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平成２６（２０１４）年度 事業報告 

 

『事業の概要について』 

 平成２６年度も公益目的事業、収益事業、その他の事業を事業計画どおり滞りなく実施すること

ができました。 

 まず、競技会開催事業では各種別において多くの県内大会が開催され、本県で優秀な成績を上げ

たチームが関西大会、全国大会に出場し活躍しました。そのなか、６年ぶりに滋賀県で国民体育大

会近畿ブロック大会が開催され、少年男子が健闘、８年ぶりにブロック大会を突破し「長崎がんば

らんば国体」に出場しました。結果は１回戦敗退でしたが２０２４年の滋賀県２巡目国体に向け、

競技力向上が求められるなか、良好なスタートとなりました。 

また、１種において健闘が光りました。びわこ成蹊スポーツ大学は滋賀ＦＡＣＵＰに優勝し、滋

賀県代表として天皇杯全日本サッカー選手県大会に出場、２回戦まで駒を進めました。その勢いの

まま関西学生リーグで２位となり全国大学サッカー選手権大会に出場、見事３位に入賞しました。

甲賀健康医療専門学校（ルネス学園甲賀）は全国専門学校サッカー選手権大会において２年ぶり８

回目の優勝を飾りました。また、県社会人リーグに優勝し、関西府県リーグを突破、来年度から関

西社会人リーグに復帰します。 

フットサルでも全国大会での健闘がありました。立命館大学 All.１は全国大学フットサル選手権

関西大会で優勝し、全国大会では決勝戦まで進出しましたが惜しくも準優勝でした。また、野洲高

校は第１回全日本ユース（U-18）フットサル選手権大会に関西代表として出場し４位入賞しました。 

女子では、ルネス学園甲賀女子が全日本女子ユースサッカー選手権関西大会で優勝し、全国大会

に出場しました。全国大会においては１回戦敗退でしたが、女子の各カテゴリーにおいてレベルの

高い関西大会を突破することが難しいなか、全国大会に出場したことは高く評価できます。 

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。 

技術委員会の取組みとしては、ユースダイレクターを中心にキッズ年代から各年代のトレセン活動

が計画的に進められました。また、国体ブロック大会や本国体を中心にＴＳＧ事業が進められまし

た。一方、トレセンチームの海外遠征は時期や費用の面で課題が残りました。二巡目国体に向け、

組織的・計画的な選手育成・強化が求められており、技術委員会を中心に更なる事業の推進が期待

されます。審判委員会の取組みとしては、審判登録数の増加を図りつつ、審判員の技能向上のため、

審判トレセンの開催や試合現場でのインストラクターによる指導が行われました。二巡目国体を目

指し、ユース審判員や女子審判員の育成に更なる取組みが求められています。 

ＪＦＡのミッション事業Ｍ３～Ｍ９は各担当者が事業を無事行いました。ただ、例年の継続事業

が多くなってきた感があり、事業規模や事業内容の見直しの時期になってきています。 

最後に、来年度は２００７年に策定された「夢」宣言達成の年となります。目標の達成状況の検

証を行い、二巡目国体に向け滋賀県サッカー協会の新たな目標を定めるため、運営協議会や理事会

で協議してきましたが、新しい目標完成までには至りませんでした。次年度は早期に検討を進め、

新たな目標を定めることが、滋賀県サッカー協会の更なる発展のために必要であると考えられます。 
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【公益目的事業】 

《１》競技会の開催（競技会の主催、主管、後援又は許可） 

(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した。 

 1)滋賀県協会 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第19回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀ＦＡカップ) 4/29､6/8.29 皇子山陸上競技場他 ５ びわこ成蹊大 

第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦(主管) 7/5  布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ ２ ************ 

第67回滋賀県民体育大会（一般の部）  7/27､8/3 ビッグレイク ８ 草津市 

第69回国民体育大会近畿ブロック大会 8/15･16･17 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ･布引Gｽﾀｼﾞｱﾑ １８ （別掲載） 

第23回全日本高校女子ｻｯｶｰ選手権大会関西予選(主管) 10/26.11/2･9 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ他 ８  

第4回びわ湖なでしこカップサッカー大会（U-12） 2/28､3/1 希望が丘文化公園 ３２ FC厚木ｶﾞｰﾙｰｽﾞ 

2)１種（社会人・大学） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第50回全国社会人サッカー選手権大会滋賀大会 2/15～3/29 ビッグレイク他 １９ 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

第19回滋賀県サッカー選手権大会社会人代表決定戦 3/23～4/27 ビッグレイク他 ３２ 守山侍2000 

第21回全国クラブチームサッカー選手権滋賀大会 6/1･29､8/2･24･31 ビッグレイク １２ 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

滋賀県社会人リーグ 5/4～11/2 県内各地 ５５ ルネス学園 

滋賀県社会人１部リーグ４強リーグ 10/26､11/2･9 ビッグレイク ４ ルネス学園 

第19回滋賀県サッカー選手権大会大学代表決定戦 3/29･30 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 ４ びわこ成蹊大 

35歳以上対象リーグ戦 5/17～12月 ビッグレイク   

3)２種（高校） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2014滋賀 3/16～10/31 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 ５９ 草津東高校 

滋賀県高等学校春季総合体育大会（男子） 5/17･18･24･31 

6/5･7 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

ビッグレイク他 

４９ 野洲高校 

第67回滋賀県民体育大会（高校男子の部） 8/19･20･22･25 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 ３８ 綾羽高校 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会（男子） 10/25･30･11/1･3 

11/8･15 

皇子山陸上競技場 

ビッグレイク他 

４９ 草津東高校 

滋賀県高等学校サッカー新人大会  実施せず    

滋賀県高等学校定通部春季総合体育大会 6/14 大津清陵高校 ２ 彦根工業(定) 

滋賀県高等学校定通部秋季総合体育大会 9/20  １ 彦根工業(定) 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2015滋賀 3/14,15.21.22 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 ５４ （継続中） 

4)３種（中学校・クラブ） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第29回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権滋賀大会 4/26･27･29 

5/3･10･11 

ビッグレイク他 ２２ MIOびわこ滋賀 

 

滋賀県クラブユース連盟秋季新人戦 11/1･2･8･9 ビッグレイク他  ２１ MIOびわこ滋賀 

 

