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〔第 1号議案〕   平成２８（２０１６）年度 事業報告 

 

『事業の概要について』 

 平成２８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。 

 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ましたが、無事終了することがで

きました。そして、本県で優秀な成績を上げたチームが関西大会に出場しましたが、今年度も昨年

度に引き続き関西予選を突破し、全国大会に出場するチームが少ない結果となりました。 

その中、甲賀健康医療専門学校（ルネス学園甲賀）は第２６回全国専門学校サッカー選手権大会

において３年連続９回目の優勝を飾りました。びわこ成蹊スポーツ大学は第４０回総理大臣杯全日

本サッカートナーメントに関西代表として出場し、ベスト８に入賞し、また野洲高等学校も第３回

全日本ユース(U-18)フットサル大会に関西代表として出場し、ベスト８に入賞しました。しかし、

他の全国大会では、予選リーグ敗退や１回戦敗退となり、寂しい結果となりました。 

育成強化指導に関しては、２０２４年の滋賀県２巡目国体に向け、昨年度国体ＰＴ会議において

策定された強化計画に則り事業が行われました。特に、少年男子に係るターゲットエイジ年代の指

導として「Ｕ９チャレンジプログラム」が県内５地域において開催されました。当初の予想を上回

る多くの子供達の参加があったため、来年度からは実施回数の増加も計画されています。 

指導者や審判員に関しては、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、各年代のトレセン活動（男女）が計画的に進められるとともに、ト

レセン活動や国体ブロック大会を中心にＴＳＧ事業が進められ、１２月１７日の滋賀県サッカーカ

ンファレンスにおいて成果が発表されました。二巡目国体に向け、更なる組織的・計画的な選手育

成・強化が求められています。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インストラクターによる指導が行われました。特に、

二巡目国体を目指したユース審判員や女子審判員の育成強化が求められています。また、医事委員

会の事業として、８月２１日にスポーツ医科学セミナーが皇子山陸上競技場会議室で開催され、約

３０名あまりの参加がありました。本年度から始まった「暑熱対策」及び「足関節捻挫」の治療に

ついて医事委員のドクターから専門的な情報提供が行われました。 

ＪＦＡのミッション事業は本年度から事業区分の見直しが行われました。それに伴い本協会の実

施事業はほとんどがＭ１「育成普及」事業となり、ＪＦＡの目指す他区分の事業にどの様に取り組

んでいくかを含め、事業の見直しが喫緊の課題になってきました。また、ＪＦＡの事業として、１

２月１０日に「タウンミーティング」をＪＦＡ会長・事務局長・専務理事等の出席のもと、約８０

名の県内サッカー関係者や行政関係者等が参加し、開催しました。ＪＦＡや滋賀県の現状と課題に

ついて熱心な意見交換が行われ、大変有意義な会議となりました。 

選手・指導者・審判員の登録数は、全体的にはほぼ横ばいです。指導者や審判員は増加傾向にあ

りますが、全国的な傾向と同様、本県でも１種や４種の選手数は少し減少傾向になってきており、

登録数の減少をいかに食い止めるかが課題になってきています。 
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【公益目的事業】 

《１》競技会開催事業 

(1)カテゴリー別にサッカーや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２１回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀ＦＡカップ) 6/12,7/27,8/21 皇子山陸上競技場他 ６ MIOびわこ滋賀 

第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦(主管) 8/27 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ  MIO 1-3 関学 

第６９回滋賀県民体育大会（一般の部）  7/31,8/7 ビッグレイク ９ 大津市 

②１種（社会人・大学） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第５３回全国社会人サッカー選手権大会滋賀大会 2/21～3/27 ビッグレイク他 １８ 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

第２１回滋賀県サッカー選手権大会社会人代表決定戦 4/3～5/4 ビッグレイク他 ３３ BSC HIRA 

第２３回全国クラブチームサッカー選手権滋賀大会 6/11～7/18 ビッグレイク ９ J-FORZE 

滋賀県社会人リーグ ５月～１１月 ビッグレイク他 ５２ BSC HIRA 

滋賀県社会人１部リーグ４強リーグ 11/3・6・13 ビッグレイク ４ BSC HIRA 

第２１回滋賀県サッカー選手権大会大学代表決定戦 3/26・27 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 ３ びわこ成蹊大 

③２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2016滋賀 3/19～10/10 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 ６１ 草津東高校 

滋賀県高等学校春季総合体育大会（男子） 5/15・21・28 

29,6/2・4 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

ビッグレイク他 

５１ 綾羽高校 

第69回滋賀県民体育大会（高校男子の部） 6/5～8/18・23・24 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 ４１ 草津東高校 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会（男子） 10/22・27・30 

11/6・12・19 

皇子山陸上競技場 

ビッグレイク他 

５２ 野洲高校 

滋賀県高等学校定通部春季総合体育大会 6/11 大津清陵高校 ３ 彦根工業高校 

滋賀県高等学校定通部秋季総合体育大会 9/17 大津清陵高校 ２ 彦根工業高校 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2017滋賀 3/18・25 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 ６０  

④３種（中学校・クラブ） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第３１回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権滋賀大会 4/24・29・30,5/1 

3・4・5・7・8・14 

ビッグレイク他 ２３ ＳＡＧＡＷＡ 

滋賀県クラブユース連盟秋季新人戦 11/5・6・12・13 ビッグレイク他 ２２ ＭＩＯびわこ滋賀 

第５３回春季中学校総合体育大会/春季選手権大会 5/19～22 ビッグレイク他 ８４ 仰木中学校 

第69回夏季中学校総合体育大会兼第68回県民体育大会 7/24～26 湖南市民Ｇ他 １６ 甲南中学校 

第６３回秋季中学校総合体育大会/冬季選手権大会 10/14,12/3・4 湖南市民Ｇ他 １６ 仰木中学校 

高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ２０１６滋賀 １月～８月 県内各地 ６３ ＳＡＧＡＷＡ 

2016滋賀県Ｕ－１３リーグ ７月～１月 県内各地 ３２ ＭＩＯびわこ滋賀 

第２８回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権滋賀大会 9/19・24,10/1・9 

10/10・15 

ビッグレイク他 ４０ ＭＩＯびわこ滋賀 

⑤４種（少年・少女） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第４８回滋賀県ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団選手権大会 6/5・12・19 ビッグレイク ３２ FC.SETA 

