
君津市内みのわ運動公園君津市民
体育館

大会中止

130 第67回千葉県レクリエーション大会 11/3～12/11 県総合スポーツセンター他 1703名

131 第44回千葉県民マラソン R4.3月
富津市総合社会体育館
および周辺道路

大会中止

132 第38回全日本総合エアロビック選手権大会千葉県大会 5/30 千葉ポートアリーナ 大会中止

133 第7回関東エアロビック選手権大会フライト部門千葉県大会 5/30 千葉ポートアリーナ 大会中止

134 第17回エアロビックフラワーカップ千葉 8/22 千葉ポートアリーナ 大会中止

135 第44回長狭街道駅伝競走大会 R4.2/27
鴨川市陸上競技場
～鋸南町保健福祉センター

大会中止

136 南房総市ロードレース千倉 9/23 千倉漁港 大会中止

137 第21回全国小学生ソフトテニス大会 R4.3/29～31 白子町サニーコート他 720名

主催）県レクリエーション協会

主催）株）千葉日報社,富津市陸上競技協会

主催）公社）日本3B体操協会千葉県支部

主催）関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催）関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催）県合気道連盟

主催）県合気道連盟

主催）県ゲートボール連盟

主催）県ボウリング連盟

主催）県ゲートボール連盟

主催）県グラウンド・ゴルフ協会

主催）県ゲートボール連盟

主催）県バウンドテニス協会

主催）県アイスホッケー連盟

主催）関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催）白子町,公財）日本ソフトテニス連盟

主催）日本バトン協会関東支部

主催）鴨川市,鋸南町,鴨川市教育委員会,
鋸南町教育委員会

主催）県バウンドテニス協会

主催）県合気道連盟

主催）県ゲートボール連盟

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

主催）一社）県アマチュアゴルフ協会

主催）県ゲートボール連盟

主催）県少林寺拳法連盟

主催）県トライアスロン連合

主催）銚子市,銚子市教育委員会,銚子市ス
ポーツ協会,銚子市陸上競技協会

主催）館山市,鴨川市,南房総市,鋸南町
各体育・スポーツ協会,教育委員会,株）毎
日新聞社

主催）県グラウンド・ゴルフ協会

主催）木更津トライアスロン大会実行委員会

主催）千葉シティトライアスロン大会実行委
員会

主催）県エアロビック連盟

主催）成田トライアスリートクラブ
主管）県トライアスロン連合

主催・後援等

主催）県ペタンク・ブール連盟,千葉県老人
クラブ連合会

主催）県ペタンク・ブール連盟

主催）県ペタンク・ブール連盟

２．後　援（その３）

129
公益社団法人日本3B体操協会創立50周年記念全国大会
千葉県支部大会

主催）南房総市,南房総市教育委員会,南房総市ス
ポーツ協会,一社）南房総市観光協会

主催）関東中学校体育連盟

主催）関東中学校体育連盟

主催）関東中学校体育連盟

主催）関東中学校体育連盟

主催）県エアロビック連盟

主催）県エアロビック連盟

主催）県武術太極拳連盟

主催）匝瑳市スポーツ協会,匝瑳市教育委員会

主催）県ダンススポーツ連盟

主催）県バウンドテニス協会

主催）県バウンドテニス協会

主催）県バウンドテニス協会

主催）県バウンドテニス協会

主催）県ダンススポーツ連盟

主催）関東高等学校体育連盟,県教育委員会

主催）関東高等学校体育連盟,県教育委員会



NO 事業名 期日 会場 新規 参加者数

138 第50回関東ろう者体育大会(千葉会場) 5/22 千葉市 ○ 大会中止

139 第23回関東小学生相撲優勝大会千葉県予選大会 6/5 県立袖ヶ浦高校 26名

140 いちぎ一会とちぎ国体セーリング競技リハーサル大会 9/10～12 千葉市稲毛ヨットハーバー 〇 大会中止

141
令和3年度第30回全国高等学校女子サッカー選手権大会
千葉県大会

7/31～9/23 中台運動公園球技場他 450名

142 Cycle Aid Japanツール・ド・ちば2021 10/9,10
木更津市,富津市,袖ケ浦市,君津
市,鴨川市,市原市

大会中止

143 令和3年度第30回関東高等学校空手道選抜大会 R4.1/29,30 松山下公園総合体育館 大会中止

144 第39回千葉県一輪車競技大会 9/26 青葉の森スポーツプラザ陸上競技場 大会中止

145 第73回日本ハンドボール選手権関東ブロック大会 10/30,31
中台運動公園体育館,国際武道大学
体育館,千葉明徳高等学校体育館

296名

146 第35回新体操早春大会 R4.3/19 市原市臨海体育館 100名

147 いちご一会とちぎ国体・ねんりんピック神奈川２０２２千葉県代表選考会 10/23 県総合スポーツセンター武道館 〇 49名

148 第18回全国小学生タグラグビー大会中関東予選大会 R4.1/23
ブリオベッカ浦安競技場
(浦安市陸上競技場)

