
- 1 - 

平成２５（２０１３）年度 事業報告 
    

「事業の概要について」 

 平成２５年度は、公益社団法人に移行して２年目となり、公益目的事業、収益事業、その他の事

業等、社員総会で承認された事業を滞りなく実施することができました。 

 県内において多くの参加者のもと開催した競技会（県予選会など）により、滋賀県代表チームが

関西の予選大会や全国大会に挑みましたが、今年度は特筆すべき結果を残すことができませんでし

た。そのような中、フットサル競技において、「あがりゃんせフットサルクラブ」が関西フットサ

ルチャレンジリーグで勝利し、次年度から関西リーグへ昇格をすることになりました。また、年度

末に行われた U-18フットサルトーナメント 2014全国大会において野洲高校が準優勝しました。 

 指導者や審判の育成に関しては、それぞれのカテゴリーにおいて普及・育成に取り組みました。

今後は、二巡目国体の内定に関わり、選手の育成・強化や審判員の養成が次年度以降求められます。 

 サッカーファミリーの拡大を目指し各種フェスティバルを実施してきましたが、少しマンネリ化

してきた傾向が見られ、参加者も頭打ちの状況になってきました。次年度以降、新しい発想をもっ

て取り組んでいく必要があると考えられます。 

 登録者人数に関しては、約５００名の増加があり、県内の登録総数は１９，０９４名となりまし

た。 

【公益目的事業】 

《１》競技会の開催（競技会の主催、後援） 

(1)年代・カテゴリー（種別・男女・シニア等）別にサッカー・フットサルの競技会を開催する。 

 1)滋賀県協会 

      大  会  名（参加チーム数）     期   日      会   場 

第66回滋賀県民体育大会（一般の部） 

（参加チーム数：９チーム）  

7/28､8/4 ビッグレイク 

 

第18回滋賀県ｻｯｶｰ選手権大会(滋賀ＦＡカップ) 

（参加チーム数：７チーム） 

7/28､8/4･11･25 水口スポーツの森、布

引陸上、ＢＬ 

第3回びわ湖なでしこｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会（U-12） 

（参加チーム数：３２チーム） 

2/8･9 希望が丘文化公園 

2)１種 

      大  会  名（参加チーム数）     期   日      会   場 

35歳以上対象リーグ戦 

（参加チーム数：９チーム） 

4/14～10/26 ビッグレイク 

第18回滋賀県ｻｯｶｰ選手権大会社会人代表決定戦 

（参加チーム数：３４チーム） 

4/1～5/6 ビッグレイク 

県内各地 

第20回全国クラブチームｻｯｶｰ選手権滋賀大会 

（参加チーム数：６チーム） 

7/6～7/14 ビッグレイク 

滋賀県社会人リーグ 

（参加チーム数：５８チーム） 

5/5～10/19 

 

ビックレイク 

県内各地 

第18回滋賀県ｻｯｶｰ選手権大会大学代表決定戦 

（参加チーム数：３チーム） 

7/6･7 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 

滋賀県社会人リーグ１部４強リーグ 

（参加チーム数：４チーム） 

10/27､11/2･10 ビッグレイク 

第49回全国社会人ｻｯｶｰ選手権大会滋賀大会 

（参加チーム数：１９チーム） 

2/23～3/30 ビッグレイク 

県内各地 
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3)２種 

       大  会  名（参加チーム数）     期   日     会   場 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2013滋賀 

（参加チーム数：５８チーム） 

3/16～11/10 ビックレイク 

県内各高校 

滋賀県高等学校春季総合体育大会（男子・女子） 

（参加チーム数：男子46チーム・女子３チーム） 

5/18･19･25 

6/1･2･6･7･8 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

ﾋﾞｯｸﾚｲｸ、県内各高校 

第66回滋賀県民体育大会（高校男子・女子の部） 

（参加チーム数：男子40チーム・女子３チーム） 

8/20･21･23･26 

9/7 

ビックレイク 

県内各高校 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会（男子・女子） 

（参加チーム数：男子48チーム・女子３チーム） 

10/20･26･31 

11/2･9･16 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

ﾋﾞｯｸﾚｲｸ、県内各高校 

第47回近畿高等学校定通部体育大会 

（参加チーム数：４チーム） 

11/3 ビッグレイク 

滋賀県高等学校サッカー新人大会 

（参加チーム数：４５チーム） 

1/12･18･19･25･26 ビッグレイク 

県内各高校 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2014滋賀 

（参加チーム数：４９チーム） 

2014/3/15～ ビックレイク 

県内各高校 

4)３種 

      大  会  名 （参加チーム数）     期   日      会   場 

第28回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権滋賀大会 

（参加チーム数：２１チーム） 

4/27～5/12 ビッグレイク 

県内各地 

2012-2013高円宮杯滋賀県3種リーグ 

（参加チーム数：６２チーム） 

4/13～7/14 ビッグレイク 

県内各地 

第50回春季中学校総合体育大会/春季選手権大会 

（参加チーム数：８４チーム） 

5/23･24･25･26 湖南市野洲川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

他 

滋賀県Ｕ－１３リーグ 

（参加チーム数：１６チーム） 

6/29～2/2 

 

