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   平成２９（２０１７）年度 事業報告 

 

『事業の概要について』 

  

平成２９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、すべて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県代表として関西大会に出場し、全国大会

出場にチャレンジしましたが、関西予選を突破し、全国大会に出場するチームは少ない結果となり

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２７回全国専門学校サッカー選手権大会

において４年連続１０回目の優勝を飾るという素晴らしい成果を挙げました。また、びわこ成蹊ス

ポーツ大学は第５２回関西学生リーグにおいて初優勝し、第６６回全日本大学サッカー選手権大会

に関西代表として出場し、ベスト８に入賞しました。さらに、大津市立仰木中学校は第４８回全国

中学校サッカー大会に二年連続関西代表として出場し、ベスト８に入賞しました。 

女子では、ルネス学園甲賀レディースが第２２回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

に関西代表として初出場し健闘しましたが、１回戦敗退となりました。その他、３種や４種では関

西大会および全国大会のレベルで成果が少し見られたチームもありました。 

育成強化指導に関しては、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

セン活動や国体近畿ブロック大会を中心にＴＳＧ事業が進められ、１２月１６日に栗東さきらで開

催された滋賀県サッカーカンファレンスにおいてその成果が発表されました。また、２０２４年の

二巡目国体に向け、ターゲットエイジの指導として「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が、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、その成果として久しぶりに滋賀県から１級

審判員が誕生しました。今後もさらに二巡目国体を目指し、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。。 

ＪＦＡのミッション事業はそれぞれのカテゴリーにおいて「育成普及」事業を中心に、取り組み

を進めてきましたが、一部事業の見直しも課題になってきています。 

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３種・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。 

 最後に、本年度の新しい取り組みを３件報告します。 

１件目はビジョンの策定です。県協会の「将来構想委員会」において、２００７年に創られた『滋

賀ＦＡ２００７年「夢」宣言』に替わる新たなものとして、二巡目国体の開催される２０２４年を
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目指した「ＳＦＡビジョン」を策定しました。理事会で承認されたのち、県協会広報誌やホームペ

ージにおいて公開しています。二巡目国体の総合優勝を目指し、各種別や委員会でビジョンに則り、

計画的で持続性のある取り組みを進めていきます。 

 ２件目は、７０周年記念事業です。本協会が２０１９年度に創立７０周年を迎えることから、協

会内に「７０周年記念事業準備委員会」を設立して協議を行い、７０周年記念事業として「記念式

典の開催」「記念事業の実施」「記念誌の発行」の３事業を行うことを決めました。そして、今年

の１月に「７０周年記念事業実行委員会」を立ち上げ、今後は実行委員会で具体的な計画案を策定

し、２０１９年度の実施を目指し準備を進めていきます。 

 ３件目は、滋賀県での J クラブ設立です。県協会と当該チームが２年余り協議を重ねてきました

が、本年度よりさらに具現化するため、昨年５月に行政や経済界等の参画のもと「Jクラブ設立準備

検討委員会」を立ち上げ３回の協議を重ねた後、１２月に県の行政や経済界等のトップの方々と県

協会および当該チームが参画した「Jクラブ設立特命委員会」を設立しました。本年度は２回の会議

を開き、課題解決の方向性を明らかにしてきました。滋賀県での J リーグの開催は、二巡目国体の

強化はもとより、将来の滋賀県サッカー界発展の大きな礎となるものと思われますので、今後もス

ピード感をもって会議を進めていきます。 
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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２２回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀ＦＡカップ) 4/2,9 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ ４ びわこ成蹊大 

第７０回滋賀県民体育大会（一般の部）  7/30,8/6 ビッグレイク ８ 守山市 

②１種（社会人・大学） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第５４回全国社会人サッカー選手権大会滋賀大会 実施せず    

第２３回滋賀県サッカー選手権大会社会人代表決定戦 2/18,25,3/4,18 

3/25,4/1 

ビッグレイク 22 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

第２４回全国クラブチームサッカー選手権滋賀大会 4/9,15,23,30,5/5 ビッグレイク 17 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 

滋賀県社会人リーグ 5月～12月 ビッグレイク他 52  

滋賀県社会人１部リーグ４強リーグ 11/3,11/5,11/12 ビッグレイク 4 BSC HIRA 

第２３回滋賀県サッカー選手権大会大学代表決定戦 3/3 びわこ成蹊大 2 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２０１７滋賀 3/18～9/23 ビックレイク他 66 綾羽高校 

滋賀県高等学校春季総合体育大会（男子） 5/14,20,21,27 

6/1,3 

布引運動公園 

ビックレイク他 

50 近江高校 

第７０回滋賀県民体育大会（高校男子の部） 6/4～8/4 ビックレイク他 40 草津東高校 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会（男子） 10/21,26,28 

11/4,11,18 

皇子山陸上競技場 

ビックレイク他 

49 草津東高校 

滋賀県高等学校定通部春季総合体育大会 実施せず   彦根工業高校 

滋賀県高等学校定通部秋季総合体育大会 実施せず   彦根工業高校 

高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１８滋賀 2/10～ ビックレイク他  60  

④３種（中学校・クラブ） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第３２回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権滋賀大会 4/22～5/14 ビッグレイク、県内各地 24 SAGAWA SHIGA 

滋賀県クラブユース連盟秋季新人戦 11/3～11/12 ビッグレイク、県内各地 24 MIOびわこ滋賀U-15 

第５４回春季中学校総合体育大会/春季選手権大会 5/18～21 ビッグレイク他 83 仰木中学校 

第70回夏季中学校総合体育大会兼第70回県民体育大会 地区：7/15.21.22 

県 ：7/26.27.28 

県内各地 

湖南市民他 

 

16 

 

仰木中学校 

第６４回秋季中学校総合体育大会/冬季選手権大会 地区：10/20 

県 ：12/2,3 

県内各地 

湖南市民他 

 

16 

 

瀬田北中学校 

高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ２０１７滋賀 1月～8月 ビッグレイク、県内各地 61 MIO びわこ滋賀 U-15 

2016滋賀県Ｕ－１３リーグ 7月～1月 ビッグレイク、県内各地 30 FOSTA FC  

高円宮杯第２９回全日本ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権滋賀大会 9/17～10/14 ビッグレイク他 40 ラドソン滋賀 

⑤４種（少年・少女） 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

第４９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：6/4,11,18 

県内各地 

ビッグレイク 

地区124 

県 32 

アミティエ 

第４１回全日本少年サッカー大会滋賀大会 地区：10月 

県：11/18,23,25 

県内各地 

ビッグレイク 

地区123 

県 32 

アミティエ 
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JA全農杯 全国小学生選抜サッカー IN 滋賀 地区：10月～12月 