大会中止

149 君津市長杯争奪第1回君津モルック大会 12/4 君津市内みのわ運動公園 〇 134名

主催)県相撲連盟

２．後　援（追加申請）

主催）関東ろう連盟

主催・後援等

主催)いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実
行委員会

主催)君津モルック協会

主催)県武術太極拳連盟

主催)公財)日本ラグビーフットボール協会
主管)関東ラグビーフットボール協会,
県ラグビーフットボール協会普及育成委員
会,浦安市ラグビーフットボール協会

主催)県高等学校体育連盟空手道専門部
主管)県空手道連盟

主催)ツール・ド・ちば2021実行委員会

主催)公社)県サッカー協会

主催)県一輪車連盟

主催)関東ハンドボール協会
主管)県ハンドボール協会

主催)県体操協会



1）軟式野球（第45回及び第41回関東大会予選）

　軟式野球（第20回中学生の部）

2）ミニバスケットボール

　（第41回及び第40回関東大会予選）

3）バレーボール(第41回関東大会予選）

　バレーボール（第20回全国大会予選）

4）サッカー（第41回）

5）ソフトボール

6）武道（第37回）

7）剣道（第42回及び第45回全国大会予選）

8）卓球（第42回）

9）バドミントン（第26回及び第41回関東大会予選）

10）柔道（第25回）

11）空手道（第24回）　前期

　　　　　　　　　　　　　　後期

12）ハンドボール（第10回）

　 1）千葉県スポーツ少年団交流会

2）NECグリーンロケッツ東葛ちびっこスポーツ教室

　青少年スポーツ指導者の養成、資質向上のために下記の事業を実施した。

⑧リーダーズクラブ総会・定例会 4/18,5/16,6/27,8/29,9/19,10/30, 県総合スポーツセンター他

県総合スポーツセンター

11/14,12/5,R4.1/29,2/10,3/27 一部オンライン開催

オンライン開催

R4.3/27～30　※中止

12/19 県総合スポーツセンター多目的アリーナ 参加者35名（保護者含む）

③日独スポーツ少年団ユースキャンプ 8/2～5

⑦全国・シニア・関東大会の参加者事前指導 実施なし 県総合スポーツセンター

⑨リーダーズクラブ研修会(交歓会) 5/16

　 リーダー研究大会 団員3名（千葉市1名,船橋市2名）

⑥令和3年度全国スポーツ少年団リーダー連絡会 6/12 オンライン開催 育成担当者1名、リーダー1名

 　シニア・リーダースクール

⑤第20回関東ブロックスポーツ少年団 10/16 群馬県（主管）オンライン開催 指導者1名（船橋市）

④令和3年度日本スポーツ少年団 8/17～20 団員1名（千葉市）

③第59回全国スポーツ少年大会 9/19,20 東京都（開催県）オンライン開催 参加なし

②第52回関東スポーツ少年大会 8/24～26　※中止 神奈川県

高知県 県代表団体戦1チーム、

リーダー養成・交歓交流事業

①令和3年度千葉県スポーツ少年団 8/10～12　※延期 県立水郷小見川少年自然の家

　 ジュニア・リーダースクール 12/11,25　※日帰り実施 県総合スポーツセンター 21名（千葉市16名,船橋市5名）

事　　業　　名 期　日 会　　　場 備　　　考

⑤第19回全国スポーツ少年団バレーボール交流大会 島根県 県代表1チーム(女子)

④第44回全国スポーツ少年団剣道交流大会 R4.3/26～28　※中止

個人戦中学男女各1名

②第40回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 7/24～26　※中止 ひたちなか市総合運動公園体育館他

③第43回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 8/13～16　※中止 沖縄県 関東ブロック代表2チーム