ビッグレイク 

県内各地 

第66回夏季中学校総合体育大会兼第66回県民体育大会 

（参加チーム数：１６チーム） 

7/25･26･27 湖南市民Ｇ他 

第16回クラブユースびわこカップサッカー大会 

（参加チーム数：３４チーム） 

8/3･4 ビッグレイク 

第22回滋賀招待中学生サッカー大会 

（参加チーム数：６４チーム） 

8/10･11･12 ビッグレイク 

県内各地 

第25回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権滋賀 

（参加チーム数：３２チーム） 

9/23～10/14 ビッグレイク 

県内各地 

第60回秋季中学校総合体育大会/冬季選手権大会 

（参加チーム数：８４チーム） 

10/18､12/7･8 湖南市民グランド 

県内各中学校 

滋賀県クラブユース連盟秋季新人戦 

（参加チーム数：２１チーム） 

11/2･3･9･10 ビッグレイク他 

5)４種 

      大  会  名（参加チーム数）     期   日      会   場 

第37回全日本少年サッカー大会滋賀大会 

（参加チーム数：１３４チーム） 

6/2･9･16 ビッグレイク 

第45回滋賀県ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団選手権大会 

（参加チーム数：１３４チーム） 

11/4･17･23 ビッグレイク 

京滋親善少年サッカー大会 

（参加チーム数：１２チーム） 

12/1 ビッグレイク 
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JA全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生8人制大会滋賀大会 

（参加チーム数：６８チーム） 

1/11･12 ビッグレイク 

第37回木下杯サッカー大会 

（参加チーム数：１２８チーム） 

2/2･9･16 竜王ドラゴンハット 

ビックレイク 

サッカー教室の開催 

（参加人数：200名） 

4/28 水口スポーツの森 

6)女子 

      大  会  名 （参加チーム数）     期   日      会   場 

第18回滋賀県女子ｻｯｶｰ春季大会（U-12） 

（参加チーム数：５チーム） 

5/12 

 

小原小 

 

第18回滋賀県女子ｻｯｶｰ春季大会（一般） 

（参加チーム数：６チーム） 

4/21 

 

聖泉大 

第18回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)選手権大会滋賀大会 

（参加チーム数：３チーム） 

5/11 希望が丘文化公園 

平成25年度関西ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ滋賀県大会 

（参加チーム数：３チーム） 

6/29 信楽運動公園 

第35回全日本女子サッカー選手権大会滋賀大会 

（参加チーム数：６チーム） 

7/6･14 八幡商業高 

びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 

第17回滋賀県女子ﾕｰｽ(U-22)ｻｯｶｰ選手権大会 

（参加チーム数：３チーム） 

8/15･24･27 希望が丘公園、ビッグ

レイク、ルネス学園 

第18回滋賀県女子ｻｯｶｰ選手権大会(U-12) 

（参加チーム数：４チーム） 

12/15 信楽運動公園 

第18回びわこｶｯﾌﾟ2012滋賀県女子招待ｻｯｶｰ大会 

（参加チーム数：２８チーム） 

12/7･8 ビッグレイク 

第18回滋賀県女子ｻｯｶｰ冬季大会（U-12） 

（参加チーム数：５チーム） 

2/16 

 

守山循環センター多目

的グランド 

第１回滋賀県女子リーグ 

（参加チーム：６チーム 参加人数１２０人） 

12/1･15･22､1/18 

25･26､2/1･2･16 

ビッグレイク 

2013京滋女子チャンピオンズカップ（一般） 

（参加チーム数：４チーム） 

3/15 ビッグレイク 

7)シニア 

      大  会  名（参加チーム数）     期   日      会   場 

第22回ねんりんピックびわこ県民大会 

（参加チーム数：４チーム） 

4/14 ビッグレイク 

全国シニア５０・６０大会選手選考会 

（参加人数：５０名） 

5/5 ビッグレイク 

滋賀県シニアサッカーフェスティバル 

（参加チーム数：１０チーム） 

6～3月 ビッグレイク他 

高校ＯＢサッカー選手権大会 

（参加チーム数：１２チーム） 

7/7､8/8･25､ ビッグレイク 

彦根工業高校  

 

8)フットサル 

      大  会  名（参加チーム数）     期   日      会   場 

滋賀県社会人フットサルリーグ 

（参加チーム数：２１チーム） 

5/19～2/2 県立体育館他 
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第9回全日本大学ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀県大会 

（参加チーム数：３チーム） 

6/2 滋賀県立大学体育館 

第4回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀県大会 

（参加チーム数：３チーム） 

8/11 野村運動公園体育館 

第19回全日本ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀県大会 

（参加チーム数：５チーム） 

8/3 県立体育館 

第10回全日本女子フットサル大会滋賀県大会 

（参加チーム数：４チーム） 

8/3 県立体育館 

第19回全日本フットサル大会滋賀県大会 

（参加チーム数：１５チーム） 

10/26､11/4･16 彦根市民体育ｾﾝﾀｰ他 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第23回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀県大会 

（参加チーム数：２０チーム） 

10/19,26､ 

11/3,9,16 

彦根市民体育ｾﾝﾀｰ他 

 

(2)後援をした事業 

各団体より後援申請があり、下記事業の後援を承認した。 

1)第４回びわ湖カップ少年サッカー大会     8/14･15    （滋賀県文化振興事業団） 

2)平成２５年度第６２回近畿中学校総合体育大会    

8/6～8 （第６２回近畿中学校総合体育大滋賀県実行委員会）  

3)平成 25年度第 49回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会 

 11/3・17    (滋賀県高等学校体育連盟） 

4)2013キッズサッカー教室（第１回）      7/6      (守山市サッカー協会) 

5)第９回湖南市少年サッカー大会        7/27･28    （湖南市スポーツ少年団） 

6)２０１3年 ＪＳ Ｆutbol Ｃamp      8/14･15    （株式会社エルプエンテ） 

7)玉川サマーカップ２０１３          8/3  （玉川ナイスキッズサッカークラブ） 

8)YASUサッカーフェスティバルミズノカップ２０１３ 9/28･29  (野洲市教育委員会) 

