
【２０２０年】

日 曜 県協会全般 技術 1　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

1 水

2 木
3 金

・プリンスリーグ　（第1節） ・Ｊ２ vs 甲府（デンカＳ）

・なでしこ vs ノジマ

　　（相模原ギオンスＳ）

・第25回新潟県サッカー ・プリンスリーグ　（第2節）

　選手権大会　準々決勝

　　　（経大フィールド）

　（JAPANサッカーカレッジ）

6 月
7 火
8 水
9 木

・新潟合同トレセン　　　 ・フットサル連盟評議会 ・プリンスリーグ　（第3節）

　スタッフ合同研修会 　11日　　　（アオーレ長岡）

　11・12日　（アルビレッジ）

・U-16北信越トレセンリーグ ・第27回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ ・Ｊ２ vs 栃木（栃木）

　第1節　　12日　（長野県） 　選手権新潟県予選 1回戦

　12日　（鳥屋野球技場 ）　

・新潟県女子アカデミーU‐12

(新井運動公園陸上競技場）

・役員会（県協会　応接室） ・国体少年男子強化練習会 ・高体連指導者講習会

　　　　　　　　（新潟市） 　14日　　（新潟テレサ）

・国体女子スタッフ会議

　　　　　(アルビレッジ）

16 木

・ＪＦＡ 第19回全日本Ｏ-50 ・県トレセン女子U-16・14 ・ＪＦＡ 第19回全日本Ｏ-50 ・ＪＦＡ 第19回全日本Ｏ-50 ・Ｊ２ vs 北九州（デンカS）

　サッカー大会北信越大会 　（選考会） 　サッカー大会北信越大会 　サッカー大会北信越大会 ・なでしこ vs 愛媛FCL

　　　　　18・19日 (新井運動公園陸上競技場） 　　　　　18・19日 　　　　　18・19日 　（愛媛県総合運動公園）

 （長岡ニュータウン運動公園）  （長岡ニュータウン運動公園）  （長岡ニュータウン運動公園）

・プリンスリーグ　（第4節）

・第25回新潟県サッカー 　　　　　　18・19日

　選手権大会　準決勝

　　　（アルビレッジ）

・第20回新潟市市民サッカー

　大会　実行委員会・理事会

　　　(新潟市陸上競技場）　

21 火
22 水

・第20回新潟市市民サッカー

　大会　　開会式・抽選会

　　　(新潟市体育館）　

・U-12トレセン練習会 健 ・プリンスリーグ　（第5節） ・なでしこ vs 千葉L

　選考会　（刈羽ぴあパーク） 　（新発田五十公野公園）

　　　　　　25日・26日

・U-16北信越トレセンリーグ ・Ｊ２ vs 金沢（石川西部）

　第2節　　26日　（新潟県）

27 月

28 火
・第6回とうりんぼカップ中越 ・プリンスリーグ　（第6節） ・Ｊ２ vs 山口（デンカS）

　サッカー選手権 U-12　

　（中越）　　　　29日 

　　　 （刈羽ぴあパーク）

・3種指導者講習会

　　（アルビレッジ）

[審判委員会] ・各地区トレセンスタッフ ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・第1回フットサル委員会・ ・新潟県社会人サッカー ・2020 第46回北信越フット

未 継 ・フットサル4級認定（上越市 　ミーティング 　サッカーリーグ2020 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　4月～8月　（各地域） 　巡回指導　　4月～2月 　連盟合同会議　4月下旬 　リーグ 　ボールリーグ 1部・2部　

定 続 　・長岡市・新潟市）　4月 　4月　　（県内各地） 　県リーグ 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 ・U-15北信越サッカーリーグ 　　　　（県内各地） 　　　（新潟大学教育学部） 　1部　4月19日～9月6日 　　　4月12日～9月27日

・インストラクター派遣 　4月上旬～10月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） 　4月～8月　（各地域） 　2部　4月26日～11月22日 ・高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ-15

　【4月～11月】　（各地） 　　　　　（県内各地） ・JFA U-11サッカーリーグ 　(アルビレッジ・県内各地） 　サッカーリーグ 2020

・審判部長会　4月～3月 　ＩＮ 新潟県 ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ 　第12回北信越リーグ

　　月1回　　（新潟市） 　　　4月上旬～3月 　(35・40歳以上）4月～10月 　　　4月4日～10月25日

・フットサル4級認定（上越市 　（県内各地区会場） 　(50・60歳以上）4月～10月 ・JFA U-15女子サッカー

　・長岡市・新潟市）　 ・JFA U-10サッカーリーグ 　(潟東サルビアｻｯｶｰ場 他） 　リーグ2020　前節

　　　　　　4・8・9・10月 　ＩＮ 新潟県 　　　4月11日～6月21日

　　　4月上旬～3月 ・北信越大学サッカーリーグ

　（県内各地区会場） 1部前期 4月25日～11月8日

2部　　 　4月25日～9月20日

20 月

23 木

13 月

土

15 水

14 火

19 日

17 金

18

29 水

30 木

24 金

25 土

26 日

　4月　事業計画

4 土

5 日

10 金

11 土

12 日



【２０２０年】

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

1 金
・第6回とうりんぼカップ中越 ・プリンスリーグ　（第7節） ・Ｊ２ vs 大宮（NACK5）

　サッカー選手権 U-12　 　　　　　2日・3日 ・なでしこ vsマイナビ仙台Ｌ

　（中越）　　　　2日 　　　（ユアテックS仙台）

　　　 （刈羽ぴあパーク）

・第56回全国社会人サッカー

日 　選手権大会 新潟県大会 

（祝） 　準々決勝　　　　3日

　　（鳥屋野球技場）

月

（祝）

・上越Ｕ-12サッカー選手権

火 　大会　　　　　5・6日

（祝） 　　（柿崎総合運動公園）

・第6回とうりんぼカップ中越 ・Ｊ２ vs 福岡（デンカS）

　サッカー選手権 U-12　 ・なでしこ vs C大阪堺L

　（中越）　　　　6日 　　　　　　（デンカS）

　　　 （刈羽ぴあパーク）

7 木
8 金

・U-12トレセン練習会 健 ・ＪＦＡ 第7回全日本U-18 ・プリンスリーグ　（第8節） ・Ｊ２ vs 東京V（味スタ）

　選考会　9日　（グランセナ） 　フットサル大会 新潟県大会 　　　　　9・10日

・新潟県女子アカデミーU-12 　　　　　9日・10日

　　9日　（アルビレッジ）　　 　　　（新潟市体育館）

・U-16北信越トレセンリーグ ・第25回新潟県サッカー ・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・上越地区キッズサッカー

　第3節　　10日　（富山県） 　選手権大会　決勝 　ティバル in 長岡　　10日 　イベント　　　　　10日

　　　（スポアイランド聖籠） （長岡ニュータウン運動公園） 　　（柿崎総合運動公園）

・第6回とうりんぼカップ中越

　サッカー選手権 U-12　

　（中越）　　　　10日 

　　　 （刈羽ぴあパーク）

・3種GK講習会

　　11日　（アルビレッジ）

・役員会（県協会　応接室） ・各地区トレセン選考会

　11・12日　（県内各地）

・国体女子一次選考練習会

　①　(JAPANｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ）

・第20回新潟市市民ｻｯｶｰ

　大会審判講習会　　14日

　　　　（新潟市体育館）　

15 金
・新潟県トレセン女子　　　 ・プリンスリーグ　（第9節） ・リーグカップ vs 愛媛FC

　U-16・14 　（新潟市陸上競技場）

　16日　　（グランセナ）

・第27回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ ・Ｊ２ vs 山形（NDスタ）

　選手権新潟県予選 

　準々決勝

　17日　（アルビレッジ ）　

・ＪＦＡ 第8回全日本0-40

　サッカー大会新潟県大会

　予選　17日（アルビレッジ）

18 月

・国体少年男子強化練習会

　　　　　　　　（長岡市）

20 水
・常務委員会

　　　　（県協会会議室）

22 金
・U-13サッカーリーグ2020 ・第16回全日本大学フット ・なでしこ vs 日テレ

　新潟県 　サル大会新潟県大会 　　（味の素フィールド）

　23・24日　　（県内各地） 　　　　　　23日・24日

　　　　（新潟市体育館）

・新潟県高等学校女子総合 ・プリンスリーグ　（第9節） ・Ｊ２ vs 愛媛（デンカS）

　体育大会サッカー競技大会

　新潟県予選      24日

（長岡ニュータウン運動公園）

25 月
・理事会、社員総会

　　　　　　　（新潟市内）

・国体女子一次選考練習会

　②　(JAPANｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ）

28 木

・第73回新潟県高等学校 ・第35回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ ・Ｊ２ vs 長崎（トラスタ）

　総合体育大会ｻｯｶｰ競技 　(U-15）大会

　大会　予選会 　第26回新潟県予選大会

　30・31日 　予選リーグ　　30・31日

　　　　　　　　（県内各地） （潟東サルビアサッカー場他）

・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・第56回全国社会人サッカー ・なでしこ vs 伊賀FC

