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１．チアリーディング講習事業                    

（１）一日安全技術講習会 

・競技の安全技術を向上させるとともに、競技の普及を目的として、講習会を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子ども一日安全技術講習会（子どもワンデークリニック） 

・ジュニアチームを対象に、チアリーディングの基本技術を主とする講習会を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）夏期集中講習会（サマーキャンプ） 

・夏休みに数日間、集中的に基本技術の指導及び技術向上を図るためキャンプを開催 

   

 

 

 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大により、夏期集中講習会に実施が困難な場合は、ミニ

サマーキャンプ（1 日完結型）に内容を変更し実施予定 

 

（４）安全活動支援事業 

   ①一日安全技術講習会指導マテリアルオンライン配信 

    ・加盟団体を対象に各種講習会指導マテリアルの映像配信を行う 

   

②一日安全技術講習会オンラインプライベートコーチング 

     ・プライベートコーチング形式でオンラインにて講習会を開催する 

開催地及び

開催回数 

北海道地区８回（札幌４回、旭川２回、帯広２回）、東北地区６回（青

森２回、宮城４回）、関東地区１８回、中部地区５回、北信越地区５

回（石川２回、富山２回、長野１回）、関西地区７回（大阪６回、滋

賀１回）、中国四国地区８回（岡山４回、広島２回、愛媛２回）、九州

地区１１回（福岡４回、熊本２回、大分２回、鹿児島２回、沖縄１回） 

計６８回開催 

対象者 大会への出場予定の加盟団体及び非加盟団体、一般人 

参加費 
加盟団体  1,500 円／人  小学生以下 1,000 円／人 

非加盟団体 3,000 円／人   小学生以下 2,000 円／人 

開催地及び

開催回数 

北海道地区１回、関東地区３回、中部地区２回、関西地区２回、中国

四国地区２回（広島１回、岡山１回）、九州地区２回、計１２回開催 

※参加者の状況にあわせ、上記一日安全技術講習会の内容に

子ども安全技術講習会の内容を取り入れる場合がある 

対象者 当協会加盟団体及び非加盟団体の中学生以下 

参加費 
加盟団体  中学生 1,500 円／人 小学生以下 1,000 円／人 

非加盟団体 中学生 3,000 円／人 小学生以下 2,000 円／人 

開催地及び 

開催回数 

関東地区３回、関西地区１回、九州地区１回 

計５回開催 

対象者 
当協会加盟団体及び非加盟団体のジュニア、中学校、高等学校、大学、

クラブチーム（社会人）等 

内容 

新学期ワンデークリニック、子ども①ワンデークリニック 

夏のワンデークリニック、子ども②ワンデークリニック、 

秋のワンデークリニック、子ども③ワンデークリニック 計 6 種類配信 

対象者 当協会加盟団体 

利用料 
1 名～20 名･･･1，200 円／1 名、21 名～40 名･･･1，100 円／1 名 

41 名～60 名･･･1，000 円／1 名、61 名以上･･･950 円／１名 
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③オンラインセミナー 

     ・安全なチアリーディング活動の方法を学ぶことを目的とし、オンラインで開催 

 

④オンラインチア祭り（仮称） 

・加盟団体並びに海外チーム間の交流や技術力向上を目的とし、オンラインで開催 

 

 

２．国内競技会及び国際競技会の開催事業             

（１）チアリーディング インターナショナルオープン インビテーション チャンピオンシップ２０２２ 

・国際チアリーディング連盟（IFC）の公認による大会で、IFC 加盟国のチームを招へい

し、国内チームとともに、技を競い合い、チアリーディングの国際的な普及・振興を図る

とともに、国際交流の促進及び青少年の健全育成に寄与することを目的として開催する。 

 

（２）チアリーディング日本選手権大会（JAPAN CUP 2022）     

・小学校、中学校、高等学校、大学（短期大学含む）、社会人の各部門別日本一を競う 

国内最大の選手権大会。各部門に文部科学大臣杯を授与。 

 

 