9)2013キッズサッカー教室（第２回）      9/16    （守山市サッカー協会） 

10)第２９回草津カップ５年生大会        11/10   （草津市サッカー協会） 

11)第８回ふれあいサッカー祭         12/14･15 (総合型クラブＮＰＯ法人りっとう) 

12)スポーツターフシンポジウム２０１４滋賀   2/8 （ＮＰＯ法人芝生グラウンドインびわこ） 

13)玉川フェスティバル２０１４         2/1･2  (玉川ナイスキッズサッカークラブ) 

14)第３２回栗東市少年サッカー大会       2/22･23   (栗東市サッカー協会)  

15)長浜市サッカー大会＆クリニック/アディダスパブリックビューイング イン長浜ドーム 

                        3/5   (株式会社スポーツショップキムラ) 

16)びわこ国体開催記念甲賀市長杯争奪第 31回貴生川招待少年ｻｯｶｰ大会 

                       5/3･4（貴生川招待少年ｻｯｶｰ大会実行委員会）  

17)キリンサッカーフィールド 滋賀会場     6/2          （キリン株式会社） 

 

 

《２》代表派遣 

(1)年代、各カテゴリー別に関西大会及び全国大会に代表を派遣した。 

 1)滋賀県協会 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 

（出場チーム名： ＭＩＯびわこ滋賀） 

8/31 西京極陸上競技場 

2)１種（社会人） 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 
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第15回日本フットボールリーグ（ＪＦＬ） 

（出場チーム名：ＭＩＯびわこ滋賀） 

3/10～11/24 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

他全国各地 

第48回関西サッカーリーグ 

（出場チーム名：レイジェンド滋賀ＦＣ 

ＢＳＣ ＨＩＲＡ） 

4/13～10/6 ビッグレイク 

他関西各地 

 

第１回O-35マスターズ関西大会 

（出場チーム名：滋賀選抜） 

7/6 J-GREEN 堺 

第49回全国社会人サッカー選手権大会関西予選 

（出場チーム名：草津ＦＣテルフィー 

レイジェンド滋賀ＦＣ） 

7/22･28 ビックレイク 

太陽が丘球技場 

第68回国民体育大会近畿ブロック大会 

（出場チーム名：滋賀県選抜） 

8/17 新庄第一健民運動場 

第20回全国クラブチームｻｯｶｰ選手権関西大会 

（出場チーム名：オールサウスＳＣ） 

9/8 紀三井寺補助Ｇ 

第49回全国社会人サッカー選手権大会 

（出場チーム名：レイジェンド滋賀ＦＣ） 

10/18･19 島原市営陸上競技場 

島原市多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

第48回関西府県リーグ決勝大会 

（出場チーム名：守山侍２０００、ルネス学園 

ＢＳＣ ＨＩＲＡ） 

12/1･8･23、1/18 ビックレイク 

他関西各地 

    １種（大学） 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

第91回関西学生サッカーリーグ 

（出場チーム名：びわこ成蹊スポーツ大 

滋賀大教育、経済、滋賀県立大） 

4月～11月 関西各地 

第42回関西学生サッカー選手権大会 

（出場チーム名：びわこ成蹊スポーツ大学 

滋賀大教育、経済、滋賀県立大） 

5月～6月 関西各地 

    １種（専門学校） 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

第23回関西専門学校サッカー選手権大会 

（出場チーム名：ルネス学園甲賀） 

8/5～23 J-GREEN 堺 

第23回全国専門学校サッカー選手権大会 

（出場チーム名：ルネス学園甲賀） 

10/6～11 札幌市 

3)２種 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

高円宮杯U-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2013プリンスリーグ関西 

（出場チーム名：野洲高、草津東高、綾羽高） 

4/7～10/14 ビックレイク 

他関西各地 

第66回近畿高等学校ｻｯｶｰ選手権大会(男子・女子) 

（出場チーム名：野洲高、比叡山高、八幡商業） 

6/22･23 兵庫県三木防災公園 

全国高等学校総合体育大会(男子) 

（出場チーム名：野洲高） 

8/1 西南学院大学 

田尻ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 

第68回国民体育大会近畿ブロック大会 

（出場チーム名：滋賀選抜） 

8/17 橿原公苑陸上競技場 

第92回全国高等学校サッカー選手権大会 

（出場チーム名：綾羽高校） 

1/2 駒沢陸上競技場 
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4)３種 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