県：1/7,8 

県内各地 

ビッグレイク 

地区59 

県 16 

ジュニオール 

第４１回木下杯サッカー大会 地区：10月～12月 

県：2/4,11,18 

県内各地 

ビッグレイク･ドラゴンハット 

地区118 

県 32 

アミティエ 

第１回井原正巳杯少年サッカー大会 地区：11月～12月 

県：1/20,21 

県内各地 

ビッグレイク 

地区98 

県 24 

アミティエ 

第３４回関西少女サッカー大会滋賀県大会 10/14,15 ビッグレイク 9 水戸JFC 

第１０回京滋チャンピンカップ滋賀県予選 1/28 サンヴィレッジ甲西 9 栗東FC 

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 6/2 ビッグレイク 2 八幡商業高校 

第７０回滋賀県民体育大会 8/24 ビッグレイク 2 国際情報高校 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会 10/27 ビッグレイク 2 八幡商業高校 

第２２回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)選手権大会滋賀大会 5/4,5 栗東ﾄﾚｾﾝ・伊香立運動公園 4 ﾙﾈｽ学園U-15 

第２１回全日本女子ﾕｰｽ(U-18)選手権大会滋賀大会 7/30 伊香立運動公園 4 おおつｳﾞｨｸﾄﾘｰ 

第３９回皇后杯全日本女子ｻｯｶｰ選手権大会滋賀大会 7/16,23 ビッグレイク 7 聖泉大学 

第１０回京滋チャンピオンカップ滋賀県予選（一般） ――――――――  ――――――――  ――― ――――― 

⑦シニア 

大  会  名 開催日 会 場 参加数 優 勝 

滋賀県シニアサッカー選手権大会 9/3、11/19 ビッグレイク他 120名 ― 

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 19 1部:ｸﾞﾗﾋﾞｽ 

2部:FCEFFORT 

第２３回全日本フットサル大会滋賀県大会 10/29,11/4,26 ウカルちゃんアリーナ 9 グラビス 

第１３回全日本大学フットサル大会滋賀県大会 4/22 栗東市民体育館 3 びわこ成蹊大 

第４回全日本ﾕｰｽ(U-18)フットサル大会滋賀県大会 6/4 JOY FUTSAL PLAZA 11 野洲高校 

第２３回全日本ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会滋賀県大会 7/29 ウカルちゃんアリーナ 4 ﾗﾄﾞｿﾝU-15 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２７回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀県大会 6/24,7/1,8,16 ウカルちゃんアリーナ 28 ﾙｰﾂﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞ 

第１４回全日本女子フットサル大会滋賀県大会 6/25 ウカルちゃんアリーナ 2 あがりゃんせﾚﾃﾞｨｰｽ 

第８回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会滋賀県大会 7/29 ウカルちゃんアリーナ 6 JOYFUTSALCLUB 

第１２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 О－３５サッカーリーグ 7/2,9,16,30,8/27 

9/10,17,10/1,8,21 

11/12,19 

ビッグレイク 7 

 

 

３種 第２０回クラブユースBIWAKO SUMMER FESTA 7/29,30,31 ビッグレイク、水口スポ森他 24  

３種 第２６回滋賀招待中学生サッカー大会 8/5,6   7(中止) ビッグレイク、中学校G他 51 中止の為なし 

４種 京滋親善少年サッカー大会 10/3 ビッグレイク 12  

４種 第２１回滋賀県女子サッカー春季交流大会(U-12) 5/27 サンヴィレッジ甲西 5 栗東FC 

女子 第２１回滋賀県女子サッカー春季交流大会(一般) 4/16 ビッグレイク 6 びわこ成蹊大 

女子 ２０１７年度滋賀県女子サッカーリーグ 12/17,1/8,20,21,28 栗東トレセンG他 7 おつｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ 

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 12/9,10 ビッグレイク U12(15) 

U15(6) 

兵庫U-12ﾄﾚｾﾝ 

大阪U-15ﾄﾚｾﾝ 
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一般(6) 大阪U-18ﾄﾚｾﾝ 

女子 第７回びわ湖なでしこｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会（U-12） 2/17･18 希望が丘文化公園 32 北摂ｶﾞｰﾙｽﾞ 

シニア 全国マスターズサッカー大会選手選考会 5/14 ビッグレイク 30名  

シニア 全国シニア４０サッカー大会選手選考会 6/18 彦根陸上競技場 100名 SR2008 

シニア 全国シニア５０サッカー大会選手選考会 2017/3/26 彦根陸上競技場 80名 滋賀SC 

シニア 滋賀県スポーツレクレーション大会 5/3 ビッグレイク 100名  

シニア 第２５回ねんりんピック選手選考会 4/9 ビッグレイク 60名  

ﾌｯﾄｻﾙ XEBIO CUP 2017 2018/4/25    

 

《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９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4/23 都田サッカー場 びわこ成蹊大 1回戦敗 

②１種（社会人） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第１９回日本フットボールリーグ（ＪＦＬ） 3月～11月 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 他 MIOびわこ滋賀 13位 

第５２回関西サッカーリーグ 4月～9月 ビッグレイク 

関西各地 

ﾚｲｼﾞｪﾝﾄﾞ滋賀

ﾙﾈｽ学園甲賀 

Ｄ1:7位 

Ｄ2:5位 

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ２０１７ ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

Ｔｈｅ ＫＳＬ Ｃｕｐ ２０１７ 10/7,9 

12/2,9,16 

ビッグレイク 

関西各地 

ﾚｲｼﾞｪﾝﾄﾞ滋賀

ﾙﾈｽ学園甲賀 

2回戦敗 

1回戦敗 

第５２回関西府県リーグ決勝大会 12/3,10,17,23 

1/7 

ビッグレイク 

他 関西各地 

BSC HIRA 

滋賀ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞMFC 

予選敗退 

準決勝敗退 

第５３回全国社会人サッカー選手権大会関西予選 7/23 ビッグレイク 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 1回戦敗 

第５３回全国社会人サッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２４回全国クラブチームサッカー選手権関西大会 9/2 西京極補助競技場 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 1回戦敗 

第２４回全国クラブチームサッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第７２回国民体育大会近畿ブロック大会 8/12 みきぼうＰ兵庫第1 滋賀選抜(MIO) 1回戦敗 

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

日本スポーツマスターズ２０１７関西大会 6/24 ビッグレイク 滋賀選抜 予選敗退 

日本スポーツマスターズ２０１７兵庫大会(ｻｯｶｰ競技) ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

１種（大学） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第９５回関西学生サッカーリーグ 4月～11月 関西各地 １：びわこ成蹊大 

2B：滋賀経済 

3B：滋賀教育 

優勝 

９位 

１位 

第６６回全日本大学サッカー選手権大会 12/13～24 関東各地 びわこ成蹊大 ﾍﾞｽﾄ８ 

第４６回関西学生サッカー選手権大会 6/11～7/9 

 

 

関西各地 びわこ成蹊大 

滋賀大経済 

滋賀大教育 

ﾍﾞｽﾄ８ 

2回戦敗退 

2回戦敗退 

１種（専門学校） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第２７回関西専門学校サッカー選手権大会 8/22～25 J-GREEN堺 甲賀健康医療 優勝 

第２７回全国専門学校サッカー選手権大会 10/5～7 J-GREEN堺 甲賀健康医療 優勝 
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 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サッカーリーグ201７ﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ関西 4/9～12/9 J-GREEN堺他 野洲高校 