第51回春季中学校総合体育大会/春季選手権大会 5/22･23･24･25 湖南市民Ｇ、ＢＬ他 ８２ 守山南中学校 

第67回夏季中学校総合体育大会兼第67回県民体育大会 7/27･28･29 湖南市民Ｇ、ＢＬ他 １６ 仰木中学校 

第61回秋季中学校総合体育大会/冬季選手権大会 10/17､12/13･14 県内中学校Ｇ他  ８２ 甲賀中学校 

2013-2014高円宮杯滋賀県３種リーグ 4/19～8月 ビッグレイク他  ６２ MIO滋賀U-15 

滋賀県Ｕ－１３リーグ 7月～2月 ビッグレイク他  ２０ SAGAWA 

第26回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権 

滋賀大会 

9/23･27･28 

10/･5･11･12 

ビッグレイク他 ４０ セゾン 
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第17回クラブユースBIWAKO SUMMER FESTA大会 8/2･3 ビッグレイク他    

第23回滋賀招待中学生サッカー大会 8/9･10･11 ビッグレイク他  ６４ 台風で中止 

5)４種（少年団） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第38回全日本少年サッカー大会滋賀大会 6/1･8･15 ビッグレイク ３２ オールサウス 

第46回滋賀県ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団選手権大会 11/2･16･22 ビッグレイク ３２ オールサウス 

全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生８人制大会滋賀大会 1/10･11 ビッグレイク   ３２ アミティエ 

J第38回木下杯サッカー大会 2/1.8.15 竜王ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊｯﾄ, BL  ３２ 北野 

京滋親善少年サッカー大会 12/7 ビッグレイク １２ 京都市西ﾄﾚｾﾝ 

第19回滋賀県女子サッカー春季大会（U-12）  実施せず   

第31回関西少女サッカー大会滋賀県大会 10/11 草津市野村運動公園  ５ 膳所JFC 

第19回滋賀県女子サッカー冬季大会（U-12）  実施せず   

6)女子 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第19回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)選手権大会滋賀大会 5/10 ルネス学園 ２ おおつＶＳＣ 

第19回全日本女子ﾕｰｽ(U-18)選手権大会滋賀大会 7/13･21･26 聖泉大学他 ３ ルネス学園 

滋賀県高等学校春季総合体育大会（女子） 6/6 ビッグレイク ２ 八幡商業高 

第67回滋賀県民体育大会（高校女子の部） 8/25 ビッグレイク ２ 八幡商業高 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会（女子） 10/31 ビッグレイク ２ 八幡商業高 

第18回滋賀県女子ﾕｰｽ(U-22)サッカー選手権大会  実施せず   

第19回滋賀県女子サッカー春季大会（一般） 4/13 八幡商業高校 ２ 聖泉大学 

第36回全日本女子サッカー選手権大会滋賀大会 7/13･27 伊香立運動公園他 ５ 聖泉大学 

2014年度第２回滋賀県女子サッカーリーグ 2/8 八幡商業 ６ 栗東・聖泉大 

第19回びわこカップﾟ滋賀県女子招待サッカー大会 12/7･8 ビッグレイク   ――― 

第7回京滋チャンピオンズカップ滋賀県予選 1/31 サンビレッジ甲西  ４ 膳所ＪＦＣ 

7)シニア 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第22回ねんりんピックびわこ県民大会 3/23 ビッグレイク 22名 ――― 

県スポーツレクレーション大会 5/4 ビッグレイク 30名 ――― 

全国シニア４０大会選手選考会 5/4 ビッグレイク 5ﾁｰﾑ ＳＲ２００８ 

シニアナイター 5/3,6/14,7/12, 

8/9,10/11 

ビッグレイク 120名 ――― 

滋賀県シニアサッカーフェスティバル 5/25,9/7,11/23 ビッグレイク他 18ﾁｰﾑ ――― 

高校ＯＢサッカー選手権大会 8/24 ビッグレイク  4ﾁｰﾑ ――― 

8)フットサル 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

滋賀県社会人フットサルリーグ 5月～1月 県内各地 ２１ Schwarz 

PUMACUP2015第20回全日本フットサル大会滋賀県大会 11/1･2･15･16 県立体育館・栗東体育館  １２ 立命館大学ｵｰﾙﾜﾝ 

第10回全日本大学フットサル大会滋賀県大会 6/22 滋賀県立大学 ４ 立命館大学 

第1回全日本ﾕｰｽ(U-18)フットサル大会滋賀県大会 5/6 ｼﾞｮｲﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ ５ 野洲高校 

第20回全日本ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会滋賀県大会 8/2 県立体育館   ３ ﾗﾄﾞｿﾝﾕｰｽ 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第24回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀県大会 10/18･25､11/3･15 県立体育館､彦根市民 ３２ ｵｰﾙｻｳｽSC 

第11回全日本女子フットサル大会滋賀県大会 8/2 県立体育館 ３ あがりゃんせ 

第5回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会滋賀県大会 8/10 県立体育館 ３ ﾙﾈｽﾚﾃﾞｨｰｽU15 

第9回全日本ビーチサッカー大会滋賀県大会 実施せず    
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《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 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 7/5･12 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ他 びわこ成蹊大 二回敗 

2)１種（社会人） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第16回日本フットボールリーグ（ＪＦＬ） 2014/3/16～11/9 全国各地 MIOびわこ滋賀 １２位 

第49回関西サッカーリーグ 4/12～9/21 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 ﾚｲｼﾞｪﾝﾄ滋賀 ６位 

第38回全国地域リーグ決勝大会 11/7～23 全国各地 ――――――  

関西サッカーリーグカップ 11/30,12/7･14･20 関西各地 ﾚｲｼﾞｪﾝﾄ滋賀 ４位 

第49回関西府県リーグ決勝大会 12/7・21 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 ルネス学園 

草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

1位 

予選敗 

第50回全国社会人サッカー選手権大会関西予選 7/26･27､8/2･3 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

ﾚｲｼﾞｪﾝﾄ滋賀 

敗退 

全国へ 

第50回全国社会人サッカー選手権大会 9/27 和歌山県桃源郷G ﾚｲｼﾞｪﾝﾄ滋賀 一回敗 

第21回全国クラブチームサッカー選手権関西大会 9/13･14 アスパ五色 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 敗退 

第21回全国クラブチームサッカー選手権大会 11/1～4 東京都内 ――――――  

第69回国民体育大会近畿ブロック大会 8/15～17 守山市ビッグレイク 滋賀選抜 敗退 

第69回国民体育大会 10/17～21 長崎県雲仙市 ――――――  

第2回日本スポーツマスターズ2014関西大会 7/5 鶴見緑地 滋賀選抜 敗退 

日本スポーツマスターズ2014埼玉大会 9/12～16 埼玉県さいたま市 ――――――  

１種（大学） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第92回関西学生サッカーリーグ 4/5～11/23 関西各地 １部:びわ大 