　ティバル in 新発田 　選手権大会 新潟県大会 　（新発田五十公野公園）

　　　　　　　31日 　準決勝　　　　31日

（五十公野公園陸上競技場） 　　（鳥屋野球技場）

・ＪＦＡ 第8回全日本0-40

　サッカー大会新潟県大会

　予選　準決勝・決勝　31日

（長岡ニュータウン運動公園）

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・スーパーリーグ会議 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県社会人サッカー ・2020 第46回北信越フット

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　中旬　　（県協会会議室） 　サッカーリーグ2020 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　4月～8月　（各地域） 　巡回指導　　4月～2月 　リーグ 　ボールリーグ 1部・2部　

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・公認B級コーチ養成講習会 ・ﾊﾟﾗサッカーフェスティバル 　県リーグ 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 ・U-15北信越サッカーリーグ 　　　　（県内各地） 　1部　4月19日～9月6日 　　　4月12日～9月27日

・審判部長会　4月～3月 　前期　5月上旬～7月中旬 　運営ミーティング 　4月上旬～10月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） 　4月～8月　（各地域） 　2部　4月26日～11月22日 ・高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ-15

　　月1回　　（新潟市） 　　　　（アルビレッジ） 　5月下旬・6・7・8月/中旬 　　　　　（県内各地） ・JFA U-11サッカーリーグ ・新潟県女子サッカーリーグ 　(アルビレッジ・県内各地） 　サッカーリーグ 2020

・サッカー4級認定（新潟市・ （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　　　（県協会会議室） 　ＩＮ 新潟県 　　　5月～10月 ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ 　第12回北信越リーグ

　上越市・長岡市　他） ・公認D級コーチ養成講習会 　　　4月上旬～3月 （アルビレッジ・グランセナ他） 　(35・40歳以上）4月～10月 　　　4月4日～10月25日

　　　5月・6月・3月 　新潟夜コース　5月中旬 　（県内各地区会場） 　(50・60歳以上）4月～10月  ・Ｕ-13サッカーリーグ

・サッカー4級認定【高校生 　　　　（アルビレッジ） ・JFA U-10サッカーリーグ 　(潟東サルビアｻｯｶｰ場 他） 　2020 第7回北信越リーグ

　対象　】5月・2月　（各地） ・技術委員会 　ＩＮ 新潟県 ・SuperSports XEBIO北信越 　　　5月2日～10月25日

・サッカー3級昇級（上越市・ 　5月下旬　（協会会議室） 　　　4月上旬～3月 　フットサルリーグﾞ2020 ・JFA U-15女子サッカー

長岡市・新潟市）5・6・7・3月 　（県内各地区会場） 　　　5月31日～1月10日 　リーグ2020　前節

・インストラクター 　　（新潟市体育館　他） 　　　4月11日～6月21日

　　　トレーニングセンター ・北信越女子フットサル ・北信越大学サッカーリーグ

　（新潟市・加茂市・刈羽村） 　リーグ2020　　　 1部前期 4月25日～11月8日

　　　5月31日～11月8日 2部　　 　4月25日～9月20日

　　（新潟市体育館　他） ・北信越大学ｻｯｶｰ選手権

　兼総理大臣杯全日本大学

　ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ北信越大会

　　　5月30日～6月28日

　5月　事業計画

13 水

27 水
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23
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2 土

6 水

4

5

31 日

16 土

21 木
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17 日

火

土
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30 土

9 土
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11 月



【２０２０年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ
1 月

・第73回新潟県高等学校

　総合体育大会ｻｯｶｰ競技

　大会　予選会

　2日　　　（県内各地）

3 水
・第73回新潟県高等学校

　総合体育大会ｻｯｶｰ競技

　大会　予選会

　4日　　　（県内各地）

・新潟県女子アカデミーU-12 ・第73回新潟県高等学校 ・第35回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ

　　6日　（グランセナ）　　 　総合体育大会ｻｯｶｰ競技 　(U-15）大会

・新潟県トレセン女子　　　 　大会　準決勝　　6日 　第26回新潟県予選大会

　U-16・14 （五十公野公園陸上競技場） 　決勝トーナメント　6・7日

　6日　　（グランセナ）  （アルビレッジ、津南 他）

・第73回新潟県高等学校 ・第20回新潟市市民サッカー ・Ｊ2 vs 磐田（デンカS）

　総合体育大会ｻｯｶｰ競技 　大会 　壮年ＡＢ・女性の部 ・リーグカップ vs INAC神戸

　大会　　決勝　　7日 　予選リーグ　　　　7日 　（新潟市陸上競技場）

（五十公野公園陸上競技場） 　　(新潟市太夫浜球技場）　

8 月
・役員会（県協会　応接室） ・国体少年男子強化練習会

　9日　　　（新潟市）

・国体女子二次選考練習会

　①　(JAPANｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ）

・U-12新潟FFP前期 ・第35回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ

 13・14日（刈羽ぴあパーク） 　(U-15）大会

・北信越トレセン女子U-15① 　第26回新潟県予選大会

　13日・14日　　　（石川県） 　決勝トーナメント　13・14日

（アルビレッジ、グランセナ）

・JFAキッズサッカー ・第56回全国社会人サッカー ・第20回新潟市市民サッカー ・プリンスリーグ　（第10節） ・Ｊ2 vs 京都（デンカS）

　フェスティバル　　14日 　選手権大会 新潟県大会 　大会 　2部Ａグループ ・リーグカップ vs オルカ鴨川

　（新潟市城山運動公園 ） 　決勝　　　　14日 　予選リーグ　　　　14日 　（鴨川市陸上競技場）

　　（鳥屋野球技場） 　　(新潟市太夫浜球技場）　

15 月
・国体少年男子強化練習会

　16日　　　（新潟市）

17 水
18 木

・令和2年度北信越高等学校 ・令和2年度北信越高等学校

　体育大会サッカー競技大会 　体育大会サッカー競技

　兼 北信越高等学校 ・第28回新潟県U-12 　男子・女子　19～21日

　サッカー選手権大会 　サッカー選手権大会 　　　　（長野県大町市）

19日～21日（長野県大町市） 　　　　　　20・21日

（運動公園サッカー場　他） 　　　　（アルビレッジ）

・U-16北信越トレセンリーグ ・第7回新潟県U-12　8人制 ・第12回新潟県ビーチ ・第27回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ ・第20回新潟市市民サッカー ・Ｊ2 vs 徳島（ポカリ）

　第4節　　21日　（福井県） 　サッカーフェスティバル 　サッカー大会 兼 ＪＦＡ第15 　選手権新潟県予選 　大会 　2部Ｂグループ ・リーグカップ vs 京都SC

　　　　　　21日 　回全日本ビーチサッカー 　準決勝・決勝 　予選リーグ　　　　21日 　　　（サンガスタジアム）

　（潟東サルビアサッカー場） 　大会新潟県大会　　21日 　21日　（アルビレッジ ）　 　　(新潟市太夫浜球技場）　

（柏崎市みなとまち海浜公園）

22 月
23 火

・国体女子二次選考練習会

　②　(JAPANｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ）

・ビジョン委員会

　　　　（県協会会議室）

26 金
・U-12北信越トレセン ・北信越クラブユースサッカー ・Ｊ2 vs 山形（デンカS）

　27日・28日 　（Ｕ-15）選手権大会

　　（妙高パインバレー） 　1・2回戦　　27・28日

・北信越トレセン女子U-12 　　　（刈羽ぴあパーク）

　27日・28日　　（石川県）

・2020年度JFAユニクロ ・2020年度JFAユニクロ ・第20回新潟市市民サッカー ・プリンスリーグ　（第11節）

　サッカーキッズ　　　26日 　サッカーキッズ　　　26日 　大会 　

　　（デンカビックスワンS） 　　（デンカビックスワンS） 　 1部予選リーグ　　28日　

　(新潟市太夫浜球技場）　

・Ｕ-13県トレセン

　29日　　　（アルビレッジ）

・Ｕ-14県トレセン

　29日　　　（アルビレッジ）

30 火
[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第14回新潟県サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県社会人サッカー ・下越Ｕ-12サッカー選手権 ・2020 第46回北信越フット

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　スーパーリーグ　 　サッカーリーグ2020 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　4月～8月　（各地域） 　巡回指導　　4月～2月 　リーグ 　大会（下越）　　6月下旬 　ボールリーグ 1部・2部　

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・公認B級コーチ養成講習会 　　6月中旬～11月中旬 　県リーグ 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 ・U-15北信越サッカーリーグ 　　　　（県内各地） 　1部　4月19日～9月6日 　（新発田宗央公園グランド） 　　　4月12日～9月27日

・審判部長会　4月～3月 　前期　5月上旬～7月中旬 (JAPANサッカーカレッジ 他） 　4月上旬～10月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） 　4月～8月　（各地域） 　2部　4月26日～11月22日 ・中越地区協会役員会 ・北信越大学ｻｯｶｰ選手権

　　月1回　　（新潟市） 　　　　（アルビレッジ） ・ﾊﾟﾗサッカーフェスティバル 　　　　　（県内各地） ・新潟県クラブユース U-15 ・JFA U-11サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー 　(アルビレッジ・県内各地） 　　　　　6月初旬 　兼総理大臣杯全日本大学

・サッカー4級認定（新潟市・ （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　運営ミーティング 　サッカー選手権大会 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 ・SuperSports XEBIO第19回 　（長岡市さいわいプラザ） 　ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ北信越大会

