
令和２年度事業報告書
（自 令和２年４月１日   至 令和３年３月)

公益社団法人 日本チアリーディング協会



１．チアリーディング講習事業

（１）一日安全技術講習会の実施

開催地区 受講者数

北海道（札幌） 63

九州（福岡） 46

109

２．国内競技会及び国際競技会の開催事業

（２）各地区チアリーディング選手権大会

①第２２回関東チアリーディング選手権大会

期日 令和２年１０月２日(金）～１０月４日(日） 会場

主管 関東チアリーディング連盟・大会実行委員会

後援 東京都 協賛 ＭＥＤバーシティ株式会社

チーム数 選手数

小学校低学年の部 6 45

小学校高学年の部 11 78

中学校の部 25 171

高等学校の部 45 335

大学の部 16 125

社会人の部 7 48

小学校高学年の部 5 37

中学校の部 14 95

高等学校の部 39 287

大学の部 14 107

中学校の部 9 66

高等学校の部 26 183

大学の部 13 96

小学校の部 3 20

中学校の部 1 5

高等学校の部 11 71

大学の部 6 39

社会人の部 1 6

高等学校の部 6 44

大学の部 7 53

ジュニアの部 16 106

・全国８地区（北海道/東北/関東/中部/北信越/関西/中国・四国/九州）において、日本選手権大会の予選会としての開催を
予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、日本選手権大会予選会とはせず、全国６地区（関東/中部/北信越/
関西/中国・四国/九州）で開催した。
　なお、感染症対策として「チアリーディング スピリッツ演技競技」「チアフル ダンス演技競技」を新たに設置し、「自由演技競技」
は実施しなかった。また、東北地区については、オンライン交流会を開催した。

国立代々木競技場第一体育館

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

部門名

チアフル ダンス
演技競技
DIVISION①

・安全で正しいチアリーディング技術の普及のため、一日安全技術講習会並びに夏期集中講習会（サマーキャンプ）の開催を
予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、下記の２会場以外を中止とした。
新型コロナウイルス感染症の拡大が抑制されている時期に下記２会場で開催し、参加者は109名であった。

開催時期 開催会場

９月２２日（祝火）

１０月３１日（土）

千歳市スポーツセンター

福岡市中央体育館

合計

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

出場チーム・
選手数

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

（１）第１３回チアリーディング アジア インターナショナルオープン チャンピオンシップ／ 第６回アジアン ジュニア チアリーディン
グ チャンピオンシップ

・チアリーディングの国際的な普及・振興を図るとともに、チアリーディングを通じてアジア諸国等の青少年の健全な育成及び国
際交流、友好親善の促進に寄与することを目的として、アジア インターナショナル チャンピオンシップ並びにアジアン ジュニア
チャンピオンシップの開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大のため、中止とした。