内容 ワンデークリニックのマテリアルを利用し、オンライン講習会を実施 

対象者 
当協会加盟団体、主にワンデークリニックに参加が難しい遠方等の加盟団

体または加盟を検討している団体 

参加費 調整中 

開催時期・開催回数 ４月～１１月に５回程度を予定 

対象者 加盟団体関係者・有資格者 

参加費 1,100 円／人 

備考 指導者研修会を兼ねる場合もある 

開催時期 
サマーキャンプが開催できない場合は 7 月末～8 月上旬または、１０月～

１１月に１回程度を予定 

対象者 加盟団体・海外関係団体 

参加費 800 円／人 

期 日 令和４年９月２３日（金）～９月２５日（日） 会場 高崎アリーナ 

対象者 

国際チアリーディング連盟加盟国等のチーム及び協会正加盟団体（エキシビ

ションはジュニア、中学校、ヤングスターの協会正加盟団体出場可能）、一般

社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 2,000 円／人   小学生以下 1,000 円／人  

後 援 
外務省、スポーツ庁、高崎市、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委

員会、(公財)日本ユニセフ協会、読売新聞社、(一社)共同通信社、(公財)高崎財団 

期 日 令和４年８月２６日（金）～８月２８日（日） 会場 
国立代々木競技場 
第一体育館 

対象者 

小学校、中学校、高等学校、大学、社会人の協会正加盟団体（エキシビショ

ンはジュニア・親子ミックス・シニアの正加盟団体）、一般社団法人全日本チ

アダンス連盟加盟団体 

参加費 2,000 円／人   小学生以下 1,000 円／人  

共 催 ＮＨＫ（放送予定） 

後 援 
スポーツ庁、東京都、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員

会、ＮＨＫ厚生文化事業団、朝日新聞社 
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（３）第３４回全日本学生チアリーディング選手権大会   

・大学（短期大学含む）のチアリーディング日本一を競う大会。 

 

（４）ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会／第３３回全日本高等学校チアリーディング選手権大会 

・ (公財)日本オリンピック委員会が認定する「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会」

として開催する高等学校のチアリーディング日本一を競う大会。 

 

（５）ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会／第９回全日本中学校チアリーディング選手権大会  

・(公財)日本オリンピック委員会が認定する「ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会」

として開催する中学校のチアリーディング日本一を競う大会。 

 

（６）第２１回全日本クラブチームチアリーディング選手権大会 

・クラブチーム（社会人）のチアリーディング日本一を競う大会。 

 

（７）第２０回子どもチアリーディング大会 

・ジュニアチームの優勝を競う大会。 

期 日 令和４年１２月３日（土）～１２月４日（日） 会場 
国立代々木競技場 
第一体育館 

対象者 
大学・短期大学並びに大学生選手で編成された協会正加盟団体（エキシビシ

ョンは協会準加盟団体出場可能）、一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 1,000 円／人 

後 援 スポーツ庁、東京都、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員会 

期 日 令和５年１月２８日（土）～１月２９日（日） 会場 
国立代々木競技場 
第一体育館 

対象者 
高等学校並びに高校生選手で編成された協会正加盟団体（エキシビションは

協会準加盟団体出場可能）、一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 1,000 円／人 

後 援 
スポーツ庁、東京都、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員

会、朝日新聞社 

期 日 令和４年１月２９日（土）～１月３０日（日） 会場 
国立代々木競技場 
第一体育館 

対象者 
中学校並びに中学生選手で構成された協会正加盟団体（エキシビションは協

会準加盟団体出場可能）、一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 1,000 円／人 

後 援 
スポーツ庁、東京都、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員

会、朝日新聞社 

期 日 令和５年２月１２日（日） 会場 東京体育館 

対象者 
クラブチームの協会正加盟団体（エキシビションは協会準加盟団体出場可

能）、一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 1,000 円／人 

後 援 スポーツ庁、東京都、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員会 

期 日 令和５年２月１２日（日） 会場 東京体育館 

対象者 
ジュニアチームの協会正加盟団体（エキシビションは協会準加盟団体出場可

能）、一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 1,000 円／人 

後 援 スポーツ庁、東京都、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員会 



 - 4 - 

 

 

（８）方面・地区チアリーディング大会 

①第 28 回西日本チアリーディング選手権大会 

・西日本地域（北信越／中部／関西／中国四国／九州地区）における、小学校、中学校、

高等学校、大学、クラブチーム（社会人等）の各部門の優勝を競う大会。 

 

②第１１回子どもチアリーディング大阪大会 

・北信越、中部、関西及び中国四国地区におけるジュニアチームの優勝を競う大会。 

 

③地区チアリーディング選手権大会 

・全国８地区におけるチアリーディング NO１を競う選手権大会。開催可能地区において

チアダンス部門を設ける。（※各地区大会を日本選手権大会予選とはしない。） 

 