　上越市・長岡市　他） 　5月下旬・6・7・8月/中旬 　　5月～6月　（県内各地） 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　新潟県ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2020 　　　5月30日～6月28日

　　　5月・6月・3月 　　　（県協会会議室） 　（県内各地区会場） ・新潟県女子サッカーリーグ 　　　6月7日～11月8日 ・高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ-15

・サッカー3級昇級（上越市・ ・JFA U-10サッカーリーグ 　　　5月～10月 　　　（新潟市体育館 他） 　サッカーリーグ 2020

長岡市・新潟市）5・6・7・3月 　ＩＮ 新潟県 （アルビレッジ・グランセナ他） ・SuperSports XEBIO北信越 　第12回北信越リーグ

　　　4月上旬～3月 　フットサルリーグﾞ2020 　　　4月4日～10月25日

　（県内各地区会場） 　　　5月31日～1月10日  ・Ｕ-13サッカーリーグ

　　（新潟市体育館　他） 　2020 第7回北信越リーグ

・北信越女子フットサル 　　　5月2日～10月25日

　リーグ2020　　　 ・JFA U-15女子サッカー

　　　5月31日～11月8日 　リーグ2020　前節

　　（新潟市体育館　他） 　　　4月11日～6月21日

・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・北信越大学サッカーリーグ

　(35・40歳以上）4月～10月 1部前期 4月25日～11月8日

　(50・60歳以上）4月～10月 2部　　 　4月25日～9月20日

　(潟東サルビアｻｯｶｰ場 他） ・インディペンデンスリーグ

　北信越大会　　6月～10月

土

火

12 金

10 水

木11

21 日

27 土

6 土

13 土

7 日

14 日

16 火

20

9

29 月

24

25 木

水

28 日

4 木

19 金

　６月　事業計画

2 火

5 金



【２０２０年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

・国体女子最終選考練習会

　①　（ＪＡＰＡＮｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ）

2 木
3 金

・皇后杯 ＪＦＡ 第42回全日本 ・JFA バーモントカップ ・プリンスリーグ　（第12節） ・Ｊ2 vs 群馬（デンカS）

　女子サッカー選手権大会 　第30回全日本U-12フット

　新潟県大会 　サル選手権大会

　　　　　　　4日～5日 　新潟県大会　　4日・5日

・U-16北信越トレセンリーグ （寺泊海浜公園多目的広場） ・JFAキッズサッカー （妙高ふれあいパーク体育館） ・第20回新潟市市民サッカー

　第5節　　5日　（石川県） 　フェスティバル　　　5日 　大会　1・2部、壮年の部

（潟東サルビアサッカー場 ） 　決勝トーナメント　　5日

　　(新潟市太夫浜球技場）　

6 月
7 火

・天皇杯JFA第100回全日本 ・国体女子強化練習会　8日 ・プリンスリーグ　（第13節）

　サッカー選手権大会3回戦 　（JAPANサッカーカレッジ）

　　（デンカビックスワンＳ）

・資格・規律・ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員会

　　　　（県協会会議室）

9 木
10 金

・新潟県女子アカデミーU-12 ・ＪＦＡ 第8回全日本0-40 ・第20回新潟市市民サッカー

　　11日　（アルビレッジ）　　 　サッカー大会北信越大会 　大会　3位決定戦

・新潟県トレセン女子　　　 11・12日（テクにポート福井） 　　11日　(鳥屋野球技場）　　

　U-16・14 ・はねうまカップＵ-12

　11日　　（アルビレッジ） 　サッカー大会（上越）

　　　　　　11・12日

・第99回全国高校サッカー ・U-13サッカーリーグ2020 （新井総合公園屋外球技場） ・プリンスリーグ　（第13節） ・Ｊ2 vs 福岡（ベススタ）

　選手権大会新潟県大会 　新潟県

　監督・主将会議 　12日　　（県内各地）

　　　　　（新潟経営大学）

13 月
・役員会（県協会　応接室） ・国体少年男子強化練習会

　14日　　　（新潟市）

・Ｕ-13県トレセン

　15日　　（刈羽ぴあパーク）

・Ｕ-14県トレセン

　15日　　（刈羽ぴあパーク）

・国体女子強化練習会　15日

　（JAPANサッカーカレッジ）

16 木

・チャレンジ新潟U-12男女 ・第54回新潟県中学校 ・ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟 ・第20回新潟市市民サッカー ・Ｊ２ vs 栃木（デンカS）

　18・19日（アルビレッジ 他） 　サッカー大会 　理事会 　18日　（県央地区） 　大会　　

　18日～20日（アルビレッジ） 　決勝戦・閉会式　　18日

　　（新潟市陸上競技場）

・2020上越なでしこサッカー ・プリンスリーグ　（第14節）

　フェスティバル　19日

　　（柿崎総合運動公園）

・Ｕ-13北信越トレセン対抗戦

　対抗戦　　20・21日

　（長野県木島平サッカー場）

・国体少年男子強化練習会

　21日　　　（新潟市）

・Ｕ-15県トレセン

　21日　　（アルビレッジ）

・国体女子強化練習会　22日 ・プリンスリーグ　（第14節）

　（JAPANサッカーカレッジ）

・U-13サッカーリーグ2020

　新潟県

木 　23日　　（県内各地）

（祝）

金
（祝）

・国体成年男子強化合宿　　 ・ヴィーナスカップU-15

　25・26日　　　　（関東） 　　　　　25日～26日

　（燕市吉田ふれあい広場）

27 月
28 火 ・理事会（県協会会議室）

・国体女子強化練習会　29日

　（JAPANサッカーカレッジ）

30 木
・国体少年男子強化合宿

　　　（十日町カップ）

　　　 31日～8月2日

　　　(クロアチアピッチ）

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第14回新潟県サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県社会人サッカー ・GK講習会（下越）　下旬 ・2020 第46回北信越フット

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　スーパーリーグ　 　サッカーリーグ2020 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　4月～8月　（各地域） 　巡回指導　　4月～2月 　リーグ （JAPANサッカーカレッジ） 　ボールリーグ 1部・2部　

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・公認B級コーチ養成講習会 　　6月中旬～11月中旬 　県リーグ 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 ・U-15北信越サッカーリーグ 　　　　（県内各地） 　1部　4月19日～9月6日 　　　4月12日～9月27日

・審判部長会　4月～3月 　前期　5月上旬～7月中旬 (JAPANサッカーカレッジ 他） 　4月上旬～10月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） 　4月～8月　（各地域） 　2部　4月26日～11月22日 ・高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ-15

　　月1回　　（新潟市） 　　　　（アルビレッジ） ・ﾊﾟﾗサッカーフェスティバル 　　　　　（県内各地） ・JFA U-11サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー 　(アルビレッジ・県内各地） 　サッカーリーグ 2020

・サッカー3級昇級（上越市・ （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　運営ミーティング 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 ・SuperSports XEBIO第19回 　第12回北信越リーグ

長岡市・新潟市）5・6・7・3月 　5月下旬・6・7・8月/中旬 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　新潟県ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2020 　　　4月4日～10月25日