12/5 八街スポーツプラザ

5/23　※中止 県総合スポーツセンター武道館

R4.2/6　※中止 県総合スポーツセンター武道館

R4.1/16 成田市中台運動公園体育館

12/18 柏市中央体育館

6/6 県総合スポーツセンター武道館

12/12 内みのわ運動公園市民体育館

育成指導に努め、その活動の活性化を図ってきた。

　交流大会事業は、スポーツ少年団活動の根幹をなす事業であり、スポーツ通して相互の親睦を深めたり、リーダーの養成に大きく貢献した。

県種目別交流大会、関東競技別交流大会、全国競技別交流大会

①千葉県スポーツ少年団競技別交流大会

5/9,15,16,22,23,30,6/5,6,12 君津内野球場他

　ア　県種目別交流大会

　イ　リーダー養成・交歓交流事業

　ウ　日独スポーツ少年団同時交流事業

事　　業　　名 期　日

12/5,12,19 富津市総合社会体育館他

8/28,29　※中止 成田市中台運動公園内

　ウ　母集団研修会

キッコーマンアリーナ他

①第47回日独スポーツ少年団同時交流事業（派遣） 7/25～8/1 オンライン開催

　ア　スタートコーチ（スポーツ少年団）インストラクター移行・養成研修会

　イ　スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会

6/12 印西市松山下公園総合体育館

⑪千葉県スポーツ少年団交流会

10/31 柏の葉運動公園コミュニティ体育館 参加者91名（保護者含む）

（３）青少年スポーツ育成事業（公３）

①青少年スポーツ交流大会事業

②青少年スポーツ指導者育成事業

10/17～　※中止 横芝光町光スポーツ公園球場

7/4,11 四街道市総合体育館他

会　　　場 備　　　考

6/6,12,13

実施なし

　青少年にスポーツを振興し、心身の健全な発達を促し、スポーツマンシップを通し公正で公平な態度を育成するものとし、スポーツ少年団の普及と

日独スポーツ少年団同時交流事業

5/15（事前研修） オンライン開催

②第47回日独スポーツ少年団同時交流事業（受入） 実施なし

オンライン開催 団員1名（船橋市）

⑩リーダーズクラブ県内外交流会参加 ※なし

　エ　千葉県スポーツ少年団研修会

　オ　その他の指導者育成事業



　ア　千葉県スポーツ少年団顕彰

　イ　日本スポーツ少年団顕彰

　普及・広報活動の一貫として地域交流活動を行い、地域が抱える課題等を共有することができた。

　ア　地域交流活動事業

　イ　運動適性テスト

　ウ　機関誌の発刊

（４）その他の公益目的事業（公益共通）

　・創立75周年記念史作成事業

　自主財源確保のため、ポロシャツ販売事業を今年度も実施した。多くの方に購入していただくためデザイン等を工夫し、販売促進を図った。

⑫本部長・副本部長会議

指導協委員長・事務担当者

⑩市町村事務担当者会議

※千葉県スポーツ少年団事業説明会として開催

⑪種目別専門部長会議・会計照合 R4.3/12 県総合スポーツセンター

実施なし

2.収益事業

　また、平成29年度に創立70周年を記念し、作成したネクタイ・スカーフを引き続き販売した。

県総合スポーツセンター7/22,8/9,10/23,R4.1/8

R4.3/4 県総合スポーツセンター・オンライン併用開催 市町村事務担当者

④関東ブロックスポーツ少年大会・ 6/4　※中止 茨城県 本部長・事務担当者

⑧広報専門部会 実施なし

⑨日本スポーツ少年団関東ブロック会議 R4.2/8 茨城県（主管）オンライン開催 関東各都県本部長・

⑥総務専門部会 5/5　※書面開催 県総合スポーツセンター

⑦事業専門部会

 　競技別実行委員会

⑤都道府県事務担当者会議 4/28 オンライン開催 事務担当者

②常任委員会 5/5　※書面開催,R4.2/19 県総合スポーツセンター 常任委員

②運動適性テスト実施事業 4/1～R4.2/28 市町村・単位団で実施

2）地区会議 実施なし

③広報誌「スポーツ少年ちば」 R4.3/4

事　　業　　名 期　日 会　　　場 備　　　考

①委員総会 5/5　※書面開催,R4.2/19 県総合スポーツセンター 市町村代表委員

1）地域交流大会 11/1～R4.2/28 県内1地区 我孫子市（君津市：参加賞配布のみ）

事　　業　　名 期　日 備　　　考

①地域交流活動事業

②日本スポーツ少年団顕彰 5/28 個人4名,感謝状1名

6）幼児期からのACP講師講習会 7/10,11,11/20,21 東京都・岡山県

　スポーツ少年団の普及振興、またスポーツ指導者の資質向上のために、下記顕彰を行った。スポーツ少年団関係者の大きな励みとなった。

