一般社団法人関東サッカー協会 2018年度 事業計画

【主催事業】
委員会名・連盟名

関東各地

2018/4/1～9/23

関東各地

2018/6/3、6/10、6/17

第25回全国クラブチームサッカー選手権大会・関東大会

栃木県

2018/9/22～9/24

第52回関東社会人サッカー大会

東京都

2018/11/3～11/4、11/17～11/18

日本スポーツマスターズ2019関東予選会

埼玉県・千葉県

2019/2

JR東日本カップ2018 第92回関東大学サッカーリーグ戦

関東各地

2018/4/7-11/25

「アミノバイタル」カップ2018 第7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

関東各地

2018/6月末-7月中旬予定

平成30年度 第51回関東大学サッカー大会

未定

2018/10月末-11月中旬予定

第47回全国自治体職員サッカー選手権大会・北関東予選会

茨城県

2018/6/16～18

第47回全国自治体職員サッカー選手権大会・南関東予選会

神奈川県

2018/6/16～18

第46回関東自治体職員サッカー選手権大会

埼玉県

2018/10/27～10/30

第11回関東自治体職員サッカー選抜交流大会

千葉県

2019/3/9又は3/16

平成30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47回関東高等専門学校サッカー選手権大会・全国大会予選

東京都

2018/7

２種委員会

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2018 関東

関東各地

2018/4/8～12/9

関東高体連

関東高校サッカー大会

群馬県

2018/6

第42回日本クラブユースサッカー選手権（U-18） 関東予選

関東各地

2018/4/7～6/10

平成30年度 Ｊユースカップ関東大会

関東各地

2018/6/10～9/24

高円宮杯 JFA U15サッカーリーグ 関東
（第12回 2018関東ユース（U-15）サッカーリーグ）

関東各地

2018/3/4～10/14

第5回 2018関東ユース（U-13）サッカーリーグ

関東各地

2018/5～12

高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会

関東各地

2018/11/3～11

関東ユース（U-15)参入戦

栃木県

2018/12/1～2

JFA 第23回全日本U15選手権大会 関東地区代表決定戦

検討中

2019/2/9～10

第49回関東中学校サッカー大会
第24回関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 兼
第26回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）関東予選
第11回関東Ｍ-Ｔ-Ｍ交流戦

