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平成３０（２０１８）年度 事業計画 

                             

  公益社団法人滋賀県サッカー協会 

『事業の概要について』 

  滋賀県のサッカー界を統括し、代表する団体として滋賀県内におけるサッカー及びフットサル 

  の普及、発展を図ると共に、県民の豊かなスポーツ文化の振興、心身の健全な発達に寄与する 

  ことを目的とし、この目的を達成するために次の事業をおこなう。 

    

【Ⅰ 公益目的事業 】 

《１》県内競技会等の開催事業 

(1)サッカーやフットサルの競技会をカテゴリー別に開催する。 

 ①滋賀県協会 

大  会  名 開催予定日 会 場 

第２３回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀ＦＡカップ) 

兼天皇杯JFA第９７回全日本サッカー選手権大会滋賀県代表決定戦  

4/8,22 

5/13 

ビッグレイク 

布引運動公園陸上競技場 

第７１回滋賀県民体育大会（一般の部）  7/29,8/5 ビッグレイク 

②１種（社会人・大学生等） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

第５４回全国社会人サッカー選手権大会滋賀県大会 4月 ビッグレイク 

第２５回全国クラブチームサッカー選手権大会滋賀県大会 5月～8月 ビッグレイク 

滋賀県社会人リーグ 5月～11月 県内各地 

滋賀県社会人１部リーグ４強リーグ 11月 ビッグレイク 

第２４回滋賀県サッカー選手権大会社会人代表決定戦 2019年2月-4月 ビッグレイク他 

第２４回滋賀県サッカー選手権大会大学代表決定戦 2019年3月 びわこ成蹊スポーツ大学 

③２種（高校生） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ２０１８滋賀 2/10～10月 県内各地 

滋賀県高等学校春季総合体育大会兼全国高校総体滋賀県予選 5/13～6/2 布引陸上競技場他 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会 

兼全国高等学校サッカー選手権大会滋賀県大会 

10/20～11/17 布引陸上競技場他 

第７１回滋賀県民体育大会（高校の部） 12/15～1/26 ビッグレイク他 

滋賀県高等学校定通部春季総合体育大会 6/9 未定 

滋賀県高等学校定通部秋季総合体育大会 9/15 未定 

高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ２０１９滋賀 2019年2月～ 県内各地 

④３種（中学生） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

第３３回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会滋賀大会 4/4～5/13 ビッグレイク他 

平成30年度滋賀県クラブユース（U-15）新人戦 11/3～11/12 ビッグレイク他 

第55回滋賀県中学校春季総合体育大会/春季選手権大会 5/17～20 ビッグレイク他 

第70回滋賀県中学校夏季総合体育大会兼第71回県民体育大会 

 

地区：7/14,21,22 

県：7/26～28 

県内各地 

布引陸上競技場他 

第64回滋賀県中学校秋季総合体育大会/冬季選手権大会 地区：10/19 県内各地 
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 県：12/1,2 県内各地 

高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ２０１８滋賀 １月～８月 ビッグレイク他 

Ｕ－１３リーグ２０１８滋賀 ７月～１月 県内各地 

高円宮杯JFA第３０回全日本U-15サッカー選手権大会滋賀大会 8月～10月 ビッグレイク他 

⑤４種（小学生） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

第５０回滋賀県ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団選手権大会 

 

地区:4月～5月 

県:6/3,10,17 

県内各地 

ビッグレイク 

第３５回関西少女サッカー大会滋賀県大会 10/13,14 ビッグレイク 

JFA第４２回全日本U-12サッカー選手権大会滋賀県大会 

 

地区:4月～10月 

県:11/17～25 

県内各地 

ビッグレイク 

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカーin滋賀 

 

地区:11月～12月 

県：1/13,14 

県内各地 

ビッグレイク 

第４２回木下杯サッカー大会 

 

地区:11月～12月 

県：2/3-17 

県内各地 

ドラゴンハット、ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ 

第２回井原正巳杯サッカー大会 

 

地区:1月 

県:1/19,20 

県内各地 

ビッグレイク 

Ｕ－１２リーグ ４月～11月 県内各地 

⑥女子 

大  会  名 開催予定日 会 場 

滋賀県高等学校春季総合体育大会 未定 ビッグレイク 

第７１回滋賀県民体育大会（高校の部） 未定 ビッグレイク 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会 未定 ビッグレイク 

JFA第２３回全日本U-15女子サッカー選手権大会滋賀県大会 5/5,6 甲南G＆B、ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ 

JFA第２２回全日本U-18女子サッカー選手権大会滋賀県大会 7/30 未定 

皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会滋賀県大会 7/15,22 ビッグレイク 

第１１回京滋チャンピオンカップ滋賀県予選（一般） 2019年 2/2,3 未定 

⑦シニア 

大  会  名 開催予定日 会 場 

JFA第６回全日本 O-40 サッカー大会滋賀県大会 7/15 ビッグレイク 

JFA第１７回全日本O-50サッカー大会滋賀県大会 4/1 ビッグレイク 

JFA第１８回全日本O-60サッカー大会滋賀県選考会 未定 未定 

JFA第  回O-70サッカーオープン大会滋賀県選考会 未定 未定 

滋賀県シニアサッカー選手権大会 未定 ビッグレイク 

⑧フットサル 

大  会  名 開催予定日 会 場 

滋賀県社会人フットサルリーグ2018 ５月～１月 県内各地 

JFA第２４回全日本フットサル選手権大会滋賀県大会 10月～11月 県内各地 

第１４回全日本大学フットサル大会2018滋賀県大会 ４月～５月 未定 

JFA第５回全日本U-18フットサル大会滋賀県大会 未定 ｼﾞｮｲﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ 

