
スポーツ大会を活用した地域振興
〜あいちスポーツコミッションの取組について〜

2020年5⽉

スポーツ局について

1

○2019年 これまで複数の部にまたがっていたスポーツ関係業務を一元化し、スポーツ局を設置
○2020年 迅速な政策判断・事業実施のため、スポーツ課を分割し、執行体制を強化

振興部スポーツ振興課

2019年度2018年度

・スポーツ大会を活用した地域振興

振興部アジア競技大会推進課

・大会推進

健康福祉部障害福祉課

・障害者スポーツ

教育委員会保健体育スポーツ課

・競技力向上、国民体育大会
・スポーツ施設

スポーツ課（50人）

アジア競技大会推進課（17人）

教育委員会保健体育課

(一財）愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会（26人）

・スポーツ大会を活用した地域振興
・障害者スポーツ
・競技力向上、国民体育大会
・スポーツ施設

・学校体育

スポーツ局

・学校体育

・大会の準備・運営

2019年5月30日設立

※県から17人派遣

2020年度

スポーツ振興課(29人)

競技・施設課(22人)

・スポーツ大会を活用した地域振興

・競技力向上、国民体育大会

・障害者スポーツ

・スポーツ施設

アジア競技大会推進課(19人)

スポーツ局

(一財）愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会(30人)

教育委員会保健体育課

※県から19人派遣



あいちスポーツコミッションの取組（重点的取組）
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進

開催期間：2026年９月19日～10月４日（16日間）

②FIA世界ラリー選手権(WRC)日本ラウンドの開催支援
開催期間：2020年11月19日～11月２2日（4日間）

③第76回国民体育大会冬季大会スケート競技会(ショート

トラック・フィギュア)・アイスホッケー競技会の開催支援
開催期間：2021年1月27日～1月31日（5日間）

④東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

の合宿誘致等
開催期間（オリンピック）：2021年7月23日～8月8日（17日間）

（パラリンピック）： 2021年8月24日～9月5日（13日間）

○ オリンピックに次ぐ参加選手数で、アジア最大のスポーツの祭典

○ 2016年9月25日に開催されたアジア・オリンピック評議会（OCA）総会にお

いて、愛知・名古屋が第20回アジア競技大会の開催都市として決定

○ 2018年8月19日のOCA総会において開催都市契約を締結

＜開催都市契約＞

・大会開催にあたり、ＯＣＡとＪＯＣ、開催都市（愛知県、名古屋市）の権利義務関係について取り決めるもの

・組織運営の原則、宿泊施設、競技プログラム、輸送、マーケティング、情報システム、放送など14の項目

○ 2018年9月28日に、アジア競技大会開催に向け、大会の運営にあたる

組織委員会へ政府として協力する旨の閣議了解

○ 2019年5月30日に、組織委員会を設立

＜一般財団法人 愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会の概要＞
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【１】

・名誉会長 榊原 定征（日本経済団体連合会名誉会長）
・名誉顧問 山下 泰裕（JOC会長）

萩生田光一（文部科学大臣）
鈴木 大地（スポーツ庁長官）

・会 長 大村 秀章（愛知県知事）
・会長代行 河村たかし（名古屋市長）

田嶋 幸三（JOC副会長）
山本 亜土（愛知県商工会議所連合会会長）
豊田 鐵郞（一般社団法人中部経済連合会会長） （2020年4月1日時点）



①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【２】

○ 2019年10月18日に大会スローガンが決定

大会スローガン： ｢IMAGINE ONE ASIA｣（英語版）

｢ここで、ひとつに。｣ （日本語版）

○ 2019年11月11日に大会開催基本計画をOCAへ提出

○ 2020年3月23日に大会エンブレムが決定
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＜アジア競技大会概要＞

＜主 催＞ アジア・オリンピック評議会（OCA）

＜開 催 日＞ 2026年9月19日～10月４日（16日間）

＜競技種目＞ 40競技程度

＜参加者数＞ OCAに加盟する45の国と地域が参加

選手・チーム役員約1.5万人を想定

＜選 手 村＞ 名古屋競馬場跡地（選手村から遠方となる競技会場については分散）

※過去、日本においては、第３回（1958年）大会を東京、第12回（1994年）大会を広島にて開催
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【３】