茨城県

2018/8/6～9

関東各地

2018/6/16～7/8

栃木県・真岡市鬼怒自然公園サッカー場

2018/7/27～29

（2018フジパンCUP）第42回関東少年サッカー大会

千葉県・フクダ電子アリーナ

2018/8/25～26

第29回関東選抜少年サッカー大会

茨城県・ひたちなか市運動公園

2019/3/2～3

東京都

2018/9/15～16、9/22～23、9/30

千葉県

2018/11/24～25

関東各地

2018/8～11

群馬県

2018/10/20～21、10/27～28

埼玉県

2018/11/10～11、11/17～18

栃木県

2018/6/9～10、6/16～17

第24回関東女子サッカーリーグ

関東各地

2018/4/14～12/2

第2回関東女子(U-15)サッカーリーグ

関東各地

2018/9～2019/2

第12回関東レディースエイト（O-40)サッカー大会

埼玉県

2018/6/9～10

第12回関東レディースエイト（O-45)サッカー大会

山梨県

2018/9/16

関東高校女子サッカー大会（インターハイ 関東予選）

群馬県

2018/6/2～4

JFA第6回全日本O-40サッカー大会 関東地区予選会

山梨県・押原サッカー場

2018/6/23～24

JFA第17回全日本O-50サッカー大会 関東地区予選会

山梨県・押原サッカー場

2018/4/28～29

JFA第19回全日本O-60サッカー大会 関東地区予選会

千葉県･市原スポレクパーク

2018/12/1～2

JFA第9回O-70サッカーオープン大会 関東地区予選会・第6回関東選手権

群馬県・群馬スポーツセンター

2018/11/17～18

第12回関東シニアサッカー選手権大会（0-40）

千葉県・市原スポレクパーク

2018/12/1～2

第12回関東シニアサッカー選手権大会（0-50）

神奈川県・藤沢体育センター

2018/12/7～8

第13回関東シニアサッカー選手権大会（0-60）

栃木県・宇都宮市河内総合運動公園

2018/9/8～9

関東トレセンチーフコーチ研修会

茨城県神栖市波崎

2018/6/23～24

関東A級トライアル

埼玉県・浦和南高校

2019/3/10

ナショナルトレセンU-12関東 シミュレーション

茨城県・鹿島ハイツ

2018/11/3～4

ナショナルトレセンU-12関東

茨城県・鹿島ハイツ

2019/1/12～14

関東トレセンU-12

茨城県・鹿島ハイツ

2018/12/1～2

地域トレーニングキャンプU-17関東

茨城県・鹿島ハイツ

2018/10/9～11

ナショナルトレセンU-14東日本 前期選考会

茨城県・鹿島ハイツ

2018/4/22

ナショナルトレセンU-13 後期選考会

茨城県・つくばアカデミーセンター（予定）

2018/9/23

関東GKトレセンキャンプ

未定

2019/2/2～2/3

関東各地

2018/4/22～2019/2/24

関東各地

2018/9/23～11/25

関東各地

2018/9/24～2019/2/24

関東各地

2018/9/24～2019/2/24

関東女子トレセン指導者研修会

茨城県・鹿島ハイツ

2018/5/20～21

関東トレセンマッチ女子U-18

茨城県・鹿島ハイツ

2018/7/8～9

関東トレセンマッチ女子U-17

茨城県・神栖市波崎

2019/2/23～24

関東トレセン交流戦U-12

茨城県・鹿島ハイツ

2018/10/22、12/10、2019/1/21

関東トレセン女子U-15

帝京平成大学

2018/8/19～21

関東トレセン女子U-14

茨城県・鹿島ハイツ

2018/9/23～24、10/21～22

関東U-13・14トレセンマッチ

茨城県・神栖市波崎

2019/2/23-24

関東大学サッカー連盟

高等専門学校連盟

関東CYサッカー連盟

3種委員会
3
種
関東中学校体育連盟
関東CYサッカー連盟
4
種

女
子

シ
ニ
ア

実施期間

第54回全国社会人サッカー選手権大会・関東大会

自治体連盟

２
種

開催地

第52回関東サッカーリーグ

関東社会人サッカー連盟

1
種

事業名

4種委員会

女子委員会

シニア委員会

技術委員会

第40回関東女子サッカー選手権大会 兼
皇后杯ＪＦＡ第40回全日本女子サッカー選手権大会関東予選
第30回関東レディースサッカー大会 兼
ＪＦＡ第30回全日本O-30女子サッカー大会関東予選
第32回関東大学女子サッカーリーグ 兼
第27回全日本大学女子サッカー選手権大会関東予選
第22回関東女子ユース（Ｕ-18）サッカー選手権 大会 兼
ＪＦＡ第22回全日本Ｕ-18女子サッカー選手権大会関東予選
第27回関東高校女子サッカー選手権大会 兼
第27回全日本高校女子サッカー選手権大会関東予選
第23回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 兼
ＪＦＡ第23回全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選

関東トレセンリーグU-16（全7節、サテライトカップ）
4/22、5/27、7/8、9/23、11/25、19/2/23-24
関東トレセンリーグU-15（全3節、順位決定戦）
9/23、10/28、11/25
関東トレセン交流戦U-14（全9節）
9/23、10/28、11/25、12/9、19/1/27、2/23～24
関東トレセン交流戦U-13（全9節）
9/23、10/28、11/25、12/9、19/1/27、2/23～24

