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各スポーツ少年団代表者 様 

浜松市スポーツ少年団本部 

本部 長 大ノ木 忍 

第 53回東海ブロックスポーツ少年大会の参加者募集について 

日頃より、スポーツ少年団活動へのご支援、ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、標記の大会が別添の要項のとおり開催されます。 

つきましては、当本部にて取りまとめをいたしますので、貴スポーツ少年団で参加者を募って

いただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。 

なお、申込多数の場合は、静岡県スポーツ少年団にて原則として１単位団につき４名から５名

で調整させていただきます。 

また、申込書における番号は優先順位とし、若い番号から受付けますのでご了承ください。 

記 

１ 申込期限 ２０２２年７月６日（水） 

２ 提出書類 ・ 参加申込書 

・ 参加承諾書（リーダー・団員のみ） 

２ 申 込 先 浜松市スポーツ少年団本部 事務局 

〒435-0015 浜松市東区和田町 808-1 

ｉｎｆｏ＠ｓｐｏｓｙｏｕ．ｃｏｍ ＦＡＸ.０５３－４１１－８６８７ 

３ そ の 他 （１） 参加者の決定については、後日連絡します。 

浜松市スポーツ少年団本部 

事務局：三上 

〒435-0016 浜松市東区和田町 808-1 

TEL.053-411-8686 FAX.053-411-8687 

info＠sposyou.com 



第 53回東海ブロックスポーツ少年大会 開催要項 

１ 主 旨 

本大会は、東海ブロックスポーツ少年団の団員・リーダー及び指導者が、スポーツ活動

等を通じて相互の親睦と交歓を行うとともに、その資質向上を図り、地域における団活動

の活性化を促進することを目的とする。 

２ 主催 

公益財団法人日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団 

公益財団法人静岡県スポーツ協会 静岡県スポーツ少年団 

公益財団法人愛知県スポーツ協会 愛知県スポーツ少年団 

公益財団法人三重県スポーツ協会 三重県スポーツ少年団 

公益財団法人岐阜県スポーツ協会 岐阜県スポーツ少年団 

 

３ 主 管 

第 53回東海ブロックスポーツ少年大会岐阜県実行委員会 

４ 期 日 

２０２２年８月１７日（水）～１９日（金） ２泊３日 

５ 会 場 

＜活動場所＞ 岐阜メモリアルセンター 

〒502-0817 岐阜市長良福光大野 2675-28  TEL.058-233-8822 

＜宿泊場所＞ 長良川スポーツプラザ 

〒502-0817 岐阜市長良福光 2070-7  TEL.058-295-6300 

６ 参加資格 

（１） 当該年度にスポーツ少年団登録をしている団員・リーダー及び指導者で、 

各県スポーツ少年団本部長が推薦した者。 

（２） 団員は、下記の項目に該当する者。 

① 小学校５年生以上の者。 

② 集団行動に際して、規律正しい行動がとれる者。 

③ 全大会日程に参加できる健康状態及び体力・運動能力を有する者。 

④ 保護者および所属単位団代表指導者の承認を得た者。 

（３） リーダーは、原則高校生以上の者。 

（４） 指導者は、下記の項目に該当する者。 

① 団育成に熱意があり、集団指導及びスポーツ経験の豊かな者。 

② 大会運営に協力できる有資格指導者（認定員・認定育成員）である者。 

７ 日 程 

別紙日程表参照 

８ 活動内容 



スポーツ活動、交流活動、野外活動、創作活動等 

 

９ 参加人数 

県名 
団員 

指導者 リーダー 合計 
男 女 

愛知県 10名 10名 2名 2名 24名 

三重県 10名 10名 2名 2名 24名 

静岡県 10名 10名 2名 2名 24名 

岐阜県 20名 20名 2名 15名 57名 

合計 50名 50名 8名 21名 129名 

 

１０ 経 費 

（１） 会場までは計画輸送バスを利用しますので、交通費として１人 1,000 円を徴収しま

す。浜松市スポーツ少年団本部でとりまとめます。 

（２） 大会期間中の滞在費（宿泊費・食費）は、主催者負担とする。 

（３） 参加料は無料。 

１１ 参加申込 

所定の参加申込書により、２０２２年７月６日（水）必着で下記まで申し込むこと。 

１２ 服 装 

活動のしやすい服装であること（トレーニングウェア等） 

１３ 持ち物 

着替え用衣類（長袖等）、洗面用具、お風呂用具、タオル、荷物袋（リュックサック・ナッ

プサック）、筆記用具、帽子、懐中電灯、ティッシュペーパー、雨具（カッパ）、運動靴（外

履き・内履き）、常備薬、保険証のコピー、水筒、虫除けスプレー（必要者）、軍手（滑り

止めがついてないもの）、その他必要な物（大会に必要の無い物の持ち込みを禁止する） 

＊ 持ち物には必ず名前を書くこと。 

 

１４ その他 

（１） 参加者は、引率指導者のもと、８月１７日（水）の１４時までに、会場に集合し受

付を済ませること。 

（２） 初日（８月１７日）の昼食は、各自で済ませておくこと。 

（３） 参加者は、全日程に参加し、特別な場合を除き早退や自由行動は認めない。 

浜松市スポーツ少年団本部 事務局 

〒435-0015 浜松市東区和田町 808-1 

ｉｎｆｏ＠ｓｐｏｓｙｏｕ．ｃｏｍ ＦＡＸ.０５３－４１１－８６８７ 



（４） 台風等不慮の災害による実施の可否は、８月１６日（火）１２時までに主催者側で

決定し、各県スポーツ少年団事務局へ連絡を行う。 

（５） 参加者は、スポーツ安全保険等に加入していること。なお、大会期間中の傷害や疾

病については、主催者側で応急処置は行うが、その後の責任は負わない。 

（６） 参加者は、スポーツ少年団の歌「みどりの朝風」「若いぼくら」を歌えるようにして

くること。 

（７） 期間中の連絡については、原則各県スポーツ少年団事務局を通じて、開催県スポー

ツ少年団に連絡すること。ただし、緊急を要する場合は、その限りではない。 

この大会は、公益財団法人スポーツ安全協会の助成を受けて開催するものです。 



期日

活動内容 場所 活動内容 場所 活動内容 場所

　

清掃 部屋 清掃 部屋

感想文（アンケート）

閉会式

解散

スポーツプラザ
【大会議室】

夕食
スポーツプラザ

【食堂】

受付

休憩、移動（スポーツプラザへ）
到着後、各部屋へ荷物移動

レクリエーション

メモリアル
【ふれ愛ドーム】

夕食
スポーツプラザ

【食堂】

休憩、活動準備

17:00

18:00

入　浴

自由時間・班長会議・点呼

開会式
オリエンテーション

19:00

休憩　移動（スポーツプラザへ）

スポーツ交流大会
（ACP、モルック）

メモリアル
【で愛ドーム】

グループワーク

就寝

20:00

21:00

22:00

自由時間・点呼

就寝

自由時間・班長会議

入　浴

ウォーキングツアー 長良川河畔

14:00

15:00

16:00

12:00

昼食

メモリアル
【施設内】

13:00

9:00

10:00

11:00

活動準備・移動（メモリアルへ）

オリエンテーリング大会

7:00

8:00 朝食
スポーツプラザ

【食堂】
朝食

スポーツプラザ
【食堂】

起床・洗面 起床・洗面

活動準備・荷物移動（メモリアルへ）

創作活動

メモリアル
【第1会議室】

昼食

第53回東海ブロックスポーツ少年大会　日程表

8月17日（水） 8月18日（木） 8月19日（金）

6:00
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