２部:滋大経

３部:滋大教 

県立大 

２位 

８位 

上10位 

下7位 

第63回全日本大学サッカー選手権大会 12/13～24 首都圏 びわこ成蹊大 ３位 

第43回関西学生サッカー選手権大会 5/6･11･17･18 びわこ成蹊大・滋賀大

関西各地 

びわこ成蹊大 

滋賀大経済・

教育、県立大 

ﾍﾞｽﾄ16 

第38回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 8/7～16 長居スタジアム他 ―――――  

１種（専門学校） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第24回関西専門学校サッカー選手権大会 8/5･6･7･19･20･21 J-GREEN 堺 ルネス学園 ２位 

第24回全国専門学校サッカー選手権大会 10/6･8･9･10･11 J-GREEN 堺 ルネス学園 優勝 

   3)２種（高校生） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

高円宮杯U-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2014プリンスリーグ関西 4/6～11/24 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 野洲 

比叡山 

９位 

10位 

第67回近畿高等学校サッカー選手権大会 6/21･22 京都府太陽が丘 野洲高校 

草津東高校 

二回戦 

一回戦 

全国高等学校総合体育大会 8/2･3･4 山梨県韮崎市 野洲高校 三回敗 

第93回全国高等学校サッカー選手権大会 12/31､1/2 神奈川県相模原・横浜 草津東高校 二回戦 
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第69回国民体育大会近畿ブロック大会 8/15～17 布引運動公園 滋賀選抜 ３位 

第69回国民体育大会 10/17 長崎県雲仙市 滋賀選抜 一回敗 

第24回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 8/9･10 静岡県清水NTG 彦根工業高 二回敗 

4)３種（中学校・クラブ） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

高円宮杯U-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2014関西 ｻﾝﾗｲｽﾞﾘｰｸﾞ 4/6～11/3 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 ―――――  

関西U-13ヤマトタケルリーグ 4月～12月 J-GREEN 堺他 FC.SETA 11位 

第29回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 5/31･6/7 水口ｽﾎﾟｰﾂの森 

J-GREEN 堺 

MIO、ｾｿﾞﾝ 

湖東、SETA 

二次敗

退 

第29回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権大会 8/15～24 北海道 ―――――  

第26回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 11/8 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 ｾｿﾞﾝ、FC湖東 敗退 

第26回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権大会 12月 J-GREEN 堺 ―――――  

第63回近畿中学校総合体育大会 8/6.7 三木総合防災公園 仰木・瀬田北 ３位 

第45回全国中学校サッカー大会 8/18 高知県立春野総合運

動公園補助競技場 

仰木中 １回敗 

5)４種（少年団） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第38回全日本少年サッカー大会 7/27～8/2 静岡県時之栖 オールサウス 敗退 

第33回近畿スポーツ少年団交流大会 8/30～31 播磨光都サッカー場 びわ・小原 敗退 

第38回関西少年サッカー大会 12/13･14 J-GREEN 堺 オールサウス 

水戸JFC 

草津FC 

FC.SETA 

8位 

一回戦 

8位 

一回戦 

ＪＡ全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生8人制大会関西 3/14･15 和歌山紀三井寺 アミティエ 

北野 

11位 

9位 

第21回関西小学生サッカー大会 3/28～30 J-GREEN 堺 北野 

玉川 

FC.SETA 

金城 

予3位 

予3位 

予3位 

予2位 

第３１回関西少女サッカー大会 12/6･7 J-GREEN 堺 膳所 

亀山 

４位 

一回戦 

6)女子 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

2014年度関西女子サッカーリーグ 4/27～10/5 J-GREEN 堺 他 2:栗東LIBRO 

 おおつVSC 

3:ﾙﾈｽ甲賀 

４位 

５位 

１位 

第69回国民体育大会近畿ブロック大会 8/15･16 ビッグレイク 滋賀選抜 敗退 

第69回国民体育大会 9/30～10/3 長崎県島原市 ―――――  

第36回皇后杯全日本女子サッカー選手権関西大会 9/15 J-GREEN 堺 

神戸LFC 

おおつＶＳＣ 

聖泉大学 

１回敗 

１回敗 

第36回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 11/23～12/23 未定 ―――――  

平成26年度 関西学生女子春季リーグ 5/11～6/29 関西各地 1部:聖泉大 

2部:びわ大 

６位 

５位 

第23回全日本大学女子サッカー選手権関西大会 

(秋季リーグ) 

9/14～11/5 関西各地 1部:聖泉大 

2部:びわ大 

８位 

５位 



- 6 - 

近畿高等学校サッカー選手権大会 6/21･22 京都府下鳥羽G 八幡商業高 準決敗 

全国高等学校総合体育大会 8/1～8/8 東京都 ―――――  

第18回全日本女子ユースサッカー選手権関西大会 9/7･20･27 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ ルネス学園 １位 

第18回全日本女子ユースサッカー選手権大会 1/3･ J-GREEN 堺 ルネス学園 敗退 

第23回全日本高校女子サッカー選手権大会関西予選 10/26 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ他 八幡商業高 １回敗 

第23回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 1/3～11 兵庫県神戸市 ―――――  

第23回関西高等学校女子サッカーリーグ 10/5･19､11/23･24 

12/21 

八幡商業高校 

J-GREEN 堺 

八幡商業高  

第19回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会関西大会 6/1 J-GREEN 堺 おおつＶＳＣ 予選敗 

第19回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会 7/28～8/3 未定 ―――――  

第31回関西ジュニアユースサッカー大会 11/2･3･9 希望が丘 他 ルネス学園 

おおつＶＳＣ 

栗東ﾘﾌﾞﾛ 

12位 

14位 

19位 

第26回全国レディースサッカー関西大会 11/2･9 神戸ユニバ補助 ―――――  

第26回全国レディースサッカー大会 3月 兵庫県三木防災G ―――――  

第26回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｴｲﾄ(40歳以上)ｵｰﾌﾟﾝ大会 3月 兵庫県三木防災G ―――――  

2014年度京滋チャンピオンカップ（一般） 3月 京都府   

第７回京滋チャンピオンズカップ（U-12） 2/22 希望が丘文化公園 膳所・紫香楽  

7)シニア 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

2014年度全国シニア（40歳以上）大会関西予選 6/15 J-GREEN 堺 滋賀選抜 ３位 

2014年度全国シニア（40歳以上）大会 11/1～11/3 大阪府/堺市 ―――  

第13回全国シニア５０サッカー大会関西予選 5/11 J-GREEN 堺 滋賀選抜 １回敗 

第13回全国シニア５０サッカー大会 6/28～6/30 北海道帯広市 ―――  

第14回全国シニア６０サッカー大会関西予選 4/20･27 J-GREEN 堺 滋賀選抜 ３位 

第14回全国シニア６０サッカー大会 5/31～6/2 静岡県藤枝市 ―――  

第７回全国シニア（70歳以上）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ関西予選 4/27 J-GREEN 堺 出場せず  