第28回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 

（出場チーム名：SAGAWA・MIO・SETA） 

6月～7月 関西各地 

第62回近畿中学校総合体育大会  

（出場チーム名：志賀中学校・彦根中央中学） 

8/6･7 ビックレイク 

立命館守山高 

第44回全国中学校サッカ－大会 

（出場チーム名：志賀中学校） 

8/20 岐阜県浅中公園総合Ｇ他 

第25回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権関西 

（出場チーム名：セゾン・SETA） 

11月 ビックレイク 

他関西各地 

5)４種 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日       会   場 

第37回全日本少年サッカー大会 

（出場チーム名：ｱﾐﾃｨｴ･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ草津） 

7/29･30 静岡県時之栖 

第36回関西少年サッカー大会 

（出場チーム名：野洲、青山、愛知、長浜） 

12/14･15 J-GREEN 堺 

ＪＡ全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生8人制大会関西 

（出場チーム名：瀬田、北野） 

3/15･16 京都 

第20回関西小学生サッカー大会 

（出場チーム名：草津、金田、小原、ｵｰﾙｻｳｽ） 

3/21～23 J-GREEN 堺 

6)女子 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

2013年度関西女子サッカーリーグ 

（出場チーム名：おおつ、栗東、ルネス学園） 

4月～10月 関西各地 

平成25年度 関西学生女子春季リーグ 

（出場チーム名：聖泉、びわこ成蹊 ） 

5/12～7/7 関西各地 

第17回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会関西大会 

（出場チーム名：おおつヴィクトリーズ） 

5/26～6/23 ビッグレイク 

第30回関西少女サッカー大会 

（出場チーム名：希望ヶ丘） 

6/17･24 しあわせの村、他 

第10回JFA関西ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰ大会 

（出場チーム名：おおつｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ、紫香楽） 

8/10･11 京都府太陽が丘 

第68回国民体育大会近畿ブロック大会 

（出場チーム名：滋賀選抜） 

8/17 鴻池陸上競技場 

第35回全日本女子サッカー選手権関西大会 

(出場チーム名：ルネス学園､おおつｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ） 

9月～10月 関西各地 

全日本女子ユース(U-22)サッカー選手権関西大会 

（出場チーム名：ルネス学園） 

9/23～10/12 紀三井寺、桃源郷 

第22回全日本高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会関西大会 

（出場チーム名：八幡商業高） 

10/27～11/3 三木防災他 

第30回関西ジュニアユースサッカー大会 

（出場チーム名：おおつヴィクトリーズ） 

11/3～11 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ、他関西各地 

第32回関西小学生女子サッカー大会 

（出場チーム名：滋賀U12,U11） 

11/23･24 神戸しあわせの村 

第24回全国ﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰ大会〈ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｴｲﾄ(40歳以上)ｵｰﾌﾟﾝ大会〉 

（出場チーム名：滋賀甲賀忍） 

3/21･22･23 兵庫県三木防災 



- 7 - 

2013年度京滋チャンピオンカップ（Ｕ－１２） 

（出場チーム名：おおつ、紫香楽） 

3/15 

  

京都府太陽が丘 

 

7)シニア 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

第13回全国シニア６０サッカー大会関西予選 

（出場チーム名：滋賀選抜） 

4/21 J-GREENN 堺 

第12回全国シニア５０サッカー大会関西予選 

（出場チーム名：滋賀選抜） 

5/5 J-GREENN 堺 

第1回全国シニア４０サッカー大会関西予選 

（出場チーム名：滋賀選抜） 

6/2 

 

J-GREENN 堺 

8)フットサル 

      大  会  名（出場チーム名）    期   日      会   場 

第9回全日本大学フットサル大会2013関西大会 

（出場チーム名：びわこ成蹊スポーツ大学） 

7/6 奈良県平群体育館 

第29回全国選抜フットサル大会関西大会 

（出場チーム名：滋賀県選抜） 

8/31 京都八幡体育館 

第19回全日本ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会関西大会 

（出場チーム名：真田倶楽部） 

9/16 

 

和歌山市民体育館 

第4回回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会関西大会 

（出場チーム名：おおつｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ） 

9/16 和歌山市民体育館 

第10回全日本女子フットサル大会関西大会 

（出場チーム名：おおつｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ） 

9/28 滋賀県立体育館 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第23回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 

（出場チーム名：ラドソン） 

1/4･5･6 東京駒澤体育館 

ﾌﾟｰﾏｶｯﾌﾟ2014第19回全日本ﾌｯﾄｻﾙ大会関西大会 

（出場チーム名：あがりゃんせﾌｯﾄｻﾙクラブ） 

1/11･12･19 大阪中央体育館 

高砂市体育館他 

ﾌﾟｰﾏｶｯﾌﾟ2014第19回全日本ﾌｯﾄｻﾙ大会 

（出場チーム名：あがりゃんせﾌｯﾄｻﾙクラブ） 

3月7.8.9日 大阪 他 

関西チャレンジリーグ(関西ﾘｰｸﾞ入替戦) 

（出場チーム名：あがりゃんせﾌｯﾄｻﾙクラブ） 

2月 京都府、兵庫県 

U-18フットサルトーナメント2014関西大会 

（出場チーム名：野洲高校） 

1月 大阪 

U-18フットサルトーナメント2014全国大会 

（出場チーム名：野洲高校） 

3月25･26･27日 東京 

  

(3)トレセンチームの派遣事業 

1)ナショナルトレセン 

     (ｱ)Ｕ－１６（西日本）：１１月１６・１７日    

               会場：J-GREEN堺              参加者数：２５人 

     (ｲ)Ｕ－１２（関西） ：前期 ８月２０～２２日 

会場：J-GREEN堺                参加者数：１２人 

：後期 １２月２５日～２８日          

               会場：J-GREEN堺              参加者数：８人 

(ｳ)Ｕ－１５女子   ：１２月２０日～２３日 

会場：J-GREEN堺              参加者数：２人 
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2)関西トレセン（関西トレセンリーグ） 

(ｱ)Ｕ－１６： ４月２８日、５月２６日、６月１５･２９日、７月１４日、１０月２７日 

   １１月２４日、１２月２３日、１月２６日、２月２３日 

            会場：J-GREEN堺・奈良県フットボールセンター    参加者数：２０人 

(ｲ)Ｕ－１４： ５月～２０１４年１月  

会場：J-GREEN堺                    参加者数：２０人 

(ｳ)Ｕ－１２： ６月２３日、７月６・７日、１０月２７日、１１月２４日、１月２６日 

                 会場：６月兵庫 ７月和歌山 １０月大阪 １１月滋賀 １月滋賀 

                                                        参加者数：各３０人 

(ｴ)Ｕ－１５(女子)：８月３・４日、９月７・２８日、１０月２６・２７日  

会場：Ｊ-Green堺                   参加者数：８人 

 