草津東高校 

７位 

９位 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2018ﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ関西参入戦 10/7 J-GREEN堺 綾羽高校 敗退 

近畿高等学校サッカー選手権大会 6/17,18,19 上富田ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ球技場他 近江高校 

綾羽高校 

1回戦敗退 

2回戦敗退 

平成２９年度全国高等学校総合体育大会(ｻｯｶｰ競技) 7/29～8/4 ﾕｱﾃｯｸｽﾀｼﾞｱﾑ仙台他 近江高校 1回戦敗退 

第９６回全国高等学校サッカー選手権大会 12/30～1/8 埼玉スタジアム2002他 草津東高校 2回戦敗退 

第７２回国民体育大会近畿ブロック大会 8/11,12,13 三木防災公園 滋賀選抜 予選敗退 

第７２回国民体育大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２７回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 8/5 清水ＮＴＣ西他 彦根工業高校 1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サッカーリーグ2017関西ｻﾝﾗｲｽﾞﾘｰｸﾞ 3/4～9/30 J-GREEN堺等 ―――――― ――― 

高円宮杯U-15サッカーリーグ2018関西ｻﾝﾗｲｽﾞﾘｰｸﾞ昇格決定戦 10/28,11/3 ビッグレイク他 MIOびわこ滋賀 昇格 

2017関西U-13ヤマトタケルリーグ 4/30～11/4 J-GREEN堺等 ―――――― ――― 

第３２回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 5/27～6/24 J-GREEN堺等 MIOびわこ滋賀 

FOSTA.FC 

SAGAWA SHIGA  

ラドソン滋賀 

ﾍﾞｽﾄ16 

２次敗退 

２次敗退 

１次敗退 

JCYインターシティカップ（Ｕ－１５）WEST2017 8/10～13 J-GREEN堺等 MIOびわこ滋賀 1次R4位 

第３２回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権大会 8/14～24 帯広の森陸上競技場等 ―――――― ――― 

高円宮杯第２９回全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 11/5～19 J-GREEN堺等 MIOびわこ滋賀 

ラドソン滋賀 

ﾍﾞｽﾄ16 

1回戦敗退 

高円宮杯第２９回全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権大会 12/16～28 味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘等 ―――――― ――― 

第39回関西招待中学生選抜サッカー大会（ガンバカップ） 1/6,7 万博ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 滋賀県ﾄﾚｾﾝU-13 3位T：1位 

第６６回近畿中学校総合体育大会 8/6～8 京都府太陽が丘陸上

競技場他 

仰木中学校 

瀬田北中学校 

準優勝 

1回戦敗退 

第４８回全国中学校サッカー大会 8/19～21 熊本県菊陽杉並木公

園スポーツ広場他 

仰木中学校 ﾍﾞｽﾄ８ 

⑤４種（少年・少女） 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第４１回全日本少年サッカー大会 12/25～29 鹿児島ふれあいスポーツランド アミティエ 一次R3位 

第３６回近畿スポーツ少年団交流大会 8/26,27 ビッグレイク 玉園 

伴谷 

仰木 

びわ 

希望ヶ丘 

上T2回戦 

下T2初戦 

上T2初戦 

上T2回戦 

下T2回戦 

第４１回関西少年サッカー大会 9/2,3 J-GREEN堺 アミティエ 

びわ 

ジュニオール 

FC.SETA 

1次R2位 

1次R3位 

1次R3位 

1次R2位 

ＪＡ全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ2018小学生8人制ｻｯｶｰin関西 3/10,11 ビッグレイク ジュニオール 

Ａ.Ｚ.Ｒ 

決勝T1回戦 

予選R3位 

第２３回関西小学生サッカー大会（フジパンカップ） 3/24,25,26 J-GREEN堺 アミティエ 1位T初戦 
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Ａ.Ｚ.Ｒ 

オールサウス 

ジュニオール 

3位T初戦 

2位T優勝 

2位T初戦 

第３４回関西少女サッカー大会 12/2,3 J-GREEN堺 水戸JFC 

紫香楽 

栗東FC 

FCローザ 

2位T2位 

2位T初戦 

2位T初戦 

2位T2回戦 

２０１６年度京滋チャンピオンカップ（U-12） 3/4 西京極総合運動公園 栗東FC 

FCローザ 

4位 

3位 

ｷｬﾉﾝｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ第15回関西ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰ大会 3/17,18 J-GREEN堺 女子トレU-12  

⑥女子 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

２０１７年度関西女子サッカーリーグ 4月～11月 関西各地 ルネス学園 

おおつVSC 

栗東リブロ 

1部:5位 

2部:1位 

2部:6位 

第７２回国民体育大会近畿ブロック大会 8/12,13 三木防災公園 滋賀選抜 予選敗退 

第７２回国民体育大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第３９回皇后杯全日本女子サッカー選手権関西大会 8/27～9/24 関西各地 聖泉大学 

栗東リブロ 

2回戦敗退 

1回戦敗退 

第３９回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

平成２９年度 関西学生女子春季リーグ   聖泉大学 

びわこ成蹊大 

 

平成２９年度 関西学生女子秋季リーグ 

兼第２６回全日本大学女子サッカー選手権大会関西大会 

  聖泉大学 

びわこ成蹊大 

 

第２６回全日本大学女子サッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

近畿高等学校サッカー選手権大会 6/18～20 和歌山県上富田 八幡商業高校 1回戦敗退 

平成２９年度全国高等学校総合体育大会(ｻｯｶｰ競技) ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２１回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権関西大会 10/8 京都府太陽が丘 おおつヴィクトリー 1回戦敗退 

第２１回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２６回全日本高校女子サッカー選手権大会関西予選 11/18 京都府下鳥羽 八幡商業高校 1回戦敗退 

第２６回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２６回関西高等学校女子サッカーリーグ 10月～12月 関西各地   

第２２回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会関西大会 5/20～6/4 奈良県フットボールセンター ルネス学園甲賀 ４位 

第２２回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会 7/23 J-GREEN堺 ルネス学園甲賀 1回戦敗退 

第３４回関西ジュニアユースサッカー大会 10/29,11/3,5 関西各地 ルネス学園甲賀 

おおつヴィクトリー 

 

第２９回全国レディース(O-30)サッカー関西大会 11/5,12 京都府下鳥羽 滋賀選抜 1回戦敗退 

第２９回全国レディース(Oｰ30)サッカー大会 ―――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２９回全国ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｴｲﾄ(0-40)ｵｰﾌﾟﾝ大会 3/18,19 兵庫県三木防災 甲賀忍  

２０１７年度京滋チャンピオンカップ（一般） 3/21 ビッグレイク ルネス学園甲賀 

おおつヴィクトリー 

1回戦敗退 

1回戦敗退 

⑦シニア 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

第５回全国シニア（４０歳以上）大会関西予選 9/3 J-GREEN堺 SR2008 予選敗退 

第５回全国シニア（４０歳以上）大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１６回全国シニア(５０歳以上)サッカー大会関西予選 5/7,14 J-GREEN堺 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 予選敗退 
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第１６回全国シニア(５０歳以上)サッカー大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１７回全国シニア(６０歳以上)サッカー大会関西予選 4/16,23 J-GREEN堺 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 予選敗退 