第４０回全日本少年サッカー大会滋賀大会 11/19・23・26 ビッグレイク ３２ 亀山SSS 

全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生８人制大会滋賀大会 1/8・9 ビッグレイク １６ アミティエ 

J第４０回木下杯サッカー大会 2/5・12・19 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ,ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊｯﾄ ３２ FC.SETA 
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第３３回関西少女サッカー大会滋賀県大会 10/15・16 エコふれあい広場 ９ FCローザ滋賀 

U-12女子春季大会 6/4 サンビレッジ甲西 ６ おおつV U12 

第９回京滋チャンピンカップ滋賀県予選 1/28・29 サンビレッジ甲西 ８ おおつV U12 

⑥女子 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

滋賀県高等学校春季総合体育大会 6/3 ビッグレイク ２ 八幡商業高校 

第６９回滋賀県民体育大会 9/10 ビッグレイク ２ 八幡商業高校 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会 10/23 ビッグレイク ２ 八幡商業高校 

第２１回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)選手権大会滋賀大会 5/5 希望が丘 ４ ルネス学園 

第２１回全日本女子ﾕｰｽ(U-18)選手権大会滋賀大会 4/24 ビッグレイク ３ ルネス学園 

第３８回皇后杯全日本女子ｻｯｶｰ選手権大会滋賀大会 7/17・24 ビッグレイク ７ 聖泉大学 

２０１６年度京滋チャンピオンカップ滋賀県予選（一般） 2/4・5 ビッグレイク ６ 聖泉大学 

⑦シニア 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

     

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 ４月～２月 県内各地 ２１ 1部:Ladcao shiga 

2部:WhiteBears 

第２２回全日本フットサル大会滋賀県大会 10/29,11/5・6・19 滋賀県立体育館他 １１ Ladcao shiga 

第１２回全日本大学フットサル大会滋賀県大会 5/4 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学 ４ 立命館大学 

第３回全日本ﾕｰｽ(U-18)フットサル大会滋賀県大会 6/5 JOY FUTSAL PLAZA １１ 野洲高校 

第２２回全日本ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会滋賀県大会 7/30 滋賀県立体育館 ５ Ladcao shigaU-15 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２６回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀県大会 6/4・18,7/2 彦根市民体育ｾﾝﾀｰ他 ２７ ﾗｰｺﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌ 

第１３回全日本女子フットサル大会滋賀県大会 7/30 滋賀県立体育館 ４ あがりゃんせ 

第7回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会滋賀県大会 8/3 栗東市民体育館 ５ ルネス学園 

第１１回全日本ビーチサッカー大会滋賀県大会 開催せず    

 

(2)サッカーやフットサルの普及・育成事業を年代・カテゴリー別に開催した。 

種別 事 業 名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

１種 ３５歳以上対象リーグ戦 6/25～11/19(12回) ビッグレイク ８  

３種 第19回クラブユースBIWAKO SUMMER FESTA 7/30・31 ビッグレイク ３３  

３種 第２５回滋賀招待中学生サッカー大会 8/6・7・8 ビッグレイク ６４  

４種 京滋親善少年サッカー大会 12/4 ビッグレイク １２ 京都市西TC 

女子 第２１回滋賀県女子サッカー春季大会 4/17・23 ビッグレイク ８  

女子 第２１回滋賀県女子サッカー冬季大会 1/22 聖泉大学 ６  

女子 第２１回びわこｶｯﾌﾟ滋賀県女子招待ｻｯｶｰ大会 12/10・11 ビッグレイク ２２  

女子 第６回びわ湖なでしこｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会（U-12） 2/25・26 希望が丘 ３２  

シニア 全国シニア６０サッカー大会選手選考会 

第２９回ねんりんピック選手選考会 

4/2 ビッグレイク 30名  

シニア 全国シニア５０サッカー大会選手選考会 

滋賀県スポーツレクレーション大会 

4/17 彦根陸上競技場  滋賀ＳＣ 

シニア 全国シニア４０サッカー大会選手選考会 7/24 彦根陸上競技場 ４ SR2008 

シニア 高校ＯＢサッカー選手権大会 3/5 ビッグレイク 60名  
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《２》代表派遣事業 

(1)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９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会 8/27 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ MIOびわこ滋賀 1回戦敗退 

②１種（社会人） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第１８回日本フットボールリーグ（ＪＦＬ） 3/6～11/13 日本各地 MIOびわこ滋賀 ９位 

第５１回関西サッカーリーグ 4/9～9/25 

 

関西各地 ﾚｲｼﾞｪﾝﾄﾞ滋賀

ﾙﾈｽ学園甲賀 

６位 

７位 

第４０回全国地域リーグ決勝大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

関西サッカーリーグカップ 10/15～12/17 関西各地 ﾚｲｼﾞｪﾝﾄﾞ滋賀

ﾙﾈｽ学園甲賀 

３位 

ﾍﾞｽﾄ８ 

第５１回関西府県リーグ決勝大会  関西各地 BSC HIRA 

草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

準決敗退 

決勝敗退 

第５２回全国社会人サッカー選手権大会関西予選 7/24 ビッグレイク 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 1回戦敗退 

第５２回全国社会人サッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２３回全国クラブチームサッカー選手権関西大会 9/10・11 アスパ五色 J-FORZE 予選敗退 

第２３回全国クラブチームサッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第７１回国民体育大会近畿ブロック大会 8/12 西京極総合運動公園 滋賀選抜 1回戦敗退 

第７１回国民体育大会(サッカー競技) ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第４回日本スポーツマスターズ２０１６関西大会 6/25 ビッグレイク 滋賀選抜 決勝敗退 

第４回日本スポーツマスターズ２０１６秋田大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

１種（大学） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第９４回関西学生サッカーリーグ 4月～11月 関西各地 １：びわこ大 

３：滋賀経済 

３：滋賀教育 

３：滋賀県立 

７位 

１位 

５位 

10位 

第６５回全日本大学サッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第４５回関西学生サッカー選手権大会 5/8～6/5 

 

 

関西各地 びわこ成蹊大 

滋賀大経済 

滋賀大教育 

滋賀県立大 

４位 

２回戦敗退 

２回戦敗退 

1回戦敗退 

第４０回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 8/6・8・10 J-GREEN堺他 びわこ成蹊大 ﾍﾞｽﾄ８ 