チアフル ダンス
演技競技
DIVISION②

エキシビション
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中学校・高等学校の部 4 24

大学の部 5 28

社会人の部 2 14

ジュニアの部部 7 40

シニアの部 2 16

チアダンス ダブルス ジュニアの部 3 6

304 2145

成績

優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

準優勝 こみねチアリーディングチーム（東京都）

第3位 URAWAチアリーディングクラブ（埼玉県）

優勝 URAWAチアリーディングクラブ（埼玉県）

準優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

第3位 横浜チアリーディングチーム（神奈川県）

優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

準優勝 目白研心中学校（東京都）

第3位 広尾学園中学校（東京都）

優勝 千葉明徳高等学校（千葉県）

準優勝 東京高等学校（東京都）

第3位 日本大学高等学校（神奈川県）

優勝 帝京大学（東京都）

準優勝 日本体育大学（東京都）

第3位 東京国際大学（埼玉県）

優勝

準優勝 チアリーディングチームＢＵＢＢＬＥＳ・C（東京都）

第3位 クラブチームツイスターズ・B（東京都）

第1位 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

第2位 SSC谷原アルファチアリーディングチーム（東京都）

第3位 横浜チアリーディングチーム（神奈川県）

第1位 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

第2位 SSC谷原アルファチアリーディングチーム（東京都）

第3位 広尾学園中学校（東京都）

第1位 千葉明徳高等学校（千葉県）

第2位 東京高等学校（東京都）

第3位 目白研心高等学校（東京都）

第1位 帝京大学（東京都）

第2位 日本体育大学（東京都）

第3位 東京国際大学(埼玉県）

第1位 目白研心中学校・A（東京都）

第2位 横浜女学院中学校・A（神奈川県）

第3位 目白研心中学校・B（東京都）

第1位 千葉明徳高等学校・A（千葉県）

第2位 千葉明徳高等学校・B（千葉県）

第3位 目白研心高等学校・A(東京都）

第1位 帝京大学・A（東京都）

第2位 帝京大学・B（東京都）

第3位 日本体育大学・B（東京都）

小学校の部 優勝 こみねチアリーディングチーム・B（東京都）

優勝 神奈川県立茅ヶ崎高等学校（神奈川県）

準優勝 東京高等学校（東京都）

第3位 法政大学高等学校（東京都）

団体名

高等学校の部

大学の部

小学校高学年の部

中学校の部

高等学校の部

大学の部
大会結果

クラブチームデビルス・A（神奈川県）

部門名

チアフル ダンス
演技競技
DIVISION①

高等学校の部

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

社会人の部

中学校の部
チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

小学校高学年の部

小学校低学年の部

合計

出場チーム・
選手数

エキシビション

チアダンス
スモールグループス
演技競技

中学校の部

高等学校の部

大学の部
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優勝 帝京大学（東京都）

準優勝 日本体育大学（東京都））

第3位 桜美林大学（東京都）

第1位 法政大学高等学校（東京都）

第2位 東京高等学校（東京都）

第3位 神奈川県立茅ヶ崎高等学校・A（神奈川県）

第1位 帝京大学・A（東京都）

第2位 帝京大学・C（東京都）

第3位 帝京大学・B（東京都）

優勝 CHEER DANCE TEAM SHINIES・A（埼玉県）

準優勝 CHEER DANCE TEAM SHINIES・B（埼玉県）

第3位 チアリーディングクラスCOSMOS・B

シニアの部 優勝 日本女子体育大学附属二階堂高等学校・B

チアダンス ダブルス演技競技 ジュニアの部 第1位 チアリーディングクラスCOSMOS・B

入場者数

②第２５回中部チアリーディング選手権大会

期日 令和２年１０月１７日(土） 会場 稲永スポーツセンター

主管 中部チアリーディング連盟・大会実行委員会

後援

チーム数 選手数

小学校低学年の部 1 5

小学校高学年の部 5 46

中学校の部 11 65

高等学校の部 20 141

大学の部 12 86

社会人の部 2 15

スピリッツDIVISION② 高等学校の部 7 47

中学校の部 1 8

高等学校の部 3 21

大学の部 1 7

スモールグループス演技競技 女子部門 11 55

チアダンス スモールグループス演技競技　シニアの部 1 6

ジュニアの部 6 34

高等学校の部 1 3

大学の部 2 13

84 552

成績

優勝 一宮チアリーディングクラブ・RED（愛知県）

準優勝

第3位 NANZAN CHEERLEADING CLUB（愛知県）

優勝 聖霊中学校・A（愛知県）

準優勝 NANZAN CHEERLEADING CLUB・A（愛知県）

第3位 一宮チアリーディングクラブ・RED（愛知県）

優勝 愛知工業大学名電高等学校・A（愛知県）

準優勝 中京大学附属中京高等学校・A（愛知県）

第3位 清林館高等学校・B（愛知県）

優勝 中京大学・A（愛知県）

準優勝 中京大学・B（愛知県）

第3位 愛知淑徳大学・D（愛知県）

出場チーム・
選手数

部門名

合計

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

チアフル ダンス
演技競技

エキシビション

部門名 団体名

大会結果

特定非営利活動法人ソシオ成岩スポーツクラブ（愛知県）

協賛　　　ＭＥＤバーシティ株式会社

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

小学校高学年の部

中学校の部

高等学校の部

大学の部

4,600

愛知県・愛知県教育委員会・名古屋市・中日新聞社

大会結果

高等学校の部

チアフル ダンス
演技競技
DIVISION①

大学の部

チアフル ダンス
演技競技
DIVISION②

チアダンス
スモールグループス
演技競技

ジュニアの部

大学の部
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社会人の部 優勝

第１位 愛知工業大学名電高等学校（愛知県）

第2位 中京大学附属中京高等学校（愛知県）

第3位 清林館高等学校・A（愛知県）

チアフル ダンス演技競技 高等学校の部 優勝 帝京大学可児高等学校中学校・B（岐阜県）

第1位 愛知工業大学名電高等学校・A（愛知県）

第2位 愛知工業大学名電高等学校・B（愛知県）

第3位 岡崎城西高等学校・A（愛知県）

入場者数

③第１４回北信越チアリーディング選手権大会

期日 令和２年１１月８日(日） 会場 いしかわ総合スポーツセンター

主管

後援 石川県教育委員会・金沢市教育委員会 協賛

特別協力

チーム数 選手数

小学校低学年の部 2 16

小学校高学年の部 4 25

中学校の部 4 29

高等学校の部 12 86

大学の部 2 10

スモールグループス演技競技 女子部門 1 5

エキシビション 16 92

41 263

成績

小学校低学年の部 優勝 チアリーディングチームPUPPYS・A（富山県）

優勝 チアリーディングチームPUPPYS・A（富山県）

準優勝 チアリーディングチームPUPPYS・B（富山県）

第3位 チアリーディングチームPUPPYS・C（富山県）

優勝 チアリーディングチームPUPPYS・A（富山県）

準優勝 チアリーディングチームPUPPYS・B（富山県）

第3位 長野ジュニアチアリーディングチーム（長野県）

優勝 チアリーディングチームPUPPYS（富山県）

準優勝 富山第一高等学校・A（富山県）

第3位 小松大谷高等学校・A（石川県）

大学の部 優勝 金沢大学・B（石川県）

入場者数

④第２９回関西チアリーディング選手権大会

期日 令和２年１１月８日（日） 会場 丸善インテックアリーナ大阪

主管

後援 大阪府教育委員会・大阪市 協賛

チーム数 選手数

小学校低学年の部 4 32

小学校高学年の部 7 54

中学校の部 6 63

高等学校の部 7 55

大学の部 8 57

小学校低学年の部 5 37

出場チーム・
選手数

部門名

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

625

小学校高学年の部

大会結果

部門名 団体名

チアリーディング
スピリッツ演技競技

中学校の部

高等学校の部

高等学校の部
チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

スモールグループス演技競技 女子部門

大会結果

北國新聞社

1,283

出場チーム・
選手数

部門名

チアリーディング
スピリッツ演技競技

合計

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

北信越チアリーディング連盟・大会実行委員会

ＭＥＤバーシティ株式会社

関西チアリーディング連盟・大会実行委員会

ＭＥＤバーシティ株式会社

中部チアリーディングクラブ（愛知県ｔ）
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小学校高学年の部 9 69