事　　業　　名 期　日 備　　　考

5）第4回ジュニアスポーツフォーラム 6/13 オンライン開催

7）幼児期からのACPブラッシュアップセミナー 7/11,11/21 東京都・岡山県

①千葉県スポーツ少年団顕彰 5/25 個人13名,団9団体

1）委員総会 4/24　※書面開催,R4.2/19 県総合スポーツセンター 市町村代表委員

4）関東ブロック指導者研究協議会 11/6 東京都（主管）オンライン開催 委員長・副委員長他（計5名）

2）運営委員会 4/24　※書面開催,R4.2/19 県総合スポーツセンター 運営委員

3）全国スポーツ少年団指導者協議会 6/12 オンライン開催 指導者代表1県1名

⑥その他の指導者育成事業（指導者協議会）

⑤千葉県スポーツ少年団指導者研修会 10/2 県総合スポーツセンター 参加者26名

①令和3年度スタートコーチ（スポーツ少年団） 12/19,23,R4.1/22,23 オンライン開催（全4回） 修了者7名

②令和3年度スタートコーチ(スポーツ少年団) R4.1/23 オンライン開催（全1回） 修了者1名

　 インストラクター養成講習会

　 インストラクター移行研修会

　 養成講習会 2/13

③ジュニアスポーツ指導者表彰事業

④普及・広報事業

○スポーツ少年団事業報告（諸会議開催及び派遣、登録管理）

（1）販売事業（収１）

事　　業　　名 期　日 会　　　場 備　　　考

④令和3年度母集団研修会 4/1～R4.2/28 県内2コース 千葉市,富津市

③令和3年度スタートコーチ(スポーツ少年団) 10/30,11/27,12/12,R4.1/30, 県内5コース

③日本スポーツ少年団委員総会 5/29,R4.2/26　他書面開催 書面・オンライン開催 4回開催

修了者343名



NO

1
6月15日
※書面開催

7月6日
※書面開催

8月13日
※書面開催

11月26日
※書面開催

令和4年3月25日
※書面開催

2
5月19日
※書面開催

6月24日
※書面開催

8月4日
※書面開催

11月16日 令和4年3月16日

3

4月24日
※書面開催

6月15日
※書面開催

令和4年2月19日

5月12日 6月15日 7月27日

9月21日 11月16日 令和4年3月10日

4月23日 5月13日 5月21日

5月28日 6月4日 6月11日

7月2日 7月15日 8月6日

8月20日 10月29日 12月24日

令和4年1月14日

6月2日
※書面開催

令和4年3月2日
※書面開催

6月22日
※書面開催

令和4年2月24日
※書面開催

8月3日
※書面開催

令和4年2月24日
※書面開催

8月5日
※書面開催

期　日

ポロシャツ販売事業

事　　業　　名 期　日 説　　　明

はもとより民間企業等の協力を得て自主財源確保のためスポーツ振興事業賛助金等の獲得拡充に努め、財政基盤の確立に向け努力した。

　これら事業の一層の充実とその発展のためには、安定した財政基盤の確立が必要であることから、諸事業の見直し、経費の節減等有効な事業執行

　また、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設利用が大幅に減少となった。

随時 ネクタイ　5本

　安定した財源確保のため、千葉県まちづくり公社とジョイントによる指定管理事業を3期目の3年目として行った。

　各種事業推進にあたっては、加盟団体をはじめ各関係機関・団体の協力と必要に応じて相互協力を行った。

　また、公益財団法人への移行を機に、事業の推進はもとより、組織運営についても公益性を明確にして進めた。

①千葉県総合スポーツセンター指定管理者

説　　　明

千葉県総合スポーツセンター指定管理 随時 職員派遣

Ⅲ　組織運営及び財政の確立

事　　業　　名

３.その他の事業

（1）コロナ対策特別支援事業

　①コロナ対策特別事業交付金　　②コロナ対策特別支援事業マスク配布

（2）スポーツ団体ガバナンスコードに適合する組織運営

　①加盟地域団体ガバナンスコード説明会

　

説　　　明

（2）施設管理事業（収２）

ネクタイ・スカーフ販売事業

（７）指定管理担当理事会

（２）総合企画・財務委員会

（３）競技力向上委員会

諸　会　議 期　　　　　日

評議員会

理事会

専門委員会等

（１）スポーツ少年団

（４）県民スポーツ委員会

随時 ポロシャツ　1,007枚

（５）スポーツ医事・科学研究委員会

（６）指導者委員会

事　　業　　名 期　日

＜参考＞諸会議

①体協ポロシャツ

②体協ネクタイ・スカーフ