１種（専門学校） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第２６回関西専門学校サッカー選手権大会 8/2～4,23～26 J-GREEN堺他 甲賀健康医療 2位 

第２６回全国専門学校サッカー選手権大会 10/3～8 札幌市 甲賀健康医療 優勝 

   ③２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2016プリンスリーグ関西 4/10～12/10 J-GREEN堺,関西各地 野洲高校 ７位 

第６９回近畿高等学校サッカー選手権大会 6/18・19 橿原公園陸上競技場

他 

綾羽高校 

比叡山高校 

２回戦敗退 

２回戦敗退 

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 7/26 呉市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ多目的 綾羽高校 1回戦敗退 
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第９５回全国高等学校サッカー選手権大会 12/30 駒沢陸上競技場 野洲高校 1回戦敗退 

第７１回国民体育大会近畿ブロック大会 8/12～8/14 太陽が丘陸上競技場 滋賀選抜 1回戦敗退 

第７１回国民体育大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２６回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 8/5～7 静岡県清水NTG 彦根工業 ３回戦敗退 

④３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2016関西 サンライズリーグ ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

2016関西U-13ヤマトタケルリーグ ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第３１回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 5/28,6/4・5 関西各地 SAGAWA SHIGA 

セゾンFC 

FC SETA 

MIOびわこ滋賀 

２次Ｒ敗 

２次Ｒ敗 

１次Ｒ敗 

１次Ｒ敗 

     

第３１回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２８回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 11/6・12 ビッグレイク他 SAGAWA SHIGA 

MIOびわこ滋賀 

２回戦敗退 

1回戦敗退 

第２８回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第６５回近畿中学校総合体育大会 8/8・9 和歌山県上富田スポ

ーツセンター他 

甲南中学校 

仰木中学校 

予選敗退 

第３位 

第４７回全国中学校サッカー大会 8/21 富山南総合公園 仰木中学校 1回戦敗退 

⑤４種（少年・少女） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第４０回全日本少年サッカー大会 12/26～29 鹿児島ふれあいスポ

ーツランド 

亀山SSS 1次R3位 

第３５回近畿スポーツ少年団交流大会 8/27・28 葛城市新庄第１県民

運動場 

草津FC 

青山JFC 

7位 

5位 

第４０回関西少年サッカー大会 9/3・4 J-GREEN堺 FC.SETA 

青山JFC 

アミティエ 

草津FC 

3位T優勝

3位T敗退 

2位T敗退 

3位T敗退 

ＪＡ全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生8人制大会関西 3/18・19 奈良フットボールセ

ンター 

アミティエ 

ジュニオール 

1位T敗退 

予選L3位 

第２３回関西小学生サッカー大会 3/25～27 J-GREEN堺 FC.SETA 

野洲JFC 

守山白鳳SSS 

滋賀ｾﾝﾄﾗﾙFC 

2位T敗退 

3位T敗退 

3位T敗退 

3位T敗退 

第３３回関西少女サッカー大会 12/3・4 J-GREEN堺 FCローザ 

おおつ 

亀山SSS 

2位T3位 

1位T敗退 

2位T敗退 

２０１６年度京滋チャンピオンカップ（U-12） 2/12 雪のため中止   

⑥女子 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

２０１６年度関西女子サッカーリーグ 4/17～9/22 神戸LFC 他 ﾙﾈｽ学園 

栗東LIBRO 

おおつVSC 

1部残留 

2部残留 

2部残留 
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第７１回国民体育大会近畿ブロック大会 8/12～14 京都府 滋賀選抜 準決勝敗退 

第７１回国民体育大会 10/2～5 岩手県盛岡市他 ―――――― ――― 

第３８回皇后杯全日本女子サッカー選手権関西大会 9/11・18・25 

10/2・9 

9/11はﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ 

他は関西各府県 

ルネス学園 

聖泉大学 

予選敗退 

予選敗退 

第３８回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 10月～12月 関西各地 ―――――― ――― 

平成２８年度 関西学生女子春季リーグ 5/14～7/3 大阪・兵庫等 1部:びわ大 

2部:聖泉大 

7位 

1部昇格 

第２５回全日本大学女子サッカー選手権関西大会 

(秋季リーグ) 

9/3～11/6 大阪・兵庫等 1部:聖泉大 

1部:びわ大 

5位 

2部降格 

近畿高等学校サッカー選手権大会 6/18～20 奈良県 八幡商業高 準決勝敗退 

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 7/28～8/2 広島県 ―――――― ――― 

第２０回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権関西大会 8/27 滋賀県 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ ルネス学園 １回戦敗退 

第２０回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 1月上旬 J-Green堺 ―――――― ――― 

第２５回全日本高校女子サッカー選手権大会関西予選 11/13 J-GREEN堺 八幡商業高 １回戦敗退 

第２５回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 1月上旬 兵庫県 ―――――― ――― 

第２５回関西高等学校女子サッカーリーグ 10月～1月 各府県 八幡商業高 

国際情報高 

 

 

第２１回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会関西大会 5/22 和歌山県 ルネス学園 予選L敗退 

第２１回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会 7月下旬 J-Green堺 ―――――― ――― 

第３３回関西ジュニアユースサッカー大会 12/3・4 J-Green堺   

第２８回全国レディース(O-30)サッカー関西大会 未定 京都府 出場せず  

第２８回全国レディース(Oｰ30)サッカー大会 3月下旬  ―――――― ――― 

第２８回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｴｲﾄ(0-40)ｵｰﾌﾟﾝ大会 3月下旬 兵庫県 甲賀忍 ２４位 

２０１６年度京滋チャンピオンカップ（一般） 3月中旬 京都府 聖泉大学 

ルネス学園 

 

⑦シニア 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第４回全国シニア（４０歳以上）大会関西予選 9/4 J-GREEN堺 SR2008 1回戦敗退 

第４回全国シニア（４０歳以上）大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１５回全国シニア(５０歳以上)サッカー大会関西予選 5/8 J-GREEN堺 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 1回戦敗退 

第１５回全国シニア(５０歳以上)サッカー大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１６回全国シニア(６０歳以上)サッカー大会関西予選 4/24 J-GREEN堺 出場せず 不戦敗 

第１６回全国シニア(６０歳以上)サッカー大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第９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 5/1 J-GREEN堺 出場せず  