JFA第２４回全日本U-15フットサル選手権大会滋賀県大会 未定 県立体育館 

JFA第２８回全日本U-12フットサル選手権大会滋賀県大会 未定 県立体育館他 

JFA第１５回全日本女子フットサル選手権大会滋賀県大会 未定 県立体育館 

JFA第９回全日本U-15女子フットサル大会滋賀県大会 未定 未定 

JFA第１３回全日本ビーチサッカー大会滋賀県大会 未定 未定 
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(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する。 

種別 事 業 名 開催予定日 会 場 

１種 ０－３５サッカーリーグ 4月～12月 ビッグレイク 

３種 第２０回クラブユースBIWAKO SUMMER FESTA 7/27,28,29 ビッグレイク他 

３種 第２７回滋賀招待中学生サッカー大会 8/4～6 ビッグレイク他 

４種 京滋親善少年サッカー大会 12/2 ビッグレイク 

４種 第２２回滋賀県女子サッカー春季交流大会(U-12) 5/27 ビッグレイク 

女子 第２１回滋賀県女子サッカー春季交流大会(一般) 4/15～ ビッグレイク他 

女子 ２０１８年度滋賀県女子サッカーリーグ 12/23,24,1/12 ビッグレイク 

女子 第２２回びわこｶｯﾌﾟ滋賀県女子招待ｻｯｶｰ大会 12/8,9 ビッグレイク 

女子 第７回びわ湖なでしこｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会（U-12） 2/24,25 希望が丘文化公園 

シニア 県スポーツレクレーション大会 5/27 ビッグレイク 

シニア 第２５回ねんりんピックびわこ県民大会 4/15 ビッグレイク 

 

《２》代表の派遣事業 

(1)関西大会及び全国大会に各カテゴリーの代表を派遣する。 

 ①滋賀県協会 

大  会  名 開催予定日 会 場 

天皇杯JFA第９７回全日本サッカー選手権大会 5/26,27～ 日本各地 

②１種（社会人） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

第２０回日本フットボールリーグ（ＪＦＬ） 3/11～11/18 日本各地 

第５３回関西サッカーリーグ 4/14～9/23 関西各地 

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ２０１８ 11/9～25 全国各地 

Ｔｈｅ ＫＳＬ ＣＵＰ ２０１８ 10/6～12/15 関西各地 

第５３回関西府県リーグ決勝大会 12/2～1/6 関西各地 

第５４回全国社会人サッカー選手権大会関西予選 7/28～8/5 関西各地 

第５４回全国社会人サッカー選手権大会 10/20～24 茨城県鹿嶋市 

第２５回全国クラブチームサッカー選手権大会関西大会 9/2～9 上富田、アスパ五色 

第２５回全国クラブチームサッカー選手権大会 12/1～4 愛媛県愛南町他 

第７３回国民体育大会近畿ブロック大会(ｻｯｶｰ競技) 8/17～19 和歌山県上富田 

第７３回国民体育大会(ｻｯｶｰ競技) 9/30～10/3 福井県坂井市 

日本スポーツマスターズ２０１８関西大会 6/23 滋賀県ビッグレイク 

日本スポーツマスターズ２０１８札幌大会(ｻｯｶｰ競技) 9/15～18 北海道札幌市 

１種（大学） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

第９６回関西学生サッカーリーグ 4/7～6/17 

9/15～11/25 

関西各地 

第６７回全日本大学サッカー選手権大会 12/12～20 首都圏 

第４７回関西学生サッカー選手権大会 6/16～7/8 関西各地 

第４２回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 8/31～9/9 大阪市他 

１種（専門学校） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

第２８回関西専門学校サッカー選手権大会 8月 J-GREEN堺 

第２８回全国専門学校サッカー選手権大会 10/8～13 宮城県 
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   ③２種（高校生） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

高円宮杯JFAU-18サッカープリンスリーグ2018関西 4/8～12/8 J-GREEN堺他 

第71回近畿高等学校サッカー選手権大会 6/16～18 J-GREEN堺 

平成３０年度全国高等学校総合体育大会（ｻｯｶｰ競技） 8/7～13 三重県鈴鹿市 

第９７回全国高等学校サッカー選手権大会 12/30～1/14 首都圏各地 

第７３回国民体育大会近畿ブロック大会（ｻｯｶｰ競技） 8/17～19 和歌山県上富田 

第７３回国民体育大会（ｻｯｶｰ競技） 9/30～10/4 福井県坂井市 

第２８回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 ８月中旬 静岡県 

④３種（中学校・クラブ） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

高円宮杯JFAU-15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2018関西 サンライズリーグ 3/4～10/27 関西各地 