・行政負担 600億円
愛 知 県 400億円

名古屋市 200億円

大会主催者負担経費：850億円

・入場料収入やスポンサー収入 250億円

＜収入＞ ＜支出＞

・運営経費 440億円
・競技会場仮設整備費 110億円
・選手村仮設整備費 300億円

※上記金額は不確定要素が多いため、さらに費用の圧縮に努めるとともに、経費を精査

＜大会開催経費＞



＜競技＞
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【４】

○ 2024年パリオリンピックで実施される競技（中核28競技及びパリが提案する競技）

【オリンピック競技28競技】

水泳 アーチェリー 陸上競技 バドミントン バスケットボール

ボクシング カヌー・カヤック 自転車競技 馬術 フェンシング

サッカー ゴルフ 体操 ハンドボール ホッケー

柔道 近代五種 ボート ラグビー セーリング

射撃 卓球 テコンドー テニス トライアスロン

バレーボール ウエイトリフティング レスリング

【パリオリンピック追加候補４競技（2020年12月正式決定（予定））】

ブレイクダンス、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィン

○ アジア5地域（中央アジア・東アジア・南アジア・東南アジア・西アジア）の普及を考慮
して決定される競技

例えば、カバディ・セパタクロー・クリケット・武術太極拳など

○ 組織委員会が提案する最大2競技

○ OCAが提案する最大2競技

＜競技会場の検討状況（１）＞
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【５】

競技 種別等 仮決定会場

1 水泳
競泳／飛込 ① 名古屋市総合体育館［レインボープール］
アーティスティックスイミング ② 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場
水球 ③ 春日井市温水プール
マラソンスイミング ー 調整中（開催構想に未記載の種別）

2 アーチェリー ④ 岡崎中央総合公園多目的広場他

3 陸上競技
トラック／フィールド ⑤ 瑞穂公園陸上競技場
マラソン ⑤ 瑞穂公園陸上競技場（都心コース）
競歩 ⑥ 愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

4 バドミントン ⑦ 一宮市総合体育館

5 バスケット
ボール

５×５ ⑧ ウィングアリーナ刈谷
ー 調整中

３×３ ー 調整中（開催構想に未記載の種別）
6 ボクシング ⑨ ⻄尾市総合体育館

7 カヌー
・カヤック

スプリント ⑩ ⻑良川国際レガッタコース
スラローム ⑪ 矢作川カヌースラロームコース
（ポロ） ー 調整中

8 自転車競技

トラックレース ⑫ 伊豆ベロドローム
ロードレース ⑬ 新城市内発着コース
マウンテンバイク ⑭ 小幡緑地
BMXレース ー 調整中
BMXフリースタイル ー 調整中（開催構想に未記載の種別）



＜競技会場の検討状況（２）＞
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【６】

競技 種別等 仮決定会場
9 馬術 馬場馬術／総合馬術／障害馬術 ⑮ 愛知県森林公園
10 フェンシング ⑯ 愛知県国際展示場

11 サッカー

⑰ 豊田スタジアム
⑱ 名古屋市港サッカー場
⑲ ウェーブスタジアム刈谷
他の県内会場並びに岐阜県、静岡県及び三
重県内の会場の調整を進めるとともに、関
⻄圏内の会場での実施を検討中

12 ゴルフ ⑳ 愛知カンツリー倶楽部東山コース
13 体操 体操／新体操／トランポリン ㉑ 名古屋市総合体育館［レインボーホール］
14 ハンドボール ㉒ 春日井市総合体育館

㉓ 名古屋市稲永スポーツセンター
15 ホッケー ㉔ 岐阜県グリーンスタジアム
16 柔道 ㉕ 愛知県新体育館

17 近代五種
レーザーラン／馬術 ⑮ 愛知県森林公園
フェンシング ㉒ 春日井市総合体育館
水泳 ③ 春日井市温水プール

18 ボート ⑩ ⻑良川国際ボートコース
19 ラグビー ㉖ 瑞穂公園ラグビー場
20 セーリング ㉗ 海陽ヨットハーバー
21 射撃 ピストル／ライフル／クレー ㉘ 愛知県総合射撃場

＜競技会場の検討状況（３）＞
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【７】

競技 種別等 仮決定会場
22 卓球 ㉙ スカイホール豊田
23 テコンドー ㉚ 豊橋市総合体育館
24 テニス ㉛ 東山公園テニスセンター
25 トライアスロン ー 調整中

26 バレー
ボール

バレーボール ㉜ 岡崎中央総合公園総合体育館
㉝ 小牧市スポーツ公園総合体育館

ビーチバレーボール ㉞ 碧南緑地ビーチコート
27 ウエイトリフティング ㉟ 名古屋市中小企業振興会館
28 レスリング フリースタイル／グレコローマン

スタイル ㉕ 愛知県新体育館

29 野球・
ソフトボール

野球

今後、開催都市契約に基づいて実施競技
を決定し、それに合わせて会場を決定

ソフトボール
30 ボウリング
31 クリケット
32 カバディ
33 マーシャルアーツ
34 セパタクロー
35 スポーツクライミング
36 スカッシュ

※1～36については開催構想に記載した競技
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【８】
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瑞穂公園陸上競技場
（メイン会場）