・レフリーアカデミー 　　　（県協会会議室） 　（県内各地区会場） ・新潟県女子サッカーリーグ 　　　6月7日～11月8日  ・Ｕ-13サッカーリーグ

　7月～3月　　（新潟市 他） ・JFA U-10サッカーリーグ 　　　5月～10月 　　　（新潟市体育館 他） 　2020 第7回北信越リーグ

・インストラクター 　ＩＮ 新潟県 （アルビレッジ・グランセナ他） ・SuperSports XEBIO北信越 　　　5月2日～10月25日

　　　トレーニングセンター 　　　4月上旬～3月 　フットサルリーグﾞ2020 ・JFA U-15女子サッカー

　（新潟市・加茂市・刈羽村） 　（県内各地区会場） 　　　5月31日～1月10日 　リーグ2020　後節

　　（新潟市体育館　他） 　　　7月5日～9月22日

・北信越女子フットサル ・北信越大学サッカーリーグ

　リーグ2020　　　 1部前期 4月25日～11月8日

　　　5月31日～11月8日 2部　　 　4月25日～9月20日

　　（新潟市体育館　他） ・インディペンデンスリーグ

・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ 　北信越大会　　6月～10月

　(35・40歳以上）4月～10月

　(50・60歳以上）4月～10月

　(潟東サルビアｻｯｶｰ場 他）

23

31 金

20 月

25 土

26 日

29 水

24

21 火

22

5 日

11 土

8 水

　7月　事業計画

1 水

4 土

18 土

19

水

12 日

14 火

17 金

15 水

日



【２０２０年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

・国体少年男子強化合宿 ・第18回新潟県女子フット ・第36回全国選抜フットサル

　　　（十日町カップ） 　サル大会 兼 ＪＦＡ 第17回 　大会北信越大会

　　　 31日～8月2日 　全日本女子フットサル選手 　(チーム派遣）　1・2日

　　　(クロアチアピッチ） 　権大会新潟県大会 　　　　　（石川県）

・Ｕ-14県トレセン長野遠征 　　　　　　　1・2日

　2日～4日　（長野県内） 　　　　（新潟市体育館）

3 月 ・第41回北信越中学校総合

4 火 　競技大会（サッカー競技）

・小学校体育サポート研修会 ・国体女子強化練習会　5日 　3～5日　（福井県坂井市）

　5日　（新潟市西蒲区） 　（JAPANサッカーカレッジ）

6 木
・北信越トレセン女子U-15②

　7～9日　　　（新潟県）

・国体成年男子強化合宿　　 ・はねうまカップＵ-18

　8日・9日　（関東） 　サッカー大会（上越）

　　　　　　8・9・10日

（新井総合公園屋外球技場）

・社会人サッカー

　フェスティバル（上越）

　　　　　　9・10日

　　（柿崎総合運動公園）

・Ｊ２ vs 山口（みらスタ）

月
（祝）

・役員会（県協会　応接室） ・地区トレセン対抗戦　U-13

　11日　　（刈羽ぴあパーク）

・国体女子強化練習会　

　11日～13日

　（JAPANサッカーカレッジ）

・国体少年男子事前合宿

　11日～13日

　　　（刈羽ぴあパーク）

・地区トレセン対抗戦　U-14

　12日　　（刈羽ぴあパーク）

・国体成年男子強化練習会

　12・13日

　　（スポアイランド聖籠）

・北信越サッカー協会 ・第41回北信越国民体育 ・第41回北信越国民体育

　規律・裁定委員会 　大会サッカー競技 　サッカー競技

　14日～16日　　（富山県） 　14日～16日　（富山県） 　14日～16日　（富山県）

・Ｊ２ vs 北九州（ミクスタ）

17 月
18 火

・天皇杯JFA第100回全日本

　サッカー選手権大会4回戦

　　（デンカビックスワンＳ）

20 木
21 金

・ＪＦＡ 第24回全日本Ｕ-18 ・第30回新潟県クラブユース ・はまなすサマーカップ ・プリンスリーグ　（第14節） ・Ｊ２ vs 長崎（デンカS）

　女子サッカー選手権大会 　サッカー（Ｕ-14）新人戦 　（上越）　　　22・23日

　新潟県大会　　22日・23日 　予選リーグ　　22・23日 　（柿崎総合運動公園）

　　　　　（アルビレッジ） (長岡ニュータウン運動公園）

・ＪＦＡ 第25回全日本Ｕ-15 　（刈羽ぴあパーク）　他

　女子サッカー選手権大会

　新潟県大会　　22日・23日

（寺泊海浜公園多目的広場）

・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス

　ティバル in 妙高（Ｕ-12）

　22日・23日　（ＡＰＡホテル

　＆リゾート上越妙高）

24 月
25 火

・国体女子強化練習会　26日

　（JAPANサッカーカレッジ）

27 木
28 金

・第99回全国高校サッカー ・第30回新潟県クラブユース ・ＪＦＡ フットボールデー ・Ｊ２ vs 水戸（Ksスタ）

　選手権大会新潟県大会 　サッカー（Ｕ-14）新人戦 　上越地区サッカーフェス

　予選会　　29日・30日 　予選リーグ　　29・30日 　ティバル　　29・30日

　　　　　　　　（県内各地） (長岡ニュータウン運動公園） （新井総合公園屋外球技場）

　（刈羽ぴあパーク）　他

・Ｕ-18 Ｊユースカップ ・JFAキッズサッカー ・Ｕ-18 Ｊユースカップ ・新潟市サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第15節） ・なでしこ vs 浦和L

　北信越大会　1回戦 　フェスティバル　　　30日 　北信越大会　1回戦 　JFAフットボールデー　30日 ・Ｕ-18 Ｊユースカップ 　　　　　　（浦和駒場S）

　30日　（刈羽ぴあパーク） 　　（みどりと森運動施設） 　30日　（刈羽ぴあパーク） 　　（鳥屋野公園球技場） 　北信越大会　1回戦

　30日　（刈羽ぴあパーク）

31 月
[審判委員会] ・公認C級コーチ養成講習会 ・第14回新潟県サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県社会人サッカー ・2020 第46回北信越フット

未 継 ・インストラクター派遣 　夜コース　下旬 　スーパーリーグ　 　サッカーリーグ2020 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　4月～8月　（各地域） 　巡回指導　　4月～2月 　リーグ 　ボールリーグ 1部・2部　

定 続 　【4月～11月】　（各地） 　　　　　（アルビレッジ） 　　6月中旬～11月中旬 　県リーグ 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 ・U-15北信越サッカーリーグ 　　　　（県内各地） 　1部　4月19日～9月6日 　　　4月12日～9月27日

・審判部長会　4月～3月 ・各地区トレセン活動 (JAPANサッカーカレッジ 他） 　4月上旬～10月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） 　4月～9月　（各地域） 　2部　4月26日～11月22日 ・高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ-15

　　月1回　　（新潟市） 　5月中旬～3月（県内各地） ・ﾊﾟﾗサッカーフェスティバル 　　　　　（県内各地） ・JFA U-11サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー 　(アルビレッジ・県内各地） 　サッカーリーグ 2020

・レフリーアカデミー ・U-12海外遠征（アジア） 　運営ミーティング ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 ・SuperSports XEBIO第19回 　第12回北信越リーグ

　7月～3月　　（新潟市 他） 　5月下旬・6・7・8月/中旬 　サッカーリーグ2020 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　新潟県ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2020 　　　4月4日～10月25日

・フットサル4級認定（上越市 　　　（県協会会議室） 　県リーグ　Ｎ4プレーオフ 　（県内各地区会場） ・新潟県女子サッカーリーグ 　　　6月7日～11月8日  ・Ｕ-13サッカーリーグ

　・長岡市・新潟市）　 　　　8月　　　（県内各地） ・JFA U-10サッカーリーグ 　　　5月～10月 　　　（新潟市体育館 他） 　2020 第7回北信越リーグ