2018関西U-13 ヤマトタケルリーグ 4月～12月 関西各地 

第３３回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会関西大会 5/26～6/24 関西各地 

第３３回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 8/15～24 北海道帯広市 

高円宮杯JFA第３０回全日本U-15サッカー選手権大会関西大会 11/4～18 関西各地 

高円宮杯JFA第３０回全日本U-15サッカー選手権大会 12月下旬 群馬県、大阪府他 

第６７回近畿中学校総合体育大会 8/6,7,8 J-GREEN堺 

第４９回全国中学校サッカー大会 8/18～23 鳥取県鳥取市 

⑤４種（少年団） 

大  会  名 開催予定日 会 場 

JFA第４２回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会 12/26～29 鹿児島県 

第３７回近畿スポーツ少年団交流大会 8月  

第４２回関西少年サッカー大会(ﾆｯﾎﾟﾝﾊﾑｶｯﾌﾟ) 9/1,2 J-GREEN堺 

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカーin関西 3/9,10 京都宝ヶ池 

第２５回関西小学生サッカー大会(ﾌｼﾞﾊﾟﾝｶｯｸ) 3/23～25 J-GREEN堺 

第３５回関西少女サッカー大会 12/1,2 J-GREEN堺 

第１１回京滋チャンピオンカップ（U-12） 2019年1/26,27 ビッグレイク 

ｷｬﾉﾝｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄJFA第16回関西ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰ大会 3/16,17 J-GREEN堺 

⑥女子 

大  会  名 開催予定日 会 場 

２０１８年度関西女子サッカーリーグ 4月～11月 関西各地 

第７３回国民体育大会近畿ブロック大会 8/17～19 和歌山県 

第７３回国民体育大会(ｻｯｶｰ競技) 10/1～4 福井県坂井市 

皇后杯JFA第４０回全日本女子サッカー選手権大会関西大会 8/26～9/24 ビッグレイク他 

皇后杯JFA第４０回全日本女子サッカー選手権大会 10月～12月 全国各地 

平成３０年度 関西学生女子春季リーグ 5/6～6/24 関西各地 

平成３０年度 関西学生女子秋季リーグ 

兼第２７回全日本大学女子サッカー選手権大会関西大会 

9/2～11/18 関西各地 

第２７回全日本大学女子サッカー選手権大会 12月～1月 全国各地 

近畿高等学校サッカー選手権大会 6/16～18 J-GREEN堺 

平成３０年度全国高等学校総合体育大会（ｻｯｶｰ競技） 8/1～5 静岡県藤枝市 

JFA第２２回全日本U-18女子サッカー選手権大会関西大会 10/7～20 J-GREEN堺 

JFA第２２回全日本U-18女子サッカー選手権大会 1月  

第２７回全日本高等学校女子サッカー選手権大会関西大会 11/10,11,18 奈良県 
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第２７回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 1月 兵庫県 