《３》選手の強化、育成･指導、指導者養成 

(1)選手強化（国体強化部） 

  1)成年 

      (ｱ)選考会    ３月末～４月末（計４回） 

(ｲ)練習会       ４月７日、５月２・９・１６・２２日、６月１・５・１５・２７日 

７月３・１１・１７・２５日 

会場: ビッグレイク          参加者数:３５名     

 2)少年 

     (ｱ)選考会、練習会等    ４月から月２回練習およびＵ―１６トレセンリーグ参加 

会場: J-GREEN堺・奈良県フットボールセンター  

参加者数:２０人 

     (ｲ)遠征合宿             ７月２０～２２日 

会場：伊勢朝熊グラウンド        参加者数: ２０人 

８月７～９日 

会場：環太平洋大学グラウンド  参加者数：２０人 

3)女子 

     (ｱ)選考会         ６月１６・２４日、７月 1 日 

会場: ビッグレイク              参加者数: ４０人 

   (ｲ)練習会等           ７月１５日、８月８・１０・１１・１６日 

会場: ビッグレイク、ルネス学園  参加者数: ２５人 

(ｲ)遠征合宿       ７月２０・２１日 

会場: 伊勢朝熊ＦＶ              参加者数: ２０人  

 (2)育成指導（トレセン指導部） 

   1)３種 

     (ｱ)地域トレセン    ４地域（甲賀、湖南、湖北、湖西）で活動 

               実施日：４月～３月 

会場:中学グラウンド・体育施設  参加者数: １２０人 

 (ｲ)Ｕ－１５県トレセン 

          ・選考会  ・前期：４月５・１２日  

会場：ビッグレイク             参加者数: １２０人 

            ・後期：９月４・１１日 

会場：ビッグレイク              参加者数:   ４０人 

・練習会、練習試合等  

・実施日：月２回 水曜日 

会場：ビッグレイク              参加者数:  ２５人 
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・大会参加  １２月２５日～２７日（京都招待） 

会場: 太陽が丘競技場他           参加者数:   ２５人 

     (ｳ)Ｕ－１４県トレセン 

          ・選考会    ・前期：４月４・１１日 

会場:ビッグレイク             参加者数: １１０人 

                ・後期：１０月３・１０日 

会場:ビッグレイク             参加者数:   ４５人 

・練習会、練習試合等  

           ・実施日：月２回 木曜日 

会場:ビッグレイク             参加者数:   ２８人 

・大会参加等    ８月１０～１２日 

会場:ビッグレイク他               参加者数:   ２６人 

１２月２５～２７日 （京都招待） 

会場: 太陽が丘競技場              参加者数:   ２５人 

               ３月２１～３０日 

会場: ブラジルサンパウロ          参加者数:  ３４人 

     (ｴ)Ｕ－１３県トレセン 

          ・選考会   ・前期：４月４・１１日 

会場:ビッグレイク                参加者数:  ８０ 人 

・後期：１０月３・１０日 

会場:ビッグレイク                参加者数:  ８０ 人 

・練習会、練習試合等 

・実施日：月２回 木曜日 

会場：ビッグレイク  参加者数：前期２５人、後期２８人 

      ・大会参加等   ８月１０～１２日（滋賀招待） 

会場:ビッグレイク他               参加者数:   ２６人 

       １月１１～１２日(ガンバカップ) 

会場:J-GREEN堺                    参加者数:  ２０人 

   2)４種 

    (ｱ)地域トレセン    ５地域（甲賀、湖南、湖北、湖西、湖東）で活動 

                実施日：毎月２回 

会場: 県内各地域      参加者数:各地域で２０～３０人 

 (ｲ)Ｕ－１２県トレセン 

     ・選考会  ・５月１９日 

会場: 水口スポーツの森          参加者数:  ４０人 

・１２月２２日 

会場: ビッグレイク                参加者数:  ８０人 

・練習会、練習試合等   

４月６・２０日、５月６・１９日、６月８・１５日･２２・２９日 

７月２０日、８月４・３１日、１０月１３・２６日、１１月１０・２３・

３０日、１２月１４・２１日、１月１８・２５日、２月１・１５日、 

３月１・１５・１９日 

会場: ビッグレイク他              参加者数:   ３０人 

・トレセン交流会  １月２６日 

会場:草津市パナソニックＧ         参加者数: １２０人 

・大会参加 １２月１日（京滋親善大会） 

会場:ビッグレイク            参加者数: ２４０人 
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３月８・９日（奈良チャンピオンズカップ） 

会場: 奈良鴻池グラウンド        参加者数:３０人 

・海外遠征        ３月２１～２４日 

会場:韓国ソウル市                 参加者数:   ２８人  

    

・関西トレセンリーグ  ６月２３日、７月６・７日、１０月２７日、１１月２４日 

１月２６日 

会場:兵庫県加古川・上富田・大阪協会グラウンド・ビッグレイク 

参加者数:３０人 

 3)女子 

      (ｱ)Ｕ－１５県トレセン 

・選考会   ４月１９日、５月１０日 

会場:ビッグレイク            参加者数:３４人 

・練習会等   ５月２４日、６月１４・２８日、７月１２・２６日、９月１３・２７日、 

１０月１１・２５日、１１月８・２２日、１２月１３日、１月１０・ 

２４日 

会場:ビッグレイク            参加者数:２５人 

   (ｲ)Ｕ－１２県トレセン 

          ・選考会      ４月１６日、５月５日 ９月１４日、２８日 

会場: ビッグレイク            参加者数:６０人 

・練習会   ５月～３月(月２回月曜日) 