第７回全国シニア（70歳以上）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 6/29～7/1 静岡県藤枝市 ―――  

第27回全国健康福祉祭ねんりんピック大会 10/4～6 栃木県宇都宮市   

2014関西シニアサッカーリーグ戦（年代別） 12/上旬～1/下旬 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 出場せず  

 

8)フットサル 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

関西フットサルリーグ戦 5月～1月 関西各地 あがりゃんせ ６位 

関西ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞ(関西リーグ入替戦) 2月 京都府、兵庫県 Schwarz 次年度 

関西2部 

昇格 

第14回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ 2月頃 東海地方 ―――  

ﾌﾟｰﾏｶｯﾌﾟ2015第20回全日本フットサル大会関西大会 1/12・17  大阪市中央体育館 

兵庫西宮中央体育館 

立命館大学 

ﾎﾞｽｹﾗｰｺﾞFC 

予選敗退

予選敗退 

ﾌﾟｰﾏｶｯﾌﾟ2015第20回全日本フットサル大会 3月 全国各地 ―――  

第30回全国選抜フットサル大会関西大会 7/26 兵庫西宮中央体育館 滋賀選抜 敗退 

第30回全国選抜フットサル大会 未定 未定 ―――  

第10回全日本大学フットサル大会2014関西大会 7/20 京都太陽が丘 立命館大学 優勝 

第10回全日本大学フットサル大会2014 8/22･23･24 大阪舞洲アリーナ 立命館大学 ２位 
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第1回全日本ﾕｰｽ(U-18)フットサル大会関西大会 6/28 和歌山ﾋﾞｯｸｳｪｰﾌﾞ 野洲高 ２位 

第1回全日本ﾕｰｽ(U-18)フットサル大会 8/29･30･31 東京大田区体育館他 野洲高 ４位 

第20回全日本ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会関西大会 8/31 滋賀県立体育館 ﾗﾄﾞｿﾝﾕｰｽ ２位 

第20回全日本ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会 1月 愛知県豊田市 ―――――  

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第24回全日本少年フットサル大会 1/4～6 駒沢体育館 ｵｰﾙｻｳｽFC 予選2位 

関西女子フットサルリーグ2014 8/16～1/25 関西各地 あがりゃんせ 

びわこ成蹊大 

Ａ4位 

Ｂ5位 

第11回全日本女子フットサル大会関西大会 9/ 奈良県 あがりゃんせ 敗退 

第11回全日本女子フットサル大会 11/7～9 北海道釧路市 ―――――  

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第7回全国女子選抜フットサル大会関西大会 12/23 和歌山市民体育館 滋賀選抜 敗退 

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第7回全国女子選抜フットサル大会 未定 未定 ―――――  

第5回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会関西大会 8/30 滋賀県立体育館 ﾙﾈｽﾚﾃﾞｨｰｽU15 敗退 

第5回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会 1月 愛知県豊田市 ―――――  

第9回全日本ビーチサッカー大会関西大会 ――――― ――――― ―――――  

第9回全日本ビーチサッカー大会 ――――― ――――― ―――――  

 

(2)トレセンチームの派遣を行う。 

①ナショナルトレセン 

カテゴリー 実施日 会 場 参加人数 

Ｕ－１２前期 

Ｕ－１２後期 

8/19･20･21 

12/26･27･28 

J-GREEN堺 

J-GREEN堺 

１１名 

９名 

Ｕ－１４ 11/20～23 J-GREEN堺 １名 

②関西トレセン（関西トレセンリーグ） 

カテゴリー 実施日 会 場 参加人数 

Ｕ－１２ 6/21･22,10/26,11/23,1/25 J-GREEN堺他 各３０名 

Ｕ－１４ 5/25,6/22,10/26,11/23,1/25 J-GREEN堺他 各２０名 

Ｕ－１６ 4/27,5/25,6/15･29,7/13 J-GREEN堺、奈良フット

ボールセンター 

各２０名 

 

 

《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成年男子 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 (一次)4/2･9 (二次)4/16･23 ビッグレイク ３０名 

練習会 5/1･14･21･28,6/4･11･18･22･25 

7/2･9･23･30,8/6･7･13 

ビッグレイク他 ３０名 

遠征合宿等 7/19･20 兵庫県 ２５名 

②少年男子 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/7･14 

8/29 

水口スポーツの森 

ビッグレイク 

計５０名

程度 

練習会 4/21,5/14･19,6/2･12･16･23,7/10･17･18 

8/1･2･7･8･9･10･11･12･13･14･15 

8/29,9/13･15･22･23,10/8 

ビッグレイク、 

希望が丘、 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾙ 

各２８名 

程度 
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遠征合宿等 7/23～25 

8/3～5 

9/28 

岐阜古川ふれあい広場

ＩＰＵ 

鳴門渦潮高校 

２８名 

２２名 

１６名 

③女子 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/19･27 ビッグレイク ４３名 

練習会 5/11,6/8･22･30,7/7･14･28,8/4, 

8/11･12･13･14 

ビッグレイク 

八幡商高校 

のべ180名 

遠征合宿等 7/19･20 

8/7･8 

伊勢朝熊ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ 

ビッグレイク 

２２名 

 

 (2)育成指導（トレセン指導部） 

   ①３種 

(ｱ) 地域トレセン 

・５地域（甲賀、湖南、湖北、湖西、湖東）で活動 

(ｲ) 県トレセン 

[Ｕ－１５] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/6･9･23  9/15･17 ビックレイク １００名 

練習会 5/14･28,6/11･18,7/3･9･27,8/29,9/3 

10/8･22,11/12･19･26.12/3･10.1/14･21 

2/4･16,3/4･11 

ビックレイク ３０名 

大会参加等 彦根カップ(7/27･28･30) 

京都招待(12/25～27) 

彦根工業高校 

太陽が丘 

３０名 

[Ｕ－１４] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/12  10/11 ビックレイク ５０名 

練習会 4/24,5/8･29,6/5･19,7/3･10,8/2,9/4･18 

10/9･23,11/13･20･27,12/4･11,1/8･22 

2/5･11,3/5･12 

ビックレイク ３０名 

大会参加等 京都招待(12/25～27) 太陽が丘 ３０名 

[Ｕ－１３]   

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/11  11/24 ビックレイク ５０名 

練習会 4/24,5/8･29,6/5･19,7/10,8/2,9/4･18 

10/19･23,11/13･20･27,12/4･11 

1/8･31,2/5･19,3/12 

ビックレイク ３０名 

大会参加等 地域対抗戦(1/22,2/11,3/5) 交流戦(2/22) 

ガンバカップ(1/10･11) 