選手村候補地

名古屋市国際展示場

(メインメディアセンター)

＜競技会場マップ（仮決定案）＞

＜アジアパラ競技大会の開催可能性検討調査＞
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①第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）の推進【９】

○ 2019年1月の日本パラリンピック委員会による開催要請を受けて、2026年

のアジアパラ競技大会の開催可能性について、県市合同で検討を開始

○ 競技会場に関する会場要件の整理や現地調査等、競技会場の適合性を調査する

ほか、大会に係る概算経費を算定

＜アジアパラ大会の概要＞

区 分 内 容

主 催 者 アジアパラリンピック委員会（ＡＰＣ）

開催時期 4年に一度（夏季パラリンピック競技大会の中間年）

開催期間 開閉会式を含め7～8日間（過去大会実績による）

参 加 ＡＰＣ加盟44か国・地域から選手・チーム役員約4,000人



②ＦＩＡ世界ラリー選手権（ＷＲＣ）日本ラウンド【１】
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○ 国際自動車連盟（ＦＩＡ）が主催し、1973年に創設したラリー競技の最高峰に
位置する世界選手権。Ｆ１と同様の人気を誇り、欧州を中心に世界で１４戦開催

○ 2020年からの３年間、そのうち１戦を日本で開催することが決定

主に公道（郊外の峠道や林道）でタイムアタックする自動車競技。ドライバーと
コドライバー（ナビゲーター）の2名1組で競技車に乗り、指定された区間（SS：
スペシャルステージ）を一台ずつ走行して総合タイムを競う

＜大会名称＞ Ｒａｌｌｙ Ｊａｐａｎ

＜競技主催＞ トヨタ・モーター・スポーツクラブ、(株)サンズ

＜イベント主催＞ ラリージャパン実行委員会（㈱サンズ、㈱電通、愛知県、岐阜県）

＜開 催 日＞ 2020年11月19日(木)～22日(日)

（2021・2022年の日程は未定）

＜場 所＞ 愛・地球博記念公園（メイン会場）及び周辺自治体の一般公道・林道・農道

（名古屋市・岡崎市・豊田市・新城市・長久手市・設楽町・中津川市・恵那市）
＜県の役割＞
・サービスパークにおける盛り上げ（イベントの実施やPRブースの設置）
・大会情報を掲載した観戦ガイドの発行
・事前PRイベントの実施
・歓迎装飾の実施

ラリーとは

■Ｒａｌｌｙ Ｊａｐａｎ２０２０テストイベント

○ 国際自動車連盟（ＦＩＡ）の医療査察、ＷＲＣ参戦自動車メーカー等への開催

候補地説明、運営スタッフの本番を想定したトレーニング等を目的として開催

＜大会名称＞ Central Rally Aichi/Gifu 2019

＜主 催＞ マツダスポーツカークラブ、トヨタ・モータースポーツ・クラブ、

（特非）MOSCO、(株)サンズ

＜共 催＞ 愛知県、岡崎市、豊田市、新城市、設楽町、恵那市

＜開 催 日＞ 2019年11月7日（木）～10日（日）

＜場 所＞ 愛・地球博記念公園及び周辺自治体の一般公道・林道

（岡崎市・豊田市・新城市・長久手市・設楽町・恵那市）

＜観戦者数＞ 4万人（おかざきクルまつりの3万人を含む）

＜参加台数＞ 61台（クラシックカーラリー27台を含む）

＜総合優勝＞ 勝田貴元（愛知県出身）／ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾊﾞﾘｯﾄ（TOYOTA GAZOO Raicing）

②ＦＩＡ世界ラリー選手権（ＷＲＣ）日本ラウンド【２】
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○ 愛知県では、９年ぶり２回目の開催となる冬季国体

（第76回国民体育大会の本大会は、三重県で2021年9月～10月に開催予定）

＜主 催＞ (公財)日本スポーツ協会、文部科学省、愛知県、(公財)日本スケート連盟、
(公財)日本アイスホッケー連盟、名古屋市、豊橋市、長久手市

＜開催日＞ 2021年1月27日（水）～31日（日）（5日間）

＜会 場＞

＜参加者数＞ 約1,500人（選手、監督、本部役員、視察員）

式 典 ・ 競 技 種 目 会 場
開 始 式 愛知芸術文化センター（名古屋市東区）

スケート
ショートトラック

日本ガイシアリーナ アイスリンク（名古屋市南区）
フィギュア

アイスホッケー
アクアリーナ豊橋 アイスアリーナ（豊橋市）
モリコロパーク アイススケート場（⻑久⼿市）

表 彰 式 ウインクあいち（名古屋市中村区）

開始式(選⼿宣誓) ショートトラック フィギュア アイスホッケー

【前回大会の様子】（前回：2012年1月28日から2月1日に開催）
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③第７６回国民体育大会冬季大会

スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）・アイスホッケー競技会【１】

＜実施に向けたスケジュール＞

2018年7月 5日 「開催決定書」の受領
2019年7月19日 愛知県実行委員会の設立
2021年1月27日～３１日 大会開催

＜県実行委員会の役割＞

・ 全国代表者会議など各種会議の開催
・ 式典（開始式・表彰式）の開催
・ 競技記録本部やプレスセンターの設置
・ スケート教室の開催や名古屋駅の歓迎装飾の実施

などの大会広報

（公式ポスター）

（テーマ）

（公式ＷＥＢサイト）https://www.yume-kirarink2021.jp/

（シンボルマーク）

③第７６回国民体育大会冬季大会

スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）・アイスホッケー競技会【２】
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（スローガン）

https://www.yume-kirarink2021.jp/


オリンピック︓2021年７⽉23日(⾦)〜８⽉８日(日) (17日間）33競技
パラリンピック︓2021年８⽉24日(⽕)〜９⽉５日(日) (13日間）22競技

■合宿誘致
○ 合宿で世界のトップ選手を受け入れることで、スポーツへの関心の喚起、次代

を担う人材育成につながる絶好の機会

○ 合宿後も続く交流の契機

《誘致が決定している自治体（5市）》

岡崎市（モンゴル・アーチェリー）、名古屋市（カナダ・車いすバスケットボール）

豊橋市（リトアニア・パラ競技（ゴールボール））、安城市（カナダ・ソフトボール）

刈谷市（カナダ・バスケットボール（女子））

《誘致を表明している自治体（17市町）》

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、蒲郡市、

犬山市、小牧市、知多市、田原市、愛西市（※岐阜県海津市、三重県桑名市と共同）、美浜町

○ 県では、各国関係者や国内競技団体への働きかけ、視察費用の一部負担、施設

紹介のリーフレット作成、市町村からの相談対応などの支援を実施
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④東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の合宿誘致等

＜大会期間＞

■東京2020オリンピック聖火リレー

○ 2020年3月26日に福島県からスタートし、東京で開催されるオリンピック開会

式（7月24日）までの121日間をかけて、全国47都道府県を巡る

※３月24日に決定された東京2020大会の延期に伴い、聖火リレーの延期が

決定（実施日程未定）

主 催：（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

共 催：東京2020オリンピック聖火リレー各都道府県実行委員会

＜愛知県における聖火リレーの実施概要＞
（１）実施時期

未定（延期前：2020年4月6日（月）、7日（火））

（２）愛知県実行委員会（会長：知事）の役割

聖火リレーの準備・実施（県内のルート選定、ランナー募集・

選考、交通規制対応、沿道警備、セレブレーションの実施、

出発式・ミニセレブレーションの実施支援）

（３）実施市及び実施順（予定）

１日目：瀬戸⇒名古屋⇒春日井⇒名古屋⇒犬山⇒一宮⇒名古屋⇒稲沢⇒清須⇒名古屋 ⇒名古屋

２日目：豊橋⇒豊川⇒半田⇒安城⇒刈谷⇒岡崎⇒大府⇒豊田⇒豊田

17

（東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業【１】）
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（東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業【２】）

○主な著名人ランナー
・天野 浩 名古屋市在住 （ノーベル物理学賞受賞者）
・宇野 昌磨 名古屋市出身 （オリンピアン・フィギュアスケート）
・鈴木 明子 豊橋市出身 （オリンピアン・フィギュアスケート）
・田村 淳 犬山観光特使 （タレント）
・藤井 聡太 瀬戸市在住 (プロ棋士七段)

＜ルート図（予定）＞

（４）実施内容（予定）
・聖火ランナーが、各市約２km程度（１人あたり200m程度）

を時速約６kmで走行

・２日間で180名以上の聖火ランナーが走行

・各実施市のルート上で、各種セレモニー（出発式、

セレブレーション、ミニセレブレーション）を実施
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（東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業【３】）