会場:ビッグレイク・県内施設    参加者数:２０人 

     ・大会参加  ７月２７・２８日(大阪ｼｬｲﾆﾝｸﾞｻｯｶｰ大会) 

                会場: J-GREEN 堺         参加者数:１６人 

                        ８月２４・２５日（兵庫女子ﾕｰｽｻﾏｰｻｯｶｰ大会） 

                会場：神戸しあわせの村      参加者数：２９人   

           １１月２３・２４日（関西女子ｻｯｶｰ大会） 

                会場：三木防災          参加者数:１５人   

            １月１１・１２日（KOBE NEW YEAR2014） 

会場：神戸しあわせの村      参加者数:１４人 

                        ２月１・２日（神奈川少女選抜招待ｻｯｶｰ大会） 

                会場：平塚            参加者数：１４人 

                        ３月２２・２３日（兵庫女子ﾕｰｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｻｯｶｰ大会）  

会場：神戸市ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ  参加者数：１７人  

 (3)指導者の養成（指導者養成部） 

  1)指導者の養成 

   (ｱ)公認コーチ養成講習会 

          ＊Ｃ級   １１月３日～１１月３０日    

会場:ビッグレイク、堅田高校、八幡商業  参加者数:３０人 

            １月１１・１２・１３・１８・１９日 

              会場:びわこ成蹊スポーツ大学      参加者数:３５人 

＊Ｄ級      ６月２２・２３日 

会場: ビッグレイク              参加者数：３６人    

２月２２日・２３日 

会場：ビッグレイク              参加者数：２１人    
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   (ｲ)公認コーチリフレッシュ研修会 

          ＊Ａ・Ｂ級対象  １月１３日 

会場:Ｊ-GREEN堺               参加者数:１人 

        ＊Ｃ級対象      年間５回実施                            

会場:ビッグレイクなど             参加者数: ３０人 

     (ｳ)公認コーチ養成講習会トライアル 

          ＊Ａ級    １２月２３日 

会場:びわこ成蹊スポーツ大学       参加者数:３人 

          ＊Ｂ級     １２月２３日 

会場:びわこ成蹊スポーツ大学       参加者数:５人 

   (ｴ)キッズリーダ－講習会 

＊第１回    ４月２７日（土） 

会場：ビッグレイク          参加者数：２６人 

＊第２回    ９月 ２日（月） 

      会場：滋賀大             参加者数：１８人 

 

＊第３回   １２月 ８日（土） 

      会場：ビッグレイク          参加者数：２３人 

＊第４回    １月１３日（月） 

      会場：ビッグレイク          参加者数：１０人 

＊第５回    ２月 ８日（土） 

      会場：ルネス学園甲賀         参加者数：３２人  

2)その他 

    (ｱ)技術委員会     隔月第２木曜日 

会場:ビッグレイク会義室      参加者数:のべ１６５人 

   (ｲ)滋賀県サッカーカンファレンス 

１１月３０日、１２月１日 

会場: ビッグレイク          参加者数: ５０人 

《４》審判の育成、指導、普及事業 

(1) 審判員対象の普及事業 

  1)４級登録講習会  １１月３０日～３月２２日（１６回） 

会場:栗東ウイングプラザ・ピアザ淡海他  参加者数:６９５人 

  2)３級登録講習会  １１月３０日～２月２３日（５回） 

会場:栗東ウイングプラザ・ピアザ淡海    参加者数:１６０人 

 3)３級昇級審査     ６月８日、９月１４日 

会場:草津まちづくりセンター他      参加者数:  １１人 

  4)２級昇級審査    ９月１５日・１１月３日・３月２３日 

会場:ルネス学園・滋賀大教育Ｇ・ビッグレイク 

参加者数:  ２０人 

  5)２級体力テスト   ２月２日 

会場:栗東野洲川Ｇ                      参加者数:  ４０人 

 6)女子審判トレセン  ２月１１日、３月１日 

会場:ビッグレイク                      参加者数:  ９３人 

  7)レフェリースクール１２月１４日、１２月２３日 

会場:ビッグレイク                      参加者数:  ６４人 

  8)定例委員会     毎月第２土曜日（１２回） 

会場:草津まちづくりセンター      参加者数:４０８人 
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(2) 審判員対象の強化育成事業 