　　　　　　4・8・9・10月 　ＩＮ 新潟県 （アルビレッジ・グランセナ他） ・SuperSports XEBIO北信越 　　　5月2日～10月25日

・審判員研修会（新潟市 他） 　　　4月上旬～3月 　フットサルリーグﾞ2020 ・JFA U-15女子サッカー

　　　　　　8・12・3月 　（県内各地区会場） 　　　5月31日～1月10日 　リーグ2020　後節

・インストラクター 　　（新潟市体育館　他） 　　　7月5日～9月22日

　　　トレーニングセンター ・北信越女子フットサル ・北信越大学サッカーリーグ

　（新潟市・加茂市・刈羽村） 　リーグ2020　　　 1部前期 4月25日～11月8日

　　　5月31日～11月8日 2部　　 　4月25日～9月20日

　　（新潟市体育館　他） ・インディペンデンスリーグ

・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ 　北信越大会　　6月～10月

　(35・40歳以上）4月～10月

　(50・60歳以上）4月～10月

　(潟東サルビアｻｯｶｰ場 他）

水

9 日

　8月　事業計画

7 金

1 土

10

2 日

29 土

12 水

11 火

13 木

14 金

8 土

5

30 日

15 土

16 日

22 土

26 水

23 日

19 水



【２０２０年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ
1 火

・国体女子強化練習会　2日

　（JAPANサッカーカレッジ）

3 木
4 金

・Ｕ-18 Ｊユースカップ ・U-12北信越スタッフ研修会 ・Ｕ-18 Ｊユースカップ ・プリンスリーグ　（第16節） ・Ｊ2 vs 東京V（デンカＳ）

　北信越大会　準決勝・決勝 　5・6日　　　（富山県） 　北信越大会　準決勝・決勝 ・Ｕ-18 Ｊユースカップ

　5・6日　（刈羽ぴあパーク） ・新潟県女子アカデミーU-12 　5・6日　（刈羽ぴあパーク） 　北信越大会　準決勝・決勝

　5日　　（アルビレッジ） 　5・6日　（刈羽ぴあパーク）

・新潟県トレセン女子　　　

　U-16・14

　5日　　（アルビレッジ）

・NiFAキッズサッカー ・全国シニアＯ-50サッカー ・中越地区サッカー協会 ・なでしこ vs INAC神戸

　フェスタ U-6　　　6日 　新潟県予選　1・2回戦 　JFAフットボールデー 　　　　　　（デンカS）

　　　　（アルビレッジ） 　6日　　　（寺泊海浜公園） 　　　　　　　6日

・マスターズ（35歳以上） （十日町市クロアチアピッチ）　

　サッカー大会新潟県予選

　6日　　（寺泊海浜公園）

7 月

・役員会（県協会　応接室） ・国体女子強化練習会　9日

　（JAPANサッカーカレッジ）

10 木
11 金

・皇后杯JFA第42回全日本 ・Ｊ2 vs 愛媛（ニンスタ）

　女子サッカー選手権大会

　北信越大会

　12・13日　　（福井県）

・刈羽村 ラピカ第12回 ・糸魚川ジュニア3年生大会 ・プリンスリーグ　（第17節） ・なでしこ vs 千葉L

　新潟県キッズサッカー 　（上越）　　　　　13日 　　（フクダ電子アリーナ）

　フェスティバルＵ-8 　　　（糸魚川陸上競技場）

　13日　　（刈羽ぴあパーク）

14 月
15 火

・国体女子強化練習会　16日

　（JAPANサッカーカレッジ）

17 木
18 金

・第29回全日本高等学校 ・Ｊ2 vs 徳島（デンカＳ）

　女子サッカー選手権大会

　新潟県大会     19日

（長岡ニュータウン運動公園）

・第24回国際ユースサッカー ・国際ユースサッカーin新潟 ・県民共済カップ第18回 ・JFAキッズサッカー ・第30回新潟県クラブユース

　jn 新潟　　　20日～22日 　20～22日 　新潟県キッズサッカー大会 　フェスティバル　　　20日 　サッカー（Ｕ-14）新人戦

　　（新潟市陸上競技場） 　（デンカビックスワンS 他） 　　　　　　　20・21日 　　（新潟市金屋運動広場） 　決勝トーナメント　20・21日

　　（デンカビックスワンS） ・ナショナルトレセン 　（アルビレッジ・デンカS 他） (アルビレッジ・グランセナ他）

　U-12北信越　20～22日

　（和倉温泉多目的グランド）

・第18回ＪＦＡ北信越

　ガールズエイト（Ｕ-12）

　20・21日（長野県木島平）

・Ｕ-13県トレセン

月 　21日　　　（アルビレッジ）

（祝）

・U-13サッカーリーグ2020 ・マスターズ（35歳以上）

　新潟県 　サッカー大会新潟県予選

火 　22日　　（県内各地） 　決勝　22日　（アルビレッジ）

（祝） ・全国シニアＯ-50サッカー

　新潟県予選　決勝　　

　22日　　　（アルビレッジ）

・国体女子強化練習会　23日

　（JAPANサッカーカレッジ）

・Ｕ-14県トレセン

　23日　　（刈羽ぴあパーク）

24 木
25 金

・NiFA パラサッカー ・第29回全日本高等学校 ・ＪＦＡ 第20回全日本0-60・ ・プリンスリーグ　（第18節） ・Ｊ2 vs 京都（サンガS）

　フェスティバル 2020 　女子サッカー選手権大会 　Ｏ-70サッカー大会 ・皇后杯JFA第42回全日本

　26日（デンカビックスワンS） 　新潟県大会     26日 　北信越大会　　26・27日 　女子サッカー選手権大会

（長岡ニュータウン運動公園） 　　（金沢市民サッカー場） 　北信越大会

　26・27日　　（福井県）

・U-13サッカーリーグ2020 ・JFAキッズサッカー

　新潟県 　フェスティバル　　　27日

　27日　　（県内各地） 　（新潟市亀田総合体育館）

28 月
29 火 ・理事会（県協会会議室）

・国体女子強化練習会　30日 ・Ｊ2 vs 甲府（中銀スタ）

　（JAPANサッカーカレッジ）

[審判委員会] ・新潟コーチングフォーラム ・第14回新潟県サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・U-15北信越サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県社会人サッカー ・上越サッカー選手権大会 ・2020 第46回北信越フット ・なでしこ vsマイナビ仙台Ｌ

未 継 ・インストラクター派遣 　上旬　　（アルビレッジ） 　スーパーリーグ　 　サッカーリーグ2020 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　4月～9月　（各地域） 　巡回指導　　4月～2月 　リーグ 　　　9月5日～10月11日 　ボールリーグ 1部・2部　 　9月19～21日（土ー月）

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・公認A・B級トライアル 　　6月中旬～11月中旬 　県リーグ 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 ・上越地区さくらサッカー 　　　　（県内各地） 　1部　4月19日～9月6日 　　　　　（上越市内各地）　 　　　4月12日～9月27日 　　　　　　（未定）

・審判部長会　4月～3月 （コーチングフォーラム内 (JAPANサッカーカレッジ他） 　4月上旬～10月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） 　リーグ　　　6月～2月 　2部　4月26日～11月22日 ・下越地区協会意見交換会 ・高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ-15 ・なでしこ vs愛媛FCＬ

　　月1回　　（新潟市） 　で実施）　　　下旬 　　　　　（県内各地） ・JFA U-11サッカーリーグ 　　（新井総合公園　他） 　(アルビレッジ・県内各地） 　　　　　9月中旬 　サッカーリーグ 2020 　9月26or27日（土・日）

・フットサル4級認定（上越市 　　（アルビレッジ） 　ＩＮ 新潟県 ・新潟県女子サッカーリーグ ・SuperSports XEBIO第19回 　（JAPANサッカーカレッジ） 　第12回北信越リーグ 　　　　　　（未定）

　・長岡市・新潟市）　 ・各地区トレセン活動 　　　4月上旬～3月 　　　5月～10月 　新潟県ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2020 　　　4月4日～10月25日

　　　　　　4・8・9・10月 　5月中旬～3月（県内各地） 　（県内各地区会場） （アルビレッジ・グランセナ他） 　　　6月7日～11月8日  ・Ｕ-13サッカーリーグ

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・ ・公認B級コーチ養成講習会 ・JFA U-10サッカーリーグ 　　　（新潟市体育館 他） 　2020 第7回北信越リーグ

　上越市・新潟市・柏崎市） 　後期　9月中旬～11月上旬 　ＩＮ 新潟県 ・SuperSports XEBIO北信越 　　　5月2日～10月25日

　　　9・10・11・12・1月 　　　（アルビレッジ） 　　　4月上旬～3月 　フットサルリーグﾞ2020 ・JFA U-15女子サッカー

・フットサル３・4級更新 （JAPANサッカーカレッジ） 　（県内各地区会場） 　　　5月31日～1月10日 　リーグ2020　後節

　（長岡市・新潟市・柏崎市） ・公認C級コーチ養成講習会 　　（新潟市体育館　他） 　　　7月5日～9月22日

　　　9・10・11・12・1月 　秋コース　下旬 ・北信越女子フットサル ・北信越大学サッカーリーグ

・ｻｯｶｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ3級更新 　　　（刈羽ぴあパーク） 　リーグ2020　　　 1部前期 4月25日～11月8日

　（新潟市・加茂市・刈羽村） ・国際ユースサッカーin新潟 　　　5月31日～11月8日 2部　　 　4月25日～9月20日

　　　　　　9・11月 　指導者講習会　　中旬 　　（新潟市体育館　他） ・インディペンデンスリーグ

・レフリーアカデミー 　　（デンカビックスワンS） ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ 　北信越大会　　6月～10月

　7月～3月　　（新潟市 他） 　(35・40歳以上）4月～10月

　(50・60歳以上）4月～10月

　(潟東サルビアｻｯｶｰ場 他）

9 水

16 水

30 水

21

23 水

27

22

日

19 土

20 日

12 土

13 日

26 土

8 火

　9月　事業計画

6 日

2 水

5 土



【２０２０年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ
1 木
2 金

・北信越Ｏ-35カップサッカー ・国体成年男子強化合宿　　 ・U-13サッカーリーグ2020 ・ＪＦＡ 第44回全日本U-12 ・北信越Ｏ-35カップサッカー ・北信越Ｏ-35カップサッカー

　大会　　　3日・4日 　3日・4日　（関東） 　新潟県 　サッカー選手権大会新潟県 　大会　　　3日・4日 　大会　　　3日・4日

（長岡ニュータウン運動公園） 　3・4日　　（県内各地） 　大会予選グループリーグ　　 （長岡ニュータウン運動公園） （長岡ニュータウン運動公園）

　3・4日　（アルビレッジ 他）
　 ・下越地区サッカー協会 ・Ｊ2 vs 松本（デンカＳ）

　JFAフットボールデー 4日 　

　（新発田中央公園グランド）

・下越地区サッカー協会

　ママ・ﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰﾌｪｽﾀ 

　　　　　　　4日

　（新発田中央公園グランド）

・国体女子強化練習会　5日

　（JAPANサッカーカレッジ）

・国体少年男子事前合宿

　5日～7日

　　　（鹿児島近郊）

・国体成年男子強化練習会

　6日・7日

　　（スポアイランド聖籠）

・第75回国民体育大会

　サッカー競技　（鹿児島県）

　成年男子

　　　10月8日～14日

　女子

　　　10月9日～12日

　少年男子

　　　10月8日～12日 ・第28回新潟県U-11サッカー ・Ｊ2 vs 琉球（デンカＳ）

　大会 兼 JA全農杯小学生　

・新潟県トレセン女子　　　 　8人制サッカー北信越大会

　U-16・14 　新潟県予選　予選リーグ

　10日　　（アルビレッジ） 　10・11日　（アルビレッジ）

・JFAキッズサッカー ・第43回北信越サッカー ・糸魚川ジュニア5年生大会 ・第43回北信越サッカー ・なでしこ vs ノジマ

　フェスティバル　　　11日 　県リーグ　決勝大会　11日 　（上越）　　　　　11日 　県リーグ決勝大会 （十日町クロアチアピッチ）

　（新潟市城山運動公園） 　（潟東サルビアサッカー場） 　　　（糸魚川陸上競技場） 　（北信越チャレンジリーグ）

　　　　11日（新潟県）

12 月

・役員会（県協会　応接室）

・天皇杯JFA第100回全日本 ・Ｕ-15県トレセン

　サッカー選手権大会 　14日　　（アルビレッジ）

　ラウンド16（5回戦） ・U-12新潟FFP後期

　　（デンカビックスワンＳ） 　14・15日

（長岡ニュータウン運動公園）

16 金
・第99回全国高校サッカー ・ＪＦＡ 第44回全日本U-12 ・ＪＦＡ 第11回全日本Ｕ-15 ・ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟 ・Ｊ2 vs 千葉（フクアリ）