第１７回全国シニア(６０歳以上)サッカー大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第10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 4/16 J-GREEN堺 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 予選敗退 

第10回全国シニア（70歳以上）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第３０回全国健康福祉祭ねんりんピック大会 9/9～12 秋田県 滋賀選抜 
 

第６回全国ライフスポーツ大会 11/3～5 鳥取県 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 予選敗退 

２０１７関西シニアサッカーフェスティバル（O-40） 1/29～2/28 関西各地 SR2008  

〃           （O-50） 1/29～2/28 関西各地 SR2008,滋賀SC  

〃           （O-60） 1/29～2/28 関西各地 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ  

⑧フットサル 

大  会  名 開催日 会 場 出場ﾁｰﾑ 結果 

２０１７関西フットサルリーグ戦 5月～1月 関西各地 1部:あがりゃんせ 

2部:ｼｭﾊﾞﾙﾂ 

6位 

2位 

関西チャレンジリーグ(関西リーグ入替戦) 2月 ウカルちゃんアリーナ グラビス 敗退 

第１７回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２３回全日本フットサル選手権大会関西大会 1/8,13,20 大阪中央体育館他 グラビス 予選L敗退 

第２３回全日本フットサル選手権大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第３２回全国選抜フットサル大会関西大会 7/15 大阪東淀川体育館 滋賀県選抜 予選L敗退 

第３２回全国選抜フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

関西学生フットサルリーグ２０１７ 6月～2月 関西各地 1部:びわこ成蹊大 

   立命館ALL1 

2部:滋賀県立大 

2位 

6位 

6位 

第１３回全日本大学フットサル大会２０１６関西大会 7/1 高砂市総合体育館 びわこ成蹊大 予選敗退 

第１３回全日本大学フットサル大会２０１６ ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第４回全日本ユース(U-18)フットサル大会関西大会 6/18 ウカルちゃんアリーナ 八幡商業高校 予選L敗退 

第４回全日本ユース(U-18)フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第２３回全日本ユース(U-15)フットサル大会関西大会 9/3 五條市上野公園総合体育館 ﾗﾄﾞｿﾝU-15 決定戦敗退 

第２３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２７回全日本少年フットサル大会 8/17～20 駒沢公園体育館 ﾙｰﾂ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 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第４回FUTSAL女子地域チャンピオンズリーグ ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１４回全日本女子フットサル選手権大会関西大会 7/8,16 八幡体育館他（京都府） あがりゃんせ 

ﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ 

予選L敗退 

第１４回全日本女子フットサル選手権大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第10回全国女子選抜フットサル大会関西大会 12/24 高砂市総合体育館 滋賀県選抜 予選L敗退 

ﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ第10回全国女子選抜フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第８回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会関西大会 9/3 五條市上野公園総合体育館 JOY FC 予選L敗退 

第８回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 

第１２回全日本ビーチサッカー大会関西大会 7/2,9 大蔵海岸(兵庫県) ﾁｰﾑ翔陵 予選L敗退 

第１２回全日本ビーチサッカー大会 ――――――― ――――――――― ―――――― ――― 
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(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（FFP） 

（NTC関西） 

8/2～6 

1/26～28 

静岡県時之栖 

J-GREEN堺 

16名 

5名 

Ｕ－１４ 11/23～26 静岡県時之栖 1名 

Ｕ－１６ なし   

Ｕ－１５(女子) 9/30～10/3,12/1～4 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 5/28,6/24,25,11/26,2/25 J-GREEN堺 140名 

Ｕ－１４ 5/28,6/25,1/28 

11/26 

2/25 

J-GREEN堺 

奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 

三木防災公園 

20名 

Ｕ－１６ 4/23,5/28,6/11,25,7/9,12/7,16,17 J-GREENN堺,下鳥羽球技場

万博記念公園 

160名 

Ｕ－１２(女子) 6/24,25 J-GREEN堺 18名 

Ｕ－１５(女子) 8/19,20,9/23,24,10/21,22,2/11,12 J-GREEN堺 22名 

 

《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 6/1,2 ビッグレイク 25名 

練習会 7月度毎週水曜日、8/8～10 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ、J-FREE PARK 25名 

遠征合宿等 なし   

②少年男子 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/13 ビッグレイク 70名 

練習会 4/17,20,5/11,15,22,25,6/5,19,29,7/3,24

8/2,6,8,9,10 

ビッグレイク,草津東高校

布引陸上競技場 

27名 

遠征合宿等 7/25～27 

8/3～5 

飛騨古川ふれあいグラウンド 

環太平洋大学 

20名 

③女子 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/9,4/16 ビックレイク 35名 

練習会 4/30,5/6,27,7/2,16,23,29,8/9,10 ビックレイク 25名 

遠征合宿等 6/24 石川県 25名 

 (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 実施日 会 場 参加人数 

選考会 3/26,9/30,10/9 仰木中学校 50名 

練習会 5/9,28,6/6,25,7/25,8/3,25,11/7,26 

12/14,27,1/17,2/7,21,25,3/27 

ビッグレイク、打出中学校 

皇子山四面グラウンド 

30名 

大会参加等 なし   
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[湖南] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 9/24,10/4 守山北中学校他 60名 

練習会 11/1,22,12/20,27,1/24,31,2/7,14,25,28 

3/21 

ビッグレイク 

J-FREE PARK 

30名 

大会参加等 なし   

[湖東] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 9/24 能登川中学校 50名 

練習会 10/22,11/11,26,12/9,1/13,28,2/10,3/25 能登川中学校他 30名 

大会参加等 なし   

[湖北] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 3/26,10/1,3/25 彦根東中学校他 50名 

練習会 4/5,23,5/10,6/7,25,7/5,8/2,9/6,24 

10/4,22,11/1,26,12/6,1/10,17,24,28 

2/14,21,25,3/7 

彦根工業高校 

ビッグレイク 

30名 

大会参加等 8/5,6 信楽中学校 25名 

[甲賀] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/1,9/30 スポーツの森 60名 

練習会 4/24,29,5/13,25,6/8,24,7/8,24,8/2,20 

9/11,24,10/12,28,11/6,25,12/9,18 

1/10,15,24,2/5,14,19,25,3/5,17 

スポーツの森 

ビッグレイク 

30名 

大会参加等 8/25～27 石川県内各地 20名 

(ｲ) 県トレセン 

[Ｕ－１５] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/8,12,26 

9/6,13 

ビッグレイク 150名 

50名 

練習会 5/10,24,6/4,7,14,7/5,12,8/2,30 

11/8,15,12/6,13,1/10,17,2/14,21,3/7,14 

ビッグレイク 30名 

大会参加等 10/25～27 下鳥羽球技場他 20名 

[Ｕ－１４] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/9 

10/14 

ビッグレイク 60名 

90名 

練習会 4/26,5/10,24,6/7,14,7/5,12,8/2,30 

9/6,27,10/11,18,11/8,15,12/6,13. 