第２７回関西高等学校女子サッカーリーグ 10月～12月 関西各地 

JFA第２３回全日本U-15女子サッカー選手権大会関西大会 5/19～6/3 兵庫県 

JFA第２３回全日本U-15女子サッカー選手権大会 7/21～28 J-GREEN堺 

第３５回関西女子ジュニアユースサッカー大会 11/3～23 関西各地 

JFA第３０回全日本O-30女子サッカー大会関西大会 11/18 ビッグレイク 

JFA第３０回全日本O-30女子サッカー大会 3月  

JFA第３０回O-40女子サッカーオープン大会 3月 兵庫県 

２０１８年度京滋チャンピオンカップ（一般） 3月 京都府 

⑦シニア 

大  会  名 開催予定日 会 場 

ＪＦＡ第６回全日本Ｏ―４０サッカー大会関西大会 9/4～11 J-GREEN堺 

ＪＦＡ第６回全日本Ｏ―４０サッカー大会 11/3～5 千葉県市原市 

ＪＦＡ第１７回全日本Ｏ―５０サッカー大会関西大会 5/6～13 J-GREEN堺 

ＪＦＡ第１７回全日本Ｏ―５０サッカー大会 7/7～9 静岡県藤枝市 

ＪＦＡ第１８回全日本Ｏ―６０サッカー大会関西大会 4/15～22 J-GREEN堺 

ＪＦＡ第１８回全日本Ｏ―６０サッカー大会 5/26～28 福島県相馬市 

ＪＦＡ第１２回全日本Ｏ―７０サッカーオープン大会関西大会 4/15 J-GREEN堺 

ＪＦＡ第１２回全日本Ｏ―７０サッカーオープン大会 5/26～28 福島県相馬市 

第３1回全国健康福祉祭とやま大会 11/4～6 富山県富山市 

第７回全国ライフスポーツ大会 11月  

第１４回関西シニアサッカーフェスティバル 12月～2月 関西各府県会場 

⑧フットサル 

大  会  名 開催予定日 会 場 

２０１７関西フットサルリーグ戦 5月～12月 関西各地 

関西チャレンジリーグ(関西リーグ入替戦) 2月  

第１７回ＦＵＴＳＡＬ地域チャンピオンズリーグ 2月～3月  

ＪＦＡ第２４回全日本フットサル選手権大会関西大会 1月 関西各地 

ＪＦＡ第２４回全日本フットサル選手権大会 3月 全国各地 

第３４回全国選抜フットサル大会関西大会 7月  

第３４回全国選抜フットサル大会 9/21～23 長崎県島原市 

関西学生フットサルリーグ２０１８ 5月～2月 関西各地 

第１４回全日本大学フットサル大会関西大会 7月 和歌山県 

第１４回全日本大学フットサル大会 8/24～26 大阪府岸和田市 

ＪＦＡ第５回全日本Ｕ－１８フットサル大会関西大会 7月 兵庫県 

ＪＦＡ第５回全日本Ｕ－１８フットサル大会 8/2～5 宮城県仙台市 

ＪＦＡ第２４回全日本Ｕ－１５フットサル選手権大会関西大会 9月 滋賀県 

ＪＦＡ第２４回全日本Ｕ－１５フットサル選手権大会 1月  

ＪＦＡﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２８回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会 8/17～19 東京都駒沢体育館他 

関西女子フットサルリーグ 5月～2月 関西各地 

第４回ＦＵＴＳＡＬ女子地域チャンピオンズリーグ 未定 未定 

ＪＦＡ第１５回全日本女子フットサル選手権大会関西大会 ９月 奈良県 

ＪＦＡ第１５回全日本女子フットサル選手権大会 11/2～4 石川県 

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第１１回全国女子選抜フットサル大会関西大会 12月  

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第１１回全国女子選抜フットサル大会 3月  
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ＪＦＡ第９回全日本女子Ｕ－１５フットサル選手権大会関西大会 9月 滋賀県 

ＪＦＡ第９回全日本女子Ｕ－１５フットサル選手権大会 1月  

ＪＦＡ第１３回全日本ビーチサッカー大会関西大会 7月 大阪府、兵庫県 

ＪＦＡ第１３回全日本ビーチサッカー大会 10月 沖縄県 

 

(2)トレセンにチームや選手の派遣を行う。 

①ナショナルトレセン 

カテゴリー 実施予定日 会 場 

Ｕ－１２ 8/2～5(FFP) 

1/25～27 

静岡県時之栖 

J-GREEN堺 

Ｕ－１４ 5/24～27 J-GREEN堺 

Ｕ－１６ なし  

Ｕ－１５女子 9/29～10/2  12/8～11 未定 

②関西トレセン（関西トレセンリーグ） 

カテゴリー 実施予定日 会 場 

Ｕ－１２ 5/27,6/23,24,10/28,11/25,2/24 J-GREEN堺、奈良県 

Ｕ－１４ 5/27～2019/1/27 J-GREEN堺 

Ｕ－１６ 4/22,5/27,6/10,24,7/8 12/15,16 J-GREEN堺 

Ｕ－１７ 1/21～23 J-GREEN堺 

Ｕ－１２（女子） 6/24 未定 

Ｕ－１５（女子） 8/18～19  9/22～23  10/27～28 未定 

 

 

《３》選手の強化、育成･指導、指導者の養成事業 

(1)選手強化（国体強化部） 

  ①成年男子 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月 ビッグレイク 

練習会 ４月～９月（月２回） ビッグレイク 

遠征合宿 未定 未定 

②少年男子 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月 ビッグレイク 

練習会 ４月～８月 ビッグレイク他 

遠征合宿 7/21～23（岐阜県）、8/3～5（山口県）  

③女子 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 4/8,30 ビッグレイク 

練習会 6/30,7/16,22,8/9,10,9/28,29,30 ビッグレイク 

遠征合宿 7/28,29(関東) 8/15,16(県内)  
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 (2)育成指導（トレセン指導部） 

   ①３種 

(ｱ) 地区トレセン 

[湖西] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 (U13)9月       (U14)4月 未定 

練習会 (U13)10月-3月    (U14) 4月-11月 皇子山、大津市内各地 

大会参加等 未定 未定 

[湖南] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 (U13)9月       (U14)4月 未定 

練習会 (U13)4月-3月 月2回  (U14) 4月-3月 月2回 ＪＦＰ他 

大会参加等 未定 未定 

[湖東] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 (U13)9月       (U14)4月 未定 

練習会 (U13) 4月-3月 月2回 (U14) 4月-3月 月2回 能登川中学校他 

大会参加等 未定 未定 

[湖北] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 (U13)9月       (U14)4月 未定 

練習会 (U13) 4月-3月 月2回 (U14) 4月-3月 月2回 湖北地域の中学校 

大会参加等 未定 未定 

[甲賀] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 (U13)9月       (U14)4月 未定 

練習会 (U13) 4月-3月 月2回 (U14) 4月-3月 月2回 水口ｽﾎﾟｰﾂの森 

大会参加等 未定 未定 

 

(ｲ) 県トレセン 

[Ｕ－１５] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 4/7,11,25  9/5,12 ビッグレイク 

練習会 ５月～３月 ビッグレイク 

大会参加等 12/25,26,27 京都府太陽が丘他 

[Ｕ－１４] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 前期(4月上旬)、後期(10月中旬) ビッグレイク 