【出発式】 １日の最初のランナー出発時にトーチに聖火を点火 瀬戸市、豊橋市

【セレブレーション】

・各日の最終地点において、聖火の到着を祝う

・県実行委員会、スポンサーがステージプログラムを実施

・最終ランナーが会場の聖火皿に点火して終了

名古屋市、豊田市

【ミニセレブレーション】 聖火の出発や到着を祝う 上記4市以外の1１市

＜聖火ランナーの出発・到着地（予定）＞
1日目
出発地： 瀬戸市 「深川神社」
到着地： 名古屋市「名古屋城・二の丸広場」

２日目
出発地： 豊橋市「こども未来館ここにこ」
到着地： 豊田市「豊田スタジアム・西イベント広場」



■東京2020パラリンピック聖火フェスティバル

○ 障害や年齢、国籍を問わず、全ての人が共生できる社会の

実現を理念とするパラリンピックの盛り上げを図ることを目的として、2020年

8月13日（木）～21日（金）の９日間、採火・集火・聖火リレーなどを行う

「パラリンピック聖火フェスティバル」を全国47都道府県で実施

○ 8月21日（金）に東京都で、各都道府県の火を１つに集める「集火式」が行われ、

8月22日（土）から開会日の25日（火）にかけて、東京都内で「開催都市内聖火リ

レー」が実施され、25日（火）にパラリンピックの開会式を迎える

※３月24日に決定された東京2020大会の延期に伴い、聖火フェスティバルの延期が決定

（実施日程未定）

＜愛知県における聖火フェスティバル実施概要＞

市町村

県内49の実施市町村において「採火」を行い、任意で「聖火ビジット」を実施

愛知県

49市町村の火を、「愛知の聖火」として１つに集める「集火式」と、東京に
向けて「愛知の聖火」を送り出す「出立式」を実施

開催日時・会場：未定

20

（東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業【４】）

○ 世界最大の女子マラソンである名古屋ウィメンズマラソン、名古屋ウィメンズホ

イールチェアマラソン、名古屋シティマラソンで構成される大会（2012年から開

催）2014年から名古屋ウィメンズホイールチェアマラソンが加わった

○ 2020大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して開催。参

加できなかったランナーへの代替措置として、オンラインマラソンを実施

＜主 催＞ マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会
（日本陸上競技連盟、愛知県、名古屋市、名古屋市教育委員会、

名古屋市教育スポーツ協会、中日新聞社）
【２０２０大会】

＜開 催 日＞ 2020年３月6日（金）～8日（日）（第9回）

＜出走者数＞ 115人

・名古屋ウィメンズマラソン：110人

※エリートの部のみ開催、一般の部は中止

・名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン：5人

・名古屋シティマラソン：中止

名古屋ウィメンズマラソン

名古屋ウィメンズ
ホイールチェアマラソン
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マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知【１】