1/10,17,2/14,21,3/7,14 

ビッグレイク 30名 

大会参加等 8/5,6 

12/25～27 

ビッグレイク他 

サンガタウン他 

20名 

[Ｕ－１３]   

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/9,19 

10/11,18 

ビッグレイク 40名 

50名 
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練習会 4/26,5/10,24,6/7,14,24,7/5,12,8/2,30 

9/6,27 

11/8,15,12/6,13,1/10,17,2/14,3/7,14 

ビッグレイク 25名 

大会参加等 1/6,7 OFA万博球技場 20名 

②４種 

(ｱ)地区トレセン（モデル地区トレセン） 

[湖西] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/8 伊香立公園他 40名 

練習会 4月～3月 伊香立公園他 20名 

大会参加等 8/19,20 

12/3 

12/16,17 

2/24 

高島市 

ビッグレイク 

布引運動公園 

長浜市 

20名 

20名 

20名 

18名 

[湖南] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会(U-11) 

(U-12) 

7/15,22 

3/17,24 

ビッグレイク 

ビッグレイク 

52名 

51名 

練習会 4/19,26,5/10,17,24,31,6/7,14,21,28, 

7/5,12,19,26,8/9,23 

9/6,13,20,10/4,11,18,25,11/8,15,22,29 

12/6,13,20,1/17,24,31,2/7,14,28,3/6 

佐川守山人工芝G 

ビッグレイク 

22名 

 

35名 

 

大会参加等 

 

 

 

 

 

湖西TCカップ（8/19） 

京滋親善少年サッカー大会（12/3） 

湖東TCカップ（12/16-17） 

ジュビロカップU12（12/27-29） 

長浜ドームカップ（2/24） 

奈良チャンピオンズカップ(3/10-11） 

伊香立公園芝生G 

ビッグレイク 

布引運動公園多目的G 

つま恋多目的G 

長浜バイオドーム 

鴻ﾉ池多目的G 

10名 

14名 

12名 

13名 

10名 

14名 

[湖東] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/9 馬淵小学校 64名 

練習会 4月～3月 馬淵小学校 23名 

大会参加等 8/19,20 

12/3 

1/20,21 

2/24 

3/4 

高島市 

ビッグレイク 

高槻市 

長浜市 

彦根市 

20名 

23名 

22名 

23名 

23名 

[湖北] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/8 長浜バイオドーム他 45名 

練習会 4月～3月 長浜バイオドーム他 20名 

大会参加等 7/29-30 

8/26-27 

12/3 

2/24 

静岡県 

岐阜市 

ビッグレイク 

長浜市 

20名 

20名 

18名 

18名 
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[甲賀] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会(U-11) 

(U-12) 

5/28 

2/17,3/17 

水口ｽﾎﾟｰﾂの森 

三雲東小学校 

49名 

67名 

練習会(U-11) 

(U-12) 

6/23～2/16 16回 

5/13～2/16 21回 

水口ｽﾎﾟｰﾂの森 

水口ｽﾎﾟｰﾂの森 

24名 

23名 

大会参加等 湖西TCカップ（8/19） 

京滋親善少年ｻｯｶｰ大会（12/3） 

湖東TCカップ（12/16-17） 

長浜ﾄﾞｰﾑｶｯﾌﾟ（2/24） 

彦根市選抜交流大会（3/4） 

奈良市長杯奈良ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ（3/10,11） 

伊香立公園芝生G 

ビッグレイク 

布引運動公園多目的G 

長浜ﾊﾞｲｵﾄﾞｰﾑ 

彦根市荒神山G 

鴻ノ池多目的G 

23名 

23名 

23名 

23名 

47名 

23名 

(ｲ)県トレセン 

[Ｕ－１２] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/1,8 ビッグレイク 60名 

練習会 4/15,29,5/13,20,27,6/17,7/1,15,29,8/19

,9/16,23,10/7,21,11/4,25,12/9,23,1/13,

2/3,24,3/3 

ビッグレイク 600名 

大会参加等 7/24,7/25 

8/2～6 

3/10,11 

兵庫県姫路市 

静岡県時之栖 

奈良市大和高原ﾎﾞｽｺｳﾞｨﾗ 

12名 

16名 

20名 

[Ｕ－１１] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 8/26,9/9 ビッグレイク 50名 

練習会 9/16,23,10/7,21,11/4,25,12/9,23,1/13 

2/3,24,3/3 

ビッグレイク 120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、9/15 ビッグレイク 128名 

練習会 4/28〜1/12 ビッグレイク 35名 

大会参加等 12/9,10,2/11,12,3/10 ビッグレイク他 35名 

[Ｕ－１２] 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 4/8､15､9/2､30 ビッグレイク 38名 

練習会 4/23～3/10（11回） ビッグレイク 38名 

大会参加等 7/2～3/18（9回） 兵庫県、静岡県他 38名 

④ その他 

 (ｱ)ＧＫＰ事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

指導者研修会 6/3 ビッグレイク 35名 

２種スクール 6/5,7/3,9/4,11,11/20,12/11,2/19 ビッグレイク 70名 

３種・4種スクール 5/11,6/15,7/13,9/7 

10/12,11/9,12/7 

ビッグレイク 175名 

３種トレセン 8/23,3/19 ビッグレイク、草津東高校 30名 
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  (ｲ)中学校選抜事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

選考会 11/5,25 J-FREE PARK 107名 

練習会 (後期）4/2,6,19,6/21,28,7/29,8/3 

(前期）12/17,27,1/7,24,2/7,10,18 

3/4,7,27 

J-FREE PARK 

J-FREE PARK 

29名 

29名 

大会参加等 なし   

   (ｳ)キッズ育成事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

U-9ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (湖西)12/10 

    2/25 

(湖南) 6/25 

   11/19 

(湖東)10/21 

   11/25 

(湖北) 6/18 

   11/25 

(甲賀) 4/2 

    8/6 

皇子山陸上競技場 

伊香立運動公園 

野洲川陸上競技場 

野洲川運動公園 

彦根陸上競技場 

近江八幡運動公園 

浅井ｶﾙﾁｬｰ＆ｽﾎﾟｰﾂⅤ 

浅井ｶﾙﾁｬｰ＆ｽﾎﾟｰﾂⅤ 

甲南ハートヘルスパーク 

甲南ハートヘルスパーク 

184名 

188名 

48名 

35名 

98名 

102名 

102名 

68名 

115名 

136名 

 

(3)指導者養成（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 8/26～10/1,1/27～2/12 ビッグレイク他 60名 

Ｄ級 6/24,25,2/24,25 ビッグレイク他 40名 

(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 12/16,1/28 ビッグレイク他 10名 

Ｃ級 6/4,18,24 ビッグレイク他 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 12/3  びわこ成蹊大学 2名 

Ｂ級 2/4,10,11,12 ビッグレイク他 30名 

 ②ＴＳＧ事業 

事 業 実施日 会 場 参加人数 

フォローアップシステム 4/23,5/28,6/11,25,7/9 

7/25～27.8/3～5. 

