
月

/18.22

/9.10  S4級新規講習会

 全道U11(8人制)大会 /9.10.16.17 /未定

/17.24  春季リーグ 地区ﾄﾚｾﾝｾﾚｸｼｮﾝ  ﾕｰｽ審判員研修会

 北海道カブスリーグ /16.17.23.24.29.30 /30 保護者説明会 /～6月

/  U15Ｍリーグ  親子運動教室 前期活動開始  S3級認定審査

/23.24  道南ブロックリーグ /下旬～10/ /29  JFAなでしこひろば (1次～2次)

 Kappa Kids Cup  U15道南ﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾞｽ  こくみん共済リーグ  サッカーのみかた

/1.7.8 /上旬～9/中旬 /3～5 /7.8.9.10.11 /1 /8 /11.13.15 /26

 北海道カブスリーグ   室蘭社会人リーグ  高校フェスティバル  U15Ｍリーグ /1.7.14.28 /3.4  室蘭ｼﾆｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  ピッコロリーグ  S4級新規講習会  フットサルリーグ

/上旬～9/中旬  こくみん共済リーグ  道南チャレンジ /5  ぴっころランド /11.13.16.20

  ミドルリーグ /  ｼﾆｱ交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  FS4級新規講習会

/15.22.29  道南ブロックリーグ /29 /22 /未定

  道南Bリーグ  親子運動教室  道南BTCU13～U15  ＭＦＡﾌｯﾄｻﾙ審判

/24.25.26.27 /21.22 /22  JFAなでしこひろば /28 実技講習会

 高体連室蘭予選   全道U10地区予選  道南シニアリーグ  道南BT女子U15  サッカーのみかた

/4.5 /4.5.25.26 /5.6 /12

/5 　知事杯地区予選  U15Ｍリーグ /5  S4級新規講習会  フットサルリーグ

 北海道女子リーグ /12.26 /25  道南BTCU16 (追加)

/4.11.19   道南Bリーグ /  親子運動教室 /13

 北海道カブスリーグ  道南ブロックリーグ /18.25  JFAなでしこひろば  フットサル

/18.19  こくみん共済リーグ /26

　社会人地区予選  ピッコロリーグ  サッカーのみかた

 ぴっころランド  

/9.10 / /2.3 /2,3 /12

/16   ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ地区予選  道南ブロックリーグ /9.10.16.17.23.24.30   道新旗地区予選 /9.10  道南BTC女子U12  フットサルリーグ

 高円宮プリンスリーグ /10.17  U15Ｍリーグ /9  道民共済cup /17,18

/23   道南Bリーグ  こくみん共済リーグ  ぴっころランド  道南BTCU１２ /6,27

 北海道カブスリーグ  フットサル

/31 /24 /30

 全道大学女子大会  道南チャレンジ  親子運動教室

 全道レディース大会  JFAなでしこひろば  サッカーのみかた

/ /27.28 /未定 /9,10,11 /未定 /9,23

 道南ブロックリーグ  U15Ｍリーグ  ノーラインゲーム  道南BTC U13～U15  S3級認定審査(3次）  フットサルリーグ

/11 /7

/20.21.27.28 /20.21  ﾚﾃﾞｨｰｽ・ｶﾞｰﾙｽﾞ  ピッコロリーグ /3,31

/20  高校選手権予選 　全道U11地区予選  フェスティバル  ぴっころランド  フットサル

 北海道カブスリーグ /28 /27 /28 /28

/21   道南Bリーグ  こくみん共済リーグ  室蘭ｼﾆｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  親子運動教室  サッカーのみかた

 北海道女子リーグ  JFAなでしこひろば

/3.17.18.22 /17.18.19 /3.4.10.11.17.18.19.22/3 /3キッズリーダー /未定 /13,27

 北海道カブスリーグ  高校新人戦  U15Ｍリーグ  こくみん共済リーグ /11 /4 /4  S3級認定審査(3次）  フットサルリーグ

 道南チャレンジ  道南シニアリーグ   MFAグラスルーツ /未定

/11 /18.25 / フェスティバル  FS3級認定審査(2次) /7

 高円宮プリンスリーグ   道南Bリーグ  道南ブロックリーグ /22  フットサル

 ピッコロリーグ

 ぴっころランド

/24 /25 /24

 全日少道南B大会  道南シニアリーグ  親子運動教室  サッカーのみかた

 JFAなでしこひろば

/1 /1.2 /初旬 /11,25

/8.15.22 /9  U15Ｍリーグ   JA杯地区予選 /10  サッカーのみかた  フットサルリーグ

 北海道カブスリーグ  佐藤寛杯 /22.23  ピッコロリーグ /未定 /5,26

/15.16  U14道南新人  ぴっころランド /23  S3級認定審査（3次）  フットサル

 女子ユース(U18)大会  交流大会 道南BTCU１１  FS3級認定審査（2次）

/30 /29 /6

/29 /22.23 /29.30  室蘭ｼﾆｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  親子運動教室  FS2級更新講習会

/30  パーシモンリーグ 　道新杯大会 　ガールズ交流大会  JFAなでしこひろば /3.5.7

 北海道FSリーグ  FS3.4級更新講習会

/3.5.12.20.23.26 /初旬 /1

 パーシモンリーグ /6  フットサルのみかた  フットサルリーグ

/5.6  ピッコロリーグ /19 /初旬

11   U15フットサル  ぴっころランド  道南BTCU１３  FS2級更新講習会 /29

月 地区予選 /20 /2.4.6  全日本フットサル

 /下旬 /12.13 /26  道南BTCU１４  FS3.4級更新講習会

 U18フットサル   U15フットサル  親子運動教室 /未定

地区予選 道南B大会  JFAなでしこひろば  FS3級認定審査（3次)

/未定 /14

/18  FS3級認定審査（3次）  フットサルリーグ

/10.11 /12～2月  ピッコロリーグ

12   U14フットサル   シニアFSﾘｰｸﾞ / /20

月 地区予選  ぴっころランド  全道フットサル

/23

 親子運動教室 12月下旬

 JFAなでしこひろば U12道外遠征(静岡県)

/未定 /11.13 /8

 ノーラインゲーム  FS4級新規講習会  新春フットサル

/15 /11.13日

/21 /21.22  ピッコロリーグ  FS3・4級更新講習会

  全道フットサル /

 ぴっころランド

/ /28

 フットサル選手権  親子運動教室

 JFAなでしこひろば

/9 /5,12

/11.12 /15  S2級更新講習会  フットサルリーグ

  全日本FS予選  ピッコロリーグ

/18.19 / /13.15.17.19

 全道フットサル(U12)  ぴっころランド  S3.4級更新講習会

/28

 親子運動教室

 JFAなでしこひろば 地区ﾄﾚｾﾝ活動終了

/12 /5

 S2級上申希望者  MFAフットサル

 筆記試験

 S2級更新講習会

/下旬

 S4級新規講習会

2016年度 室蘭地区サッカー協会事業計画
HFA/MFA主管事業 社会人委員会 高校委員会 中学委員会 少年委員会 女子委員会 シニア委員会 普及事業委員会 技術委員会 審判委員会 フットサル委員会

4
月

5
月

フェスティバル

6
月

エンジョイリーグ

7
月

エンジョイリーグ

8
月

エンジョイリーグ

9
月 エンジョイリーグ

エンジョイリーグ

 一般の部  地区予選

1
月

　室蘭社会人室内

2
月

10
月

   地区予選

◎幼稚園巡回指導

◎U12サッカー教室

◎女子普及事業

◎ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ講習会

フェスティバル

3
月

フェスティバル

備
考
欄


