
担当種別 担当委員会・連盟 大　会　名 実施期間 開催地

国体 （一社）関東サッカー協会 第71回国民体育大会関東ブロック大会 8/13-14（成年男子、女子）、8/17-18（少年） 山梨県

１種委員会 会議等 年1回 関東各地

第50回関東サッカーリーグ（1部：10チーム、2部：10チーム） 4/2～9/25 関東各都県

第52回全国社会人サッカー選手権大会・関東大会 6/5～6/19 関東各都県

第23回全国クラブチームサッカー選手権大会・関東大会 9/10～9/12 山梨県

第50回関東社会人サッカー大会 11/5～11/20 神奈川県

第45回全国自治体職員サッカー選手権大会・北関東予選会 6/11～6/13 群馬県

第45回全国自治体職員サッカー選手権大会・南関東予選会 6/11～6/13 千葉県

第45回全国自治体職員サッカー選手権大会・東京都予選会 5/14～6/11 東京都

第44回関東自治体職員サッカー選手権大会 10/22～10/25 群馬県

第9回関東自治体職員サッカー選抜交流大会 3/11または3/18 千葉県

JR東日本カップ2016　第90回関東大学サッカーリーグ戦 前期4/2～6/12　後期9/10～11/13 関東各都県

「アミノバイタル」カップ2016 第5回関東大学サッカートーナメント大会

兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント・関東予選
6/25～7/3 関東各都県

平成28年度　第49回関東大学サッカー大会 11月予定 未定

高等専門学校連盟
平成28年度関東信越地区高等専門学校体育大会関東ブロックサッカー競技 兼 第45回関

東高等専門学校サッカー選手権大会・全国大会予選
7/16～7/17 東京都

会議等 年1回 各地

高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プリンスリーグ関東 4/10～12/11 関東各都県

関東高等学校体育連盟 第59回　関東高校サッカー大会 6/4～6/6 千葉県

会議等　5/7・10/22・11/19・2017/2/4 年4回 各地

第10回 2016関東ユース（U-15）サッカーリーグ 3/5～10/23 関東各都県

第3回 2016関東ユース（U-13)サッカーリーグ 4/2～12/31 関東各都県

高円宮杯第28回全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会・関東大会 11/5～11/13 関東各都県