中学校の部 9 70

高等学校の部 6 46

大学の部 5 36

高等学校の部 9 70

大学の部 5 32

小学校低学年の部 1 5

小学校高学年の部 4 26

中学校の部 8 50

高等学校の部 10 76

大学の部 1 8

高等学校の部 4 20

大学の部 3 15

スモールグループス演技競技 男女混成部門 3 15

ダブルス演技競技 2 4

ジュニアの部 20 124

中学校・高等学校の部 9 56

大学の部 3 17

ヤングスターの部 1 5

149 1042

成績

小学校低学年の部 優勝 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

優勝 履正チアリーディングチーム（大阪府）

準優勝 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

第3位 箕面チアリーディングクラブSHINIES（大阪府）

優勝 箕面自由学園中学校（大阪府）

準優勝 梅花中学校（大阪府）

第3位 北摂チアリーディングクラブ（大阪府）

優勝 箕面自由学園高等学校（大阪府）

準優勝 梅花高等学校（大阪府）

第3位 大阪産業大学附属高等学校（大阪府）

優勝 関西外国語大学同短期大学部（大阪府）

準優勝 梅花女子大学（大阪府）

第3位 大阪学院大学（大阪府）

第1位 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

第2位 箕面チアリーディングクラブSHINIES（大阪府）

第3位 交野市チアリーディングクラブ（大阪府）

第1位 堺チアリーディングクラブ・Ａ（大阪府）

第2位 箕面チアリーディングクラブSHINIES（大阪府）

第3位 堺チアリーディングクラブ・B（大阪府）

第1位 梅花中学校・A（大阪府）

第2位 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

第3位 箕面自由学園中学校（大阪府）

第1位 箕面自由学園高等学校（大阪府）

第2位 梅花高等学校（大阪府）

第3位 大阪産業大学附属高等学校（大阪府）

第1位 梅花女子大学（大阪府）

第2位 関西外国語大学同短期大学部（大阪府）

第3位 大阪学院大学（大阪府）

第1位 箕面自由学園高等学校・A（大阪府）

第2位 箕面自由学園高等学校・B（大阪府）

出場チーム・
選手数

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

チアフル ダンス
演技競技
DIVISION①

エキシビション

合計

大会結果

スモールグループス
演技競技 女子部門

小学校高学年の部

高等学校の部
チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

小学校低学年の部

中学校の部

高等学校の部

大学の部

部門名 団体名

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

小学校高学年の部

中学校の部

高等学校の部

大学の部
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第3位 梅花高等学校・B（大阪府）

第1位 梅花女子大学・B（大阪府）

第2位 梅花女子大学・A（大阪府）

第3位 大阪学院大学（大阪府）

小学校高学年の部 優勝 伊丹チアリーディングクラブ・A（兵庫県）

優勝 箕面自由学園中学校（大阪府）

準優勝 箕面チアリーディングクラブSHINIES（大阪府）

第3位 同志社国際中学校・C（京都府）

優勝 箕面自由学園高等学校・B（大阪府）

準優勝 箕面自由学園高等学校・A（大阪府）

第3位 同志社国際高等学校・A（京都府）

高等学校の部 第1位 立命館宇治高等学校（京都府）

大学の部 第1位 立命館大学・A（京都府）

スモールグループス演技競技 男女混成部門 第1位 クラブチームVIPERS・B（京都府）

入場者数

⑤第２０回中国四国チアリーディング選手権大会

期日 令和２年１１月８日(日） 会場 ジップアリーナ

主管 中国四国チアリーディング連盟・大会実行委員会

後援 岡山県・岡山市 協賛

チーム数 選手数

小学校低学年の部 5 35

小学校高学年の部 8 59

中学校の部 10 71

高等学校の部 9 62

大学の部 5 33

社会人の部 1 3

小学校低学年の部 1 4

小学校高学年の部 2 13

スモールグループス演技競技 女子部門　高等学校の部 3 15

ジュニアの部 1 7

シニアの部 2 14

ジュニアの部 2 4

シニアの部 1 2

エキシビション 8 48

58 370

成績

優勝

準優勝

第3位

優勝

準優勝

第3位

優勝 OSKチアリーディングクラブ（岡山県）

準優勝

第3位

優勝 如水館高等学校（広島県）

準優勝 岡山学芸館高等学校・A（岡山県）

出場チーム・
選手数

チアリーディング
スピリッツ演技競技

合計

部門名

大会結果

大会結果

高等学校の部

大学の部

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

スモールグループス
演技競技 女子部門

チアフル ダンス
演技競技
DIVISION①

中学校の部

高等学校の部

部門名

ＭＥＤバーシティ株式会社

チアダンス スモール
グループス演技競技

2,056

団体名

チアリーディング
スピリッツ演技競技

小学校高学年の部

中学校の部

チアフル ダンス
演技競技

チアダンス ダブルス
演技競技

小学校低学年の部

えひめジュニアチアリーディングチーム・A（愛媛県）

ドリレボキッズチアリーディングチーム・A（広島県）

ドリレボキッズチアリーディングチーム・B（広島県）

ドリレボジュニアチアリーディングチーム・B（広島県）

ドリレボジュニアチアリーディングチーム・A（広島県）

ドリレボキッズチアリーディングチーム・A（広島県）

えひめジュニアチアリーディングチーム（愛媛県）

ドリレボキッズチアリーディングチーム・C（広島県）

高等学校の部
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第3位 広島県立広島国泰寺高等学校・B（広島県）