ビックレイク 

万博 

３０名 

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 

(ｲ)県トレセン 

[Ｕ－１２] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 5/18 12/21 2/28 ビッグレイク のべ160名 
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練習会 4/5･26,5/10･17･25,6/7･15･28,7/5･19 

8/3･17･30,9/27,10/18･25,11/9･22,12/6 

1/17･24･31,2/7･21,3/1･14 

ビッグレイク 各３０名 

大会参加等 奈良ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ( /  ) 奈良市鴻池競技場 ３０名 

③ 女子 

(ｱ)県トレセン 

[Ｕ－１５] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/2,5/9,10/19 ビッグレイク ４１名 

練習会 6/13,7/11,9/12,10/10,11/14,12/12,1/9 ビッグレイク ３０名 

大会参加等 びわこカップ(12/13･14) 

大阪招待(2/14･15) 

ビッグレイク 

J-GREEN堺 

２３名 

１６名 

[Ｕ－１２] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/5･14，（後期追加）9/13･28 ビッグレイク ５９名 

練習会 5/17,6/1･14,7/21,10/27,11/10,12/1 

1/17･26,2/11･23,3/9 

ビッグレイク他 １８０名 

大会参加等 紫香楽交流会(7/5) 

大阪シャイニング(7/26･27) 

兵庫女子ユースサマー(8/23･24) 

青山カップ(10/11) 

紫香楽カップ(11/1) 

びわこカップ(12/13･14) 

神戸ニューイヤー(1/10･11) 

神奈川県少女招待(2/7･8) 

彦根市選抜交流大会(3/1) 

兵庫女子ユース(3/21･22) 

信楽運動公園      

パナソニックエコグランド 

神戸レディースフッボール 

志津公園グランド 

信楽運動公園グランド 

ビックレイク 

神戸レディースフットﾎﾞｰﾙ 

神奈川星槎大学 

中止 

神戸幸せの森運動公園 

１８名 

２０名 

２０名 

１８名 

１８名 

２４名 

２０名 

２２名 

 

２０名 

④ その他 

事業 実施日 会 場 参加人数 

ＧＫＰ研修会 4/27 草津東高校 ２０名 

ＧＫＰ２種 

強化練習会 

6/9,7/7,9/8,9/29,11/17,12/8,1/19,2/9 ビッグレイク 

草津東高校 

１２名 

ＧＫＰ３種 

スクール 

5/15,6/19,9/4,10/2,11/13,2/19 ビッグレイク ２５名 

モデル地区 

トレセン 

5/28,6/11･22,7/2･9･25,8/3･8･23･24･28

9/19･24･28,10/8･13･17･24,11/5･12･22 

23･24･26･30,12/7･25･26･27,1/16･21･ 

25･28,2/18･25,3/4･7･8 

佐川守山パークG,  

ビッグレイク他 

のべ619名 

トレセン 

指導者研修会 

4/26,5/8･29,6/18･19,7/3,10/9･23 

1/22･29,2/26 

ビッグレイク他 のべ80名 

(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 

カテゴリー 実施日 会 場 参加人数 

Ｃ級 10/26,11/2･8･9･16･22 ビッグレイク他 ２６名 

Ｄ級 前期(6/28･29) 後期(2/21･22) ビッグレイク他 ４５名 
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(ｲ) 公認コーチリフレッシュ研修会 

カテゴリー 実施日 会 場 参加人数 

Ａ・Ｂ級 2/1 J-GREEN堺 １０名 

Ｃ級 8/31,11/22,2/22 ビッグレイク ３０名 

(ｳ) 公認コーチ養成講習会トライアル 

カテゴリー 実施日 会 場 参加人数 

Ａ級 11/30 ビッグレイク ３名 

Ｂ級 11/30 ビッグレイク ９名 

  ②その他 

事業 実施予定日 会 場 参加人数 

技術委員会 4/17,5/8,6/12,7/10,9/11,10/9,11/19 

12/11,1/8,2/18,3/12 

ビッグレイク のべ99名 

ユース部会 7/6,12/6 Rise Ville 都賀山他 ２２名 

滋賀県ｻｯｶｰ 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 

12/20･21 ビッグレイク 

Rise Ville 都賀山 

のべ100名 

ＴＳＧ 5/25,6/15,7/13 

アディダス杯(7/22-25) 

国体ブロック大会(8/15-17) 

長崎国体(10/17-21) 

カンファレンス(12/21) 

J-GREEN堺 

飛騨古川 

布引運動公園 

長崎県雲仙市 

Rise Ville 都賀山 

４名 

１名 

２０名 

２名 

４名 

 

《４》審判員の育成、指導、普及事業 

(1) 審判員対象の普及事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

４級新規・更新講習会 12/20～3/15(12回) 県内各地 ―――― 

３級更新講習会 12/20～3/18(6回) 県内各地 ―――― 

３級昇級審査 4/19～12/21 県内各地 １６名 

２級昇級審査 3/22 ビッグレイク ８名 

２級体力テスト 2/7 栗東市野洲川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ４８名 

女子４級新規講習会 1/31 ビッグレイク ２８名 

登録の対応 随時 県内各地 ―――― 

 (2)審判員対象の強化育成事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

定例トレーニング会 毎月第３水曜日  ビッグレイク のべ124名 

合同開幕前研修 3/31 甲賀健康医療専門学校 ２２名 

県審判トレセン 7/19 

9/29 

11/22 

草津東高校 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

２９名 

２４名 

１３名 

ユース･女子･Ｕ－２２

研修 

11/23 ビッグレイク １２名 

２級研修 11/15 皇子山陸上競技場 ８名 

ユース審判研修 11/23 ビッグレイク １４名 

レフェリースクール 12/6・21 ビッグレイク ３２名 

県女子審判トレセン 2/11 

3/8 

ビッグレイク 

びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 

３０名 

３９名 
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関西トレセン参加 6/14･15 栗東ウイングプラザ ２２名 

(3)審判員指導者（インストラクター）対象の事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

３級インストラクター更新講習会 11/22 

1/18 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

 ８名 

１０名 

２級インストラクター研修 6/7 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ １０名 

インストラクタースクール 11/29 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 １０名 

出前研修 ２種(6/5) 

３種(7/29) 

４種(7/6) 

  (7/13) 

  (9/23) 