 1)２・３級開幕前研修 ３月３０日 

                            会場:ルネス学園            参加人数: ３５人 

2)審判トレセン    ６月３０日、９月２８日、１１月２３日 

             会場:ビックレイク、堅田高校      参加人数: ８５人 

3)関西トレセン参加  ６月１５・１６日 

             会場:ビックレイク           参加人数: １５人 

4)観戦研修      ８月２５日 

             会場:水口スポーツの森         参加人数: ３０人 

5)出前研修      ４月２１日、１０月１３日 

             会場:伊香立公園、神照運動公園     参加人数: ４２人 

6)定例トレーニング会 毎月第３土曜日（１２回） 

             会場:ビックレイク           参加人数:１４２人 

(3)審判指導者対象の事業 

  1)３級インストラクター更新登録講習会 

１１月２３日、１月１１日、１月２６日 

会場:堅田高校・ビックレイク            参加者数:  ２２人 

  2)インストラクタースクール 

１２月１４・２３日 

会場:ビックレイク           参加者数:  １０人 

  3)講習会講師研修   １月７日 

会場:草津まちづくりセンター      参加者数:  １５人 

  4)審判・技術合同研修  ８月３１日 

               会場:びわこ成蹊スポーツ大学      参加者数: ２０人 

(4)派遣・割当活動 

  1)審判派遣・割当（各種リーグ戦・大会） 

会場：県内各地、関西各地     延べ回数:      ６９６試合 

延べ派遣人数:１５１３人 

  2)インストラクター派遣・割当（各種リーグ戦・大会） 

会場：県内各地               延べ回数:      １１５試合 

延べ派遣人数: １２０人 

《５》ＪＦＡ関連普及育成事業 

(1)フェスティバル 

  1)ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル２０１３ 

      ＊第１回      ７月２７日（土） 

会場: 長浜ドーム          参加者数:１５０人 

    ＊第２回       １１月３０日（土） 

会場: 長浜ドーム                    参加者数:１５０人 

    ＊第３回        ３月８日（土） 

会場:ビックレイク                   参加者数:１２０人 

    ＊スペシャルステージ ９月２８日（土） 

会場:長浜ドーム                     参加者数:１８０人 

 2)ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル２０１３ 

    ＊第１回          ６月 ８日（土）           

会場:ＪＲＡ栗東トレセングランド     参加者数:１３２人 
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    ＊第２回        ７月２７日（土）               

会場:ビッグレイク                   参加者数:１６３人 

    ＊第３回        １２月  ７日（土）・８日（日） 

               会場: ビッグレイク                  参加者数:３５０人 

 3)ＪＦＡキッズ（Ｕ－６/８/１０）サッカーフェスティバル２０１３ 

    ＊第１回          ６月１５日（土）                 

会場:ビッグレイク                   参加者数:４０３人 

    ＊第２回         ７月２８日（日）               

会場:彦根陸上競技場                 参加者数:２１０人 

    ＊第３回        ９月７日（土）                 

会場:ビッグレイク                   参加者数:４８３人 

＊第４回    １０月２７日（日） 

         会場：ビッグレイク          参加者数:３２２人 

＊第５回     ３月２日（日） 

         会場：彦根陸上競技場                参加者数:２３２人  

 4)フットボールデー２０１３ 

  ８月２５日（日） 

会場: 水口スポーツの森陸上競技場    参加者数:３５０人 

(2)Ｍ２：ＪＦＡグリーンプロジェクトの推進  

実施件数:９件 

 (3)Ｍ３：キッズ 

 1)キッズリーダーの保育園への派遣事業       年間 １，６０１回 

会場:県内の保育園・幼稚園・体育施設等 

延べ参加者数: ５１，４７５人 

2)キッズリーダーのキッズ教室への派遣事業   年間 ３４９回 

会場:県内の小学校グラウンド・市町スポーツ施設 

延べ参加者数:    ５,４６１人 

3)関西ジョイントミーティング 

  １０月２６・２７日      

会場: ビッグレイク                 参加者数:３０人 

(4)Ｍ４：中学生年代の環境整備 

1)中 1前半プロジェクトの開催       年間 ８回 

会場:水口スポーツの森      延べ参加者数:２１３人 

2)中３後半プロジェクトの開催       年間 ８回 

会場:水口スポーツの森     延べ参加者数:１７１人 

 (5)Ｍ５：エリート養成システムの確立事業 

1)キッズアカデミー・・・毎週水曜日に実施 

  ・湖南会場：ビックレイク                 参加者数：３４人 

・湖西会場：和邇市民Ｇ                                    参加者数：１１人 

・湖東会場：ジョイフットサルプラザ            参加者数：４８人 

・湖北会場：近江母の郷文化センター            参加者数：６０人 

・甲賀会場：水口スポーツの森               参加者数：１１人 

2)キッズ交流戦・・・ 県下５拠点のキッズで交流 

  ・ ６月２９日     会場：ビッグレイク         参加者数：５８人  

  ・１１月１６日     会場：ビッグレイク        参加者数：５０人 
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(6)Ｍ６：女子サッカーの活動推進 

1)ガールズサッカー教室の開催 

・水口ｽﾎﾟｰﾂの森    毎月第４火曜日                延べ参加者数：５００人 

  ・栗東ﾄﾚｾﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ    毎月第１・３土曜日            延べ参加者数：１８３人 

2)母子教室の実施 

  ・栗東ﾄﾚｾﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ    年間３回              参加数：２６組 