　選手権大会新潟県大会 　サッカー選手権大会新潟県 　女子フットサル選手権大会 　理事会 　17日（長岡地区）

　予選会　　17日・18日 　大会　　 　新潟県大会

　　　　　　　　（県内各地） 　決勝トーナメント 1・2回戦 　　　　　17・18日

　　　　　　17・18日 　　　（新潟市体育館）

　　　　　（グランセナ） ・JFAキッズサッカー ・第5回中越地区Ｕ-6キッズ

　　　（柿崎総合運動公園） 　フェスティバル　　　18日 　サッカーフェスティバル

　（新潟市城山運動公園） 　（中越）　　　18日　　　

（長岡ニュータウン運動公園）

・Ｕ-14北信越トレセン

　　　　　19日・20日

（和倉温泉多目的グラウンド）

21 水
22 木
23 金

・北信越トレセン女子U-14① ・第99回全国高校サッカー ・北信越Ｏ-45カップサッカー

　24・25日　　　（長野県） 　選手権大会新潟県大会 　大会　　　24・25日

　予選会　　24日・25日 （長岡県フットボールセンタ‐）

　　　　　　　　（県内各地） ・北信越Ｏ-55・65カップ

・ＪＦＡ 第44回全日本U-12 　サッカー大会　24・25日　 ・Ｊ2 vs 金沢（デンカＳ）

　サッカー選手権大会新潟県 （日医工スポーツアカデミー）

　大会　3回戦・準々決勝　　

　　　　　　　　25日
（長岡ニュータウン運動公園）

26 月
27 火
28 水

29 木
30 金

・第99回全国高校サッカー ・ＪＦＡ 第44回全日本U-12 ・新潟日報杯争奪第25回 ・Ｊ2 vs 磐田（ヤマハ）

　選手権大会新潟県大会 　サッカー選手権大会新潟県 　新潟県女子サッカー選手権

　予選会　　31日 　大会　準決勝・決勝　　 　大会　　31日・11月1日

　　　　　　　　（県内各地） 　　　　　　　　31日 　【一般の部/0-30の部】

（長岡ニュータウン運動公園） 　　　　（グランセナ）　

[審判委員会] ・公認C級コーチ養成講習会 ・第26回新潟県サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー ・キッズプログラム ・新潟県社会人サッカー ・上越サッカー選手権大会 ・高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ-15 ・なでしこ vs C大阪堺Ｌ

未 継 ・インストラクター派遣 　グランセナコース　上旬 　選手権大会　　1回戦 　サッカーリーグ2020 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 　巡回指導　　4月～2月 　リーグ 　　　9月5日～10月11日 　サッカーリーグ 2020 　9月3or4日（土・日）

定 続 　【4月～11月】　（各地） 　　　（グランセナ） 　下旬　　（未定） 　県リーグ 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　　　　（県内各地） 　2部　4月26日～11月22日 　　　　　（上越市内各地）　 　第12回北信越リーグ 　　　　（ヤンマーD長居）

・審判部長会　4月～3月 ・各地区トレセン活動 ・第14回新潟県サッカー 　4月上旬～10月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） ・新潟県女子サッカーリーグ 　　　　　　（県内各地） 　　　4月4日～10月25日

　　月1回　　（新潟市） 　5月中旬～3月　（県内各地）　スーパーリーグ　 　　　　　（県内各地） ・JFA U-11サッカーリーグ 　　　5月～10月 ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ  ・Ｕ-13サッカーリーグ

・フットサル4級認定（上越市 ・公認B級コーチ養成講習会 　　6月中旬～11月中旬 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 　ＩＮ 新潟県 （アルビレッジ・グランセナ他） 　(35・40歳以上）4月～10月 　2020 第7回北信越リーグ

　・長岡市・新潟市）　 　後期　9月中旬～11月上旬 (JAPANサッカーカレッジ 他） 　サッカーリーグ2020 　　　4月上旬～3月 ・女子委員会　　10月 　(50・60歳以上）4月～10月 　　　5月2日～10月25日

　　　　　　4・8・9・10月 　　　　（アルビレッジ） 　県リーグ　　　10月 　（県内各地区会場） 　　　　　（グランセナ） 　(潟東サルビアｻｯｶｰ場 他） ・北信越大学サッカーリーグ

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・ （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　順位決定戦　（県内各地） ・JFA U-10サッカーリーグ ・SuperSports XEBIO第19回 1部前期 4月25日～11月8日

　上越市・新潟市・柏崎市） ・技術委員会　　中旬 　ＩＮ 新潟県 　新潟県ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2020 2部プレーオフ

　　　9・10・11・12・1月 　　　　（県協会会議室） 　　　4月上旬～3月 　　　6月7日～11月8日 　　10月10日～11月1日

・フットサル３・4級更新 　（県内各地区会場） 　　　（新潟市体育館 他） ・インディペンデンスリーグ

　（長岡市・新潟市・柏崎市） ・SuperSports XEBIO北信越 　北信越大会　　6月～10月

　　　9・10・11・12・1月 　フットサルリーグﾞ2020 　北信越代表決定戦

・レフリーアカデミー 　　　5月31日～1月10日 　　　　　下旬　（新潟県）

　7月～3月　　（新潟市 他） 　　（新潟市体育館　他）

・インディペンデンスリーグ ・北信越女子フットサル

　北信越代表決定戦 　リーグ2020　　　

　　　　　下旬　（新潟県） 　　　5月31日～11月8日

　　（新潟市体育館　他）

31 土

18 日

24 土

25 日

19 月

20 火

　10月　事業計画

3 土

4 日

17 土

11 日

14 水

15 木

13 火

5 月

9 金

10 土

6 火

7 水

8 木



【２０２０年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

・新潟日報杯争奪第25回

　新潟県女子サッカー選手権

　大会　　31日・11月1日

　【一般の部/U-12の部】

　　　　（グランセナ）　

2 月
・天皇杯JFA第100回全日本 ・新潟県女子アカデミー ・第99回全国高校サッカー ・JFAキッズサッカー ・第12回新潟県キッズ(U-8)

　サッカー選手権大会 　Ｕ-12　　　　　3日 　選手権大会新潟県大会 　フェスティバル　　　　3日 　＆ママフットサルフェスティ

火 　準々決勝　　　3日、4日 　　　　（グランセナ） 　準決勝　　　3日　 （潟東サルビアサッカー場） 　バル　　　　　　3日

（祝） 　　（デンカビックスワンＳ） ・新潟県トレセン女子　　　 （長岡ニュータウン運動公園） 　　（秋葉区総合体育館）

　U-15・18

　3日　　（グランセナ）

・Ｕ-13・14県トレセン

　4日　（アルビレッジ）

・Ｕ-15県トレセン

　4日　（刈羽ぴあパーク）

5 木
6 金

・第99回全国高校サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15

　選手権大会新潟県大会 　サッカーリーグ2020新潟県

　準決勝　　　7日　 　プレーオフ　　3部

　　（デンカビックスワンS） 　7・8日　（刈羽ぴあパーク）

・第43回北信越サッカー ・第43回北信越サッカー ・Ｊ2 vs 大宮（デンカＳ）

　県リーグ　決勝大会　　 　県リーグ決勝大会 ・なでしこ vs 伊賀FC

　8日　（スワンフィールド） 　（北信越チャレンジリーグ） 　（上野運動公園競技場）

　　　　8日（新潟県）

9 月
・役員会（県協会　応接室）

11 水
12 木
13 金

・2020年度県協会・地区 ・北信越女子トレセンリーグ ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・なでしこ vs 日テレ

　協会合同会議 　U-15（プレリーグ） 　サッカーリーグ2020新潟県 　　　　　　　（デンカS）

　　　　　　（新潟市内） 　14・15日　　（新潟県） 　プレーオフ　　2部

　14・15日　（アルビレッジ）

・ＪＦＡ 第26回全日本フット ・Ｊ2 vs 岡山（Cスタ）

　サル選手権大会新潟県

　大会　　　　　15日

　　　（新潟市体育館　他）

・GK指導者講習会　　16日

　（GKプロジェクト） 兼

　プロジェクトスタッフ会議

　　　（鳥屋野球技場）

・Ｕ-13・15県トレセン

　17日　（アルビレッジ）

18 水
19 木
20 金

・クイーンカップU-18 ・第3回とうりんぼカップ

　　　　21日・22日　 　中越サッカー選手権大会

　　　　（グランセナ） 　（中越）　　21・22日

　　　（刈羽ぴあパーク）

・柿崎シニアフットサル大会 ・Ｊ2 vs 町田（デンカS）

　（上越）　　　　　22日

　（柿崎総合運動公園・

　　　　　　　　　　　アリーナ）

・JFAキッズサッカー

　フェスティバル　　　23日

月 　（新潟市亀田総合体育館）

（祝）

・理事会、常務委員会 ・Ｕ-15県トレセン

　　　（県協会会議室） 　24日　（刈羽ぴあパーク）

25 水
26 木
27 金

・第9回新潟県クラブユース

　サッカー（Ｕ-13）大会

　　　　　　28・29日　

　　　（アルビレッジ）

・ＪＦＡ 第26回全日本フット 　　　（グランセナ）　他

　サル選手権大会新潟県

　大会　　　　　29日

　　　（新潟市体育館　他）

・ＪＦＡ ﾌｧﾐﾘｰフットサルフェ

　スティバル in 県北

　29日（朝日総合体育館）

・Ｕ-15北信越トレセンリーグ

　30日・12月1日　（松本市）

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第14回新潟県サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・JFA U-12サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー ・キッズプログラム ・新潟県社会人サッカー ・親子ふれあいサッカー ・北信越大学サッカーリーグ