名古屋ウィメンズマラソン2018大会の出走者数21,915人

ギネス世界記録



＜観戦者数等＞ 沿道観戦者 約25,000人

＜オンラインマラソン＞

・開催期間：2020年3月8日（日）13:00 ～ 2020年5月31日（日）23:59

・参加資格：ウィメンズマラソン一般の部及びシティマラソンのエントリーランナー

・参加方法：指定のスマートフォンアプリを利用または、自己申告により報告

・完走者には完走証と完走賞（ウィメンズのみ、ティファニーペンダント等）を送付

※参加賞はエントリーランナー全員に送付

＜県の取組＞

・あいちの花、オリーブのPR

あいちの花によるフィニッシュレーンの装飾、優勝者等へのビクトリーブーケの贈呈、

愛知県産オリーブで編んだ冠の贈呈

【２０２１大会】

202１年3月１２日（金）～１４日（日）（第10回）開催予定
22

マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知【２】

オリーブ冠・ブーケの贈呈
（優勝者インタビュー）

ビクトリーブーケの贈呈
（表彰式）

フィニッシュレーンの装飾

○ 日本トップクラスの全日本ラリー選手権の第２戦、国内最大級の観戦者数を誇る

○ 新城市が、アウトドアスポーツのまちづくりを推進するイベントとして、2004年

から開催

＜主 催＞ 新城ラリー実行委員会（モンテカルロオートスポーツクラブ、愛知県、新城市）

＜直近開催日＞ 2020年3月14日（土）～15日（日）

＜出場台数＞ 88台

＜観戦者数＞ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い無観客実施

＜開催場所＞ メイン会場－新城総合公園（サービスパークのみ実施）

サービスパークSS⾛⾏中
23

新城ラリー【１】



＜県の取組＞

・2013年大会（第10回）から県営新城総合公園をメイン会場として提供

・大会情報を掲載した観戦ガイドの発行

・（YouTubeでの）Live配信

・観光地や特産品のPRなど奥三河の魅力発信

・優勝したドライバー・コドライバー（ナビゲーター）に知事杯、あいちの花で

作った花束の贈呈 など

【２０２１大会】

＜開催日＞ 未定

あいちの花で作った花束の贈呈（YouTubeでの）Live配信事前PRイベント
（ラリーカーパレード）

24

新城ラリー【２】

○ 林道、砂利道、登山道などの未舗装路を走るトレイル

ランニング大会として、2015年から開催

○ トレイルランニングのなかでも、アップダウンが厳しい

本格的で中距離(30km～100km)のレース

＜主 催＞ 奥三河パワートレイル実行委員会

（愛知県、新城市、設楽町、東栄町、豊根村、中日新聞社、JTB）

＜直近開催日＞ 2020年４月４日（土）、５日（日）（第６回）

→新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止

＜コース＞ 茶臼山高原～湯谷温泉

約70㎞（コースのアップダウンのうち、上りの合計標高が4,000m）

＜出走者数（第５回）＞ 841人（38都道府県）

完走者568人、完走率67.5％

＜観戦者数（第５回）＞ 約10,500人

＜県の取組＞ ・エイドステーションでの地域特産品提供

・チェンソーアートで製作したトロフィーなどに

よる奥三河の魅力発信

・ネット動画を活用したPR など

茶⾅⼭⾼原スタート

25

奥三河パワートレイル【１】

エイドステーション



地元住⺠による選⼿応援トレランEXPO 湯谷温泉フィニッシュ
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奥三河パワートレイル【２】

【大会の魅力】

○ 奥三河の緑深い森、四谷千枚田・鳳来寺・湯谷温泉などの観光資源を楽しめるコース

○ 地域住民によるおもてなし
（エイドでの地域特産品提供、地元ボランティアのふれあい）

【２０２１大会】

＜開催日＞ 未定

○ 水泳、自転車、ランニングの3種目を連続して行うトライアスロン

○ トライアスロンの世界的なシリーズ戦で、国内唯一のアイアンマン大会

WTC(世界トライアスロン協会)が認定したレースで、アイアンマン（スイム3.8km、バイク
180km、ラン42.195km、計226km）とアイアンマン70.3（スイム1.9km、バイク
90km、ラン21.0975km、計113km）の２種類がある

＜主 催＞ アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン実行委員会
（愛知県、知多市、常滑市、半田市、中部国際空港(株)、(株)アスロニア）

＜直近開催日＞ 2019年６月7日(金)～9日(日)（第10回）

（2010年9月19(日)初開催、2014年から愛知県知事が大会名誉会長）

＜コース＞ 新舞子マリンパーク～NTPマリーナりんくう

スタート

アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン【１】
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アイアンマンとは



アワードパーティー EXPOでの県ブース観戦ガイド 地元中学⽣との交流イベント

アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン【２】

＜出走者数＞ 1,531人/組（国内41都道府県、海外22か国）

＜観戦者数＞ 約11,000人

＜県の取組＞ ・テレビ・ポスターでの大会PR

・EXPO(セントレア）における大会PRと知多半島の観光紹介

・観戦ガイドの作成

・競技後のアワードパーティー(セントレア）での地元特産品提供

・プロ選手と地元中学生の交流イベント など

28

【２０２０大会】

＜開 催 日＞ 2020年6月12日（金）～14日（日）（第11回）

（新型コロナウイルス感染拡大の影響により秋に延期予定）

CHIMERA A-SIDE THE FINAL【１】
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○ アーバンスポーツ（都市型スポーツ）４競技（スケートボード、BMXフリースタイ
ルパーク、BMXフラットランド、インラインスケート）の国内外トップ選手が参加す
る日本最大規模の国際大会

○ 各競技で、国内3戦で勝ち上がった上位5名と世界で活躍しているトップランカー11
名が最終戦である「THE FINAL」で優勝者を決定

＜大会名称＞ CHIMERA A-SIDE THE FINAL（キメラ・エーサイド・ザ・ファイナル）

＜主 催＞ 一般社団法人CHIMERA Union・ CHIMERA A-SIDE実行委員会

＜直近開催日＞ 2020年1月25日(土)～26日(日)

＜場 所＞ 愛知県国際展示場 Aichi Sky Expo

＜観戦者数＞ 約2万3,000人（二日間）

＜参加選手数＞ 合計64名（4競技）

スケートボード BMXフリースタイルパーク BMXフラットランド インラインスケート



CHIMERA A-SIDE THE FINAL【２】
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＜その他コンテンツ＞ アーバンスポーツの体験やショー、ライブ等を実施

【次回大会】

＜開催日＞ 未定

＜県の取組（予定）＞

・フリーマガジン「aispo!」等を活用した大会PR

・体験エリアにおける盛り上げ（イベントの実施やPRブースの設置）

・大会情報を掲載した観戦ガイドの発行

・優勝者等へあいちの花で作った花束の贈呈 など

ステージパフォーマンス ライブ体験エリア
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あいちトップアスリートアカデミー【１】