優勝 環太平洋大学・A（岡山県）

準優勝 環太平洋大学・C（岡山県）

第3位 環太平洋大学・B（岡山県）

優勝

第1位 如水館高等学校・B（広島県）

入場者数

⑥第２７回九州チアリーディング選手権大会

期日 令和２年１１月２９日(日) 会場 福岡市民体育館

主管 九州チアリーディング連盟・福岡県チアリーディング協会・大会実行委員会

後援 福岡県教育委員会・福岡市教育委員会 協賛

チーム数 選手数

小学校低学年の部 6 37

小学校高学年の部 6 37

中学校の部 7 34

高等学校の部 8 56

大学の部 3 18

社会人の部 2 13

チアリーディング スピリッツ演技競技DIVISION② 11 72

中学校の部 2 16

高等学校の部 1 5

女子部門 11 55

男女混成部門 3 15

高等学校の部 3 15

ダブルス演技競技 5 10

エキシビション 14 84

82 467

成績

優勝

準優勝 ちくごチアリーディングクラブ（福岡県）

第3位

優勝

準優勝

第3位

優勝

準優勝

第3位

優勝 東海大学付属福岡高等学校（福岡県）

準優勝 神村学園高等部（鹿児島県）

第3位 九州産業大学付属九州高等学校（福岡県）

大学の部 優勝 日本文理大学（大分県）

第1位 九州産業大学付属九州高等学校（福岡県）

第2位 福岡工業大学附属城東高等学校・B（福岡県）

第3位 東海大学付属福岡高等学校（福岡県）

チアフル ダンス 演技競技　中学校の部 優勝 早稲田佐賀中学校・B（佐賀県）

第1位 日本文理大学・C（大分県）

第2位 日本文理大学・A（大分県）

第3位 日本文理大学・B（大分県）

男女混成部門 第1位 日本文理大学・A（大分県）

高等学校の部 第1位 福岡大学附属大濠高等学校・B（福岡県）

スモールグループス演技競技 女子部門　高等学校の部

大会結果

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

小学校高学年の部

中学校の部

高等学校の部

707

合計

大会結果

部門名 団体名

女子部門
スモールグループス
演技競技

出場チーム・
選手数

小学校低学年の部

MIKI・ファニットチアリーディングクラブ（福岡県）

ジュニアチアリーディングチームバニーズ・A（福岡県）

MIKI・ファニットチアリーディングクラブ・A（福岡県）

MIKI・ファニットチアリーディングクラブ・B（福岡県）

ジュニアチアリーディングチームバニーズ・B（福岡県）

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

チアフル ダンス
演技競技

スモールグループス
演技競技

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

高等学校の部

熊本ジュニアチアリーディングチーム・A（熊本県）

ジュニアチアリーディングチームバニーズ（福岡県）

MIKI・ファニットチアリーディングクラブ（福岡県）

部門名

ＭＥＤバーシティ株式会社

チアリーディング
スピリッツ演技競技

大学の部

高等学校の部

チアフル ダンス 演技競技 小学校高学年の部 えひめジュニアチアリーディングチーム（愛媛県）
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第1位 日本文理大学・A（大分県）

第2位 日本文理大学・B（大分県）

第3位 福岡大学・B（福岡県）

入場者数

⑦東北チアリーディング交流会2020

期日 令和２年１１月１日(日) 宮城会場：岩沼市総合体育館

主管 東北チアリーディング連盟 青森会場：弘前学院聖愛高等学校

後援 宮城県教育委員会・岩沼市教育委員会 協賛

チーム数 選手数

チアリーディング スピリッツ演技競技 5 30

チアフル ダンス演技競技 5 24

10 54

成績

最優秀賞 弘前学院聖愛高等学校（青森県）

敢闘賞 仙台育英学園高等学校・B（宮城県）

奨励賞 仙台育英学園高等学校・C（宮城県）

技能賞 聖和学園高等学校（宮城県）

理事長賞 仙台育英学園高等学校・C（宮城県）

特別賞 弘前学院聖愛高等学校（青森県）

入場者数

（３）JAPAN CUP２０２０チアリーディング日本選手権大会

期日 令和２年１１月１３日(金)～１１月１５日(日) 会場

共催 NHK

主管 大会実行委員会 協賛

後援

チーム数 選手数

小学校低学年部門 7 54

小学校高学年の部 15 109

中学校部門 31 216

高等学校部門 50 384

大学部門 24 182

社会人部門 6 46

小学校高学年部門 5 37

中学校部門 14 101

高等学校部門 37 283

大学部門 22 164

中学校部門 10 78

高等学校部門 20 146

大学部門 16 115

小学校低学年部門 2 12

小学校高学年部門 2 16

中学校部門 2 11

高等学校部門 15 91

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

チアフル ダンス
演技競技

大会結果

会場

チアリーディング スピリッツ演技競技

チアフル ダンス演技競技

ＭＥＤバーシティ株式会社

部門名

925

ダブルス演技競技

64

国立代々木競技場第一体育館

ＭＥＤバーシティ株式会社

部門名 団体名

交流会結果

・小学校、中学校、高等学校、大学、社会人の各部門におけるチアリーディング競技の日本一を競い、文部科学大臣杯獲得を
目指す競技会で、チアリーディングを通じて、青少年の健全な育成を図るとともにチアリーディングの普及・振興を目的として、
下記のとおり開催した。

スポーツ庁、東京都、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、
ＮＨＫ厚生文化事業団、朝日新聞社

出場チーム・
選手数

部門名

出場チーム・
選手数

合計
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DIVISION① 大学部門 6 46

DIVISION② 大学部門 7 45

高等学校 23 114

大学 12 60

社会人 5 25

高等学校 17 84

大学 17 85

スモールグループス演技競技 男女混成部門 7 35

ダブルス演技競技 7 14

エキシビション ジュニアスター 19 127

ジュニア部門 7 41

シニア部門 4 30

ジュニア部門 1 2

シニア部門 1 2

411 2755

成績

小学校部門 優勝

優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

準優勝 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

第3位 URAWAチアリーディングクラブ（埼玉県）

優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

準優勝 横浜チアリーディングチーム（神奈川県）

第3位 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

優勝 箕面自由学園中学校（大阪府）

準優勝 梅花中学校（大阪府）

第3位 チアリーディングチームPUPPYS（富山県）

優勝 箕面自由学園高等学校（大阪府）

準優勝 千葉明徳高等学校（千葉県）

第3位 目白研心高等学校（東京都）

優勝 帝京大学（東京都）

準優勝 日本体育大学（東京都）

第3位 環太平洋大学（岡山県）

優勝

準優勝 クラブチームツイスターズ・A（東京都）

第3位 クラブチームデビルス・B（神奈川県）

優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

準優勝 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

第3位 横浜チアリーディングチーム（神奈川県）

優勝 目白研心中学校（東京都）

準優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

第3位 箕面自由学園中学校（大阪府）

優勝 箕面自由学園高等学校（大阪府）

準優勝 梅花高等学校(大阪府）

第3位 目白研心高等学校（東京都）

優勝 帝京大学（東京都）

準優勝 日本体育大学（東京都）

第3位 中京大学（愛知県）

第1位 目白研心中学校・A（東京都）

第2位 恵泉女学園中学校・A（東京都）

第3位 横浜女学院中学校・B（神奈川県）

第1位 箕面自由学園高等学校・A（大阪府）

スモールグループス
演技競技 女子部門
DIVISION①

スモールグループス
演技競技 女子部門
DIVISION②

チアダンス ダブルス
演技競技

小学校低学年部門

団体名

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION①

小学校高学年部門

中学校部門

高等学校部門

大学部門

社会人部門

クラブチームデビルス・A（神奈川県）

チアフル ダンス
演技競技

チアダンス
スモールグループス
演技競技

合計

大会結果

部門名

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION②

小学校高学年部門

中学校部門

高等学校部門

大学部門

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

中学校部門

高等学校部門

あつぎチアリーディングチーム／高学年部門優勝（神奈川県）

出場チーム・
選手数
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第2位 箕面自由学園高等学校・B（大阪府）