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　スーパーリーグ　 　サッカーリーグ2020 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 　巡回指導　　4月～2月 　リーグ 　フェスタ（下越）　　下旬 1部前期 4月25日～11月8日

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・公認B級コーチ養成講習会 　　6月中旬～11月中旬 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　　　　（県内各地） 　2部　4月26日～11月22日 　（JAPANｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ） 　入替戦　　11月14・15日

・審判部長会　4月～3月 　後期　9月中旬～11月上旬 (JAPANサッカーカレッジ 他） 　4月～11月　(県内各地） 　（県内各地区会場） 　　　　　　（県内各地） ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15

　　月1回　　（新潟市） 　　　　（アルビレッジ） ・JFA U-11サッカーリーグ ・SuperSports XEBIO第19回 　サッカーリーグ2020

・レフリーアカデミー （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　ＩＮ 新潟県 　新潟県ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ2020 　第12回北信越リーグ入替戦

　7月～3月　　（新潟市 他） ・公認Ｄ級コーチ養成講習会 　　　4月上旬～3月 　　　6月7日～11月8日 　入替・参入戦　　3日・7日

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・ 　新潟コース　上旬（新潟市） 　（県内各地区会場） 　　　（新潟市体育館 他） ・Ｕ-13サッカーリーグ2020

　上越市・新潟市・柏崎市） 　上越コース　上旬（上越市） ・JFA U-10サッカーリーグ ・SuperSports XEBIO北信越 　第7回北信越リーグ入替戦

　　　9・10・11・12・1月 ・国体女子スタッフ会議 　ＩＮ 新潟県 　フットサルリーグﾞ2020 　入替・参入戦　　7・8日

・フットサル３・4級更新 　　　　　(アルビレッジ） 　　　4月上旬～3月 　　　5月31日～1月10日 ・第43回北信越サッカー

　（長岡市・新潟市・柏崎市） 　（県内各地区会場） 　　（新潟市体育館　他） 　県リーグ決勝大会

　　　9・10・11・12・1月 ・北信越女子フットサル 　（北信越チャレンジリーグ）

・ｻｯｶｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ3級更新 　リーグ2020　　　 　　　　18日（新潟県）

　（新潟市・加茂市・刈羽村） 　　　5月31日～11月8日

　　　　　　9・11月 　　（新潟市体育館　他）

・インストラクター ・社会人連盟理事総会

　　　トレーニングセンター 　　11月　（月岡　風鈴屋）

　（新潟市・加茂市・刈羽村）

・日本サッカー協会全国規律

　委員長会議　（JFAハウス）
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　11月　事業計画
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【２０２０年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

・Ｕ-14県トレセン

　1日　　（アルビレッジ）

・Ｕ-15北信越トレセンリーグ

　30日・12月1日　（松本市）

2 水
3 木
4 金

・U-12北信越エリート ・第9回新潟県クラブユース

　5・6日　　（富山県） 　サッカー（Ｕ-13）大会

・新潟県トレセン女子　　　 　　　　　　5・6日　

　U-16・14 　　　（アルビレッジ）

　5日　　（アルビレッジ） 　　　（グランセナ）　他

・新潟県トレセン女子　　　

　U-18

　5日　　（アルビレッジ）

7 月
・役員会（県協会 応接室）

・資格・規律・ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員会

　　　　（県協会会議室）

10 木
11 金

・ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

　理事会・総会 

　　　12日　（県央地区）

・ 2021年度財務方針編成 ・新潟県女子サッカーリーグ ・ＪＦＡ 第26回全日本フット

　会議　　[財務委員会] 　表彰式・県リーグ会議 　サル選手権大会新潟県

　　　　（県協会会議室） 　13日　（ｸﾞﾗﾝｾﾅ会議室） 　大会　　　　　13日

　　　（新潟市体育館　他）

・Ｕ-13県トレセン

　14日　　（刈羽ぴあパーク）

・Ｕ-14県トレセン

　15日　　（刈羽ぴあパーク）

16 水
・ビジョン委員会

　　　　（県協会会議室）

18 金

・ＪＦＡ 第26回全日本フット

　サル選手権大会新潟県

　大会　　　　　20日

　　　（新潟市体育館　他）

・Ｕ-13県トレセン山梨遠征

　21日・22日　（山梨県内）

22 火
23 水
24 木
25 金

・Ｕ-14県トレセン東京遠征

　26日～28日　（東京都内）

28 月
29 火
30 水
31 木

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・JFA U-12サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー ・キッズプログラム ・SuperSports XEBIO北信越

未 継 ・審判部長会　4月～3月 　5月中旬～3月（県内各地） 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 　巡回指導　　4月～2月 　フットサルリーグﾞ2020

定 続 　　月1回　　（新潟市） 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　　　　（県内各地） 　　　5月31日～1月10日

・レフリーアカデミー 　（県内各地区会場） 　　（新潟市体育館　他）

　7月～3月　　（新潟市 他） ・JFA U-11サッカーリーグ

・フットサル3級昇級 　ＩＮ 新潟県

　12・1・2月　　（新潟市） 　　　4月上旬～3月

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・ 　（県内各地区会場）

　上越市・新潟市・柏崎市） ・JFA U-10サッカーリーグ

　　　9・10・11・12・1月 　ＩＮ 新潟県

・フットサル３・4級更新 　　　4月上旬～3月

　（長岡市・新潟市・柏崎市） 　（県内各地区会場）

　　　9・10・11・12・1月

・審判員研修会（新潟市 他）

　　　　　　8・12・3月

9 水

　12月　事業計画

19 土

1 火

14 月

5 土

6 日

8 火

12 土
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27 日
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26 土

17 木



【２０２１年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

金
（祝）

4 月
5 火 ・役員会（県協会 応接室）

6 水
7 木
8 金

・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・上越地区少年フットサル

　ティバル in 新潟 　大会（上越）　　　9・10日

　初蹴りフットサル（一般） 　　（リージョンプラザ上越）

　　　　（新潟市体育館）

・理事会・2021年新春講話会 ・第2回フットサル委員会・

・新年会 　連盟合同会議　　　10日

　（新潟市内） 　　（新潟大学教育学部）

・Ｕ-13・14県トレセン ・JFAキッズサッカー

月 　静岡遠征 　フェスティバル　　　11日

（祝） 　11日～13日　（静岡県内） 　　　　（新潟市体育館）

12 火
13 水
14 木
15 金

・JFA女子サッカーデ― ・第15回長野オープンＵ-23 ・2020年度中越地区

　（仮名称） 　選抜フットサル大会 　フットサル大会 Ｕ-14

　三条ライオンズ杯争奪 　北信越大会　 　（中越）　　16日・17日

　フットサル大会/U-12 　16・17日　　（石川県） 　（中越地区各地体育館）

　　U-12の部　　　　16日

　　一般の部　　　　 17日

　　（三条市総合体育館）

18 月
19 火
20 水
21 木
22 金

・ＪＦＡ 第26回全日本フット ・ＪＦＡ 第26回全日本フット ・ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟 ・2020年度中越地区 ・ＪＦＡ 第26回全日本フット

　サル選手権大会北信越 　サル選手権大会北信越 　理事会 　23日（県央地区） 　フットサル大会 Ｕ-14 　サル選手権大会北信越

　大会　（主管事業） 　大会　（主管事業） 　（中越）　　　　　23日 　大会　（主管事業）

　　　　　23・24日 　　　　　23・24日 　（中越地区各地体育館） 　　　　　23・24日

　　（長岡市みしま体育館） 　　（長岡市みしま体育館） ・シニア連盟役員会　24日 　　（長岡市みしま体育館）

　　　（新潟テレサ）

・新潟県女子アカデミーU-12

　25日（妙高はねうま体育館）

・新潟県トレセン女子U-14

　25日（妙高はねうま体育館）

26 火

27 水

28 木
29 金

・第28回東北電力杯新潟県

　少年フットサル大会

　　　　　30・31日

　　（五泉市総合会館）

・第19回新潟県フットサル

　ﾘｰｸﾞ冬期リーグ　　

　　31日　（新潟市体育館 ）

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・JFA U-12サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー ・キッズプログラム ・SuperSports XEBIO北信越 ・下越・新潟地区フットサル

未 継 ・審判部長会　4月～3月 　5月中旬～3月　（県内各地） 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 　巡回指導　　4月～2月 　フットサルリーグﾞ2020 　チャレンジリーグ