  (10/12) 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

湖南市民グランド 

湖西（青山） 

湖東（布引） 

湖東（荒神山） 

湖北（神照） 

１０名 

２０名 

１０名 

２０名 

２０名 

２０名 

審判員の指導 随時 県内各地 114試合 

(4)派遣・割当活動 

事業 実施日 会 場 参加人数 

審判派遣・割当（各種リーグ戦・大会） 年間 県内各地・関西各地 ―――― 

インストラクター派遣・割当（同上） 年間 県内各地・関西各地 ―――― 

(5)フットサルの審判・インストラクター対象の事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

４級新規・更新講習会 １２月～３月 県内各地 ―――― 

開幕前研修 5/6 ｼﾞｮｲﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ １５名 

強化研修会 ８月 県立体育館  ６名 

４種対象研修会 10/5 ビッグレイク ３０名 

関西出前研修 12/21 滋賀県立体育館 ２０名 

審判・インストラクターの

派遣・割当 

年間 県内各地・関西各地 ―――― 

審判委員会 4/26,6/15.9/24,1/28,3/25 栗東ｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ他 のべ 65 名 

(6)その他 

事業 実施日 会 場 参加人数 

定例審判委員会 毎月第２土曜日 草津市 のべ352名 

関西委員長会議 毎月第１金曜日 大阪市 １名 

全国委員長会議 5/31･6/1 ＪＦＡハウス １名 

審判・技術合同研修(ｶﾝﾌ

ｧﾚﾝｽ、交流会) 

8/24 

12/20･21 

びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 

ビッグレイク他 

３６名 

 １名 

 

 

《５》ＪＦＡ関連普及育成事業 

(1)フェスティバル事業の推進 

  ①ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル２０１５ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 7/20（中止） ドラゴンハット ―――― 

第２回 11/29 長浜ドーム ４４名 

第３回 実施せず  ―――― 

スペシャルステージ 10/26 長浜ドーム １６４名 
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  ②ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル２０１５ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 6/8 栗東トレセングランド １３８名 

第２回 7/12 聖泉大学 ９６名 

第３回 11/29 長浜ドーム ８５名 

第４回 12/13･14 ビッグレイク ５２８名 

③ＪＦＡキッズ（Ｕ－６/８/１０）サッカーフェスティバル２０１５ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 6/7 ビッグレイク ２８９名 

第２回 7/13 彦根陸上競技場 ２２８名 

第３回 10/12 ビッグレイク ２２８名 

第４回 12/14 皇子山陸上競技場 ２１４名 

第５回 3/1（雨天中止） 彦根陸上競技場 ―――― 

④フットボールデー２０１５の開催 

 実施日 会 場 参加人数 

フットボールデー 6/29 皇子山陸上競技場 ５００名 

    

(2) Ｍ２：「ＪＦＡグリーンプロジェクト」の推進 

・県内の希望地 

 (3)Ｍ３：「ＪＦＡキッズプログラム」の推進 

事業 実施日 会 場 参加数等 

キッズフェスティバル （(1)にて別途報告）  

キッズリーダーインストラクター講習会    

キッズリーダー講習会 8/31 

11/15 

彦根陸上競技場 

ビッグレイク 

３１名 

１０名 

キッズリーダーの保育園等への派遣 ４月～３月 県内各地 1,614 回 

キッズリーダーのキッズ教室への派遣 ４月～３月 県内１５ヶ所 ４００回 

キッズサッカー教室    

(4)Ｍ４：中学生年代の環境充実 

事業 実施日 会 場 参加人数 

中１前半プロジェクト 5/9･26,6/2･9･23･30,7/7･14 水口スポーツの森 のべ 250名 

中３後半プロジェクト 9/29,10/6･20,11/10･17,12/1･8･15 水口スポーツの森 のべ 130名 

 (5)Ｍ５：エリート養成システムの確立 

①キッズアカデミーの推進 

 ＊各地域の活動 

地域 実施日 会 場 参加人数 

湖南 ４月～３月 ビッグレイク ３５名 

湖西 ４月～３月 びわこ成蹊スポーツ大学他 １４名 

湖東 ４月～３月 ジョイフットサルプラザ ４４名 

湖北 ４月～３月 長浜ドーム他 ６０名 

甲賀 ４月～３月 ルネス学園甲賀 １０名 

  ＊県全体の活動 

地域 実施日 会 場 参加人数 

キッズ教室 6/28,11/22,12/20,2/28 ビッグレイク １３０名 

キッズ交流戦 10/25 ビッグレイク ６０名 
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 ②強化育成事業 

地域 実施日 会 場 参加人数 

Ｕ－１２ ４月～３月（２６回） ビッグレイク ３０名 

Ｕ－１３ ４月～３月（２１回） ビッグレイク ３０名 

Ｕ－１４ ４月～３月（２２回） ビッグレイク ３０名 

Ｕ－１５ ４月～３月（２２回） ビッグレイク ３０名 

Ｕ－１６ ４月～８月（２７回） ビッグレイク ２８名 

③ユースダイレクターの活動推進 

事業 実施日 会 場 参加人数 

トレセン視察 県U-12(4/5,5/10･17,6/7,9/2710/18) 

県U-13･14(4/12･24,5/8,7/3,10/9･23,11/27) 

県U-15(4/6,5/14･19,6/19,9/17,10/8,11/26) 

県U-16(6/16,7/17,) 

県女子(5/9,7/21,9/13,10/10,11/14) 

その他(4/23･27,7/5･7,8/1･2) 

県ﾄﾚｾﾝ対抗戦(8/23) 

国体近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会(8/16･17) 

関西U-17ｷｬﾝﾌﾟ(11/24) 

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ関西U-12(12/26～28) 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

高島市 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

関西大学高槻ｷｬﾝﾊﾟｽ 

J-GREEN堺 

―――― 

リーグ戦の推進 視察(6/14,7/20,9/20) 

運営会議出席(8/31,9/20) 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

――  

研修会参加 7/11～13 

12/12～14 

J-GREEN堺 

時の栖(静岡県) 

―――― 

 ④ユース部会の開催 

事業 実施日 会 場 参加人数 

ユース部会 7/6 

12/6 

RiseVille都賀山 

あたか飯店 

１０名 

１０名 

(6)Ｍ６：女子サッカーの活動推進 

事業 実施日 会 場 参加人数 

ガールズサッカー教室 (栗東)4/5･19,5/3･17,6/7･24,7/5 

   8/2,9/6･20,10/18,11/15･22 

12/6･13,1/10･24･31,2/7･14 

    2/28,3/7･14･28 

(甲賀)4/22,5/2･27,6/24,7/22 

9/23,10/26,11/25,12/23,1/27

2/24,3/24 

(母子教室)6/22,2/7,3/7 

栗東トレセン 

 

 

 

水口スポーツの森 

 

 

栗東トレセン 

のべ 118名 

 

 

 

のべ 519名 

(女子 80名) 

 

