
月

/9  Sユース講習会①

/24 /17  なでしこひろば  Sユース講習会②

 北海道U-18リーグ  ｼﾆｱｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ /

/29 /23.24.29  各種別トレセン  S実技研修種別① /22

 北海道カブスリーグ  地区春季大会 /下旬  選考会  リーグ説明会

/30.5/1 /16  U15Ｍリーグ /29.30

 成進･Athleta Kids cup  道南ブロックリーグ  U12リーグ  S新規講習会①

/1.4 /上旬～9/下旬 /3.7.14 / /1.8.14.15.28 /2.3 /5～10月  FS新規講習会①

 北海道U-18リーグ  室蘭社会人リーグ  道南ブロックリーグ  U15Ｍリーグ  U12リーグ  道南チャレンジ  ｼﾆｱ70交流試合  S2上申希望者講習

/4.29 /5 /14  道南Bイントレ研修

 北海道カブスリーグ /15.29  道南ｼﾆｱ交流  JFAﾚﾃﾞｨｰｽ・ｶﾞｰﾙｽﾞ /  S実技研修種別②

/8.22.29  道南ブロックリーグ /15  フェステエィバル  各種トレセン練習  S３上申学科テスト

 道女子U15リーグ /22  道南シニアリーグ  ぴっころランド  Sユース実技研修

/29 /22 /24～27  道南チャレンジ  ぴっころリーグ /21.22  FS実技研修種別① /22

 北海道リーグ  知事杯地区予選  高体連支部予選 /21.22  道南ブロックトレセン  S実技研修種別③  フットサルリーグ

 全道U10地区予選   (3種)  S実技研修種別④

/4 /5.12.26 /4.11.25 /

 道女子U15リーグ  道南ブロックリーグ  道南ブロックリーグ  U15Ｍリーグ /11 /

/4.26  なでしこひろば  各種トレセン練習

 北海道女子リーグ /12  /11.12  S３上申実技試験 /19.26

/5  クラブ地区予選  西胆振中体連 /18  フットサルリーグ

 北海道U-18リーグ  ぴっころランド /25.26

/12 /19 /19  ぴっころリーグ  全道選抜大会(4種)  S３上申実技試験 /24

 北海道カブスリーグ  社会人地区予選  U12リーグ  EJリーグ説明会

/26

 北海道リーグ  S実技研修種別④

/2 /17.31  S３上申実技試験 /10.31

 北海道女子リーグ  道南ブロックリーグ /2.9.16.23.30 / /2.3　 /9 /  道南ブロックリーグ

/3  道南ブロックリーグ  U15Ｍリーグ  ロバパンカップ  なでしこひろば  各種トレセン練習  道南Bイントレ研修

 北海道U-18リーグ 全道U-12地区予選 /10  道南ユース研修会 /24

/17.31  道南シニアリーグ /17 /16.17  SI2級更新講習会  フットサルリーグ

 北海道リーグ /9.10.31  ぴっころランド  道南ブロックトレセン

/24  U12リーグ /24.31   (3種.4種) /25

 北海道カブスリーグ  U15道南B予選  S３上申実技試験  FSエンジョイリーグ

/23.24

 道民共済 Kids Cup  SI2級更新講習会

/28 /21.28 /6 /21.22  道南Bイントレ研修 /21

 北海道リーグ  道南ブロックリーグ / /6.14 /11 /7.14.21  ＪＦＡキッズ  道南ブロックトレセン  フットサルリーグ

/20 /20.21.27.28  U15Ｍリーグ  U12リーグ  道南チャレンジ  道南シニアリーグ     フェスティバル   (3種)  道南ユース研修会

 北海道女子リーグ  高校選手権予選 /11 /6.7 /28

 北海道U18女子リーグ /20.27  ぴっころランド  熊谷高瀬杯  道南ブロックリーグ

  トラック協会杯  ぴっころリーグ /27.28

 全道U11地区予選 /13  各種別ブロック  FS実技研修種別② /29

 なでしこひろば      トレセン交流会  FSエンジョイリーグ

/4 /11 / /4.11

 北海道女子リーグ  道南ブロックリーグ /3.10 / /4 /4 /10  各種トレセン練習  フットサルリーグ

/11.25  道南ブロックリーグ  U15Ｍリーグ  U12リーグ  道南シニアリーグ  なでしこひろば /17.18

 北海道リーグ /  道南ブロックトレセン /18

/11.18 /23.24.25  Ｕ14新人リーグ /11 /11   (4種)  道南ブロックリーグ

 北海道カブスリーグ  高校新人戦  全日本U-12  ぴっころランド /

/18.25  道南ブロック大会  ぴっころリーグ  ガールズエイト

 北海道U-18リーグ /24

/17.18.23.24  道南ブロック  S３上申実技試験 /25

 全道高校女子選手権   TCマッチ（3種）  FSエンジョイリーグ

/9 /1.2 / /2 /16

/9.23  佐藤寛杯  道南ブロックリーグ  Ｕ14新人リーグ /10.未定 /10  道南シニアリーグ /8 /  フットサルリーグ

 北海道カブスリーグ  2部プレーオフ運営  JA杯室蘭地区予選  道南チャレンジ  ぴっころランド  各種トレセン練習

/22.23 /15.16  ぴっころリーグ /21

U14道南大会  LADIES CUP /15 /  道南ブロックリーグ

 なでしこひろば  ナショナルトレセン

/29.30 /30  U-12 /31

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

/5.6 / /6.13.20

 U15フットサル /3  各種トレセン練習  FS新規講習会②  フットサルリーグ

地区予選  ぴっころランド /19.20  FS更新講習会① /7.28

11  ぴっころリーグ  道南ブロックトレセン  FS更新講習会②  FSエンジョイリーグ

月  /23.26.27   (3種)  FSI2級更新講習会 /13

 パーシモン /19 /  道南ブロックリーグ

 チャンピオンシップ  なでしこひろば  北海道トレセンU-11 /23

 全日本地区予選

/4.11

/11 /3.4 /  フットサルリーグ

 U18フットサル  全道フットサル予選 /12～3月 /17  各種トレセン練習 /5.19.26

12 地区予選   シニア室内ｻｯｶｰ  ぴっころリーグ  FSエンジョイリーグ

月 /12～3月 /18

  ｳｫｰｷﾝｸﾞｻｯｶｰ /17  道南ブロックリーグ

 なでしこひろば /25

 全道ＦＳ地区予選

/22 /8

 室蘭社会人室内 /  新春フットサルFES

/14.15 /14.15 /15  各種トレセン練習 /22

 U14フットサル  全道フットサル予選  ぴっころリーグ  フットサルリーグ

地区予選 /  FS実技研修種別⑤ /23

/28  北海道トレセン  FSエンジョイリーグ

 なでしこひろば  エリート

 S更新講習会①

/18 /  S更新講習会②

/11.12.19  ぴっころリーグ  各種トレセン練習  S2級更新講習会

 全日本U-12FS /18.19 /18

 地区予選  フットサル選手権  なでしこひろば /  S新規講習会②

 北海道トレセンU11

/11

 ぴっころリーグ

/18

 なでしこひろば

審判講習会は随時

地区協会HPに掲載

しますので、確認の

上、申し込みをして

下さい。

5
月

　　　　　　　2022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

巡回指導は申込あっ
た際に随時実施

6
月

7
月

8
月

備
考
欄

9
月

10
月

1
月

2
月

3
月

新型コロナウィルス感染防止対策の状況によっては、

計画の変更があり得ます。