技
術

技術委員会・女子
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委員会名・連盟名

事業名

第14回全日本大学フットサル大会・関東大会
JFA第5回全日本U-18フットサル大会・関東大会

栃木県・県立北体育館

2018/7/14～15 または 2018/7/21～22

JFA第24回全日本U-15フットサル選手権大会・関東大会

山梨県・昭和町総合体育館

2018/11/24～25、2018/12/1

JFA第9回全日本女子U-15フットサル大会・関東大会

山梨県・昭和町総合体育館

2018/11/24～25、2018/12/1

JFA第13回全日本ビーチサッカー大会・関東大会

神奈川県

2018/7

第20回関東フットサルリーグ（1部）

関東各地

2018/6～2018/12

第20回関東フットサルリーグ（2部）

関東各地

2018/6～2018/12

第9回関東女子フットサルリーグ

関東各地

2018/6～2018/12

第34回全国選抜フットサル大会（男子）・関東大会

埼玉県春日部市

2018/5/19～20

日本トリムPersents第11回全国女子選抜フットサル大会関東大会

千葉県東金市

2019/1/26～27

第21回関東フットサルリーグ（2部）参入戦

群馬県渋川市

2019/2/2～3

第10回関東女子フットサルリーグ参入戦

群馬県渋川市

2019/2/2～3

第21回関東フットサルリーグ1部・2部入替戦

群馬県渋川市

2019/2/9～10

第9回関東女子フットサルリーグ入替戦

群馬県渋川市

2019/2/9～10

第2回関東大学フットサルリーグ

関東各地

2018/5～2019/2

関東フットサルリーグ オールスター2018

東京都・駒沢体育館

2018/12/30

第5回関東ビーチサッカーリーグ2018

茨城県他

2018/4～2018/11

2018年度関東審判指導者トレーニングセンター（審判イントレ）

JFAハウス 他

2018/1～12（年8回）

2018年度関東レフェリーアカデミー

JFAハウス 他

2018/1～11（年10回）

審判研修会（年10回、男子審判員・女子審判員）

関東各地

2018/6～2019/3

サッカー1級審判員候補予備審査

未定

2019/2

開幕前研修会（男女審判員・インストラクター）

ＪＦＡハウス

2019/3

サッカー2級審判員昇格審査（年2回）

関東各地

2018/４および2018/10

ユース審判研修会（年2回）

関東各地

2018/9、2019/2

女子1級強化研修（年1回）

未定

2018/9

審判インストラクター研修会（年6回）

関東各地

2018/7～2019/3

インストラクター2級認定講習会

未定

1泊

ＳＩ１受験者強化・1級審査関連

未定

未定

ビーチサッカー審判員研修会（年2回）

関東各地

2018/4、2018/7

フットサル審判員研修会（年3回）

関東各地

2018/4、2018/11、2019/1

フットサル強化審判員トレセン（年6回）

関東各地

2018/6-2019/3

フットサル1級・フットサル1級候補体力測定

未定

2019/3

フットサル1級候補予備テスト

未定

2019/3

フットサル2級昇格審査（年2回）

関東各地

2018/4 2018/10

フットサルインストラクター2級研修会

未定

2018/5

フットサル1級インストラクター3次審査

未定

2018/12

競技規則伝達講習会

未定

2018/10

審判員派遣事業（ＪＦＡ・各リーグ・各大会）

関東各地

2018/4-2019/3

1級審査判定会議・基準説明会

関東各地

2018/4月初旬

審判委員会（年6回）

関東各地

2018/4～2019/2

第73回国民体育大会 関東ブロック大会 成年男子

茨城県・ひたちなか市運動公園、笠松運動公園

2019/8/18～19

第73回国民体育大会 関東ブロック大会 女子

茨城県・水戸市

2019/8/18～19

第73回国民体育大会 関東ブロック大会 少年男子

茨城県・ひたちなか市運動公園

2019/8/18～19

JFA第15回全日本女子フットサル選手権大会・関東大会

フ
ッ
ト
サ
ル
・
ビ
ー
チ

フットサル連盟

ビーチサッカー連盟
審判委員会・全体

審判委員会
指導部

審判委員会
インストラクター部
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

国体

関東ＦＡ・主管都県

実施期間

茨城県・水海道総合体育館
2019/1/12～13、2019/1/19
神奈川県・ひらつかアリーナ茅ケ崎市総合体育
2018/9/24
館（予定）
東京都・駒沢公園体育館
2018/7/16

JFA第24回全日本フットサル選手権大会・関東大会

フットサル委員会

開催地

【後援事業】
1種

関東医歯薬重大学サッカー連盟 2018年関東医歯薬獣大学サッカーリーグ（春季リーグ・秋季リーグ）

女子

女子委員会

関東各地

春季4/22～6/11、秋季10～12月

第24回選抜高校女子サッカー大会 めぬまカップ

埼玉県熊谷市

2019/3

キヤノン ガールズ・エイト 第16回関東ガールズ・エイト（Ｕ-12）サッカー大会

茨城県・ひたちなか市運動公園

2019/2/23～24

2019 JA全農杯全国小学生選抜サッカー in 関東

神奈川県

2019/3/16～17

キッズジョイントミーティング

群馬県

年1回

関東キッズ指導者研修会

千葉県

年1回

【主管事業】
4種

4種委員会

【会議予定】
キッズ

キッズ委員会
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