のべ 38 組 

レディース８人制サッカー 5/17,11/2･28,3/27 水口スポーツの森 のべ 138名 

びわこカップ 12/13･14 ビッグレイク ２８ﾁｰﾑ 

少女の事業推進 10/11･12 草津市野村運動公園  ５ﾁｰﾑ 

 (7)Ｍ７：フットサルの普及推進 

事業 実施日 会 場 参加人数 

エンジョイフットサル 4/26,5/24,6/28,7/26,8/23,9/27,10/25

11/22,12/20,1/24,2/28,3/28 

ビッグレイク のべ 

３５０名 

女子フットサルリーグ 

(琵琶湖ﾚﾃﾞｨｰｽﾘｰｸﾞ) 

6/22 

10/12 

あがりゃんせフットサルクラブ 

フットサルパークボスケラーゴ 

６ﾁｰﾑ 
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12/28 

3/1 

ジョイフットサルプラザ 

ラフォーレ琵琶湖 

２種フットサルフェスティバル 12/23,3/21 ビッグレイク ２５ﾁｰﾑ 

(8)Ｍ８：リーグ戦の推進と競技会の整備・充実 

事業 実施日 会 場 参加数 

Ｕ－１８ ３月～１０月 ビッグレイク他 ５９ﾁｰﾑ 

Ｕ－１５ １月～８月 県内各地 ６２ﾁｰﾑ 

Ｕ－１３ ６月～１月 県内各地 ２０ﾁｰﾑ 

Ｕ－１２ ４月～１１月 県内各地 2,800名 

Ｕ－１１ ４月～１１月 県内各地 2,000名 

(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の開催 

事業 実施日 会 場 参加人数 

マンデーナイト 4/7･14･21･28,5/12･19･26,6/2･9･16･23･30 

7/7･14･28,8/4･11･18,9/1･8･22･29,10/6･20 

10/27,11/10･17,12/1･8･15･22,1/5･19･26 

2/2･9･16･23,3/2･9･16･30 

ビッグレイク のべ 

1910名 

②シニア世代の活動推進 

事業 実施日 会 場 参加人数 

シニアナイター 5/3,6/14,7/12,8/9,10/11 ビッグレイク のべ120名 

シニアフェスティバル 5/25 

9/7 

11/23 

ビッグレイク 

彦根陸上競技場 

皇子山陸上競技場 

１８ﾁｰﾑ 

(300名) 

  ③郡市協会の支援 

事業 実施日 会 場 参加人数 

郡市サッカー協会連絡協議会 6/1,12/7 

8/31 

2/14 

栗東ウイングプラザ 

あま池ﾌﾟﾗｻﾞ(守山市) 

彦根勤労福祉会館 

のべ60名 

市対抗交流フットサル大会 9/28 ジョイフットサルプラザ ８ﾁｰﾑ 

市対抗シニアサッカー大会 10/26 近江八幡市民グランド ６ﾁｰﾑ 

市対抗クラブサッカー大会 1/25,2/1 草津市野村運動公園 ８ﾁｰﾑ 

    

《６》広報活動の推進 

(1)広報紙の発行      

   滋賀県サッカー協会の広報紙「ＳＯＣＣＥＲ ＮＥＷＳ ＳＨＩＧＡ」 

を発行した。（９月１日、３月１日）  

 (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、協会内に保存する。 

 

《７》国際交流の推進 

県内のトレセンチームを海外に派遣し、国際交流や選手強化を行った。 

カテゴリー 実施日 渡航先 参加人数 

３種 3/21～31 ブラジル ３０名 

４種 3/21～24 大韓民国 ２６名 
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《８》その他、調査研究など 

(1) スポーツ医学の推進 

事業 実施日 会 場 

全国医学委員長会議 1/11 ＪＦＡ 

サッカードクターセミナー 3/14･15 横浜 

メディカル･チェック、メディカル･サポート 実施せず  

高校選手権出場校のメディカルサポート １２月 県内 

スポーツ傷害の無料相談会 実施せず  

スポーツ医学委員会 実施せず  

(2)スタジアム建設の推進 

サッカー専用スタジアム建設を目指し、調査、研究をすすめる 

 

 

【収益事業】 

《１》大会のプログラムや入場券の販売事業 

(1)大会のプログラムの販売 

   天皇杯全日本サッカー選手権大会の大会プログラムを販売した。 

(2)大会の入場券の販売 

天皇杯全日本サッカー選手権大会の入場券を販売した。 

 

 

【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る。 

①チーム・選手・監督 

登録種別     チーム数     選手数      監督数 

サ
ッ
カ
ー 

１種（社会人） ５８  １，６４３  ４５  

１種（大学） ５  ２９０  ４  

２種（高校・クラブ） ５４  ２，２８３  ２７  

３種（中学校・クラブ） ８９  ３，５２２  ４８  

４種（少年団・クラブ） １２９  ４，８４３  ２０  

女子（一般）  ６  ６８  ４  

女子（高校）   ３  ６１  ２  

女子（中学）  １  ５３  ０  

シニア ２  ７０  ２  

フ
ッ
ト
サ
ル 

１種（社会人・大学） ２３  ３６８  ****** 

２種（高校・クラブ）  ０  ０  ****** 

３種（中学校・クラブ） ０  ０  ****** 

４種（少年団・クラブ） ７  １００  ****** 

女子（一般） ２  ２１  ****** 

女子（高校） ０  ０  ****** 

女子（中学） ０  ０  ****** 

シニア ０  ０  ****** 

合   計 ３７９  １３，３０２  １５２  
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②指導者 

       登録種別            登録人数 

       Ｓ 級  ４  

       Ａ 級 １２ 

       Ｂ 級 ６２ 

       Ｃ 級 ３９８ 

       Ｄ 級 ４２０ 

       キッズ １４ 

       合   計            ９１０ 

③審判員 

       登録種別            登録人数 

   １級審判 Ｓ ３  Ｆ ０  

   ２級審判 Ｓ ３６  Ｆ ７  

   ３級審判 Ｓ １６３  Ｆ １７  

   ３級審判（ユース） Ｓ １２  Ｆ ０  

   ４級審判 Ｓ １，６３６  Ｆ １４２  

   ４級審判（ユース） Ｓ ４７９  Ｆ ４  

Ｓ級インストラクター Ｓ ０  Ｆ ０  

   １級インストラクター Ｓ ２  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 ２４  Ｆ ６  

       合   計 Ｓ ２，３６８  Ｆ １７８  

④その他 

 役員（理事・監事）      ２４名 

  郡市サッカー協会            ９団体 

 

 