練習会 ４月～３月 ビッグレイク他 

大会参加等 ８月上旬（県内）、１２月（京都府）  

[Ｕ－１３] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 前期(4/8,18)、後期(１０月) ビッグレイク 

練習会 ４月～３月 ビッグレイク 

大会参加等 ８月(県内)、１月(大阪府)  
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②４種 

(ｱ)地区トレセン（モデル地区トレセン事業） 

[湖西] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月 伊香立公園G 

練習会 (U11,U12)4月-3月 月2-3回 伊香立公園G 

大会参加等 (U12のみ) 8月(富山)、8月(大津)、12月(東近江)、1月(神戸) 

[湖南] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ 

練習会 (U12)4月-3月 月3-4回   佐川守山、ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ 

大会参加等 (U12のみ) 8/18,19(高島)、12/2(守山)、12/15,16(東近江) 

12/15,16(静岡)、2/16(長浜)、3/9,10(奈良) 

[湖東] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月 馬淵小学校 

練習会 (U11,U12) 4月-3月 月3回  馬淵小学校他 

大会参加等 (U12)  7/14,15(宇治)、8月(大津)、12月(守山)、12/15,16(布引) 

1月(高槻)、2月(長浜)、    (U11･12)  3月(彦根) 

[湖北] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月 未定 

練習会 (U11,U12) 4月-3月 月2-3回  長浜市内各地 

大会参加等 (U12) 7月(静岡)、8月(高島)、12月(守山)、12月(東近江)、2月(知多) 

2月(長浜)、3月（彦根）     (U11) 8月(飛騨),3月(淡路),(彦根） 

[甲賀] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月 水口スポーツの森 

練習会 (U11,U12) 4月-3月 月2回  水口スポーツの森 

大会参加等 (U12) 8/18(大津)、12/2(守山)、12/15,16(東近江)、2月(長浜) 

3/3(彦根)、3/9,10(奈良)    (U11) 3/3(彦根) 

(ｲ)県トレセン 

[Ｕ－１２] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 4/7,14 ビッグレイク 

練習会 4/28 5/12,26 6/16 7/7 7/28 8/18 10/13,27 11/3 

11/24 12/8,22 1/19 2/2,23 3/16  

ビッグレイク 

大会参加等 ７月（兵庫）、３月（奈良県）  

[Ｕ－１１] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 8/25 9/8,22 ビッグレイク 

練習会 10/13,27 11/3,24 12/8,22 1/19 2/23 3/16 ビッグレイク 
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③女子 

(ｱ)県トレセン 

[Ｕ－１８] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 ４月～５月 八幡商業高、国際情報高 

練習会 ５月～２月 月１回 八幡商業高、国際情報高 

大会参加等 12/8,9 ビッグレイク 

[Ｕ－１５] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 4/21,27   ビッグレイク 

練習会 5/11,25,6/8,7/6,20,8/24,9/7,14,10/5,12,11/9,12/7,1/11 ビッグレイク 

大会参加等 11月(大阪)、12/8,9(BL)、2月(大阪)  

[Ｕ－１２] 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 前期(4/7) 後期(9/1) ビッグレイク 

練習会等 4/28,5/19,20,6/3,17,7/8,8/4,9/15,29,11/25,12/1, 

2,15,16,2/9,16,3/2,3,10 

ビッグレイク他 

大会参加等 ７月(静岡・大阪)、８月(兵庫)、９月(岐阜) 

12月(BL)、１月(兵庫・静岡)、３月(兵庫) 

 

 

④その他 

 (ｱ) ＧＫＰ事業 

事業 実施予定日 会 場 

ＧＫＰ２種スクール 6/4,7/2,18,9/3,17 ビッグレイク 

ＧＫＰ3･４種スクール 5/7,6/11,7/9,9/10,10/8,11/5,12/3,1/21 ビッグレイク 

ＧＫＰ３種ＧＫトレセン 8/22,3/20 ビッグレイク 

ＧＫＰ４種ＧＫトレセン ７月下旬、１２月中旬 ビッグレイク 

  (ｲ)中学校選抜事業 

事業 実施予定日 会 場 

選考会 （１次）１１月上旬 （２次）１１月中旬 ＪＦＰ 

練習会 １２月～２０１９年８月 ＪＦＰ他 

[ 

(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 実施予定日 会 場 

Ｂ級 未定 びわこ成蹊スポーツ大学 

Ｃ級 ３回（８月下旬、１月上旬、２月中旬） ビッグレイク他 

Ｄ級 ２回（6/23,24    2/23,24） ビッグレイク他 

(ｲ) 公認コーチリフレッシュ研修会 

カテゴリー 実施予定日 会 場 

Ｃ・Ｄ級 ３回（９月、１１月、２月） ビッグレイク他 

(ｳ) 公認コーチ養成講習会トライアル 

カテゴリー 実施予定日 会 場 

Ａ級 １２月中旬 ビッグレイク 

Ｂ級 ２月中旬 ビッグレイク 
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   (ｴ)その他 

事業 実施予定日 会 場 

インストラクター伝達講習会 未定 佐川守山ﾊﾟｰｸ 

関西トレセンスタッフ研修会 U-12:4/18 U-14:8/19 U-16:2/16 J-GREEN堺 

県内トレセンスタッフ研修会 未定 ビッグレイク 

小学校体育サポート研修会 未定 未定 

  ②ＴＳＧ事業 

事  業 実施予定日 会 場 

フォローアップシステム 通年(トレセン活動等) ビッグレイク他 

視察、ゲーム分析 4月-2月(関西ﾄﾚｾﾝﾘｰｸﾞ) 

