
月

/13.14

 全道チビリンピック /20.21.27.28 /14.21 /10,17

/  春季リーグ /13.20.27.28.30  ｼﾆｱｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  4種トレセン選考会

 北海道カブスリーグ  U15Ｍリーグ /20,29

/27.28 / /下旬～10/ /27  2種トレセン

 Kappa Kids Cup  道南ブロックリーグ  U15道南ﾌﾞﾛｯｸｶﾌﾞｽ  U12地区リーグ トレーニング

/上旬～9/中旬 /11.18.19.25 /1.2 /上旬　4種審判 /19,26

/5.20   室蘭社会人リーグ  U15Ｍリーグ /4.5.12.26  道南チャレンジ /5 /6,26 　体力フィットネス  フットサルリーグ

 北海道カブスリーグ /  U12地区リーグ  道南ｼﾆｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ /19  3種トレセンリーグ /中旬　S3級審判

/11 /12.19  道南ブロックリーグ /12  ぴっころランド 　上申学科テスト

 北海道女子リーグ   道南Bリーグ /18,19  道南シニアリーグ  JFAなでしこひろば

 全道U10地区予選  ぴっころリーグ /下旬　S審判

/26  ノーラインゲーム   新規講習会

　知事杯地区予選

/8.9.30 /2.9.16 /21.2.22.23.29.30 /2 /　～9/ 随時実施 /9,30

 北海道リーグ   道南Bリーグ /  U15Ｍリーグ  道南チャレンジ /15,16,17 　S3級上申実技試験  フットサルリーグ

/2.30  道南ブロックリーグ  ミニ国体

 北海道女子リーグ /30 /17,24

/ /23 /22  ぴっころランド FSエンジョイリーグ

 北海道カブスリーグ   ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ地区予選  U12地区リーグ  JFAなでしこひろば

/11～14 /30 /29.30  ぴっころリーグ

 北海道高体連大会 　社会人地区予選  全道U12区予選  ノーラインゲーム

/7 /7.21 /13,15 /上旬 /7,21

 北海道女子リーグ /7.14 /  U12地区リーグ  3種トレセンリーグ  Ⅰ期2級上申  フットサルリーグ

/20.21   道南Bリーグ  道南ブロックリーグ /14.20.27.28 /15.21 /13 /13,14,15  実技研修試験

 全道知事杯大会  U15Ｍリーグ  道南チャレンジ  ぴっころランド  ミニ国体 / /28

 JFAなでしこひろば /4種  2級上申学科模擬 FSエンジョイリーグ

 ノーラインゲーム  道南ﾄﾚｾﾝ交流大会  テスト

/27.28 /28

 道民共済 Kids Cup  女子道南Bﾄﾚｾﾝ

/4.10 /4 /4,25

/  U12地区リーグ  JFAｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ /7.8.9  フットサルリーグ

 道南ブロックリーグ /17.18  3種トレセンリーグ /

/17  全道U11地区予選 /18  SI2更新講習会 /26

/18 /24.25.31  U15Ｍリーグ  ぴっころランド FSエンジョイリーグ

 北海道女子リーグ /25  高校選手権予選 /24  JFAなでしこひろば

/25   道南Bリーグ  Ｕ14新人リーグ  ぴっころリーグ

 北海道リーグ  ノーラインゲーム

/ /1 /7.8 /1 / /8

 北海道カブスリーグ /8.15  高校選手権予選 /7.14.21  JA杯室蘭地区予選  道南チャレンジ /8 /29  Ⅱ期2級上申  道南ブロックリーグ

/1.8.15   道南Bリーグ  U15Ｍリーグ  道南シニアリーグ /14  3種トレセンリーグ  実技研修試験

 北海道リーグ /21.22.23 /8.16.23.28  ぴっころランド / / /1,29

 高校新人戦  Ｕ14新人リーグ  JFAなでしこひろば  4種  2級上申学科模擬  フットサルリーグ

/ /21 /29  ぴっころリーグ  道南ﾄﾚｾﾝ交流大会  テスト

 道南ブロックリーグ  U12道南ﾌﾞﾛｯｸ  道南シニアリーグ  ノーラインゲーム /スペトレ /30

FSエンジョイリーグ

/ /27

 3級インストラクター  道南ブロックリーグ

/5.12 /スペトレ  更新講習会

/12～14  Ｕ14新人リーグ /19 /6,20

 全日本U12道大会 /19.20  ぴっころランド  フットサルリーグ

/20  道新杯大会  JFAなでしこひろば

 佐藤寛杯 /26.27 /20  ぴっころリーグ /28

　ガールズ交流大会  ｼﾆｱｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  ノーラインゲーム FSエンジョイリーグ

/2 /23

/2.4.23.24  ぴっころランド /3 /  全日本地区予選

 パーシモンリーグ  JFAなでしこひろば  3種トレセンリーグ  FS新規審判講習会

11 /9.10  ぴっころリーグ /2,3,4 /10,17

月   U15フットサル  ノーラインゲーム  2種ﾄﾚｾﾝ交流大会  フットサルリーグ

地区予選 /

/30 /スペトレ  FI2インストラクター /25

 全道U15女子FS大会  更新時講習 FSエンジョイリーグ

/1 /1 /７.8 / /23

 全道U15女子FS大会 /14  パーシモンリーグ  全道フットサル予選 / /  FS審判員  全道FS地区予選

 U18フットサル /12～3月  ぴっころリーグ  U12清水遠征  更新講習会

12 地区予選   シニア室内ﾘｰｸﾞ / /1,15

月  JFAなでしこひろば /スペトレ  フットサルリーグ

 ぴっころランド

 ノーラインゲーム /23

FSエンジョイリーグ

/11.12 /19

 全道フットサル予選 / / /  道南ブロックリーグ

/18.19  ぴっころリーグ  U12冬季ﾌﾟﾚﾐｱ大会  FS審判員 /5

/下旬  全日本FS地区予選 /  更新講習会  新春フットサルFES

U14フットサル /18.19  JFAなでしこひろば /スペトレ /19

地区予選  フットサル選手権  ぴっころランド  フットサルリーグ

/25.26  ノーラインゲーム /27

 全道自治体FS大会 FSエンジョイリーグ

/2 /2,16

　室蘭社会人室内 / /  フットサルリーグ

 ぴっころリーグ  U12交流大会

/18.19 /  U11交流大会 /17

 全道フットサル(U12)  JFAなでしこひろば FSエンジョイリーグ

 ぴっころランド /スペトレ /S審判更新講習会

 ノーラインゲーム

/ /スペトレ /S審判新規講習会

 ぴっころリーグ

/

 JFAなでしこひろば

 ぴっころランド

/20～29  ノーラインゲーム

 高校フェスティバル

開催日未定事業 更新・新規講習会は

○保護者講習会 随時地区HPにｱｯﾌﾟ

○巡回指導 しますので、確認を

○ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ お願い致します。

　 養成講習会

備
考
欄
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9
月

10
月
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月

2
月

3
月

7
月

2019年度 室蘭地区サッカー協会事業計画
HFA/MFA主管事業 １種委員会 ２種委員会 ３種委員会 ４種委員会 女子委員会 シニア委員会 ｸﾞﾗｽﾙｰﾂ委員会 技術委員会 審判委員会 フットサル委員会

4
月

5
月

6
月