（９）第１０回チアダンス日本オープン選手権大会 

・年代を問わない競技者で構成するチアダンスチームが全国から参加し、チアダンス国内

ＮＯ．１を競う大会。なお、本大会は、従来（一社）全日本チアダンス連盟が主催してい

たが、第１０回大会から、本協会が主催し、同連盟は共催となる。 

 

期 日 令和５年３月１１日（土）～３月１２日（日） 会場 丸善インテックアリーナ 

対象者 

ジュニア、小学校、中学校、高等学校、大学（短期大学を含む）、クラブチーム

の協会加盟団体（エキシビションは協会準加盟団体及び非加盟団体出場可能）、 

一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 1,000 円／人  （非加盟団体 3,000 円／人） 

期 日 令和４年１１月２３日（水・祝日） 会場 大阪府立体育会館  

対象者 
ジュニアチームの協会加盟団体（エキシビションは協会準加盟団体及び非加盟

団体出場可能）、一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体 

参加費 1,000 円／人  （非加盟団体 3,000 円／人） 

地 

区 

大 

会 

大会名称 期 日 会 場 

第 32回北海道選手権大会 ６月２６日(日） 千歳市スポーツセンター 

第 16回東北選手権大会 調整中 調整中 

第 24回関東選手権大会 
５月１３日(金) 
～１５日(日) 

国立代々木競技場第一体育館 

第 27回中部選手権大会 ６月１２日(日） 日本ガイシホール 

第 17回北信越選手権大会 ６月１２日(日） 富山市総合体育館  
第 31回関西選手権大会 ６月５日(日） 丸善インテックアリーナ 

第 22回中国四国選手権大会 ７月１０日(日） ジップアリーナ 

第 29回九州選手権大会 ６月２６日(日） 福岡総合体育館 

対象者 

小学校、中学校、高等学校、大学、クラブの協会正加盟団体（エキシビション

は協会準加盟団体及び非加盟団体出場可能）、一般社団法人全日本チアダンス連

盟加盟団体並びに非加盟団体（非加盟団体も競技に出場可能） 

参加費 1,000 円／人 （非加盟団体 3,000 円／人） 

期 日 令和５年１０月３０日（日） 会場 国立代々木競技場第二体育館 

対象者 一般社団法人全日本チアダンス連盟加盟団体及び非加盟団体 

参加費 1,000 円／人（非加盟団体 2,000 円／人） 

共 催 （一般社団法人）全日本チアダンス連盟 

後 援 スポーツ庁、東京都、(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員会 
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※上記、（１）～（９）の各大会においては感染対策強化のため、「新型コロナウイルス感染症対

策本部」を設け運営に当たる。同本部は協会の「新型コロナウイルス感染症対策委員会」と連携

して対応する。 

 

 

３．国際競技会等への派遣事業              

（１）審判員・指導員の海外派遣及び海外研修員の受入れ 

（２）国際チアリーディング連盟の会議及び総会等への出席 

 

４．指導員、審判員及び競技専任スポッターの育成及び資格認定事業       

（１）指導者研修会の開催 

・チアリーディングの指導員育成のための研修（５地区で１~２回／年）  

 

 

 
 

 

（２）審判員研修会の開催 

・審判員の養成及び能力向上を図るための研修（１回／年） 
              

【※審判員を対象に年４回「勉強会」を開催 参加費なし】 

 

（３）競技専任スポッター研修会の開催 

・競技専任スポッターの養成及び能力向上を図るための研修（１～２回／年） 

 

 

 

（４）指導員「CLASSⅠ 級」資格認定事業 

・検定試験の受験希望者を対象に講習会、検定試験を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 CLASSⅠ,  CLASSⅡ指導者資格取得者 

参加費 2,000 円／人 

備考 オンライン・対面の両方で実施予定 

対象者 審判員及び CLASSⅡ指導者資格取得者 

参加費 審判員 5,000 円 CLASSⅡ3,000 円 

備考 オンラインにて実施予定 

対象者 競技専任スポッター資格取得者 

参加費 無料 

開催地及び 

開催回数 

北海道地区３回（札幌２回、帯広１回）、東北地区１回、

関東地区３回、北信越地区１回、中部地区３回、関西地区   

３回、中国四国地区２回（岡山１回・愛媛１回）、九州地

区５回（福岡３回・熊本１回・大分１回）、計２１回開催 

対象者 満 16 歳以上の本協会の加盟団体員等 

受講料・受験料 15,000 円（税込） ※再受験料は 5,000 円（税込） 

認定料 3,500 円 
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（５）指導員「CLASSⅡ 級」資格認定事業 