8月上旬(滋賀招待ｻｯｶｰ大会) 

8月中旬(国体近畿ﾌﾞﾛｯｸ大会) 

12月下旬(京都招待ｻｯｶｰ大会) 

1月上旬(ガンバカップ) 

4月-3月(各種大会) 

J-GREEN堺他 

ビッグレイク他 

和歌山県上富田他 

京都府内各地 

J-GREEN堺他 

県内各地 

③その他 

事業 実施予定日 会 場 

技術委員会 １１回（毎月第２木曜日） ビッグレイク 

ユース部会 ２回（６月、１２月） 未定 

滋賀県サッカーカンファレンス 12/15 ビッグレイク他 

 

 

《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 実施予定日 会 場 

４級新規、３級・４級更新講習会 １月～５月 栗東さきら他 

２級・３級昇級試験 ４月～３月 県内各地 

２級体力テスト 12/23 県内未定 

女子４級新規講習会 1/26 ビッグレイク 

登録の対応 ４月～３月 県内 

 (2)審判員強化育成事業 

事業 実施予定日 会 場 

定例トレーニング会 毎月第２木曜日 ビッグレイク 

合同開幕前研修 3/2 立命館守山高校 

合同中間研修 7/28 ビッグレイク 

審判トレセン 6/10,8/18,10/28 ビッグレイク他 

女子審判トレセン 2/11,3/3 ビッグレイク他 

ユース研修 7/21,10/14 県内高校 

U22審判スキルアップ研修 5/19,9/29 立命館守山高校他 

審判技術交流研修 9/29,30 ビッグレイク 

強化審判員指導研修 ４月～３月 県内各地 

レフェリースクール 11/24,12/16 ビッグレイク他 

女子出前研修 ４月～３月 未定 

関西トレセン参加 ４月～３月 関西各地 

関西インストラクタートレセン参加 ４月～１２月 関西各地 
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(3)審判員指導者（インストラクター）事業 

事業 実施予定日 会 場 

インストラクター派遣 ４月～３月 120試合 県内各地 

インストラクター出前研修 ４月～３月（５回） 県内各地 

インストラクター更新講習会 10/28,1/19 ビッグレイク他 

インストラクタートレセン 9/15 立命館守山高校他 

インストラクタースクール 11/25,12/16 ビッグレイク他 

フィットネスインストラクター派遣 ４月～３月（２回） 県内各地 

(4)派遣・割当活動 

事業 実施予定日 会 場 

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 

４級新規、３級・４級更新講習会 １月～５月 栗東さきら 他 

３級認定講習会 ４月～３月 随時 県内各地 

開幕前研修 ２月～３月 ウカル体育館 

４種対象研修会 １月～３月 県内各地 

２級研修会 １月～３月 ２府４県 各地 

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月～3月 第１土曜日 栗東さきら 他 

(6)その他 

定例審判委員会 4月～3月 第2土曜日 栗東さきら 他 

関西委員長会議 4月～3月 第１金曜日 大阪 

全国委員長会議 ６月予定 大阪 

審判・技術合同研修(ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、交流会) 12月15日  未定 

 

《５》ＪＦＡミッション事業 

(1)Ｍ１：キッズ普及事業 

事業 実施予定日 会 場 

キッズリーダーの保育園等への派遣 年間随時 県内各地 

キッズリーダーのキッズ教室への派遣 年間随時 県内各地 

キッズサッカー教室   

キッズフェスティバル JFAキッズフェスティバル参照  

キッズリーダー講習会 4/21,5/26,6/17,11/17,2/9 ビッグレイク他 

巡回指導担当責任者研修会 4/14、15 帝人アカデミー富士 

キッズリーダーインストラクター講習会 5/11～13 帝人アカデミー富士 

キッズリーダーチーフインストラクター講習会  6/2、3 帝人アカデミー富士 

地域キッズミーティング 11月 和歌山県 

JFAキッズミーティング 12月 奈良県 

 

(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２０１８ 

 実施予定日 会 場 

第１回 10/28 長浜バイオドーム 

第２回 未定 ピエリ守山 
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第３回 未定 JOY FUTSAL PLAZA 

  

 ②ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル２０１８ 

 実施予定日 会 場 

第１回 6/3 JRA栗東トレセン 

第２回 7/8 びわこ成蹊スポーツ大学 

第３回 ９月 聖泉大学 

第４回 10/28 長浜バイオドーム 

第５回 12/8,9 ビッグレイク 

③ＪＦＡキッズ（Ｕ－６/８/１０）サッカーフェスティバル２０１８ 

 実施予定日 会 場 

第１回 5/19 ビッグレイク 

第２回 9/9 水口スポーツの森 

第３回 10/13 ビッグレイク 

第４回 12/9 水口スポーツの森 

第５回 2/11 皇子山陸上競技場 

第６回 未定 未定 

④ＪＦＡフットボールデー２０１７ 

 実施予定日 会 場 

フットボールデー 5/13 布引陸上競技場 

 