【事務局関連事業】 

(1)会議の開催 

①事務局は本協会の運営に必要な会議を行った。 

会議 実施日 会 場 

社員総会 6/7 栗東ウイングプラザ 

運営協議会 4/29,6/2,7/14,9/17,10/20,11/3,12/1･16

1/16･26,2/9･13･16,3/3･9 

ビッグレイク他 

理事会 5/10,6/7,7/19,9/20,11/15,1/17,3/21 ビッグレイク 

人事委員会 4/14,8/27,9/17,1/16,3/19 ビッグレイク 

財務委員会 8/25,9/8,10/27,11/17,12/15,1/8, ビッグレイク 

会計担当者会議 6/8, ビッグレイク 

ＦＡＣＵＰ実行委員会 5/23,6/11,    1/15 ビッグレイク 

国体近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会実行委員会 6/19,6/29,7/7,8/10 ビッグレイク 

②種別・委員会は事業の計画運営に必要な会議を行った。 

会議 実施日 会 場 

１種委員会   

２種委員会 (高体連)4/24,4/30,7/11,9/19,9/25, 

11/28,2/20 

彦根工業高校他 
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３種委員会   

４種委員会 4/19,5/24,6/15,8/23,9/21,10/26,11/22,

12/14,1/10,1/24,2/15,3/22 

ビッグレイク他 

女子委員会   

シニア委員会   

フットサル委員会   

キッズ委員会   

技術委員会 4/17,5/8,6/12,7/10,9/11,10/9,11/19,12

/11,1/8,2/18,3/12 

ビッグレイク 

審判委員会 毎月第２土曜日 草津市 

規律委員会   

競技委員会 ＦＡカップの決勝の運営を競技委員会の

開催とする（6/29） 

皇子山陸上競技場 

広報委員会 7/16,9/15,12/23,3/5 ビッグレイク 

 

(2) 日本協会・関西協会主催の会議や事業への出席 

①ＪＦＡ関連 

会議 実施日 会 場 

評議員会 7/  ,12/27,3/29 ＪＦＡ 

専務理事会議 10/11 ＪＦＡ 

事務局長会議 なし ＪＦＡ 

事務局関連会議 12/12･13 ＪＦＡ 

各種別委員長会議 ４種(5/20,5/27,9/20,11/19,2/13)  

女子(12/27･28) 

ＪＦＡ 

各委員会委員長会議 技術(2/14･15),審判(5/31,6/1) 

規律(11/22), 医事(1/12) 

ＪＦＡ 

その他各種事業  日本各地 

９地域訪問会議 8/15,11/22 近江八幡・J-GREEN堺 

４７ＦＡ訪問会議 7/20 ﾗｲｽﾞｳﾞｨﾙつがやま 

天皇杯運営会議 4/4 関西ＦＡ 

 

②関西協会関連 

会議 実施日 会 場 

代議員会 4/3,7/2 関西ＦＡ 

常務理事会 4/3,7/1,8/12,8/26,11/22,1/20,3/23 関西ＦＡ 

理事会 5/26,7/1,8/26,11/22,2/14,3/30 関西ＦＡ 

各種別委員長会議  関西ＦＡ 

各委員会委員長会議  関西ＦＡ 

事務局関連会議  関西ＦＡ 

その他各種事業  関西ＦＡ 

技術委員会拡大会議 4/7,10/6 関西ＦＡ 
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(3)県内外の各種団体の会議等への出席 

 会議 実施日 会 場 

県体協加盟団体理事長・事務局長会議 4/12 ピアザ淡海 

国体近畿ブロック大会滋賀県実行委員会 4/18 コラボしが２１ 

県民体育大会担当者会議 5/22 県立武道館 

県体協国体報告会・表彰式 11/18 大津プリンスホテル 

公益法人定期提出書類作成説明会 5/17 コラボしが２１ 

toto申請説明会 12/4 大阪 

国体開催準備競技団体担当者連絡会 5/29,11/20,3/12 大津合同庁舎 

国体開催準備委員会競技運営専門委員会 2/13 大津合同庁舎 

東京オリ・パラ競技団体等合同勉強会 9/5,3/6 大津合同庁舎,環びわ湖大学 

関西ﾜｰﾙﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞｹﾞｰﾑｽﾞ2021競技団体担当者連絡会議 2/12 コラボしが２１ 

 

(4)県内の交流大会やイベントの後援認可 

・県内で行われる各種交流大会やイベントの後援申請に対し審査し、認可を行った。 

事 業 名 実施日 主催団体 

第３２回貴生川招待少年サッカー大会 5/3･4 貴生川サッカースポーツ少年団 

第６３回近畿児童福祉施設スポーツ大会 7/31,8/1 近畿児童養護施設協議会 

第２２回玉川サマーカップ2014 8/2 玉川ﾅｲｽｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

第９回びわ湖ジュニアサッカーサマーカーニバル 8/2･3･4 京都新聞 

第５回びわ湖カップ少年サッカー大会 8/13･14 滋賀県文化体育振興事業団 

YASUｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟ2014 9/27･28 野洲市教育委員会 

第３０回草津カップ５年生大会 11/3 草津市サッカー協会 

第５２回滋賀県障害者スポーツ大会 11/16 滋賀県障害者スポーツ協会 

玉川フェスティバル2015 2/7･8 玉川ﾅｲｽｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

NPO法人長浜ESC設立記念シンポジウム 2/14 NPO法人長浜ＥＳＣ 

第３３回栗東少年サッカー大会 2/21･22 栗東市サッカー協会 

第４回東近江市長杯少年サッカー大会 2/28,3/1 東近江市サッカー協会 

 

(5)全国大会出場チームへの激励金授与 

・全国大会（ＪＦＡ主催）に滋賀県や関西を代表して出場したチームに激励金を授与した。 

種別 大 会 名 出場チーム名 

１種 第９４回天皇杯全日本サッカー選手権大会 びわこ成蹊スポーツ大学 

１種 第５０回全国社会人サッカー選手権大会 レイジェンド滋賀ＦＣ 

１種 第６３回全日本大学サッカー選手権大会 びわこ成蹊スポーツ大学 

１種 第２４回全国専門学校サッカー選手権大会 甲賀健康医療専門学校 

２種 平成２６年度全国高等学校総合体育大会 野洲高等学校 

２種 第９３回全国高等学校サッカー選手権大会 草津東高等学校 

３種 第４５回全国中学校サッカー大会 仰木中学校 

４種 第３８回全日本少年サッカー大会 オールサウス石山ＳＣＪｒ 

女子 第１７回全日本女子ユースサッカー選手権大会 ルネス学園甲賀レディース 

ﾌｯﾄｻﾙ 第１０回全日本大学フットサル大会 立命館大学ＡＬＬＯＮＥ 

ﾌｯﾄｻﾙ 第１回全日本ユース(Uｰ18)フットサル大会 野洲高等学校 

ﾌｯﾄｻﾙ 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 オールサウス石山ＳＣＪｒ 

 