第９回全国シニア（70歳以上）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２９回全国健康福祉祭ねんりんピック大会 10/15～18 長崎市  
 

２０１６関西シニアサッカーリーグ戦 （O-40） 12/4,2/12・19,3/11 関西各地 滋賀選抜  

〃         （O-50） 12/25,1/22・28 

2/5・19 

関西各地 滋賀選抜  

〃         （O-60） 1/22・29 関西各地 滋賀選抜  

⑧フットサル 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

２０１６関西フットサルリーグ戦 5月～12月 関西各地 あがりゃんせ 2位 

関西チャレンジリーグ(関西リーグ入替戦) 2/11・19・25 和歌山市民体育館他 Ladcao Shiga 入替線敗退 

第１６回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ 2/17・18・19 東海地方 あがりゃんせ 予選L敗退 
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第２２回全日本フットサル選手権大会関西大会 1/10 大阪市中央体育館他 Ladcao Shiga 予選L敗退 

第２２回全日本フットサル選手権大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第３１回全国選抜フットサル大会関西大会 7/16 ｳｶﾙちゃんｱﾘｰﾅ 滋賀県選抜 ２位 

第３１回全国選抜フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１２回全日本大学フットサル大会２０１６関西大会 7/18 ｳｶﾙちゃんｱﾘｰﾅ 立命館大学 予選L敗退 

第１２回全日本大学フットサル大会２０１６ ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第３回全日本ユース(U-18)フットサル大会関西大会 6/26 平群町総合体育館 野洲高校 優勝 

第３回全日本ユース(U-18)フットサル大会 8/4～7 仙台市XEBIOｱﾘｰﾅ他 野洲高校 ﾍﾞｽﾄ８ 

第２２回全日本ユース(U-15)フットサル大会関西大会 9/22 ﾊﾝｱﾘｰｽﾞｱﾘｰﾅ Ladcao Shiga 予選L敗退 

第２２回全日本ユース(U-15)フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２６回全日本少年フットサル大会 8/12～14 駒沢体育館他 ﾗｰｺﾞﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞ 予選L敗退 

関西女子フットサルリーグ 5月～1月 関西各地 あがりゃんせ 10位 

第３回FUTSAL女子地域チャンピオンズリーグ ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１３回全日本女子フットサル大会関西大会 9/17・18 和歌山市民体育館 あがりゃんせ 予選L敗退 

第１３回全日本女子フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第９回全国女子選抜フットサル大会関西大会 12/17 平群町総合体育館 滋賀県選抜 予選L敗退 

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第９回全国女子選抜フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第７回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会関西大会 9/22 ﾊﾝｱﾘｰｽﾞｱﾘｰﾅ ﾙﾈｽ学園 ２位 

第７回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１１回全日本ビーチサッカー大会関西大会 7/3・10 大蔵海岸 大津商業高校 予選L敗退 

第１１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 1/20・21・22 J-GREEN堺 3名 

Ｕ－１４ 5/25～29 

11/24～27 

静岡県:つま恋 

静岡県:時之栖 

1名 

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 5/22,6/25・26,10/23,11/27,2/26 J-GREEN堺,奈良FC 32名 

Ｕ－１４ 5/22,6/26,10/23,11/27,1/22 J-GREEN堺,ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他 20名 

Ｕ－１６ 4/24,5/22,6/12・26,7/10, 

11/7・21,1/8・15,2/6 

J-GREEN堺 

下鳥羽(京都市)他 

20名 

20名 

Ｕ－１２(女子)    

Ｕ－１５(女子)    
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《３》選手強化育成事業および指導者養成事業 

(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 3/19・21,4/2 ビッグレイク他 35名 

練習会 4/14・28,5/12・26,6/16・30,7/7・17・27 

8/4・11 

綾羽高校下戸山Ｇ 

ビッグレイク他 

30名 

遠征合宿等 7/23・24 岐阜県 30名 

②少年男子 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/11・18 ビッグレイク 80名 

練習会 4/21・28,5/9・19,6/6・9・23・30,7/7・14 

8/8･9･10･11 

ビッグレイク、草津東

布引、希望ヶ丘 

30名 

遠征合宿等 7/20～22 

8/3～5 

飛騨高山 

環太平洋大学 

25名 

25名 

③女子 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/17・24 ビッグレイク 50名 

練習会 5/8・22・29,6/5・19・26,7/10,8/7・10・11 ビッグレイク 25名 

遠征合宿等 7/30・31 

8/4・5 

アルビレッジ 

ビッグレイク 

25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 4/9・20,5/11、9/7・14,11/9 ビッグレイク 100名 

練習会 5/25,6/8・15,7/6・13,8/10・31,9/7,11/16 

12/7・14,1/11・18,2/1・15,3/1・8 

ビッグレイク 30名 

大会参加等 12/25～27(京都招待) 太陽が丘、宝ヶ池 20名 

[Ｕ－１４] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/10、10/8 ビッグレイク 50名 

練習会 4/20,5/11・25,6/8・15,7/6・13,8/10・31, 

9/7・28,10/12・19,11/9・16,12/7・14,1/11 

18,2/8・15,3/1・8 

ビッグレイク 30名 

大会参加等 8/6～8(滋賀招待) 

12/25～27(京都招待) 

ビッグレイク他 

サンガタウン他 

25名 

20名 

[Ｕ－１３]   

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/10・13、10/12・19 ビッグレイク 50名 

練習会 4/20,5/11・25,6/8・15,7/6・13,8/10・31,9/7・28 

11/9・16,12/7・14,1/11・18,2/1・8,3/1・8 

ビッグレイク 25名 
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大会参加等 8/6～8(滋賀招待) 

1/7・8(ガンバカップ) 

ビッグレイク他 

J-GREEN堺 

25名 

20名 

②４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 4/3・10,8/27,9/25 ビッグレイク 55名 

練習会 4/2・16・30,5/14・21,6/18,7/16・30,8/20,9/17 

10/1・15・22,11/5・26,12/3,1/21,2/4・18・25,3/4 

ビッグレイク 32名 

大会参加等 7/25・26（兵庫姫路遠征） 

8/3～7（ＦＦＰトレセン研修会） 

12/17（滋賀県サッカーカンファレンス） 

3/11・12（奈良チャンピオンズカップ） 

兵庫県姫路市 

静岡県時之栖 

ビッグレイク 

鴻池競技場他 

16名 

16名 

 