関東ユースサッカーリーグ（U-15)参入戦 12/3～12/4 群馬県

JFAプレミアカップ2017関東地区代表決定戦 2017/2/11～2/12 検討中

関東中学校体育連盟 第47回関東中学校サッカー大会 8/6～8/9 埼玉県

第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会・関東予選 4/10～6/19 関東各都県

第22回関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会　兼

第31回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会・関東予選
6/18～7/10 関東各都県

平成28年度KCYリーグ（Jユースカップ予選を兼ねる） 6/12～9/25 関東各都県

2016年度JCYインターシティカップ（U-15）・イースト 8/2～8/4 茨城県

第22回関東クラブユースサッカー交流大会（U-15） 8月上旬 群馬県

第10回関東クラブユースサッカー交流大会（U-13） 8月上旬 群馬県

第6回関東クラブユースサッカー冬季交流大会（U-14） 2017年1月上旬 茨城県

関東プリンセスリーグ2016 4/10～12/00 関東各都県

会議　5/4・6/25・8/19・10/29・2017/2/24・3/19 年6回 各地

第40回関東少年サッカー大会 8/19～8/22 群馬県

第27回関東選抜少年サッカー大会 2017/2/25～2/26 茨城県

キヤノン ガールズ・エイト　第14回JFA関東ガールズ・エイト（U-12）サッカー大会 2017/3/4～3/5 茨城県

JA全農杯チビリンピック2017・関東予選 2017/3/19～3/20 栃木県

キッズ キッズ委員会 会議等 年3回 -

会議　4/2・6/4・8/13・11/12・2017/1/21 年5回 JFAハウス

第38回関東女子サッカー選手権大会

兼 第38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会関東予選
9/18～9/25 茨城県

第28回関東レディースサッカー大会

兼 第28回全国レディースサッカー大会関東予選
11/5～11/6 東京都

第22回関東女子サッカーリーグ 4/9～12/4 関東8都県

第30回関東大学女子サッカーリーグ

兼 第25回全日本大学女子サッカー選手権大会関東予選
8/27～11/27 関東8都県

第20回関東女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

兼 第20回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会関東予選
11/19～11/27 山梨県

第25回関東高等学校女子サッカー選手権大会

兼 第25回全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東予選
11/12～11/20 神奈川県

第21回関東女子ユース（U-15)サッカー選手権大会

兼 第21回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会関東予選
6/11～6/19 群馬県

インターハイ（関東高等学校女子サッカー大会）関東予選 6/4～6/6 千葉県

第10回関東レディースエイト（O-40)サッカー大会 6/11～6/12 山梨県

第10回関東レディースエイト（O-45)サッカー大会 9/25 千葉県

２種
2種委員会

平成28年度（2016年度）一般社団法人関東サッカー協会　事業計画

１種

社会人サッカー連盟

自治体職員サッカー連盟

関東大学サッカー連盟

３種
3種委員会

クラブユース クラブユース連盟

４種 第4種委員会

女子 女子委員会



担当種別 担当委員会・連盟 大　会　名 実施期間 開催地

会議　4/23・6/25・12/3・1/21 年4回

第4回全国シニア（40歳以上）サッカー大会関東地区予選会 6/26 茨城県

第15回全国シニア（50歳以上）サッカー大会関東地区予選会 4/24 茨城県

第17回全国シニア（60歳以上）サッカー大会関東地区予選会 12/3～12/4 千葉県

第7回シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル関東予選

兼 第4回関東シニアサッカー選手権大会（O-70)
12/3～12/4 千葉県

第10回関東シニアサッカー選手権大会（O-40） 11/26～11/27 栃木県

第10回関東シニアサッカー選手権大会（O-50） 12/17～12/18 群馬県

第11回関東シニアサッカー選手権大会（O-60） 9/10～9/11 東京都

会議　4/9・7/3・9/17・11/26・1/15 年5回 各地

第3回全日本ユース（U-18）フットサル大会・関東大会 7/3 山梨県

第12回全日本大学フットサル大会・関東大会 7/10 埼玉県

第11回全国ビーチサッカー大会・関東大会 7/30～7/31 茨城県

第13回全日本女子フットサル選手権大会・関東大会 9/17～9/18 千葉県

第22回全日本ユース（U-15）フットサル大会・関東大会 10/29、11/27 東京都

第7回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会・関東大会 10/29、11/27 東京都

第22回全日本フットサル選手権大会・関東大会 2017/1/14～1/15 神奈川県

第18回関東フットサルリーグ（1部） 5/28～12/24 関東各都県

第18回関東フットサルリーグ（2部） 6/5～12/24 関東各都県

第7回関東女子フットサルリーグ 6/19～12/25 関東各都県

第32回全国選抜フットサル大会（男子）・関東大会 5/21～5/22 栃木県