第3位 千葉明徳高等学校・A（千葉県）

第1位 帝京大学・A（東京都）

第2位 日本体育大学（東京都）

第3位 愛知淑徳大学・A（愛知県）

小学校低学年部門 優勝 こみねチアリーディングチーム（東京都）

小学校高学年部門 優勝 こみねチアリーディングチーム（東京都）

中学校部門 優勝 箕面自由学園中学校（大阪府）

優勝 箕面自由学園高等学校・B（大阪府）

準優勝 箕面自由学園高等学校・A（大阪府）

第3位 箕面自由学園高等学校・D（大阪府）

優勝 帝京大学（東京都）

準優勝 日本体育大学（東京都）

第3位 桜美林大学（東京都）

優勝 帝京大学・A（東京都）

準優勝 帝京大学・B（東京都）

第3位 桜美林大学（東京都）

優勝 横浜女学院高等学校（神奈川県）

準優勝 目白研心高等学校（東京都）

第3位 如水館高等学校（広島県）

優勝 日本体育大学（東京都）

準優勝 立命館大学（京都府）

第3位 帝京大学（東京都）

優勝 チアリーディングチームBUBBLES・A（東京都）

準優勝 チアリーディングチームBUBBLES・B（東京都）

第3位 クラブチームツイスターズ・A（東京都）

第1位 横浜女学院高等学校（神奈川県）

第2位 東京高等学校(東京都）

第3位 神奈川県立百合丘高等学校（神奈川県）

第1位 日本文理大学・B（大分県）

第2位 帝京大学・A（東京都）

第3位 日本文理大学・A（大分県）

優勝 日本文理大学・A（大分県）

準優勝 日本文理大学・B（大分県）

第3位 クラブチームVIPERS（京都府）

優勝 日本文理大学・A（大分県）

準優勝 日本文理大学・B（大分県）

第3位 立命館大学・A（京都府）

優勝

準優勝 CHEER DANCE TEAM SHINIES・A（埼玉県）

第3位 CHEER DANCE TEAM SHINIES・B（埼玉県）

シニア部門部門 優勝 環太平洋大学ダンス部・A（岡山県）

入場者数

（４）第９回子どもチアリーディング大阪大会

6,079

DIVISION①
大学部門

社会人の部

スモールグループス
演技競技 女子部門
DIVISION①

高等学校の部

大学の部

スモールグループス
演技競技 女子部門
DIVISION②

大会結果

チアリーディング
スピリッツ演技競技
DIVISION③

高等学校部門

大学部門

チアフル ダンス
演技競技

高等学校部門

DIVISION②
大学部門

高等学校の部

大学の部

チアダンス
スモールグループス
演技競技

ジュニア部門

・中部、北信越、関西、中国・四国地区におけるチアリーディングの普及・発展を推進するとともに、チアリーディングをとおして
子どもの健全な育成を図ることを目的とし開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け延期した各地区選
手権大会の開催に伴い、中止とした。

スモールグループス演技競技 男女混成部門

ダブルス演技競技

チアリーディングクラスCOSMOS・A（神奈川県）

（５）第３２回全日本学生チアリーディング選手権大会・第１９回全日本クラブチーム選手権大会・第１８回子どもチアリーディング大会
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令和３年１月１６日(土)～１月１７日(日) 会場 武蔵野の森総合スポーツプラザ

主管 関東チアリーディング連盟・大会実行委員会 協賛

後援

チーム数 選手数

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION① 12 96

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION② 11 80

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION③ 10 62

チアフル ダンス演技競技 8 56

7 35

8 40

4 20

1 2

6 47

67 438

チーム数 選手数

チアリーディング スピリッツ演技競技 5 35

スモールグループス演技競技 女子部門 3 15

スモールグループス演技競技 男女混成部門 1 5

9 55

チーム数 選手数

8 51

19 137

13 86

1 8

1 3

24 165

66 450

成績

優勝 帝京大学（東京都）

準優勝 日本体育大学（東京都）

第3位 環太平洋大学（岡山県）

優勝 帝京大学（東京都）

準優勝 日本体育大学（東京都）

第3位 東京国際大学（埼玉県）

優勝 帝京大学・A（東京都）

準優勝 帝京大学・B（東京都）

第3位 日本体育大学・A（東京都）

優勝 帝京大学・A（東京都）

準優勝 帝京大学・C（東京都）

第3位 帝京大学・B（東京都）

第1位 帝京大学（東京都）

第2位 環太平洋大学（岡山県）

ＭＥＤバーシティ株式会社

部門名

・大学生のチアリーディング日本一、クラブチームの日本一を競う大会及びチアリーディングを愛好している子ども達の競技大
会で、大会を通じて全国の大学並びに青少年達へチアリーディングの普及・振興を図るとともに、競技をとおし健康な身体を兼
ね備えた人材育成を目的として、下記のとおり開催した。
　なお、緊急事態宣言発令に伴い、出場辞退チームが多数となり、一部規模を縮小して学生・クラブチーム・子どもの３大会を合
同開催とした。緊急事態宣言を理由とした出場辞退チームには、大会参加費・チケット代金の返金を特例として実施した。

スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会

合計

第１８回子どもチアリーディング大会

部門名

チアリーディング スピリッツ演技競技 小学校低学年部門

チアリーディング スピリッツ演技競技 小学校高学年部門

チアリーディング スピリッツ演技競技 中学校部門

第３２回全日本学生チアリーディング選手権大会

スモールグループス演技競技 女子部門 DIVISION①

スモールグループス演技競技 女子部門 DIVISION②

スモールグループス演技競技 男女混成部門

ダブルス演技競技

エキシビション

第１９回全日本クラブチームチアリーディング選手権大会

部門名

合計

出場チーム・
選手数

チアフル ダンス演技競技 小学校高学年部門

チアフル ダンス演技競技 中学校部門

エキシビション

合計

大会結果

第３２回全日本学生チアリーディング選手権大会

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION①

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION②

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION③

チアフル ダンス演技競技

スモールグループス演技競技 女子部門
DIVISION①

部門名 団体名
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第3位 日本体育大学（東京都）

第1位 日本体育大学・A（東京都）

第2位 帝京大学・A（東京都）

第3位 日本大学・A（東京都）

第1位 日本体育大学（東京都）

第2位 東京外国語大学・B（東京都）

第3位 東京外国語大学・C（東京都）

成績

優勝 クラブチームデビルス・A（東京都）

準優勝 クラブチームツイスターズ・A（東京都）

第3位 クラブチームデビルス・B（東京都）

第1位 チアリーディングチームBUBBLES（東京都）

第2位 クラブチームデビルス（東京都）

第3位 東京チアリーディングチーム（東京都）

成績

優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

準優勝 まつばチアリーディングクラブ（東京都）

第3位 URAWAチアリーディングクラブ（埼玉県）

優勝 あつぎチアリーディングチーム・A（神奈川県）

準優勝 まつばチアリーディングクラブ（東京都）

第3位 URAWAチアリーディングクラブ（埼玉県）

優勝 あつぎチアリーディングチーム・A（神奈川県）

準優勝 あつぎチアリーディングチーム・B（神奈川県）

第3位 Thousand Leaves Cheerleading Team（千葉県）

URAWAチアリーディングクラブ・A（埼玉県）

三ツ沢チアリーディングクラブ（神奈川県）

MDKチアリーディングクラブ（東京都）

神奈川チアリーディングクラブ（神奈川県）

入場者数 1,984

（６）JOCジュニアオリンピックカップ大会／第３１回全日本高等学校・第７回全日本中学校チアリーディング選手権大会

令和３年１月３１日(日) 会場 国立代々木競技場第一体育館

主管 関東チアリーディング連盟・大会実行委員会 協賛

後援

チーム数 選手数

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION① 12 91

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION② 9 60

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION③ 6 37

チアフル ダンス演技競技 7 51

6 30

5 25

ＭＥＤバーシティ株式会社・POCARI SWEAT

スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、朝日新聞社

・高等学校並びに中学校のチアリーディング日本一を競うとともに、チアリーディング競技をとおして、青少年の健全な育成を図
ることを目的に、(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」として開催しているが、緊急事
態宣言発令に伴い、出場辞退チームが多数となり、一部規模を縮小しての開催となった。
　なお、緊急事態宣言を理由とした出場辞退チームには、大会参加費・チケット代金の返金を特例として実施した。

出場チーム・
選手数

第３１回全日本高等学校チアリーディング選手権大会

部門名

ジュニアチアリーディングクラブTURTLES（東京都）

ＢＵＲＮＥＲＳ Jr.チアリーディングクラブ・A（東京都）

スモールグループス演技競技 男女混成部門

第１９回全日本クラブチームチアリーディング選手権大会

部門名 団体名

チアリーディング スピリッツ演技競技

スモールグループス演技競技 女子部門

第１８回子どもチアリーディング大会

部門名 団体名

大会結果

スモールグループス演技競技 女子部門 DIVISION①

スモールグループス演技競技 女子部門 DIVISION②

チアリーディング スピリッツ演技競技
小学校低学年部門

チアリーディング スピリッツ演技競技
小学校高学年部門

チアリーディング スピリッツ演技競技
中学校部門

金賞

銀賞

銅賞

エキシビション・ジュニアスター

スモールグループス演技競技 女子部門
DIVISION①

スモールグループス演技競技 女子部門
DIVISION②
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合計 45 294

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION① 6 45

チアリーディング スピリッツ演技競技 DIVISION② 4 26

チアフル ダンス演技競技 3 23

合計 13 94

成績

優勝 如水館高等学校（広島県）

準優勝 千葉明徳高等学校（千葉県）

第3位 武蔵越生高等学校（埼玉県）

優勝 如水館高等学校（広島県）

準優勝 千葉明徳高等学校（千葉県）

第3位 武蔵越生高等学校（埼玉県）

優勝 神奈川県立麻生高等学校（神奈川県）

準優勝 法政大学第二高等学校・A（神奈川県）

第3位 神奈川県立茅ヶ崎高等学校（神奈川県）

優勝 千葉明徳高等学校（千葉県）

準優勝 法政大学第二高等学校・A（神奈川県）

第3位 法政大学第二高等学校・B（神奈川県）

第1位 千葉明徳高等学校（千葉県）

第2位 如水館高等学校（広島県）

第3位 日本体育大学荏原高等学校（東京都）

第1位 千葉明徳高等学校（千葉県）

第2位 神奈川県立茅ヶ崎高等学校（神奈川県）

第3位 神奈川県立住吉高等学校・A（神奈川県）

優勝 伊豆の国チアリーディングチーム（静岡県）

準優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

第3位 まつばチアリーディングクラブ（東京都）

優勝 あつぎチアリーディングチーム（神奈川県）

準優勝 伊豆の国チアリーディングチーム（静岡県）

第3位 法政大学第二中学校・A（神奈川県）

優勝 法政大学第二中学校・A（神奈川県）

準優勝 法政大学第二中学校・C（神奈川県）

第3位 法政大学第二中学校・B（神奈川県）

入場者数 662

（７）第２６回西日本チアリーディング選手権大会

期日 令和３年３月７日(日) 会場 丸善インテックアリーナ大阪（大阪市中央体育館）

主管 関西チアリーディング連盟・大会実行委員会

後援 大阪府教育委員会、大阪市、NHK大阪放送局 協賛 ＭＥＤバーシティ株式会社

チーム数 選手数

小学校低学年部門 4 32

小学校高学年部門 12 79

DIVISION① 中学校部門 7 44

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION③

部門名 団体名

大会結果

第３１回全日本高等学校チアリーディング選手権大会

第７回全日本中学校チアリーディング選手権大会

出場チーム・
選手数

部門名

チアリーディング
スピリッツ演技競技

・西日本地区における高等学校、大学、一般のチームの選手権大会で、同地区におけるチアリーディングの普及・発展を目的と
し、下記のとおり開催した。
　なお、緊急事態宣言を理由とした出場辞退チームには、大会参加費・チケット代金の返金を特例として実施した。

