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1 京都府 韓国 韓国済州島自転車競技交流事業 派遣 令和4年2月10日 (木)～ 令和4年2月14日 5日間 済州市 自転車競技（ロード） 京都市自転車競技連盟 韓国・済州島自転車競技連盟 高校生 5 (2) 15 (15) (0) 20 (17)

2 兵庫県 韓国 兵庫・ソウルサッカー交流事業 派遣 令和3年12月26日 (日)～ 令和3年12月29日 4日間 韓国・ソウル サッカー 一般社団法人兵庫県サッカー協会 韓国・ソウルサッカー協会 中学生 5 (2) 20 (18) (0) 25 (20)

3 山口県 韓国 日韓親善剣道交流事業 派遣 令和3年8月6日 (金)～ 令和3年8月8日 3日間 韓国　慶州南道　昌原市鎮海区 剣道 長門市剣道連盟 昌原市鎮海区剣道連合会 中学生・成人 2 (2) 10 (10) (0) 12 (12)

4 佐賀県 韓国 第34回日韓親善少年柔道大会 派遣 令和4年1月7日 (金)～ 令和4年1月10日 4日間 慶尚北道　大邱廣域市 柔道 　佐賀県柔道協会三神支部 　大邱廣域市　大邱柔道会 小学生・中学生 20 (2) 30 (18) (0) 50 (20)

5 青森県 韓国 青森県・ソウル市アイスホッケー交流事業 受入 令和3年8月17日 (火)～ 令和3年8月22日 6日間 青森県八戸市 アイスホッケー 青森県アイスホッケー連盟 韓国・ソウル特別市アイスホッケー連盟 高校生 2 (2) 18 (18) (1) 1 (1) 22 (22)

6 福岡県 韓国 北九州市・テグ広域市キッズ陸上競技交流 受入 令和3年9月21日 (火)～ 令和3年9月24日 4日間 福岡県北九州市 陸上競技（４種競技大会） NPO法人北九州陸上クラブRiC 韓国・テグ広域市陸上連合 小学生 5 (2) 18 (18) 2 (1) 1 (1) 26 (22)

7 青森県 中国 青森県・北京市アイスホッケー交流事業 派遣 令和3年7月23日 (金)～ 令和3年7月28日 6日間 中国　北京市 アイスホッケー 青森県アイスホッケー連盟 アイススターアイスホッケークラブ 小学生 3 (2) 18 (18) 21 (20)

8 静岡県 中国 静岡県・中国成人バドミントン交流 派遣 令和3年6月14日 (月)～ 令和3年6月19日 6日間 陕西省西安市又は甘粛省蘭州市 バドミントン 静岡県バドミントン協会 陕西省西安市又は甘粛省蘭州市それぞれのバドミントン競技団体 成人 2 (2) 12 (12) (0) 14 (14)

9 静岡県 中国 静岡県・中国成人バドミントン交流 受入 5日間 陕西省西安市又は甘粛省蘭州市 バドミントン 静岡県バドミントン協会 陕西省西安市又は甘粛省蘭州市それぞれのバドミントン競技団体 成人 2 (2) 12 (12) 1 (1) 1 (1) 16 (16)

10 三重県 中国 中日両国青少年友好サッカー交流 受入 令和4年1月6日 (木)～ 令和4年1月11日 6日間 三重県鈴鹿市、津市 サッカー 安濃ＦＣ

中心団体：甘肃省定西市临洮县第二实验小学

中国北京楽園体育発展有限会社：甘肃省定西市陇西县永吉乡河

口小学

小学生 2 (2) 18 (18) 1 (1) 1 (1) 22 (22)

11 北海道 ロシア 第22回北海道柔道連盟(ジュニア)・ロシア親善交流 派遣 令和3年9月11日 (土)～ 令和3年9月15日 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 5 (2) 25 (18) 30 (20)

12 北海道 ロシア サハリン州　スポーツ交流事業(派遣) 派遣 令和3年9月18日 (土)～ 令和3年9月20日 3日間 ロシア・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・成人 4 (2) 10 (10) 14 (12)

13 青森県 ロシア 青森県・バラシハアイスホッケー交流事業 派遣 令和3年10月17日 (日)～ 令和3年10月22日 6日間 ロシア　バラシハ アイスホッケー 青森県アイスホッケー連盟 ロシア　バラシハアイスホッケークラブ 小学生 4 (2) 18 (18) 22 (20)

14 埼玉県 ロシア 本場ロシアホッケー交流事業 派遣 　ロシア連邦　モスクワ市 　アイスホッケー 埼玉県アイスホッケー連盟 　クリリアモスクワ・スパルタモスクワ・ディアナモスクワ
小学生・中学生・

高校生
2 (2) 18 (18) (0) 20 (20)

15 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 受入 令和3年7月28日 (水)～ 令和3年8月4日 8日間 北海道　札幌市 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 5 (2) 10 (10) 4 (1) 1 (1) 20 (14)

16 北海道 ロシア サハリン州　スポーツ交流事業(受入) 受入 令和3年11月21日 (日)～ 令和3年11月23日 3日間 北海道　札幌市 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
小学生・中学生・

高校生・大学生・成人
2 (2) 20 (10) 4 1 (1) 27 (13)

17 富山県 ロシア 2021年度日露青年ダンススポーツ交流大会 受入 令和3年7月6日 (火)～ 令和3年7月13日 8日間 富山市総合体育館 ダンススポーツ 特定非営利活動法人富山県ダンススポーツ連盟 ロシア連邦　ザバイカル地方ダンススポーツ連盟 　     
小学生・中学生・

高校生・大学生・成人
2 (2) 300 (18) 60 (1) 2 (1) 364 (22)

18 福岡県 ロシア 宗像市・ロシア柔道交流事業 受入 令和3年12月22日 (水)～ 令和3年12月28日 7日間 福岡県宗像市 柔道  主催 一般財団法人サニックススポーツ振興財団 ロシア・サンクトペテルブルグ ヤワラーM 中学生 2 (2) 7 (7) (0) 1 (1) 10 (10)

11月～12月の間での実施を調整しております。

6月中旬またはR4年2月頃の実施を予定しております。
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