トリムカップ2017　第9回全国女子選抜フットサル大会・関東大会 2017年3月予定 群馬県

第19回関東フットサルリーグ（2部）参入戦 2017年1月下旬～2月予定 茨城県

第8回関東女子フットサルリーグ参入戦 2017年1月下旬～2月予定 茨城県

第19回関東フットサルリーグ1部・2部入替戦 2017年1月下旬～2月予定 茨城県

第8回関東女子フットサルリーグ入替戦 2017年1月下旬～2月予定 茨城県

U-18フットサルトーナメント2017・関東大会 2017年1月下旬～2月予定 山梨県

関東大学フットサルプレリーグ 5月～2月 関東各都県

関東フットサルリーグ　オールスター2017 2017年4月予定 東京都

ビーチサッカー連盟 第3回関東ビーチサッカーリーグ2016 4/24～7/17 茨城県他

地域トレセン 年8回 関東各地

第1回研修会（関東高校サッカー大会） 6/3～6/5 千葉県

第2回研修会（韮崎フェスティバル大会） 7/16～7/18 山梨県

第3回研修会（関東中学校サッカー大会） 8/11～8/13 群馬県

第4回研修会（国体関東ブロック大会） 8/12～8/19 山梨県

第5回研修会（関東社会人サッカー大会） 11/4～11/6 神奈川県

サッカー1級審判員候補予備試験 2017/2/5 関東各地

開幕前研修会 2017/2/14 関東各地

都県指導部長会議 6/12 関東各地

指導部会 年6回 関東各地

三部合同会議 7/10・12/4 関東各地

サッカー2級審判員昇格審査会 4/17・10/30 千葉県

ユース審判員研修会（ナイキアントラーズカップ） 7/16～7/18 茨城県

都県ユース研修会（8都県出前講座） 未定 関東各地

第１回研修会（関東高校女子） 6/3～6/5 千葉県

第２回研修会（国体関東ブロック大会） 8/12～8/13 山梨県

第３回研修会（関東女子） 9月 茨城県

第４回研修会（高校女子） 10月 神奈川県

女子1級候補予備試験 2017年2月 関東各地

開幕前研修会 2017/2/14 関東各地

女子１級強化試合 年1回 関東各地

女子部会 年2回 関東各地

都県女子担当者会議 年1回 関東各地

関係連盟対応 随時及び年５回 ー

インストラクター派遣（関東各種リーグ） 4/1～3/31 関東各地

インストラクター派遣（市原カップ） 11月 千葉県

第１回インストラクター研修会 8月上旬 関東各地

第２回インストラクター研修会 2017年2月 関東各地

サッカーインストラクター２級認定審査 11月 関東各地

インストラクター部会 年6回 関東各地

１級審査に係わる事務処理 随時 ー

各研修会へのインストラクター派遣処理 随時 ー

シニア シニア委員会

フットサル

フットサル委員会

フットサル連盟

審判

審判委員会・指導部

審判委員会・女子部

審判委員会・インストラクター部



担当種別 担当委員会・連盟 大　会　名 実施期間 開催地

第1回関東フットサル研修会 6月 関東各地

第1回フットサル審判員研修会 4月～5月 関東各地

第2回フットサル審判員研修会・女子審判員研修会 11月 関東各地

第3回フットサル審判員研修会　兼　１級候補審査 2017年1月 関東各地

強化フットサル審判員トレセン 年4回 関東各地

フットサル1級体力測定・フットサル1級候補試験 2017年2月～3月 関東各地

第1回ビーチサッカー審判研修会 4月～5月 関東各地

第2回ビーチサッカー審判研修会 7/30～7/31 茨城県

第１回フットサル2級昇格審査会 4月～5月 関東各地

第２回フットサル2級昇格審査会 10月～11月 関東各地

フットサル2級インストラクター認定講習会 10月 関東各地

フットサル2級インストラクター研修会 4月～5月 関東各地

フットサル2級インストラクター更新講習会 10月～11月 関東各地

フットサルインストラクター派遣（リーグ・他） － ー

フットサル講師派遣（関東各都県） 4月～2017年3月 ー

フットサル地域部長会議 年1回 関東各地

都県フットサル部長会議 年4回 関東各地

フットサル・ビーチサッカー部会 年4回 関東各地

フットサル１級審判員審査会 年2回 関東各地

フットサル１級インストラクター審査会 年2回 関東各地

審判員派遣（各種大会） 4月～2017年3月 ー

都県競技部長会議 年1回 関東各地

競技部会 年2回 関東各地

審判委員会 年6回 関東各地

サッカー１級審査判定会議・基準説明会 年1回 関東各地

次年度予算会議 年1回 関東各地

関東技術委員長会議・ユースダイレクター会議 8/17 山梨県

平成28年度関東技術委員会総会 2017/2/19 JFAハウス

関東U-16トレセンリーグ 4/24～2017/3/12 関東各都県

関東U-15トレセンリーグ 4/24～2017/3/12 関東各都県

関東U-14トレセン交流戦 4/24～2017/3/12 関東各都県

関東U-13トレセン交流戦 4/24～2017/3/12 関東各都県

関東U-12トレセン交流戦 4/24～2017/3/12 関東各都県

関東トレセンコーチ研修会 7/2～7/3 鹿島ハイツ

地域トレーニングキャンプU-17関東 10/12～10/14 鹿島ハイツ

関東GKトレセン 2017/1/28～1/29 鹿島ハイツ

ナショナルトレセンU-12　関東・シミュレーション 11/5～6（シミュレーション）、2017/1/6～1/9（NTCU12関東） 鹿島ハイツ

ナショナルトレセンU-14　東日本 5/26～5/29、11/24～11/27 静岡時之栖

関東A級トライアル 2017/3/12 武蔵高校

地域女子トレセンスタッフ研修会 9/24～9/25 鹿島ハイツ

地域トレセン女子U-12～U-15 7/1～12/31 鹿島ハイツ

医学 医学委員会 会議 未定

技術 技術委員会

審判

審判委員会・フットサルビーチサッカー部

審判委員会・競技部

審判委員会・総務部