キッズ ジュニア ユース 計

学年等 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中学生以上

応募者数 660 561 523 177 130 37 2088

合格者数 29 30 27 16 14 11 127

○ 2026年に開催するアジア競技大会やオリンピック等の国際競技大会で活躍できる

地元出身のアスリートを発掘・育成

・発掘プログラム

県内から一般の小中学生等のアスリートを公募し、アカデミー生を選考

（キッズ・ジュニアは各学年20人程度、ユースは最大30人）

・育成プログラム

実技や講義を通じ、実践できる力を育成

＜発掘プログラムの状況（2019年度実績）＞ （人）

＜発掘プログラムのスケジュール（2020年度予定）＞

・ 7月4日(土)～19日(土) キッズ・ジュニア選考会（ユース選考会は未定）

・ 8月17日(月) キッズ・ジュニア説明会

・ 9月 3日(木) アカデミー生の発表
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あいちトップアスリートアカデミー【２】

＜育成プログラムの内容＞

＜育成プログラムのスケジュール＞
・ 10⽉18日(日) 開校式
・ キッズ・ジュニアは、来年3⽉6日(⼟)まで原則毎週⼟曜日に育成プログラムを実施（40回

程度開催）ユースは、各競技団体の計画のもとで実施。

キッズ ジュニア ユース

競技体験プログラム 専門競技プログラム

6競技(選択)
バドミントン、バス
ケットボール、ソフ
トテニス、アーチェ
リー等
自己の適性に応じた競技
の選択により種目の決定

10競技
ホッケー、アイス
ホッケー、バレー
ボール、ラグビー等

競技体験を通じ、子ども
たちの潜在能力を開発

スポーツ教養プログラム

実
技

講
義

8種目へ転向

一定の競技力のある選手を
より適性の高い競技へ転向

コンディショニング論等スポーツ栄養学等

水泳(飛込、水球女子)、
ボート、ビーチバレー
ボール、レスリング、ラ
グビー女子、アーチェ
リー、トライアスロン
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第74回国⺠体育本大会への愛知県選⼿団の派遣

【第74回国民体育大会 本大会】

＜期 間＞

2019年9月28日（土）から10月8日（火）まで

＜会場地＞

茨城県ひたちなか市はじめ27市5町1村

＜大会結果＞

男女総合成績 第3位、女子総合成績 第3位

【第75回国民体育大会 冬季大会】

＜期 間＞

ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会 2020年1月29日（水）から2月2日（日）まで

スキー競技会 2020年2月16日（日）から19日（水）まで

＜会場地＞

ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ競技会 青森県八戸市、三沢市、南部町

スキー競技会 富山県南砺市、富山市

＜大会結果＞

男女総合成績 第14位、女子総合成績 第6位



① Webサイト・SNSによる情報発信

【 Webサイト・SNS「aispo!」】

・県内のスポーツ大会情報やプロスポーツチーム・

実業団チームの情報を発信

・Facebook, Twitter, Instagram

でリアルタイムに配信

・スポーツ大会の現地レポートや

フリーマガジン「aispo!」と連動した記事をwebに掲載

【 あいちスポーツコミッション情報サイト 】

・スポーツ施設情報やスポーツ大会開催実績、

各市町村によるスポーツ大会・合宿支援メニューを掲載

② フリーマガジンによる情報発信

【 フリーマガジン「aispo!」】

・愛知県で開催されるスポーツ大会や

プロ・実業団チームの活動、競技施設を紹介

・県内の名鉄主要各駅、スポーツ施設や

スポーツショップ等で配布（年４回）

Web「aispo!web」

Web「あいちスポーツコミッション」フリーマガジン「aispo!」

Facebook Twitter Instagram

aispo!web内PicuUp記事
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あいちスポーツコミッションにおける情報発信

① プロスポーツチーム等との連携

② イベント等での連携

③ 会員出演動画の制作（東京都ラジオ体操プロジェクト）
会員（県内２４市町村、４プロスポーツチーム）が

出演した動画「ラジオ体操〜あいちけんバージョン〜」
の制作。

名古屋グランパス
⼩中⾼⽣無料招待

Ｎスポ!＠NHK名古屋
放送センタービル

CNCiフットサルフェスタ
@オアシス21

Bリーグ「愛知３クラブ合同」
スペシャルイラスト掲出＠セントレア

名古屋グランパス自治体ＰＲイベント
＠豊田スタジアム

中日ドラゴンズ「マスコットデー」企画
＠ナゴヤドーム

中日ドラゴンズ
親子観戦企画

会員との連携事業
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V.LEAGUEトークショー
＠愛知県庁本庁舎