32名 

[Ｕ－１１] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 8/27,9/25 ビッグレイク 60名 

練習会 10/1・15・22,11/5・26,12/3,1/21,2/4・18・25,3/4 ビッグレイク 10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 4/22 ビッグレイク 45名 

練習会 5/13・27,6/10,7/8・22,8/26,9/9・16,10/14 

28,11/11,12/9,1/13 

ビッグレイク 25名 

30名 

大会参加等 8/6・7（関西トレセンリーグ） 

12/10・11（びわこカップ） 

2/11・12（大阪招待） 

J-GREEN堺 

ビッグレイク 

J-GREEN堺 

22名 

30名 

20名 

[Ｕ－１２] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/10・16、9/10・25 ビックレイク 110名 

練習会 4/24,5/22,6/5,8/6,10/1・22,11/6,12/17,3/11 ビックレイク 54名 

大会参加等 7/23・24（大阪シャイニングサッカー大会） 

8/20・21 (兵庫女子ユースサマーサッカー大会 

12/10・11（びわこカップ） 

1/7・8 （神戸ニューイヤーカップ） 

1/8・9 （静岡招待） 

1/28・29（岐阜招待） 

3/18・19（キヤノンガールズエイト） 

3/25・26(兵庫女子U-11スプリングサッカー大会 

万博競技場 

神戸LFC 

ビッグレイク 

神戸しあわせの村 

静岡県 

岐阜県 

JｰGREEN堺 

神戸LFC 

のべ240名 

④その他 

事業 実施日 会 場 参加人数 

ＧＫＰ研修会 6/4 守山北高校 12名 

ＧＫＰ２種スクール 6/6,7/4,9/5・26,11/14,12/12,2/20 

 

ビッグレイク 

Ｊ-ＦＲＥＥ ＰＡＲＫ 

12名 
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ＧＫＰ３種スクール 5/12,6/16,7/14,9/8,10/13,11/16,12/8 ビッグレイク 25名 

ＧＫＰ３種トレセン 8/22 

3/22 

Ｊ-ＦＲＥＥ ＰＡＲＫ 

草津東高校 

24名 

モデル地区トレセン 湖南 5月～2月 (2～3回/月) 佐川守山パーク他 20名 

湖西 5月～2月 (2～3回/月) 伊香立Ｇ他 20名 

湖東 5月～2月 (2～3回/月) 馬淵小他 20名 

湖北 5月～2月 (2～3回/月) 長浜ドーム他 20名 

甲賀 5月～2月 (2～3回/月) 水口スポーツの森他 19名 

トレセン指導者研修会 4/24,6/25,9/3,10/23,11/26,1/28,2/25 ビッグレイク他 20名 

Ｕ９ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 湖西 12/11,1/18 皇子山陸上競技場他 約500名 

湖南 9/25,10/25 野洲川陸上競技場 約250名 

湖東 12/18,1/7 近江八幡運動公園他 約250名 

湖北 10/15,3/19 浅井ｶﾙﾁｬｰ&ｽﾎﾟｰﾂV 約200名 

甲賀 7/3,10/22 甲南ﾊｰﾄﾍﾙｽﾊﾟｰｸ他 約350名 

 

(3)指導者養成（指導者養成部） 

   ①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 ①9/3〜10/1，②1/28〜2/18 ビッグレイク他 50名 

Ｄ級 ①6/25・26， ②2/25・26 ビッグレイク他 40名 

②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 実施なし   

Ｃ級 9/24,1/29 ビッグレイク他 30名 

③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 12/17 ビッグレイク 2名 

Ｂ級 2/19 Ｊ-ＦＲＥＥ ＰＡＲＫ 8名 

  

(4)その他 

事業 実施予定日 会 場 参加人数 

技術委員会 4/14,5/12,6/9,7/14,9/8,10/13 

11/10,12/8,1/12,2/22,3/15 

ビッグレイク 延べ104

名 

滋賀県ｻｯｶｰｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 12/17 ビッグレイク 約50名 

ＴＳＧ事業 U16関西ﾄﾚｾﾝﾘｰｸﾞ(4/24,5/22,6/12・26 

7/10) 

U14関西ﾄﾚｾﾝﾘｰｸﾞ(5/22,6/26,10/23 

11/27,1/22) 

春季高校総体(6/2･4) 

近畿高校ｻｯｶｰ選手権大会(6/18～20) 

滋賀県ｽﾎﾟｰﾂ少年団大会(6/19) 

滋賀招待ｻｯｶｰ大会(U13・14)(8/6～8) 

国体近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会(U16)(8/12～14) 

岩手国体(U16)(10/2～6) 

秋季高校総体(11/12･19) 

J-GREEN堺 

 

J-GREEN堺他 

 

布引運動公園 

奈良県橿原市他 

ビッグレイク 

ビッグレイク他 

太陽が丘(京都) 

岩手県遠野市 

皇子山陸上競技場 

2 名 

 

2 名 

 

3 名 

1 名 

2 名 

4 名 

4 名 

3 名 

4 名 
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全少滋賀県予選(11/26) 

京都招待ｻｯｶｰ大会(U14.15)(12/25-27) 

ガンバカップ(U13) 

ビッグレイク 

太陽が丘他 

J-GREEN堺 

1 名 

3 名 

  3 名 

 

 

《４》審判員強化育成指導および普及事業 

(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 1/9～3/20 栗東さきら他 745名 

３級更新講習会 1/28,2/12,25 栗東さきら 175名 

３級昇級審査 6/26,11/6,3/19 ビッグレイク他 6名 

２級昇級審査 6/19,10/30,3/19 ビッグレイク他 15名 

２級体力テスト 1/28 栗東野洲川Ｇ 48名 

女子４級新規講習会 1/28 ビッグレイク 29名 

登録の対応 年間   

 

 (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木曜日 ビッグレイク 20名 

合同開幕前研修 3/27 立命館守山 32名 

合同中間研修 6/12,8/20 草津東高校,ビッグレイク 27 名 

審判トレセン 7/23,10/23 ビッグレイク 25名 

審判トレセン(女子) 10/2 ビッグレイク 10名 

ユース･女子･Ｕ-２２研修 11/20 玉川高校 20名 

２級研修 11/27,12/18 ビッグレイク 28名 

レフェリースクール 2/11,3/12 ビッグレイク・びわこ成蹊 35名 

審判技術交流研修 5月～12月 各府県 3名 

関西トレセン参加    

 

