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1 福岡県 韓国 北九州市・テグ広域市キッズ陸上競技交流事業 派遣 令和元年7月20日 (土)～ 7月23日 (火) 4日間
大邱広域市大邱陸上

振興センター　テグスタジアム

陸上競技

　60m走・400m走

やり投・走幅跳

一般財団法人北九州市陸上競技協会
テグ広域市教育委員会

テグ広域市陸上競技連合
小学生 5 (2) 17 (17) (0) 22 (19)

2 高知県 韓国 日韓交流ソフトボール事業 派遣 令和元年11月8日 (金)～ 11月11日 (月) 4日間 ソウル特別市 ソフトボール 高知ソフトボール協会 ソウル市特別区ソフトボール協会 成人 2 (2) 16 (16) 18 (18)

3 青森県 韓国 青森県・平澤市サッカー協会友好交流事業 受入 令和元年5月17日 (金)～ 5月19日 (日) 3日間 青森県青森市 サッカー 青森県サッカー協会 平澤市サッカー協会 成人 20 (2) 19 (18) 1 (1) 1 (1) 41 (22)

4 大阪府 韓国 大阪クラブチーム・仁川ハンドボール交流 受入 令和元年7月22日 (月)～ 7月27日 (土) 6日間 大阪府 ハンドボール競技 大阪ジュニアクラブ 仁川萬城中学校 中学生 3 (2) 18 (18) 4 (1) 2 (2) 27 (23)

5 高知県 韓国 仁川・高知バスケットボール交流事業 受入 令和元年10月11日 (金)～ 10月14日 (月) 4日間 高知県高知市 バスケットボール
一般社団法人

高知県バスケットボール協会

国民生活体育仁川広域市

バスケットボール連合会
成人 1 (1) 10 (10) 2 (1) 1 (1) 14 (13)

6 長崎県 韓国 2019平戸・金海親善少年サッカー交流事業 受入 令和元年10月11日 (金)～ 10月15日 (火) 5日間 平戸市 サッカー 平戸市サッカー協会 金海ユナイテッド 小学生・成人 5 (2) 20 (0) 5 (0) 3 (1) 33 (3)

7 北海道 韓国 日韓カーリング交流 受入 令和2年1月30日 (木)～ 2月4日 (火) 6日間 札幌市 カーリング 札幌カーリング協会 ソウルカーリング協会 中学生・高校生 1 (1) 13 (13) 1 (0) 1 (1) 16 (15)

8 東京都 中国 東京都墨田区・日中卓球交流事業 派遣 令和元年8月14日 (水)～ 8月19日 (月) 6日間 河北省保定市 卓球 墨田区卓球協会 喜来卓球訓練学校 中学生 2 (2) 18 (18) 20 (20)

9 栃木県 中国 栃木県バドミントン協会・上海バドミントン交流 派遣 令和元年12月27日 (金)～ 12月31日 (火) 5日間 上海市 バドミントン 栃木県バドミントン協会 浙江省杭州市バドミントン協会 高校生 2 (2) 10 (10) 12 (12)

10 埼玉県 ロシア 本場ロシアホッケー交流事業 派遣 令和元年5月18日 (土)～ 5月26日 (日) 9日間 モスクワ アイスホッケー 埼玉県アイスホッケー連盟
クリリアソビエトフ・スパルタモスクワ・

ディナモモスクワ
小学生 2 (2) 18 (18) 20 (20)

11 北海道 ロシア サハリン州スポーツ交流事業 派遣 令和元年6月22日 (土)～ 6月24日 (月) 3日間 サハリン州ユジノサハリンスク市 ボクシング 北海道ボクシング連盟 ロシア・サハリン州ボクシング連盟 高校生・大学生 5 (2) 10 (10) 15 (12)

12 北海道 ロシア 第21回北海道柔道連盟(ジュニア)・ロシア親善交流 派遣 令和元年8月29日 (木)～ 9月2日 (月) 5日間 ユジノサハリンスク 柔道 北海道柔道連盟 サハリンサンボ柔道連盟 小学生・中学生 3 (2) 25 (18) 28 (20)

13 青森県 ロシア 青森県・モスクワアイスホッケー交流事業 派遣 令和元年10月13日 (日)～ 10月19日 (土) 7日間 モスクワ アイスホッケー 青森県アイスホッケー連盟
サンクトペテルブルグＣＫＡ（ｽｶ）

アイスホッケークラブ
中学生 2 (2) 18 (18) 20 (20)

14 福岡県 ロシア 宗像市・ロシア ラグビーユース交流事業 受入 平成31年4月26日 (金)～ 令和元年5月7日 (火) 12日間 宗像市 ラグビー 宗像市 エニセイ-ＳＴＭ（ロシア） 高校生 5 (2) 30 (18) 1 (0) 1 (1) 37 (21)

15 北海道 ロシア ノボシビルスク女子新体操選手受入事業 受入 令和元年6月19日 (水)～ 6月24日 (月) 6日間 北海道札幌市 新体操 札幌体操連盟 ノボシビルスク州新体操連盟
小学生・中学生

高校生
5 (2) 11 (11) 5 (0) 1 (1) 22 (14)

※中止交流

No. 都道府県 交流国 名称
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1 山口県 韓国 山口県ハンドボール競技交流事業 派遣 令和元年7月28日 (日)～ 7月31日 (水) 4日間 下関市ハンドボール協会

2 兵庫県 韓国 兵庫県・済州特別自治道ソフトテニス競技交流事業 派遣 令和元年8月24日 (土)～ -43,700日間 兵庫県ソフトテニス連盟

3 京都府 中国 寧波市テニス国際交流事業 派遣 令和元年10月11日 (金)～ 10月14日 (月) 4日間 長岡京市体育協会

4 栃木県 韓国 栃木県バドミントン協会・ソウル特別市バドミントン交流 派遣 令和2年2月7日 (金)～ 2月10日 (月) 4日間 栃木県バトミントン協会交流先団体にて受入が困難になったため
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中止の理由

交流先団体にて受入が困難になったため

主管団体から派遣が困難になったため

交流先団体にて受入が困難になったため
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