3)レディース 8人制サッカーの推進 

  ・ﾚﾃﾞｨｰｽ８交流会  １１月６日  

会場:水口スポーツの森        参加者数:５６人 

4)普及を目的とした大会・交流試合の推進 

４月２８日    会場:ビックレイク                   参加者数:１００人 

 (7)Ｍ７：フットサルの普及推進 

1)エンジョイフットサルの開催         

・毎月第４土曜日   会場: ビッグレイク              延べ参加者数:４４１人 

2)未普及種別での普及事業の開催 

・２種大会    １２月１４日、３月１５日 

会場:ビッグレイク          参加者数:２００人 

(8)Ｍ８：リーグ戦の推進と競技会の整備・充実 

1)Ｕ－１８(２種)    ３月１６日～１１月１０日 

会場:ビッグレイク、県内各高校等   参加数:４９チーム 

2)Ｕ－１５/１３(３種)  ４月１３日～７月１４日 

会場:ビッグレイク他         参加数:６２チーム 

3)Ｕ－１２/１１/１０（４種） ４月～３月 

             会場：県内各地           参加数:２８３チーム 

 (9)Ｍ９：地域都道府県協会の活動推進 

  1)多世代交流ナイターサッカースクール（マンデーナイト） 

    ・毎週月曜日に開催  会場:ビッグレイク                   参加者数:２１４５人 

2)シニアナイター 

  ・年１０回実施   会場:ビッグレイク          参加者数:２００人 

  3)シニアフェスティバル 

    ・年９実施     会場:ビックレイク、皇子山陸上競技場、彦根陸上競技場 

                               延べ参加者数:４５４人 

  4)ねんりんピック選手選考会 

        ・４月１４日、３月２３日  会場:ビッグレイク      参加者数:  ５０人 

5)郡市協会の支援 

  (ｱ)郡市サッカー協会連絡協議会の開催 

①  ５月２６日  会場：栗東ウイングプラザ      参加者数：１５人 

②  ９月 １日  会場：草津アーバンホテル           参加者数：２０人 

③ １１月１０日  会場：栗東ウイングプラザ       参加者数：１３人 

④  ２月 ２日  会場：栗東ウイングプラザ       参加者数：１４人 

(ｲ) 市協会対抗のサッカー等の大会支援 

①第３回郡市交流シニアサッカー大会 

・９月２９日  会場：近江八幡市運動公園グランド   参加数：６チーム 

②第６回郡市交流フットサル大会 

・１０月２０日 会場：ジョイフットサルプラザ     参加数：８チーム 

③2013年度郡市対抗クラブ選手権大会 

・２月１６・２３日 会場：ビックレイク        参加数：８チーム  
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《６》広報 

(1)広報紙の発行    

   滋賀県サッカー協会の広報紙「ＳＯＣＣＥＲ ＮＥＷＳ ＳＨＩＧＡ」を年２回 

発行し、県内の全チームや選手などに送付した。 

発行日：５月１日、３月１日    発行部数：各 14,000部 

 (2)大会結果の保存 

   １年間の全大会の試合結果を電子データとして、県協会内に保存した。 

 

《７》国際交流 

(1)３種 

  1)日韓スポーツ青少年夏期スポーツ交流事業  

     ・期日   ８月１６～２２日 

・渡航先  韓国 仁川広域市                 参加者数:２２人 

・受入れ   ビッグレイク                    参加者数:４４人 

 2)滋賀県選抜の海外遠征  

・期日      ３月２１～３０日 

    ・渡航先   ブラジル サン・パウロ          参加者数:３４人 

(2)４種 

  1)日韓スポーツ青少年夏期スポーツ交流事業 

     ・期日   ８月１６～２２日 

・渡航先  韓国 仁川広域市                 参加者数:２２人 

・受入れ   ビッグレイク                    参加者数:４３人 

2)滋賀県選抜の海外遠征  

・期日   ３月２１～２４日    

     ・渡航先  韓国ソウル市                    参加者数:２８人 

 

《８》普及育成事業のための調査研究 

(1)スポーツ医学について 

  1)全国医学委員長会議                                 

・スポーツ医学に関する情報収集 

2)メディカルサポート 

    ・８月１１・２５日（滋賀ＦＡカップ） 

         会場：布引ｸﾞﾘｰﾝスタジアム、水口スポーツの森 

                             参加者数:１人 

・１１月９・１６日（高校選手権県予選）              

会場: 東近江市布引ｸﾞﾘｰﾝスタジアム   参加者数:３人 

(2)スタジアム建設について 

1)調査、研究活動をすすめる 

・情報収集の実施 

【収益事業】 

なし 

【その他の事業】 

《１》登録事業 

(1)日本サッカー協会のメンバーシップ理念に基づく登録事業 

   登録数は下記のとおりであった。 
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1)チーム・選手・監督 

      登録種別     チーム数     選手数      監督数 

 １種（社会人）          ６２ １，６９１         ４６ 

１種（大学）       ５      ２６２            ４ 

  ２種（高校・クラブ）            ５５      ２，２２４           ２６ 

  ３種（中学校・クラブ）          ９０      ３，４３２        ４７ 

  ４種（少年団・クラブ）        １２５      ４，９１３          ２３ 

  女子（一般）               ７ ６８ ４ 

  女子（高校）          ４ ６３ ２ 

  女子（中学）  １ ４４        ０ 

  女子（小学）               ２ １１ ２ 

  シニア             ２          ７４            ２ 

  フットサル（連盟）      ２１          １７６       ＊＊＊ 

 フットサル（一般）      ２５８  

 フットサル（U-15）     ４６８  

    合   計 ３７４ １３，６８４ １５６ 

2)指導者 

       登録種別            登録人数 

       Ｓ 級                      ４ 

       Ａ 級                    １０ 

       Ｂ 級                    ６２ 

       Ｃ 級                  ４２２ 

       Ｄ 級                  ４２１ 

       キッズ              １，９０６ 

       合   計              ２，８２５ 

3)審判 

       登録種別            登録人数 

   １級審判  Ｓ：     ３  Ｆ：   ０ 

   ２級審判   Ｓ：    ３６   Ｆ：   ６ 

   ３級審判   Ｓ：   １４１  Ｆ：   １７ 

   ３級審判（ユース）   Ｓ：     ９  Ｆ：    ０ 

   ４級審判   Ｓ：１，６６２  Ｆ： １４１ 

   ４級審判（ユース）   Ｓ：  ３３４  Ｆ：   ０ 

   Ｓ１級インストラクター   Ｓ：     １  Ｆ：   ０ 

   １級インストラクター   Ｓ：     １  Ｆ：   ０ 

   ２級インストラクター   Ｓ：   １３   Ｆ：   ２ 

   ３級インストラクター   Ｓ：   ２３  Ｆ：    ７ 

       合   計   Ｓ：２，２２３  Ｆ： １７３ 

4)その他 

      登録種別      登録数  

 役員（理事・監事）      ２３名 

  郡市サッカー協会       １０団体 

       合   計       ３３ 

 