(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 10/29,1/21 ビッグレイク･立命館守山 21名 

２級インストラクター研修 6/4 布引グリーンスタジアム 10 名 

インストラクタースクール 11/26 ビックレイク 6 名 

合同開幕前研修 6/26,7/29・30,11/27 県内各地 16名 

出前研修 年間 １２６試合 県内各地・関西各地 ―――― 

 

(4)派遣・割当活動 

事業 実施日 会 場 参加人数 

審判派遣・割当（各種大会等） 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 １２６試合 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 12/23,3/4・5 ビッグレイク 133名 

３級認定講習会 5/4 びわこ成蹊大学 15名 
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開幕前研修 7/30 滋賀県立体育館 8名 

４種対象研修会 6/4 ビッグレイク 25名 

２級研修会 12/23 ビッグレイク 12名 

審判・インストラクターの派遣・割当 年間 滋賀県立体育館  

審判委員会 隔月 ビッグレイク 6 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 栗東ＷＰ・さきら 35名 

関西委員長会議 毎月第1金曜日 関西サッカー協会 1名 

全国委員長会議 6/4・5 ＪＦＡハウス 1名 

審判・技術合同研修 10/1 ビッグレイク 12 名 

カンファレンス 12/17 ビッグレイク 3 名 

 

 

《５》ＪＦＡミッション事業 

(1)Ｍ１：キッズ普及事業 

事業 実施日 会 場 参加数等 

キッズリーダーの保育園等への派遣 4/11～3/24 県内２２４園 60,402名 

キッズリーダーのキッズ教室への派遣 ６月～３月 県内１６箇所 名 

キッズフェスティバル 別に掲載   

キッズリーダー講習会 5/28,6/25,7/17・30,8/27 

9/3・24,10/16 

ビッグレイク他 のべ196名 

キッズリーダーインストラクター講習会 5/20～5/22 帝人アカデミー 参加せず 

キッズリーダーチーフインストラクター講習会 6/18・19 帝人アカデミー １名 

地域キッズミーティング 9/17・18 京都 2 名 

2016ＪＦＡキッズミーティング 1/28・29 ＪＦＡハウス 1 名 

 

(2)Ｍ１：フェスティバル開催事業 

  ①ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル２０１６ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 12/10 長浜バイオ大学ドーム 150名 

  ②ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル２０１６ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 6/5 JRA栗東トレセン 137名 

第２回 7/10 聖泉大学 157名 

第３回 11/27 ビッグレイク 78名 

第４回 12/10･11 ビッグレイク 498名 

③ＪＦＡキッズ（Ｕ－６/８/１０）サッカーフェスティバル２０１６ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 5/13 ビッグレイク 350名 

第２回 7/17（荒天中止） 彦根陸上競技場  

第３回 10/15 ビッグレイク 181名 

第４回 12/11 皇子山陸上競技場 335名 

第５回 3/4 彦根陸上競技場 260名 

 



- 13 - 

④フットボールデー２０１６の開催 

 実施日 会 場 参加人数 

フットボールデー 8/21 皇子山陸上競技場 120名 

 

(3)Ｍ１：女子育成事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

ガールズサッカー教室 甲賀教室 

4/26,5/24,6/28,7/26,8/23,9/27 

11/22,12/27,1/24,2/28,3/28 

水口スポーツの森 

 

 

のべ 390 名

（うち女子 

のべ 78名） 

栗東教室 

4/2・16,5/7・21,6/4・18,7/2・19 

8/6・20,9/3・24,10/1・15,11/5・19 

12/3・17,1/7・21,2/4,3/4・18 

JRA栗東トレセン 

 

 

 

中学生 

のべ 155 名 

小学生 

のべ 98 名 

母子教室 

7/31,2/11,3/11 

JRA栗東トレセン 

 

のべ 52 組

（女子 5 名 

母親３４名） 

レディース８人制サッカー 5/28,11/12,2/25(交流会) 

7/28,10/27(練習試合) 

8/20・21(三重ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ) 

11/20・21(兵庫ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ) 

3/5・6(伊賀ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ) 

3/18～20(全国ﾚﾃﾞｨｰｽｴｲﾄｵｰﾌﾟﾝ大会) 

J-FREE PARK他 

貴生川小学校 

鈴鹿市 

神戸しあわせの村 

伊賀市阿山 

兵庫県三木防災 

のべ 131名 

のべ 45名 

14名 

18名 

10名 

16名 

びわこカップ 12/10・11 ビッグレイク 23ﾁｰﾑ 

少女の事業推進 10/15・16(関西少女滋賀大会) 

3/18・19 (ｷｬﾉﾝｶﾞｰﾙｰｽﾞｴｲﾄ) 

エコふれあい広場 

J-GREEN堺 

9 ﾁｰﾑ 

2 ﾁｰﾑ 

 

(4)Ｍ１：シニア環境整備事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

Ｏ－３５リーグ 6/25,7/16・17・23・30,8/6,9/11 

24,10/15・29,11/5・19 

ビッグレイク 8ﾁｰﾑ 

シニアナイター 5/7・29,7/2・24,8/28,9/3,10/2 ビッグレイク 名 

シニアフェスティバル 5/8,6/5・12,7/16,8/14,10/23,11/13 ビッグレイク他 名 

マンデーナイト 毎週月曜日（年間３８回） ビッグレイク のべ1,206名 

 

(5)Ｍ１：フットサル環境整備事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

エンジョイフットサル 毎月第4土曜日 ビッグレイク 250名 

２種フットサルフェスティバル 12/23，3/20 ビッグレイク 180名 

女子リーグの推進 実施せず   

ビーチサッカーの推進 実施せず   

 

(6)Ｍ１：リーグ戦支援事業 

事業 実施日 会 場 参加数 

Ｕ－１０ ４月～７月 県内各地 97ﾁｰﾑ 

Ｕ－１１ ４月～７月 県内各地 78ﾁｰﾑ 

Ｕ－１２ ４月～７月 県内各地 129ﾁｰﾑ 
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Ｕ－１３ ７月～１月 県内各地 32ﾁｰﾑ 