J-GREEN堺、他 2-3名 

視察・ビデオ撮り 5/14,21,6/1,3,18,8/6,10/14,11/11,18 

6/17 

8/11～13 

10/2～4 

12/25～27 

1/6,7 

県内各地 

田辺スポーツパーク 

三木防災公園 

新居浜市営ｻｯｶｰ場他 

下鳥羽球技場他 

OFA万博ｻｯｶｰ球技場 

1-2名 

3名 

4名 

3名 

2名 

2名 

会議など 8/20 J-GREEN堺 1名 

 

 



- 14 - 

(4)その他 

事業 実施日 会 場 参加人数 

技術委員会 4/12,5/11,6/8,7/13 

9/14,10/11,11/9 

12/14,1/11,2/22,3/14 

ビッグレイク のべ111名 

ユース部会 7/1 

11/25 

草津まちづくりセンター 

栗東ウイングプラザ 

11名 

10名 

滋賀県サッカーカンファレンス 12/16 栗東芸術文化会館 220名 

インストラクター伝達講習会 3/4,5 佐川守山パーク 24 名 

関西トレセンスタッフ研修会 2/18 J-GREEN堺 1 名 

県内トレセンスタッフ研修会 11/26 ビッグレイク 20 名 

高校男子強化練習会兼指導者研修 1/28 ビッグレイク 20 名 

高校女子強化練習会 1/14 ビッグレイク 12 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、３級・４級更新講習会 1月～3月 県内各地 1953名 

２級・３級昇級審査 通年（6回） 県内各地 16名 

２級体力テスト 1/28 甲賀市陸上競技場 58名 

女子４級新規講習会 1/28 守山市中州会館 5名 

レフェリースクール 11/25,12/17 ビッグレイク 各30名 

登録業務 通年 ─   ─ 

 (2)審判員対象の強化育成事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

トレーニング会 毎月第2木曜日 ビッグレイク 166名 

合同開幕前研修 3/25 立命館守山高校 8名 

合同中間研修 7/29 立命館守山高校 13 名 

審判トレセン 6/11,8/19 立命館守山・ビッグレイク 47名 

審判トレセン(女子) 2/12,3/11 県内各地 70名 

ユース４級審判員スキルアップ研修 7/16 玉川高校 23名 

Ｕ２２・ユース審判員研修 7/22 ビッグレイク 7名 

強化審判員指導研修 4/1 ビッグレイク 10名 

女子審判員出前研修 1/７ 伊香立運動公園G 1名 

審判・技術交流研修 10/1 ビッグレイク 13名 

関西レフェリーアカデミー参加 都度/月 関西各地 1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 

インストラクター派遣事業 年間128試合 県内各地・関西各地 128名 

インストラクター出前事業 ７/23,28,11/11 県内各地 50名 

インストラクター更新講習会 10/29,1/20 ビッグレイク・立命館守山高 27名 

インストラクタートレセン 5/20,21,9/16 守山市中州会館 18 名 

インストラクタースクール 11/26 ビッグレイク 6 名 

フィットネスインストラクター派遣事業 7/29 立命館守山高校 30名 
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(4)派遣割当事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

審判派遣・割当（各種大会等） 通年 県内各地・関西各地   ─ 

インストラクター派遣・割当（同上） 年間128試合 県内各地・関西各地  ─ 

(5)フットサルの審判・インストラクター事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

４級新規、３級・４級更新講習会 2月～3月 県内各地 136名 

３級認定講習会 11/28,1/24 県内各地 8名 

開幕前研修 4/22 栗東市民体育館 10名 

４種所属審判員研修会 未実施   

２級審判員研修会 7/30 県立体育館 5名 

審判・インストラクターの派遣割当事業 年間170試合 県内各地・関西各地  

審判委員会(ﾌｯﾄｻﾙ) 5/28,7/30,9/24 県立体育館 各 10 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 栗東さきら・栗東ＷＰ 各30名 

関西委員長会議 毎月第1金曜日 大阪市関西協会 1名 

全国委員長会議 6/3,4 ＪＦＡハウス 1名 

滋賀県サッカーカンファレンス 12/16 栗東さきら 6 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 

キッズリーダー巡回指導 4月～3月 (1658回) 219園 59,575名 

キッズリーダーのキッズ教室派遣事業 4月～3月 (429回) 10 箇所 約 5,000名 

キッズフェスティバル （別掲載）   

キッズリーダー講習会 4/22,5/27,6/24,9/3 

9/23,11/18,2/18,24 

3/31 

ビッグレイク他 のべ150名 

キッズリーダーインストラクター講習会 5/19～21 帝人アカデミー 1 名 

キッズリーダーチーフインストラクター講習会 6/3,4 帝人アカデミー 1名 

地域ジョイントミーティング 10/14,15 ﾗｲｽﾞｳﾞｨﾙ都賀山、ビッグレイク 20 名 

全国ジョイントミーティング １/27,28 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２０１７ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 9/24 長浜バイオ大学ドーム 23名 

第２回 11/12 ピエリ守山 42名 

第３回 3/11 JOY FUTSAL PLAZA 72名 

  ②ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル２０１７ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 6/4 栗東トレセンG 200名 

第２回 7/9 聖泉大学 150名 

第３回 12/9,10 ビッグレイク 400名 

第４回 9/24 長浜バイオ大学ドーム 100名 

第５回 2/11 ビッグレイク 50名 
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③ＪＦＡキッズ（Ｕ－６/８/１０）サッカーフェスティバル２０１７ 

 実施日 会 場 参加人数 

第１回 5/13(中止) ビッグレイク  

第２回 6/10 ビッグレイク 250名 

第３回 7/1(中止) 彦根陸上競技場  

第４回 7/1 皇子山陸上競技場 195名 

第５回 9/3 水口スポーツの森 100名 

第６回 6/10 ビッグレイク 250名 

第７回 12/10 皇子山陸上競技場 370名 

第８回 ３/18 布引運動公園 50名 

④フットボールデー２０１７の開催 

 実施日 会 場 参加人数 

フットボールデー 10/15 ビッグレイク 300名 

 

(3)Ｍ１：女子育成事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

サッカー教室 甲賀教室 

4/25,5/23,6/27,7/25,8/22,9/26 

10/24,11/28,12/26,1/23,2/27,3/27 

水口スポーツの森 U12: 97名 

O12:223名 

ｷｯｽﾞ:474名 

栗東教室 

4/1,5/20,6/3,17,7/1,15,8/5,19 

12/2,16,1/6,20,2/3,17,3/3,17 

JRA栗東トレセン U12: 26名 

母子教室 

7/29,2/10,3/3 

JRA栗東トレセン 

 

U12:  7名 

O12: 31名 

ｷｯｽﾞ: 31名 

レディース８人制交流試合 ＊O-30：11/5.12 

＊0-40： 

 ・5/3 （交流試合） 

 ・5/27 （交流試合） 

 ・8/19,20 (三重県ｴﾝｼﾞｮｲｻｯｶｰ大会) 