(3)Ｍ１：女子育成事業 

事業 実施予定日 会 場 

女子サッカー教室 (栗東)４月～３月 

(水口)毎月第４火曜日 

JRA栗東トレセン 

水口ｽﾎﾟｰﾂの森 

レディース８人制交流試合 ５月、６月、10月、11月、2月 水口ｽﾎﾟｰﾂの森他 

女子リーグ戦の推進 12/23,24,1/12 ビッグレイク 

少女事業(ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ) ４月～３月 県内各地 

 

(4)Ｍ１：シニア環境整備事業 

開催事業 実施予定日 会 場 

Ｏ－３５リーグ ４月～１２月 ビッグレイク 

シニアナイター 年間６回 ビッグレイク他 

シニアフェスティバル 年間３回 ビッグレイク他 

マンデーナイト 毎週月曜日 ビッグレイク 

 

(5)Ｍ１：フットサル環境整備事業 

事業 実施予定日 会 場 

キッズマッチ 毎月１回 県内フットサル施設 

２種フットサルフェスティバル 12/22,3/21 ビッグレイク他 

女子リーグの推進 ４月～３月 JOY他県内各地 

ビーチサッカーの普及 未定 未定 
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(6)Ｍ１：リーグ戦支援事業 

事業 実施予定日 会 場 

Ｕ－１０ ５月～１２月 ビッグレイク他 

Ｕ－１１ ４月～３月 ビッグレイク他 

Ｕ－１２ ４月～１１月 ビッグレイク他 

Ｕ－１３ ７月～１月 ビッグレイク他 

Ｕ－１５ １月～８月 ビッグレイク他 

Ｕ－１８ ２月～１０月 ビッグレイク他 

 

(7)Ｍ１：郡市協会活動支援事業 

事業 実施予定日 会 場 

郡市サッカー協会連絡協議会 6/3 ９月 １１月 ２月 ウイングプラザ他 

市交流フットサル大会 10/28 ｼﾞｮｲﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ 

市交流シニアサッカー大会 9/23 近江八幡運動公園 

市対抗クラブサッカー大会 1/20,27 ビッグレイク 

    

(8)Ｍ１：中学生環境整備事業 

事業 実施予定日 会 場 

中１前半プロジェクト ５月～７月 水口スポーツの森 

中３後半プロジェクト ９月～２月 水口スポーツの森 

 

(9)Ｍ１：障害者サッカー事業 

事業 実施予定日 会 場 

障がい者サッカー事業 未定 未定 

 

(10)Ｍ２：「ＪＦＡグリーンプロジェクト」の推進 

・県内の希望地 

 

(11)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 実施予定日 会 場 

湖西 毎週２回 びわこ成蹊大他 

湖南 毎週２回 ビッグレイク 

湖東 毎週２回 ｼﾞｮｲﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ 

湖北 毎週２回 おうみ母の里 

甲賀 毎週２回 ルネス学園甲賀 

  ＊県全体の活動 

事業 実施予定日 会 場 

キッズ教室 4/28,7/21,8/25,10/13,11/17,12/15,1/26,2/10,3/30 ビッグレイク 

 

②強化育成事業 

地域 実施予定日 会 場 

U-9,U-10ｼﾞｭﾆｱ ４月～３月（５地域で各３回実施） 県内５地域 
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ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

Ｕ－１２ ４月～３月  ビッグレイク他 

Ｕ－１３ ４月～３月  ビッグレイク他 

Ｕ－１４ ４月～３月  ビッグレイク他 

Ｕ－１５ ４月～３月  ビッグレイク他 

Ｕ－１６ ４月～３月 ビッグレイク他 

 ③ユースダイレクターの活動推進 

事業 実施予定日 会 場 

トレセンの視察 （FFP含む） ４月～３月 ビッグレイク他 

指導者養成の連携（JJP含む） ４月～３月 ビッグレイク他 

リーグ戦の推進（視察） ４月～３月 県内各地 

研修会への参加 ４月～３月 全国各地 

 ④ユース部会の開催 

事業 実施予定日 会 場 

ユース部会 ６月 １２月 未定 

 

《６》広報活動推進事業 

(1)広報紙の発行      

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

を発行する。 

 (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。 

(3)協会公式ホームページの活用 

 県協会の公式ホームページを活用し、情報発信の効率化を図る。 

 

《７》国際交流推進事業 

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う。 

カテゴリー 実施予定日 渡航先 

Ｕ－１４県トレセン 2019年3月 未定 

Ｕ－１２県トレセン 2019年3月 未定 

 

《８》スポーツ医学推進事業 

事業 実施予定日 会 場 

全国医学委員長会議 2019年1月 ＪＦＡ 

サッカードクターセミナー（全国） 未定 未定 

メディカル･サポート 5/13,11/10,17 布引陸上競技場 

高校選手権出場校のメディカルサポート １２月 未定 

スポーツ医学委員会（県内） 年間４回 ビッグレイク他 

医科学セミナー 未定 未定 

 