Ｕ－１５ １月～８月 県内各地 63ﾁｰﾑ 

Ｕ－１８ ３月～10月 ビックレイク他 61ﾁｰﾑ 

 

(7)Ｍ１：中学生環境整備事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

中１前半プロジェクト 5/16・23・30,6/13・20・27,7/4・11 水口スポーツの森 245名 

中３後半プロジェクト 9/26,10/3・17,10/31,11/21・28,12/5・12 水口スポーツの森 123名 

 

(8)Ｍ２：「ＪＦＡグリーンプロジェクト」の推進 

 

(9)Ｍ４：エリート養成支援事業 

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 毎週１回 ビッグレイク 18名 

湖西 毎週１回 びわこ成蹊大学他  

湖東 毎週１回 ジョイフットサルプラザ  

湖北 毎週１回 おうみの母の里  

甲賀 毎週１回 ルネス学園他 16名 

  ＊県全体の活動 

地域 実施日 会 場 参加人数 

キッズ教室・交流戦 4/30,6/25,10/15,11/19,12/18,2/19,3/11 ビッグレイク のべ250名 

 ②強化育成事業 

地域 実施日 会 場 参加人数 

Ｕ－１２ 4/16・30,5/14・21,6/18,7/16・30,8/20,9/17 

10/1・15・22,11/5・26,12/3,1/21,2/4・18・25 

3/4 

ビッグレイク 32名 

Ｕ－１３ 4/10・13・20,5/11・25,6/8・15,7/6・13,8/6・7 

8・10・31,9/7・28,11/9・16,12/7・14,1/7・8 

11・18,2/1・8,3/1・8 

ビックレイク他 25名 

Ｕ－１４ 4/10・20,5/11・22・25,6/8・15・26,7/6・13 

8/6・7・8・10・31,9/7・28,10/8・12・19・23 

11/9・16・27,12/7・14・25・26・27,1/11・18 

22,2/8・15,3/1・8 

ビックレイク他 30名 

Ｕ－１５ 4/9・20,5/11・25,6/8・15,7/6・13,8/10・31,9/7

14,11/9・16,12/7・14・25・26・27,1/11・18,2/1

15,3/1・8 

ビックレイク他 30名 

Ｕ－１６ 4/11・18・21・24・28,5/9・19・22,6/6・9・12 

23・26・30,7/7・10・14・20・21・22,8/3・4・5 

8・9・10・11,11/7・21,1/8・15,2/6 

ビックレイク他 30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 FFP(8/2～7)   NTC(1/20)   県内(4月～3月) 御殿場、J-GREEN堺他 200名 

リーグ戦の推進 指導者研修会(6月～2月)    視察(4月～3月) 県内各所 100名 

研修会参加 YD研修(前期7月：後期12月)   ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ(1月) J-GREEN堺、御殿場他 50名 
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 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 7/2,12/3 あたか飯店 のべ21名 

 

 (10)Ｍ８：郡市協会活動支援事業 

 事業 実施日 会 場 参加数 

郡市サッカー協会連絡協議会 6/5,9/4,12/4,2/4 ｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ、県教育会館 のべ60人 

市対抗交流フットサル大会 10/23 ｼﾞｮｲﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ ８チーム 

市対抗シニアサッカー大会 9/25 ビッグレイク ６チーム 

市対抗クラブサッカー大会 1/29(1/22は中止) ビッグレイク ８チーム 

    

《６》広報活動事業 

(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。（１０月１日、３月２０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、協会内に保存した。 

   

 

《７》国際交流事業 

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 3/24～31 スペイン(バルセロナ) 31名 

４種 3/19～22 大韓民国ソウル市 23名 

 

 

《８》その他、調査研究事業など 

(1) スポーツ医学の推進 

事業 実施日 会 場 参加人数 

全国医学委員長会議 1/12 ＪＦＡ 1名 

サッカードクターセミナー ―――――――――― ―――――――――― 0名 

アスレチックトレーナーセミナー 2/5 ＪＦＡ 1名 

メディカル･チェック 

メディカル･サポート 

8/21 

8/27 

11/12・19 

皇子山陸上競技場 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

皇子山陸上競技場 

1 名 

1 名 

各1名 

高校選手権出場校のメディカルサポート 12/2～8 済生会病院 1名 

スポーツ医学セミナー 8/21 皇子山陸上競技場 34名 

医事委員会 6/4,8/21,12/17,3/4 ウイングプラザ他 のべ30名 

 

(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、研究をすすめた。 

 

(3)Ｊクラブ設立の支援 

  滋賀県にＪクラブが誕生し、Ｊリーグに加盟するチームが誕生するよう、関係者や関係機関と

協議を重ねた。 
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【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） ５７ １５６８ ４３ 

１種（大学） ５ ３６３ ３ 

２種（高校・クラブ） ５５ ２４１３ ２４ 

３種（中学校・クラブ） ８８ ３４４２ ４６ 

４種（少年団・クラブ） １３０ ４４１４ ２０ 

女子（一般）  ７ ８８ ２ 

女子（高校）   ３ ７４ ２ 

女子（中学）  ２ ６８ ０ 

シニア ３ ８１ ２ 

フ
ッ
ト
サ
ル 

１種（社会人・大学） ２４ ４１１ ＊＊＊＊＊＊ 

２種（高校・クラブ）  １ １８ ＊＊＊＊＊＊ 

３種（中学校・クラブ） ０ ０ ＊＊＊＊＊＊ 

４種（少年団・クラブ） ６ ９１ ＊＊＊＊＊＊ 

女子（一般） ２ ２４ ＊＊＊＊＊＊ 

女子（高校） ０ ０ ＊＊＊＊＊＊ 

女子（中学） １ ６ ＊＊＊＊＊＊ 

シニア ０ ０ ＊＊＊＊＊＊ 

合   計 ３８４ １３０６０ １４２ 

 

②指導者 

       登録種別     登録人数 

       Ｓ 級 ７ 

       Ａ 級 Ｇ １１ 

       Ａ 級 Ｕ－１２ ７ 

Ｂ 級 ６７ 

       Ｃ 級 ３５１ 

       Ｄ 級 ４６８ 

       キッズ  

       合   計 ９１１ 
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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 ４３ Ｆ ７ 