出場チーム・
選手数

第７回全日本中学校チアリーディング選手権大会

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION①

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION②

チアフル ダンス演技競技

スモールグループス演技競技 女子部門
DIVISION①

スモールグループス演技競技 女子部門
DIVISION②

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION①

チアリーディング スピリッツ演技競技
DIVISION②

チアフル ダンス演技競技
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DIVISION② 中学校部門 4 28

DIVISION① 高等学校部門 10 78

DIVISION① 高等学校部門 14 94

大学部門 7 45

社会人部門 1 8

小学校低学年部門 7 41

小学校高学年部門 6 36

中学校部門 3 17

高等学校部門 2 15

大学部門 2 15

高等学校部門 3 15

大学部門 1 5

エキシビション 7 43

エキシビション ジュニアスター 33 233

エキシビション ヤングスター 1 7

合計 124 835

成績

優勝

準優勝 梅花チアリーディングチーム（大阪府）

第3位 豊中ジュニアチアリーディングクラブ（大阪府）

優勝

準優勝

第3位

優勝 梅花中学校（大阪府）

準優勝 箕面自由学園中学校（大阪府）

第3位 堺チアリーディングクラブ（大阪府）

優勝 梅花中学校（大阪府）

準優勝 堺チアリーディングクラブ・B（大阪府）

第3位 堺チアリーディングクラブ・A（大阪府）

優勝 箕面自由学園高等学校（大阪府）

準優勝 梅花高等学校（大阪府）

第3位 如水館高等学校（広島県）

優勝 梅花高等学校（大阪府）

準優勝 如水館高等学校（広島県）

第3位 大阪学院大学高等学校・A（大阪府）

優勝 大阪学院大学・A（大阪府）

準優勝 関西大学・A（大阪府）

第3位 関西大学・C（大阪府）

優勝 MJGチアリーディングクラブ（大阪府）

準優勝 NPO法人高島倶楽部(滋賀県）

第3位 伊丹チアリーディングクラブ・A（兵庫県）

優勝 MJGチアリーディングクラブ・A（大阪府）

準優勝 伊丹チアリーディングクラブ・A（兵庫県）

第3位 伊丹チアリーディングクラブ・B（兵庫県）

中学校部門 優勝 箕面チアリーディングクラブSHINIES（大阪府）

高等学校部門 優勝 金光大阪高等学校（兵庫県）

大学部門 優勝 関西大学（大阪府）

第1位 福岡大学附属大濠高等学校・A（福岡県）

ENSチアリーディングクラブ・A（静岡県）

大会結果

チアフル ダンス
演技競技

小学校低学年部門

小学校高学年部門

スモールグループス演技競技 高等学校部門

エキシビション・ジュニアスター

金賞

銀賞
ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ・A（大阪府）

O.S.Cチアリーディングクラブ・GOLD（大阪府）

出場チーム・
選手数

チアリーディング
スピリッツ演技競技

チアフル ダンス
演技競技

スモールグループス
演技競技

チアリーディング
スピリッツ演技競技

部門名 団体名

小学校低学年部門

小学校高学年部門

DIVISION①
中学校部門

DIVISION②
中学校部門

DIVISION①
高等学校部門

DIVISION②
高等学校部門

大学部門

箕面チアリーディングクラブSHINIES・A（大阪府）

箕面チアリーディングクラブSHINIES・A（大阪府）

えひめジュニアチアリーディングチーム（愛媛県）

箕面チアリーディングクラブSHINIES・B（大阪府）
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クラブチームVIPERS（京都府）

交野市チアリーディングクラブ・B（大阪府）

ENSチアリーディングクラブ・B（静岡県）

入場者数 1,621

３．指導者、審判員及び競技専任スポッターの育成並びに資格認定事業

（１）日本スポーツ協会公認チアリーディング・チアダンス指導者資格

①令和２年１０月認定者数（令和元年度受験者）

合計

チアリーディング

チアダンス

コーチ１ チアダンス

②令和２年度資格取得希望者数

＜チアリーディング＞

共通科目

免除者 （免除者及び必修受験者）

コーチ３
１３（新規希望者：１２
　　　再受講者：１）

0 １２（１２）

＜チアダンス＞

共通科目

免除者 （免除者及び必修受験者）

コーチ１～３ 0 0 0

③日本スポーツ協会公認コーチ養成専門科目講習会・検定試験

＜チアリーディング＞

講習受講者 試験受験者（合格者）

9 実施中

3 ３（２）

１２（２）

（２）指導者「ClassⅠ」資格認定試験

受講者数（合格者）

１（１）

１３（７）

１８（１２）

２２（７）

１（１）

１３（１１）

大会結果

期日

資格

必修受験者（合格者）

エキシビション・ジュニアスター 銀賞

銅賞

資格取得希望者数

認定者数（受講者数）

１８（２８）

０（０）

１（１）

会場

１３（２）

専門科目
資格

・公認コーチ資格に新規資格取得希望者１３名、再受験者１名、合計１４名の資格取得希望者があり、専門科目免除者は０名で
あった。また、資格取得は専門科目と共通科目の双方合格者（免除者含む）に対し翌年度秋に認定される。

コーチ２

コーチ３
１（１）

資格 資格取得希望者数
専門科目

必修受験者（合格者）

0

地区：期日 会場

・令和２年度の「ClassⅠ」資格認定試験は、事前学習をEラーニングに変更し、合計２回、計１８会場で　その内１６会場で実施さ
れた。総数４１７名が受講・受験し、２２２名が合格した。(合格率５３．２％)。
令和２年３月末現在の「ClassⅠ」認定指導員数は４，４４０名となった。　　※一部、令和３年度に継続実施中

・専門科目講習会・検定試験を関東並びに九州の２会場で実施し、１２名が受講し、内２名が合格。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大のため、九州地区の受講者は専門科目の一部を令和３年度に持ち越しとなる。