＜開催期間＞ 2019年９月20日（金）～11月２日（土）（44日間）

＜参加チーム数＞ 20チーム ＜試合数＞ 全48試合（うち３試合が台風により中止）

＜試合会場＞ 国内12会場 開幕：東京スタジアム、決勝：横浜国際総合競技場

＜試合結果＞ 優勝：南アフリカ 準優勝：イングランド ３位：ニュージーランド

＜大会データ（組織委員会発表）＞

スタジアム観客動員：延べ170万4,443人（全国12会場）

チケット販売：約184万枚

ファンゾーン来場者：約113万7千人（全国16か所）

○ 愛知県内では、豊田市（豊田スタジアム）で開催

＜ラグビーワールドカップ2019 愛知・豊田開催支援委員会（２０１５年８月設立）＞

愛知県と豊田市を中心に、地元の経済（県商工会議所連合会、中経連）

・スポーツ・観光・国際交流団体等が参画

○ 大会PR等による開催機運の醸成

○ 大会期間中のファンゾーンの運営、都市装飾および交通輸送・

警備の実施、大会後を見据えたレガシープログラム（親子観戦等）

の実施
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（参考）ラグビーワールドカップ2019の開催支援【１】

＜豊田スタジアムで開催した試合＞

9/23(月・祝) 19:15ｷｯｸｵﾌ ウェールズ v ジョージア（入場者数 35,545人）

9/28(土) 18:45ｷｯｸｵﾌ 南アフリカ v ナミビア （入場者数 36,449人）

10/5(土)       19:30ｷｯｸｵﾌ 日本 v サモア （入場者数 39,695人）

10/12(土)     13:45ｷｯｸｵﾌ ニュージーランド v イタリア（台風により中止）

＜ファンゾーンの概要＞

開催都市に設置される入場無料のイベントスペース

愛知・豊田会場＝スカイホール豊田（豊田市総合体育館） ※豊田スタジアムに近接

開催日数＝ 10日間 来 場 者＝延べ60,432人
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（参考）ラグビーワールドカップ2019の開催支援【２】

ファンゾーンの様子



【ドルフィンズアリーナ】 【武 道 館】
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（参考）県営スポーツ施設【１】

［施設概要］
・開館：Ｓ39.10
・延床面積：17,240.67㎡
・観客席１階：3,032人
・ 〃 2.3階：4,375人
・第１競技場、第２競技場、

フィットネス場等

［施設概要］
・開館：Ｈ5.8
・延床面積：15,715.60㎡
・観客席：2,463人
・第１～第６競技場等
・宿泊室 50人

【いちい信金スポーツセンター】 【口論義運動公園】 【総合射撃場】
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（参考）県営スポーツ施設【２】

［施設概要］
・開場：Ｓ42.4
・延床面積：2,213.67㎡
・野球場3面、テニス場人工

芝全天候8面、第３種陸上
競技場、プール（公認50
ｍ、25ｍ）等

［施設概要］
・開場：Ｓ58.10
・延床面積：7,566.90㎡
・野球場3面、テニス場人

工芝全天候16面、サッ
カー場人工芝1面、プー
ル（公認50ｍ、公認
25ｍ）等

［施設概要］
・開場：Ｈ5.8
・延床面積：6,177.53㎡
・第１射撃場 50射座
・第２射撃場 50射座
・第３射撃場 5射座
・第４射撃場 4面、併用1面



○プロ野球
中日ドラゴンズ

○男子サッカー／Ｊリーグ
名古屋グランパス

○女子サッカー／なでしこﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞ
NGUラブリッジ名古屋

○男子フットサル／Ｆリーグ
名古屋オーシャンズ

○女子フットサル／日本女子ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ
Futsal Clube UNIAO Ladies

○ラグビー／トップリーグ
トヨタ自動車ヴェルブリッツ

○アメリカンフットボール／Ｘリーグ
名古屋サイクロンズ

○ソフトボール／日本女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ
トヨタ自動車レッドテリアーズ
豊田自動織機シャイニングベガ
デンソーブライトペガサス

○卓球／Ｔリーグ
[女子] TOP名古屋

○男子バスケット／Ｂリーグ
（B1）三遠ネオフェニックス

シーホース三河
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

（B2）Ｆイーグルス名古屋
○女子バスケット／Ｗリーグ

アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス
デンソーアイリス
トヨタ自動車アンテロープス
トヨタ紡織サンシャインラビッツ
三菱電機コアラーズ

○バレー／Ｖリーグ
[ﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｮﾝ1男子]ジェイテクトSTINGS

ウルフドッグス名古屋
[ﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｮﾝ1女子]トヨタ車体クインシーズ

デンソーエアリービーズ
○ハンドボールリーグ／日本ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾘｰｸﾞ

[女子] HC名古屋
[男子] トヨタ車体ブレイヴキングス

豊田合成ブルーファルコン
大同特殊鋼フェニックス
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（参考）県内のプロ・実業団の主なスポーツチーム