・上級の指導員資格検定試験を実施 

 

 

 

 

 

 

 

（６）審判員の資格認定事業 

①審判員Ⅰ種資格試験受験のための講習会   

・チアリーディング競技大会審判方法を指導し、審判員を育成するための講習会 

 

 

 

 

 

②審判員Ⅰ種資格の検定試験の実施（６回／年） 

   ・チアリーディングの審判員Ⅰ種資格取得の試験（一次及び二次試験） 

   

 
 

③審判員Ⅱ種資格の検定試験の実施（２回／年） 

・審判員Ⅱ種資格取得の試験 

  

 

 

 

 

（７）競技専任スポッターの資格認定事業 

①競技専任スポッター資格試験の受験のための講習会   

・チアリーディング競技大会での競技専任スポッターを育成するための講習会 

 

 

 

 

②競技専任スポッターの検定試験の実施（３回／年） 

・競技専任スポッター資格取得の試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催地及び 

開催回数 

北海道地区２回、関東地区２回、中部地区２回、関西地区

２回、中国四国地区１回、九州地区２回、計１２回開催 

対象者 「CLASSⅠ級」有資格者 

受講料・受験料 10,000 円（税込） ※再受験料は 5,000 円（税込） 

認定料 4,000 円 

開催地及び 

開催回数 

北海道地区、関東地区、中部地区、関西地区、九州地区各々

１回  計５回開催 

対象者 「CLASSⅡ級」有資格者 

受講料・受験料 10,000 円（税込） ※再受験料は 5,000 円（税込） 

対象者 審判員Ⅰ種資格試験受験のための講習会受講者 

認定料 4,500 円 

対象者 
審判員Ⅰ種資格保持者で最低１年間活動実績があり、通年

の活動実績が認められた者 

認定料 なし 

開催地及び開催回数 関東地区１回開催 

対象者 加盟団体に所属する男性チアリーディング経験者並びに指導者 

受講料・受験料 10,000 円（税込） 

対象者 競技専任スポッター資格試験の受験のための講習会受講者 

認定料 3,000 円 



 - 7 - 

 

 

（８）公益財団法人日本スポーツ協会公認コーチ３養成事業 

（公財）日本スポーツ協会公認チアリーディングコーチ３養成のための専門科目講習会 

・公認チアリーディングコーチ資格の受験のための講習会並びに検定試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．競技用具等の認定事業                        

・ユニホーム及びシューズの審査・認定を行う。 

【対象者】用具の製作・販売者 

 

 

６．調査研究及び情報提供事業                   

（１）調査研究会の開催       

・チアリーディングの安全・技術等に関しての研究会の開催（３０回／年） 

  【対象者】指導員    

 

（２）情報提供 

・インターネットの活用による情報提供              

・ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ大会については、ＮＨＫＢＳで放送しているが、他の主要大会を放

送していたスカパーＣＳチャンネル会社との放映契約が終了したことから、新たな放送会

社との協議を進める。 

・ＳＮＳ活用の在り方を広報委員会において検討を進める。 

 

７．出版物の刊行事業                          

・チアリーディングの指導書及びルールブックの重版 

・指導者資格 ClassⅡテキストの改訂 

     【対象者】協会加盟団体・一般人    

  

 

 

開催地及び開催回数 関東地区（１回）、関西地区（１回）計２回開催予定 

 

対

象

者 

受講開始年度の 4 月 1 日現在、満 20 歳以上で、次の条件のいずれかを満

たしている者 

Ⓐ（公財）日本スポーツ協会公認チアリーディングコーチ２資格を有す

る者で、各地区連盟指導員部会が推薦し、(公社)日本チアリーディング

協会指導員部会が認めた者。Ⓑ(公社)日本チアリーディング協会指導員

資格 ClassⅡ資格を有する者で、各地区連盟指導員部会が推薦し、(公社)

日本チアリーディング協会指導員部会が認めた者 

受講料・受験料 11,000 円（税込） 

登録料 15,000 円（４年間）／初回のみ 18,000 円 