 ・11/5 （交流試合） 

 ・11/25,26(兵庫県ｶｻﾞﾐﾄﾞﾘｶｯﾌﾟ) 

 ・3/4 （伊賀ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 

 ・3/17-19（全国Oｰ40ｵｰﾌﾟﾝ大会） 

京都下鳥羽後援G 

 

水口スポーツの森 

J-FREE PARK 

三重県鈴鹿市 

水口スポーツの森 

三木防災後援 

伊賀上野 

三木防災後援 

16名 

 

21名 

49名 

12名 

15名 

18名 

12名 

18名 

リーグ戦の推進 12/17,1/8,20,21,28 栗東トレセンG他 7ﾁｰﾑ 

少女サッカーの推進 ｷｬﾉﾝｶﾞｰﾙｰｽﾞｴｲﾄへの参加 

  3/17.18 

 

J-GREEN堺 

 

30 名 

 

(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 7/2,9,16,30,8/27,9/10,17 

10/1,8,21,11/12,19 

ビッグレイク 150名 

シニアナイター 4/1,5/6,7/22,8/12 ビッグレイク 88名 

シニアフェスティバル 5/7,6/10,8/20,11/26 ビッグレイク他 12チーム 

マンデーナイト 毎週月曜日（34回） ビッグレイク 901名 
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(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（12回） ビッグレイク 250名 

２種フットサルフェスティバル 12/23 

3/23 

ビッグレイク 

水口スポーツの森 

100名 

60 名 

女子リーグの推進 （別掲参照）  100名 

ビーチサッカーの普及 10/9 ピエリ守山 60 名 

 

(6)Ｍ１：リーグ戦支援事業 

事業 実施日 会 場 参加数 

Ｕ－１０ 4月～9月 県内各地 72ﾁｰﾑ 

Ｕ－１１ 4月～9月 県内各地 73ﾁｰﾑ 

Ｕ－１２ 4月～9月 県内各地 123ﾁｰﾑ 

Ｕ－１３ 7月～1月 県内各地 30ﾁｰﾑ 

Ｕ－１５ 1/21～9/10 県内各地 61ﾁｰﾑ 

Ｕ－１８ 3/18～9/23 県内各地 66ﾁｰﾑ 

 

(7)Ｍ１：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 6/4,9/3,12/3,2/3 ウイングプラザ、浜湖月 のべ60名 

市対抗交流フットサル大会 10/29(雨天中止) ジョイフットサルプラザ  

市対抗シニアサッカー大会 9/24 ビッグレイク ６チーム 

市対抗クラブサッカー大会 1/21(1/28は中止) ビッグレイク ８チーム 

  

(8)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 5/17,22,29,6/12,22,26,7/10,17 水口スポーツの森 247名 

中３後半プロジェクト 9/25,10/16,23,30,11/13,20,27,12/11 水口スポーツの森 141名 

 

(9)Ｍ１：障がい者サッカー事業 

事業 実施日 会 場 参加人数 

障がい者サッカー交流試合 10/23(荒天中止)、12/24 水口スポ森,J-FREE PARK 30 名 

 

(10)Ｍ２：「ＪＦＡグリーンプロジェクト」の推進 

    ・県内希望地 

 

(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 実施日 会 場 参加人数 

湖南 毎週１回（40回) ビッグレイク 16名 

湖西 毎週１回 びわこ成蹊大学他 17名 

湖東 毎週１回 ジョイフットサルプラザ 131名 

湖北 毎週１回（32回） おうみの母の里 60名 

甲賀 毎週１回 ルネス学園他 23名 

    ＊県全体の活動 

地域 実施日 会 場 参加人数 
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キッズ教室・交流戦 4/8,6/3,7/22,9/3,11/18（中止）

12/16,1/20,2/18,3/17 
ビッグレイク 163名 

 ②強化育成事業 

地域 実施日 会 場 参加人数 

Ｕ－１２ 4/15,29,5/13,20,27,6/17,7/1,15 

7/29,8/19,9/16,23,10/7,21,11/4 

11/25,12/9,23,1/13,2/3,24,3/3 

ビッグレイク 600名 

Ｕ－１３ 4/26,5/10,24,6/7,14,24,7/5,12 

8/2,30,9/6,27,11/8,15,12/6,13 

1/10,17,2/14,3/7,14 

ビックレイク 25名 

Ｕ－１４ 4/26,5/10,24,6/7,14,7/5,12 

8/2,30,9/6,27,10/11,18,11/8,15 

12/6,13,1/10,17,2/14,21,3/7,14 

ビックレイク 30名 

Ｕ－１５ 5/10,24,6/4,7,14,7/5,12,8/2,30 

11/8,15,12/6,13,1/10,17,2/14,21

3/7,14 

ビックレイク 30名 

Ｕ－１６ 4/17,20,5/11,15,22,25,6/5,19,29

7/3,24,8/2,6,8,9,10 

ビッグレイク,草津東高校

布引陸上競技場 

27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含む) 8/4,5 静岡県御殿場 5名 

指導者養成連携(JJP含む) 10/28,11/4,30  ビッグレイク 60名 

リーグ戦の視察 4/23,5/28,6/11,7/9 J-GREENN堺他 1名 

全国大会等視察 12/25-27,1/2,3 鹿児島、東京他 1名 

 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 7/1 

11/25 

草津まちづくりセンター 

栗東ウイングプラザ 

11名 

10名 

  

《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 

   県協会公式ホームページに種別ごとの大会結果を保存した。 

(3)協会公式ホームページの活用 

   大会やイベント、講習会や研修会等の開催告知及び参加者募集を行った。 

   協会 HPに各種大会の結果を保存することで、多くの県民に公開することができた。 

 

《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 実施せず   
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《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 1/8 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 2/11 ＪＦＡ 1名 

メディカル･チェック 

メディカル･サポート 

4/9 

6/3 

11/11,18 

布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

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3名 

高校選手権出場校のメディカルサポート 12/16 ウイングプラザ 10名 

スポーツ医学セミナー 12/16    栗東さきら 220名 

医事委員会 5/27,9/30,12/16,2/24 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、全国のスタジアムの情報収集を行った。 

(3)Ｊクラブ設立の支援 

  滋賀県にＪクラブが誕生し、県内においてＪリーグが開催できる環境を整備するため、 

以下の会議を開催した。 

 ＊Jクラブ設立準備検討委員会・・３回（６月５日、７月７日、９月２７日） 

 ＊Jクラブ設立特命委員会・・・・２回（１２月１７日、２月１７日） 

 

【収益事業】 

《１》大会のプログラムや入場券の販売事業 

    天皇杯全日本サッカー選手権大会を開催しなかった。 

 

【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） ５５ １４９９ ４０ 

１種（大学） ４ ３２７ ２ 

２種（高校・クラブ） ５７ ２４２８ ２７ 

３種（中学校・クラブ） ８７ ３１９４ ４５ 

４種（少年団・クラブ） １２８ ４０５３ １８ 

女子（一般）  ７ １７２ ２ 

女子（高校）   ２ ５０ １ 

女子（中学）  ２ ４０ ０ 

シニア ２ ９２ ２ 

ﾌｯﾄｻﾙ   １種（社会人・大学） ２３ ３６５ ＊＊＊＊＊＊ 

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） ３ ３７ ＊＊＊＊＊＊ 

女子（高校） ０ ０ ＊＊＊＊＊＊ 
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女子（中学） ０ ０ ＊＊＊＊＊＊ 