   ３級審判 Ｓ １８１ Ｆ ２４ 

   ３級審判（ユース） Ｓ １８ Ｆ ０ 

   ４級審判 Ｓ １６３４ Ｆ １７１ 

   ４級審判（ユース） Ｓ ５８４ Ｆ ３ 

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 １５ Ｆ ４ 

   ３級インストラクター Ｓ ２９ Ｆ ３ 

       合   計 Ｓ ２５０９ Ｆ ２１２ 

④その他 

 役員（理事・監事）     ２６名 

  郡市サッカー協会     １０団体 
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【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 6/12 ウイングプラザ 

運営協議会 4/1・13・25・28,5/9・23,7/11・20,8/5・17 

9/1・14,10/5・26,11/16・29,12/19,1/16,2/6

20,3/15・27 

ビッグレイク他 

理事会 5/15,6/12,7/24,9/18,11/20,1/21,3/19 ビッグレイク他 

定例監査 5/8 ビッグレイク 

人事委員会 1/13 石山 

財務委員会 9/5,12/5,1/12 ビッグレイク 

将来構想委員会 8/29,9/19,10/6,2/1・27 ビッグレイク 

会計担当者会議 開催なし  

ＦＡＣＵＰ実行委員会 4/21,6/1,10/29,2/2 ビッグレイク 

国体ＰＴ会議 5/18,12/1 ビッグレイク 

ＭＷＯ講習会 4/16,5/14,10/15 ビッグレイク他 

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)4/21・26,6/24,9/16・23,11/25,2/17 彦根工業高校他 

３種委員会 必要の都度、年6回以上開催 ビックレイク・ウイングプラザ 

４種委員会   

女子委員会 4/2,5/14,6/4,7/9,8/21,9/4,10/8,11/19 

12/17,1/22,2/18,3/23 

ビッグレイク他 

シニア委員会   

フットサル委員会 必要の都度、年5回開催 県内各地 

キッズ委員会   

技術委員会 4/14,5/12,6/9,7/14,9/8,10/13,11/10,12/8 

1/12,2/22,3/15 

ビッグレイク 

審判委員会 毎月第２土曜日 栗東ＷＰ・さきら 

規律委員会 12/11 ビッグレイク 

施設・競技委員会 12/18,1/11 ビッグレイク 

医事委員会 6/4,8/21,12/17,2/4 ウイングプラザ他 

広報委員会 7/7,10/8,1/30,3/25 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 12/23,3/26 ＪＦＡ 

都道府県代表者会議 7/23,10/23 ＪＦＡ 

事務局長会議 開催なし  

事務局(登録説明会) 11/25 IUI新大阪研修ｾﾝﾀｰ 

ｳｪﾙﾌｪｱｵﾌｨｻｰ認定研修会 11/27 CIVI研修ｾﾝﾀｰ新大阪東 

47FA基盤強化研修会 9/7・8,10/5・6・26・27,11/30,12/1,2/19 ＪＦＡ 
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障がい者ｻｯｶｰｼﾞｮｲﾝﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 11/23 ＪＦＡ 

各種別委員長会議   

各委員会委員長会議 審判:6/4・5, 技術:2/18・19, 医事:1/12 ＪＦＡ 

９地域訪問会議 4/8,10/3, J-GREEN堺, ｸﾗｲﾝﾄｲﾝ江坂 

タウンミーティング 12/10 ラフォーレびわこ 

47FA応援会議 12/11 ラフォーレびわこ 

天皇杯運営会議 6/10,2/24 J-GREEN堺, ｸﾗｲﾝﾄｲﾝ江坂 

②関西協会関連 

会議 実施日 会 場 

社員総会 6/28 関西協会 

常務理事会 4/27,5/17,6/20,8/12,9/21,12/16,2/3 関西協会・京都市 

理事会 4/8,5/25,6/22,10/13,1/20,3/16 関西協会他 

各種別委員長会議   

各委員会委員長会議 審判：毎月第１金曜日 関西協会 

事務局関連会議 開催なし  

技術委員会拡大会議 開催なし  

 

(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 4/9 ピアザ淡海 

県民体育大会担当者会議 4/9 ピアザ淡海 

県体協国体報告会・表彰式 11/15 大津プリンスホテル 

県体協競技力向上委員会 3/15 野洲文化ホール 

県体協強化スタッフ会議 9/9 県立武道館 

県総務課立入検査 11/10 県協会事務所 

公益法人定期提出書類作成説明会   

toto申請説明会 12/2 TKP大阪本町ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 

国体開催準備競技団体担当者連絡会 4/14 大津合同庁舎 

国体開催準備委員会競技運営専門委員会 開催なし  

障害者スポーツ協会競技力向上委員会 4/24 県スポーツ会館 

ビッグレイク調整会議 5/28,1/18 ビッグレイク 

 

(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17回大津市少年ｻｯｶｰ大会(第9回JAﾚｰｸ大津杯) 4/2・3 大津市サッカー協会 

第３４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２４回玉川サマーカップ2016 8/6 玉川ﾅｲｽｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

第11回びわ湖ジュニアサッカーサマーカーニバル 8/6～8 京都新聞 

第７回びわ湖カップ少年サッカー大会 8/17・18 (公財)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2016 10/1・2 野洲市教育委員会 

第３２回草津カップ５年生大会 11/6 草津市サッカー協会 

玉川フェスティバル2017 2/4・5 玉川ﾅｲｽｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

第３５回栗東少年サッカー大会 2/25・26 栗東市サッカー協会 

第６回東近江市長杯少年サッカー大会 3/4・5 東近江市サッカー協会 
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滋賀県YMCA第２回ＤＲＥＡＭ festival 3/12 滋賀ＹＭＣＡ 

 

(5)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９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ＭＩＯびわこ滋賀ＦＣ 

１種 第４０回総理大臣杯全日本サッカートーナメント びわこ成蹊スポーツ大学 

１種 第２６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２８年度全国高等学校総合体育大会 綾羽高等学校 

２種 第９５回全国高等学校サッカー選手権大会 野洲高等学校 

３種 第４７回全国中学校サッカー大会 仰木中学校 

４種 第４０回全日本少年サッカー大会 亀山サッカースポーツ少年団 

女子 第２７回全国レディース･エイト(0-40)オープン大会 滋賀甲賀忍 

ﾌｯﾄｻﾙ 第３回全日本ユース(U-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２４回全日本少年フットサル大会 ラーゴフットボールクラブ 

 


