
月

U12
トレセン活動開始 /13.27

 S新規審判員
/17.18.24.25  /29 　 講習会
 春季リーグ  U15地区カブス /未定

 /29 /24.25.29 /25,29 ピッコロランド  F新規審判員
 U15道南カブス    全日本地区予選 講習会

/2.3 /1.8.9.29.30 ◎ｶﾞｰﾙｽﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ U13・U14・GK
 Kappa Kids Cup  プリンス道南  /1.2.8.15.22.29 /4 ◎幼稚園巡回指導 前期トレセン /18

 U15地区カブス /15.22 　ｼﾆｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 　 活動開始  S新規審判員
/23 /3～5   北電ｶｯﾌﾟ地区予選 ◎５月～各月 U11 　 講習会

/16   道南ブッロクリーグ  高校フェスティバル  /1.8.15.22.29 /9 　フットサルリーグ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ交流会
 J2公式戦  U15道南カブス /23 　シニアリーグ セレクション /未定

/23～9/5 /18.19.20.21    全日本道南ﾌﾞﾛｯｸ /23 /30  F新規審判員
/30   室蘭社会人リーグ 　高体連支部大会 /29.30   女子カップ 　ぴっころリーグ 講習会
 北海道女子リーグ   全道U10地区予選 　ぴっころランド

/6 /6.12 /5.26.27  /5.12 /6.27
 JFAプリンスリーグ 　知事杯地区予選  プリンス道南  U15地区カブス   U11リーグ戦 /19

　ぴっころリーグ
/13.20.27  /5.12.19.26 /13 　ぴっころランド
  道南ブッロクリーグ  U15道南カブス /20 　道南シニア

  女子カップ

/4.11 U15トレセン
  道南ブッロクリーグ /3.4.10.11.17.18.19 /10 /11 /11 /11 活動開始
/11  プリンス道南   北電ｶｯﾌﾟ地区予選   女子カップ 　シニアリーグ 　ぴっころリーグ U11
  ミドルリーグ 　ぴっころランド 道南ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｾﾝ
/10.17 /11.25 交流会

/24.25   ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ地区予選 /24.25  /24.25   U11リーグ戦 /25
　全道知事杯 /17.18  プリンス道南  ３種交流大会   女子カップ U16
　 （1・2回戦） 　社会人地区予選  ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞｼｯﾌﾟ 道南ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｾﾝ
/8 /1 /1 /1 U12 コープ札幌杯
　全道知事杯   ミドルリーグ /8   女子カップ 　シニアリーグ 遠征
　 （3回戦）   U11リーグ戦 U12 全道少年選抜

/8.29 遠征
  道南ブッロクリーグ /21.22.28.29  /21.28 /21.22.28 /22 U13・U14・U15

 高校選手権予選  U14地区カブス 　新人戦地区予選 　ぴっころリーグ 道南ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｾﾝ
 /21.28 　ぴっころランド 交流会
 U14道南カブス 北海道トレセン

/5 /5
 JFAフットボールデー/5.26 /4.5  /4.5   JA杯地区予選 /5 /5 /未定

  ミドルリーグ  高校選手権予選  高円宮杯地区代決 /4.11   女子選手権 　ぴっころリーグ  F新規審判員
/11.12   U11リーグ戦 　ぴっころランド 講習会
 全道女子選手権 /11.12.18.19.20.23  /11.25 /17.18.19 /17

/19  高校新人戦  U14地区カブス 　全日本フットサル   女子カップ /26 /未定
  道南ブッロクリーグ  /4.11.25 /23.25 　シニアリーグ  S・F３級認定

 U14道南カブス   道新杯 講習会
/3 /3  /2.9.10.23 U13・U14・GK /4.18
 北海道女子リーグ   ミドルリーグ  U14地区カブス /10 後期トレセン  F3・4級更新時

10  /2.9.10.23 　ぴっころリーグ 活動開始 　 講習会
/10 /9.10  U14道南カブス /17 　ぴっころランド U11

月  JFAガールスﾞ   体育の日サッカー   ｼﾆｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 道南ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｾﾝ
　　フェスティバル 交流会 /31

 /30.31  F2級更新時
 道南カブス参入戦 講習会

U13・U14・U15
/6.7 /7 道南ﾌﾞﾛｯｸﾄﾚｾﾝ
  U15フットサル 　ぴっころリーグ 交流会

11 地区予選 　ぴっころランド

月 /27.28

/12～3月
  ｼﾆｱ室内ﾘｰｸﾞ /12 U11  南北海道ﾄﾚｾﾝ

　ぴっころリーグ
12

未定
月 　ぴっころランド U12  道外遠征

清水ｶｯﾌﾟ

U15北海道トレセン /1～２月中
/15.16.22 (8人制)   E-Leaning

/15.16 /16.17 /15.16   全道フットサル /16 U13北海道トレセン  ４級更新講習
 JFAファミリー   U14フットサル 　ぴっころリーグ (8人制)  (ｻｯｶｰ・ﾌｯﾄｻﾙ)
　　フェスティバル 地区予選 地区予選

未定
/30 　ぴっころランド
  女子フットサル

/8.15.22
/11 U11北海道トレセン  S3・4級更新時
　ぴっころリーグ (8人制) 　 講習会
未定 /28

/19.20 /12.13 　ぴっころランド  S2級更新時
　室蘭社会人ﾌｯﾄｻﾙ 　室内５人制大会 / 講習会

　ジュニアフットサル
　フェスティバル

備
考
欄

3
月

2
月

1
月

8
月

4
月

社会人委員会 中学委員会道サ協主管事業 高校委員会

5
月

7
月

6
月

2010年度 室蘭地区サッカー協会事業計画
女子委員会 審判委員会普及事業委員会少年委員会 技術委員会シニア委員会

9
月

  全道フットサル

全日本ﾌｯﾄｻﾙ地区