 

《９》その他の事業 

(1)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 

(2)Ｊクラブ設立の支援 

滋賀県にＪクラブが設立し、Ｊリーグに加盟するための支援を行う。 
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(3)障害者サッカーの活動支援 

   滋賀県内の障害者サッカー（現状は３カテゴリー）の活動支援を行う。 

(4)７０周年記念事業の準備 

  ２０１９年度に実施する滋賀県サッカー協会 70周年記念事業の準備をすすめる。 

（5）ウェルフェアオフィサーの活動推進 

   ３種、４種を中心に、新規および継続のウェルフェアオフィサー研修を実施し、３種・４種の

各種大会に可能な範囲で配置する。 

（6）マッチコミッショナーの養成 

   47ＦＡマッチコミッショナーやＪＦＮマッチコミッショナーを段階的に養成する。 

また、ＦＡカップの決勝時に 47ＦＡマッチコミッショナー対象に研修を行う。 

 

 

【Ⅱ 収益事業 】 

《１》大会のプログラムや入場券の販売事業 

 ・実施しない。 

 

 

【Ⅲ 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 

   登録予定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 ２０ 

２種（高校・クラブ）  １ １８ １ 

３種（中学校・クラブ） ０ ０ ０ 

４種（少年団・クラブ） ６ ９１ ５ 

女子（一般） ２ ２４ ２ 

女子（高校） ０ ０ ０ 

女子（中学） １ ６ １ 

シニア ０ ０ ０ 

合   計 ３８４ １３,０６１ １７１ 
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②指導者 

       登録種別            登録予定人数 

       Ｓ 級 ６ 

       Ａ 級ジェネラル １４ 

       Ａ 級Ｕ－１２  ７ 

       Ｂ 級 ６６ 

       Ｃ 級 ３５６ 

       Ｄ 級 ４５９ 

       キッズ  

       合   計   ９０８ 

③審判員 

       登録種別            登録予定人数 

   １級審判 Ｓ ４ Ｆ ０ 

   ２級審判 Ｓ ４４ Ｆ ８ 

   ３級審判 Ｓ ２０２ Ｆ ３０ 

   ３級審判（ユース） Ｓ １４ Ｆ ０ 

   ４級審判 Ｓ １５７５ Ｆ １４９ 

   ４級審判（ユース） Ｓ ５７５ Ｆ ０ 

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 ３２ Ｆ ３ 

       合   計 Ｓ ２,４６３ Ｆ １９４ 

④その他 

 役員（理事・監事）      ２６名 

  郡市サッカー協会           １０団体 

 

 

 

【Ⅳ 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う。 

会議 実施予定日 会 場 

社員総会 6/10 栗東ウイングプラザ 

運営協議会 随時 ビッグレイク 

理事会 年間６回（奇数月） ビッグレイク 

人事委員会 随時 ビッグレイク 

財務委員会 随時 ビッグレイク 

会計担当者会議 随時 ビッグレイク 

ＦＡＣＵＰ実行委員会 随時 ビッグレイク 

７０周年記念事業実行委員会 随時 ビッグレイク等 

Ｊクラブ設立特命委員会 随時 県内各地 
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②種別・委員会は事業の計画運営に必要な会議を行う。 

会議 実施予定日 会 場 

１種委員会 随時 県内各地 

２種委員会 随時 県内各地 

３種委員会 4/7,6/16,6/23,8/4,9/2,1/13,2/3,3/19 ｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ他 

４種委員会 定例総会3/21 栗東芸術文化会館さきら 

女子委員会 随時 県内各地 

シニア委員会 随時 県内各地 

フットサル委員会 随時 県内各地 

キッズ委員会 隔月第２土曜日（年間６回） ビッグレイク 

技術委員会 毎月第２木曜日 ビッグレイク 

審判委員会 毎月第２土曜日 草津市 

医事委員会 年間４回 ビッグレイク 

規律委員会 随時 県内各地 

施設・競技委員会 随時 県内各地 

広報委員会 随時 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 実施予定日 会 場 

評議員会 2019年３月 ＪＦＡ 

理事会 随時 ＪＦＡ 

４７ＦＡ代表者会議 １０月 ＪＦＡ 

事務局長会議 随時 ＪＦＡ 

事務局関連会議 随時 ＪＦＡ 

各種別委員長会議 随時 ＪＦＡ 

各委員会委員長会議 随時 ＪＦＡ 

その他各種事業 随時 日本各地 

②関西協会関連 

会議 実施予定日 会 場 

社員総会 6/30 関西ＦＡ 

常務理事会 随時 関西ＦＡ 

理事会 随時 関西ＦＡ 

各種別委員長会議 随時 関西ＦＡ 

各委員会委員長会議 随時 関西ＦＡ 

事務局関連会議 随時 関西ＦＡ 

その他各種事業 随時 関西各地 

 

(3)県内の各種団体の会議等への出席 

   滋賀県教育委員会、滋賀県体育協会などの主催する会議や事業へ出席する。 

 

(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、認可を行う。 

 

(5)激励金の授与 

全国大会（ＪＦＡ主催）へ滋賀県や関西を代表して出場するチームへ激励金を授与する。 