シニア ０ ０ ＊＊＊＊＊＊ 

合   計 ３７７ １２３５７ １３７ 

②指導者 

       登録種別    登録人数 

       Ｓ 級 Ｓ ６ Ｆ  

       Ａ 級 Ｇ Ｓ １４ Ｆ  

       Ａ 級 Ｕ－１２ Ｓ ７ Ｆ  

Ｂ 級 Ｓ ６６ Ｆ      ２ 

       Ｃ 級 Ｓ ３５９ Ｆ      ６ 

       Ｄ 級 Ｓ ４６２ Ｆ  

       キッズ Ｓ １０ Ｆ  

       合   計 Ｓ ９２４ Ｆ      ８ 

③審判員 

       登録種別             登録人数 

   １級審判 Ｓ ４ Ｆ ０ 

   ２級審判 Ｓ ４７ Ｆ ８ 

   ３級審判 Ｓ ２０１ Ｆ ３０ 

   ３級審判（ユース） Ｓ １４ Ｆ ０ 

   ４級審判 Ｓ １５７９ Ｆ １４９ 

   ４級審判（ユース） Ｓ ５７５ Ｆ ０ 

合   計 Ｓ ２４２０ Ｆ １８７ 

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 ４９ Ｆ ７ 

④その他 

 役員（理事・監事）     ２６名 

  郡市サッカー協会     １０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 6/11 ウイングプラザ 

運営協議会 5/10,6/26,7/12,9/13,11/15,1/19,3/14 ビッグレイク他 

理事会 5/14,6/11,7/15,9/16,10/15,11/18,1/20,

3/18 

ビッグレイク他 

定例監査 5/7 ビッグレイク 

人事委員会 10/11,12/4,1/10 草津、石山、ビッグレイク 

財務委員会 9/7,11/9 ビッグレイク 

将来構想委員会 7/10,8/27 ビッグレイク 

７０周年記念事業準備委員会 6/23,9/8,11/12 ビッグレイク 

７０周年記念事業実行委員会 1/20 ウイングプラザ 
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ＦＡＣＵＰ実行委員会 9/20,2/16 ビッグレイク 

国体ＰＴ会議 5/15,11/27 ビッグレイク 

ＭＷＯ講習会 12/10,17 ビッグレイク 

Jクラブ設立準備検討委員会 6/5,7/7,9/27     (作業部会)8/7,9/7 ウイングプラザ 

Jクラブ設立特命委員会 12/17,2/17 ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ、ｺﾗﾎﾞしが 

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   

３種委員会 4/8,5/28,7/9,10/14,12/10,23,1/14,2/17 ビッグレイク・ウイングプラザ 

４種委員会   

女子委員会 4/6,5/13,6/3,7/9,8/24,9/10,10/7,11/19

1/28,3/11 

ビッグレイク 

草津まちづくりセンター 

シニア委員会   

フットサル委員会 その都度開催 ビッグレイク他 

キッズ委員会   

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

/14,1/11,2/22,3/14 

ビッグレイク 

審判委員会 毎月第2土曜日 栗東さきら、ｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 

規律委員会   

施設・競技委員会 12/17,1/10,17 ビッグレイク 

医事委員会 5/27,9/30,12/16,2/24 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ、ｳｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 

広報委員会   

 

(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 11/25,1/27,3/24 ＪＦＡハウス 

理事会 3/24 ＪＦＡハウス 

４７FA代表者会議 10/22 ＪＦＡハウス 

事務局(登録説明会) 12/1 CIVI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 11/25 CIVI研修センター東新大阪 

障がい者ｻｯｶｰｼﾞｮｲﾝﾄﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 11/19 J-GREEN堺 

各種別委員長会議   

各委員会委員長会議 (規律)11/10,12  (審判)6/3,4 

(技術)2/17,18 

ＪＦＡハウス 

９地域訪問会議   

９地域天皇杯運営会議 2/17 大阪府協会 

②関西協会関連 

会議 実施日 会 場 

社員総会 6/31 大阪府協会 

常務理事会 4/20,6/1,8/10,10/13,30,12/18,1/12 

2/23           

関西協会 

理事会 4/28,6/12,6/31,11/16,3/23 大阪府協会 

専務理事会議 2/6 関西協会 

各種別委員長会議 (3種)6/19,9/2,23,11/19,1/6 関西協会 
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各委員会委員長会議   

事務局関連会議   

技術委員会拡大会議 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 4/7 ピアザ淡海 

県民体育大会担当者会議 4/7 ピアザ淡海 

県体協国体報告会・表彰式 11/25 プリンスホテル 

国体ＰＴ会議 9/5,11/15 県立武道館 

県体協強化スタッフ会議 3/17 近江八幡 

公益法人定期提出書類作成説明会   

toto申請説明会   

国体開催準備競技団体担当者連絡会 1/22 県庁 

国体開催準備委員会競技運営専門委員会 6/5 大津合同庁舎 

滋賀県障害者スポーツ協会 4/22 県スポーツ会館 

ビッグレイク調整会議 1/17 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ついて審査し、認可を行った。 

事 業 名 実施日 主催団体 

ソーシャルフットボール関西大会 4/8 NPO法人日本ｿｰｼｬﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会 

第３５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 

ドリームサッカークリニックin滋賀 7/1 ﾄﾞﾘｰﾑｻｯｶｰｸﾘﾆｯｸ運営事務局 

第２５回玉川サマーカップ2017 8/5 玉川ﾅｲｽｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

第１２回びわ湖ジュニアサッカーサマーカーニバル 8/5～7 京都新聞COM 

第８回びわ湖カップ少年サッカー大会 8/15～17 (公財)滋賀県文化体育振興事業団 

第３６回近畿ﾌﾞﾛｯｸｽﾎﾟｰﾂ少年団ｻｯｶｰ交流大会 8/26,27 滋賀県体育協会 

YASUｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟ2017 9/30,10/1 野洲市教育委員会 

第９回難病のつどい 10/22 滋賀県難病連絡協議会 

第７回東近江市長杯少年サッカー大会 3/3,4 東近江市サッカー協会 

 

(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９７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６６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２７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（ﾙﾈｽ） 

２種 平成２９年度全国高等学校総合体育大会 近江高等学校 

２種 第９６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４８回全国中学校サッカー大会 大津市立仰木中学校 

４種 第４１回全日本少年サッカー大会 アミティエ・スポーツクラブ草津 

女子 第２７回全国レディース･エイト(0-40)オープン大会 甲賀忍 

女子 第２２回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 ルネス学園甲賀レディースU-15 

ﾌｯﾄｻﾙ ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２７回全日本少年フットサル大会 ＲＯＯＴＳ ＦＵＴＳＡＬ ＣＬＵＢ 

 