定 続 　　月1回　　（新潟市） ・技術委員会 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　　　　（県内各地） 　　　5月31日～1月10日 　　予選：上旬・決勝：下旬

・レフリーアカデミー 　1月下旬　（協会会議室） 　（県内各地区会場） ・キッズエリートプログラム 　　（新潟市体育館　他） 　　（サンビレッジしばた）

　7月～3月　　（新潟市 他） ・公認Ｄ級コーチ養成講習会 ・JFA U-11サッカーリーグ （育成・強化活動）1月・2月

・フットサル3級昇級 下越コース下旬（新発田市） 　ＩＮ 新潟県 　　　　　　（新潟市）

　12・1・2月　　（新潟市） 　　　4月上旬～3月

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・ 　（県内各地区会場）

　上越市・新潟市・柏崎市） ・JFA U-10サッカーリーグ

　　　9・10・11・12・1月 　ＩＮ 新潟県

・フットサル３・4級更新 　　　4月上旬～3月

　（長岡市・新潟市・柏崎市） 　（県内各地区会場）

　　　9・10・11・12・1月

土

17 日

30 土

23 土

24 日

31 日

　1月　事業計画

1

2 土

3 日

9 土

16

11

10 日

25 月



【２０２１年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ

・はねうまカップ妙高

　ジュニアフットサル大会

　（上越）　　　　1・2日

　（妙高ふれあいパーク・

　　　　　　　　　　　アリーナ）

3 水
4 木
5 金

・第33回新潟県選抜中学生 ・SuperSports XEBIO北信越

　（Ｕ-15）フットサル大会 兼 　フットサルリーグﾞ2020

　ＪＦＡ 第27回全日本Ｕ-15 　2021参入戦

　フットサル選手権大会 　6・7日　　（柿崎ドーム）

　新潟県大会

・JFAキッズサッカー 　　　　　　　6・7日

　フェスティバル　　　　7日 　　（五泉市総合会館）

　　（新潟市豊栄体育館）

8 月
・役員会（県協会 応接室）

10 水
・JFA ファミリーフットサル

　フェスティバル in 下越

木 　　　　　　　11日

（祝） 　　(サン・ビレッジしばた）　

12 金
・U-12県トレセン練習会 ・日本トリム Ｐｒｅｓｅｎｔｓ

　13・14日　（グランセナ） 　第13回全国女子選抜フット

　サル大会北信越大会

　（チーム派遣）

　13・14日　　（石川県）

・第6回NiFAフットボール ・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・第19回新潟県フットサル

　カンファレンス　　　14日 　ティバル in 聖籠（Ｕ-12） 　ﾘｰｸﾞ冬期リーグ　　

　　（新潟市万代市民会館） 　　14日　（聖籠町民会館） 　　14日　（新潟市体育館 ）

15 月
16 火
17 水
18 木
19 金

・新潟県女子アカデミーU-12 ・上越フットサル選手権大会

　20日（妙高はねうま体育館） 　　（上越）　　20・21日

・新潟県トレセン女子U-14 　（リージョンプラザ上越）

　20日（妙高はねうま体育館）

・第19回新潟県フットサル

　ﾘｰｸﾞ冬期リーグ　　

　　21日　（新潟市体育館 ）

22 月
・JFAキッズサッカー

　フェスティバル　　　23日

火 　　（新潟市豊栄体育館）

（祝）

・常務委員会

　　　（県協会会議室）

・ビジョン委員会

　　　　（県協会会議室）

26 金
・JFA バーモントカップ

　第31回全日本U-12フット

　サル選手権大会

　 　新潟県大会　　27・28日

・3種委員会総会　　28日 　　　（上越市柿崎ドーム） ・第19回新潟県フットサル

（HARD OFF ECOスタジアム） 　ﾘｰｸﾞ冬期リーグ　　

　　28日　（新潟市体育館 ）

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・1種委員会総会　中旬 ・JFA U-12サッカーリーグ ・上越地区さくらサッカー ・キッズプログラム ・社会人連盟総会　　2月

未 継 ・審判部長会　4月～3月 　5月中旬～3月　（県内各地） （県スポーツ医科学センター） 　ＩＮ 新潟県 　リーグ　　　6月～2月 　巡回指導　　4月～2月 （県スポーツ医科学センター）

定 続 　　月1回　　（新潟市） ・公認Ｄ級コーチ養成講習会 ・ﾊﾟﾗサッカーフェスティバル 　　　4月上旬～3月 　　（新井総合公園　他） 　　　　（県内各地）

・レフリーアカデミー 　新潟冬コース上旬（新潟市） 　事業・予算・決算報告 　（県内各地区会場） ・キッズエリートプログラム

　7月～3月　　（新潟市 他） ・技術委員会 　（亀田ふれあいセンター） ・JFA U-11サッカーリーグ （育成・強化活動）1月・2月

・サッカー4級認定【高校生 　2月下旬　（協会会議室） 　ＩＮ 新潟県 　　　　　　（新潟市）

　対象　】5月・2月　（各地） ・国体女子スタッフ会議 　　　4月上旬～3月

・フットサル3級昇級 　　2月　　(アルビレッジ） 　（県内各地区会場）

　12・1・2月　　（新潟市） ・JFA U-10サッカーリーグ

・JFA 女子審判トレセン 　ＩＮ 新潟県

　                 （新潟市）　 　　　4月上旬～3月

　（県内各地区会場）

　2月　事業計画

20 土

21 日

9 火

14 日

6 土

7 日

11

1 月

2 火

27 土

28 日

13 土

23

24 水

25 木



【２０２１年】
日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 キッズ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ
1 月
2 火
3 水
4 木

・U-12県トレセン関東選抜

　大会　　　5日～7日

・北信越サッカー協会 　（茨城県ひたちなか市） ・JFA ファミリーフットサル ・ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟 ・北信越サッカー協会

　規律・裁定委員会 ・北信越トレセン女子U-14② 　フェスティバル in 上越 　理事会・総会 　規律・裁定委員会

　6・7日　　　　（新潟県） 　6・7日日　　　（富山県） 　6日(上越市総合体育館）　 　　　6日　（県央地区） 　　6・7日　　　　（新潟県）

・JFAキッズサッカー ・第19回新潟県フットサル

　フェスティバル　　　　7日 　ﾘｰｸﾞ冬期リーグ　　

　（新潟市城山運動公園） 　　7日　（新潟市体育館 ）

8 月
・役員会（県協会 応接室） ・国体少年男子強化練習会

　9日　　　　（新潟市内）

・資格・規律・ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員会

　　　　（県協会会議室）

木
（祝）

12 金
・新潟県トレセン女子

　U-18・16・14

　13日　　　（グランセナ）

・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・JFA ファミリーフットサル

　ティバル in 中越（一般） 　フェスティバル 

　14日　（長岡みしま体育館） 　in Ｎｉｉｇａｔａ City

　14日　(新潟市体育館）　

・JFA ファミリーフットサル

　フェスティバル in 中越

　14日(長岡市北部体育館）　

15 月
・国体少年男子強化練習会

　16日　　　　（新潟市内）

17 水
18 木
19 金

・北信越トレセンリーグ 後期

　20・21日　　（アルビレッジ）

土
（祝）

・U-13北信越トレセン ・シニア連盟総会　21日

　　　　　　21・22日 　　　（新潟テレサ）

　　   （アルビレッジ）

22 月
・理事会、社員総会

　　　（県協会会議室）

24 水
25 木
26 金

29 月
30 火

[審判委員会] ・Ｕ-14県トレセン海外遠征 ・第26回新潟県サッカー ・JFA U-12サッカーリーグ ・女子委員会/総会　　3月 ・親子ふれあいサッカー

未 継 ・審判部長会　4月～3月 　3月　　　（欧州） 　選手権大会　　2回戦 　ＩＮ 新潟県 　　　　（グランセナ） 　フェスタ（下越）　　下旬

定 続 　　月1回　　（新潟市） ・公認B級トライアル　 　下旬　　（未定） 　　　4月上旬～3月 　（JAPANｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ）

・レフリーアカデミー 　上旬　　（アルビレッジ） 　（県内各地区会場） ・下越地区協会意見交換会

　7月～3月　　（新潟市 他） ・各地区トレセン活動 ・JFA U-11サッカーリーグ 　　　　　3月上旬

・サッカー4級認定（新潟市・ 　5月中旬～3月（県内各地） 　ＩＮ 新潟県 　（JAPANサッカーカレッジ）

　上越市・長岡市　他） 　　　4月上旬～3月 ・中越地区協会役員会

　　　5月・6月・3月 　（県内各地区会場） 　　　　　3月下旬

・サッカー3級昇級（上越市・ ・JFA U-10サッカーリーグ 　（長岡市さいわいプラザ）

長岡市・新潟市）5・6・7・3月 　ＩＮ 新潟県

・審判員研修会（新潟市 他） 　　　4月上旬～3月

　　　　　　8・12・3月 　（県内各地区会場）

・審判委員会　　（新潟市）

9 火

11

10 水

20

　3月　事業計画

6 土

21 日

16 火

5 金

13 土

14 日

7 日

31 水

23 火

27 土

28 日
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