11月21日(土）～２２日（日） 国立オリンピック記念青少年総合 センター

９月１９日(土）～２０日（日） 大在公民館

北信越：９月１３日（日） サンフォルテ

東北：９月２７日（日） 山形市総合スポーツセンター 
①第６３回

北海道： 実技試験映像提出のみ

千種スポーツセンター

合計

２０（３０）

中国四国（岡山）：９月２７日（日）

九州（大分）：９月２０日（日）

中部：９月５日（日）

おかやま西川原プラザ

大在公民館
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３（（２）

７９（４０）

２１（１６）

13（１２）

９（３）

105

32

25

7

30

7

14

5

     ４１８（１１２）

（３）指導員「ClassⅡ」資格認定試験

（４）指導者研修会

（５）審判員資格認定試験等

①第２５回審判員（Ⅰ種）資格認定一次試験

受講者（合格者） 合計

１（０）

３（２）

２（１）

３（３）

３（１）

②第２６回審判員(Ⅰ種）資格認定試験受講者講習会

受講者 合計

3月7日（日） 18

3月13日(土） 27

関西：３月２１日(日） 5

関東：３月２１日(日） 17

九州：３月2７日（土） 6

北海道：３月２７日(土） 10

北信越：３月２７日(土） 6

中部：３月２８日（日） 4

③審判員研修会

・課題提出での自主学習とした。

参加者 37

合計

①第６３回

中国四国（岡山）：４月２５日（日）

北海道：８月３０日(日） 手稲区民センター

札幌市中央体育館

・審判員「Ⅰ種」は地方及び地域における競技会の審査を行う資格、「Ⅱ種」は全国レベルの競技会（国際大会を含む）の審査
を行う資格。受験資格は、指導員「Class Ⅱ」資格を取得した者で、事前に受講者講習会の受講が必須。令和２年度は第２５回
審判員（Ⅰ種）資格認定一次試験、審判員研修会、第２６回審判員(Ⅰ種)資格受験者講習会を実施した。
  なお、第２５回審判員（Ⅰ種）資格認定二次試験並びに第６回能力査定は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期した。

地区：期日

・新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。

会場

②第６４回

地区：期日 会場

とかちプラザ

ウィルあいち

丸善インテックアリーナ大阪

対面講習

国立オリンピック記念青少年総合センター

城南市民センター

サンフォルテ

北海道(道北）：３月２１日（日） 剣淵町民センター

関東：３月２８日（日） 国立オリンピック記念青少年総合センター

北信越：３月２８日（日） サンフォルテ

北海道（札幌）：４月２５日（日）

・新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した。

九州（福岡）：３月２８日（日）

九州（熊本）：３月２８日（日）

中部：４月４日（日）

おかやま西川原プラザ

中国四国（広島）：１０月４日（日）

関東：１０月２５日（日）

関西：１２月２０日（日）

中国四国（愛媛）：2021年２月７日（日）

国立オリンピック記念青少年総合センター

佐東公民館

丸善インテックアリーナ大阪／箕面自由学園高等学校

愛媛県県民文化会館

48

城南市民センター

熊本県立総合体育館

ウィルあいち

中部：８月３０日(日） ウィルあいち

・新型コロナウイルス感染症対策として、オンライン講習会と対面講習会を組み合わせて実施した。

オンライン講習 オンライン 45

　　　　　１２（７）

中国四国（広島）：４月２５日（日） 佐東公民館

関西：８月３０日(日） 丸善インテックアリーナ大阪

関東：８月３０日(日） 国立オリンピック記念青少年総合センター

九州：８月３０日(日） 城南市民センター
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４．調査研究及び情報提供事業

５．出版物の刊行事業

６．普及活動等の事業

（１）協会登録加盟団体連絡会議の開催

・新型コロナウイルス感染症対策としてオンラインにて実施した。

実施日 ３月１４日(日）

７．加盟団体数（令和３年３月３１日現在）

８．特記事項

（１）大会における新部門の設置

・「第３２回全日本学生選手権大会」「第３１全日本高等学校選手権大会・第７回全日本中学校選手権大会」「第１９回全日本ク
ラブチーム選手権大会｣「第１８回子ども大会」をＣＳ放送（スカイ・Ａ）により放送を行った。

・令和２年度は、競技ルールブックの内容を改訂し、ホームページにて公開した。

（２）指導者資格Class１受講資格変更

・安全な活動を推進するため、指導者資格Class1の受講可能年齢を１８歳から１６歳に引き下げた。

・新型コロナウイルス感染症予防対策として、演技部門に「チアリーディング スピリッツ演技競技」並びに「チアダンス 演技競技」
を設置した。

（３）新型コロナウイルス感染症対策委員会の設置

・新型コロナウイルス感染症に対応するため、医師、弁護士、有識者、地区連盟代表者等で構成する対策委員会を設置した。

（４）全国指導者部会・各地区指導者部会の設置

・地域に密着した講習会の開催等を目的とし、全国指導者部会並びに各地区指導者部会を設置した。

17 



（７）地方連盟役員交流会議

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う国や自治体のイベント等の開催自粛要請により、第１３回チアリーディング アジア インター
ナショナルオープン チャンピオンシップ／ 第６回アジアン ジュニア チアリーディング チャンピオンシップをはじめ、第３１回北海
道選手権大会・第１６回東北選手権大会・第１０回子ども大阪大会を中止するとともに、講習会、資格試験等の事業を一部中止
または延期した。

・令和２年３月、日本協会と地区連盟並びに連盟相互の交流・連携、情報共有を図り、連盟運営に資することを目的として、全
国地区連盟役員交流会議をオンラインにより開催した。

（５）新型コロナウイルス感染拡大による大会等の中止

（６）令和元年度JOC国際人養成アカデミー受講生派遣

・公益財団法人日本オリンピック委員会が開催する「令和１年度国際人養成アカデミー（令和２年９月１８日～１２月２０日の８週
間の日程で実施）」に受講生１名を派遣し、全日程を修了した。これにより、当協会の受講修了者は８人となった。
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