
【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

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

・国体少年女子 ・プリンスリーグ　（第1節） ・Ｊ1 vs 名古屋　　14：00

　県TC女子U‐16 　　（デンカビックスワンS）

　　1日　　（グランセナ）

・第28回新潟県サッカー ・プリンスリーグ　（第1節） ・WEリーグ vs 浦和　14：00

　選手権大会　準々決勝 　　　（浦和駒場）

　2日　（鳥屋野球戯場）

　（JAPANサッカーカレッジ）

3 月

・国体少年男子練習会　4日

（長岡ニュータウン運動公園）

・YBCカップ vs 柏　19：00

　　（デンカビックスワンS）

6 木

・新潟合同トレセン　　　 ・プリンスリーグ　（第2節）

　スタッフ合同研修会

　8・9日　（アルビレッジ）

・国体少年女子 ・第30回全国クラブチーム ・Ｊ1 vs 神戸　　14：00

　U-16北信越トレセンリーグ 　サッカー選手権大会 　　　　　　（ノエビアS）

　第1節　　9日　（福井県） 　新潟県予選　1回戦

・国体少年男子 　9日　（鳥屋野球技場）

　U-16北信越トレセンリーグ

　第1節　　9日　（長野県）

10 月
・役員会（県協会　応接室）

。高体連指導者講習会

　13日（新潟ユニゾンプラザ）

・プリンスリーグ　（第3節） ・Ｊ1 vs 福岡　　14：00

　　（デンカビックスワンS）

・国体少年男子練習会　18日

（長岡ニュータウン運動公園）

・新潟市サッカー協会 ・YBCカップ vs 柏　19：00

　第22回新潟市市民サッカー大会 　　（三協フロンティア）

　審判講習会 　（新潟市体育館）

20 木 　

21 金
・県TC U-11・12練習会 ・JFAキッズU-6サッカー ・フットサル連盟評議会 22日 ・プリンスリーグ　（第4節） ・WEリーグ vs 千葉　13：00

　兼 選考会　　22・23日 　フェスティバル in 新潟 　（まちなかキャンパス長岡） 　　　（新潟市陸）

　　　（刈羽ぴあパーク） 　22日（新潟市陸上競技場）

・県トレセン女子U‐14

　　22日　（アルビレッジ）

・新潟県女子アカデミーU‐12

　22日　　(アルビレッジ）

・国体少年男子 ・第28回新潟県サッカー ・JFA なでしこ広場 ・Ｊ1 vs 鹿島　　14：00

　U-16北信越トレセンリーグ 　選手権大会 準決勝　23日 　　　in 曽野木　　　　23日 　　（デンカビックスワンS）

第2節23日（刈羽ぴあパーク） （五十公野公園陸上競技場） 　（曽野木小学校体育館）

・国体少年女子

　U-16北信越女子トレセン

　リーグ第2節 23日（長野県）　

　　

・下越地区サッカー協会

　下越U-12サッカー選手権大会

　予選　25日

（新発田中央公園グランド）

・高校 春 地区大会 ・第1回フットサル委員会・ ・第59回全国社会人サッカー ・中越地区サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第5節） ・Ｊ1 vs FC東京　　15：00

　　　　29・30日 　連盟合同会議　　　24日 　選手権大会 新潟県大会 　第9回とうりんぼカップ中越 　　　　　（味の素S）

土 （長岡ニュータウン運動公園） 　　（新潟大学教育学部） 　29日　（鳥屋野球戯場） 　サッカー選手権 U-12　 ・WEリーグ vs 大宮V　

（祝） 　29・30日・5月6・7日 　　　（NACK）14：00

　　　　（刈羽ぴあパーク）

・グラスルーツ委員会

　30日　（県協会 会議室）

[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 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・2023第49回北信越フットボール

未 継 ・ﾕｰｽ審判研修会 　ミーティング 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　（35・40歳以上） 　リーグ 1部・2部　

定 続 　【4月～11月】　（各地） 　4月　　（県内各地） 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地） 　（50・60歳以上）　4～10月 　1部・2部： 4月9日～9月10日

・インストラクター派遣 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック （潟東サルビアサッカー場他） ・北信越大学サッカーリーグ2023

　【4月～11月】　（各地） 　　　　　（県内各地） 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市 　1部： 4月15日～10月28日

・県内1・2級審判員研修          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他） 　1部： 4月16日～9月16日

　4月～3月　（新潟市・Zoom） ・U-18北信越女子サッカー ・高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ

・フットサル4級認定 4・8・9・10月 　リーグ　　　　4月～11月 　2023 第15回北信越リーグ

　（上越市・長岡市・新潟市）　          （各県会場） 　　4月2日～10月29日　（各県）

・審判部長会　4月～3月 ・高円宮杯ＪＦＡＵ-13サッカーリーグ

　　月1回（新潟市・Zoom） 　2023 第10回北信越リーグ

　　4月2日～10月29日　（各県）

・北信越女子サッカーリーグ

　　4月8日～8月27日

・ＪＦＡ Ｕ-15女子サッカーリーグ

　　4月16日～9月30日

・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

　　4月15日～11月12日
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【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ 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

・JFAキッズU-6サッカー ・第59回全国社会人サッカー ・上越地区サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第6節） ・Ｊ1 vs 横浜FC　　19：00

水 　フェスティバル in 新潟 　選手権大会 新潟県大会 　上越Ｕ-12サッカー選手権大会 　　　　　（ニッパツ）

（祝） 　3日（新潟市陸上競技場） 　3日　（アルビレッジ） 　3・4日　（柿崎総合運動公園） ・WEリーグ vs I神戸

　　　（新潟市陸）　13：00

木 ・プリンスリーグ　（第6節）

（祝）

金

（祝）

・県TC 地区トレセン選考会 ・中越地区サッカー協会

　6・7日　（県内各地） 　第9回とうりんぼカップ中越

・新潟県女子アカデミーU-12 　サッカー選手権 U-12　

　6日　　（刈羽ぴあパーク）　 　4月29・30日・6・7日

　　　　（刈羽ぴあパーク）

・第28回新潟県サッカー ・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・上越地区サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第8節） ・Ｊ1 vs 柏　　　　14：00

　選手権大会 決勝　7日 　ティバル in 長岡　　7日 ・上越地区キッズサッカーイベント 　　（デンカビックスワンS）

（五十公野公園陸上競技場） （長岡ニュータウン運動公園） 　7日　　（柿崎総合運動公園） ・WEリーグ vs S広島R

　　　（未定）　

・下越地区サッカー協会

　下越U-12サッカー選手権大会

　決勝ラウンド　　8日

　（新発田中央公園グランド）

9 火 ・役員会（県協会　応接室）

・新潟市サッカー協会

　第22回新潟市市民サッカー大会

　抽選会 　（新潟市陸上競技場）

11 木

12 金

・県TC U-11・12練習会 ・ＪＦＡ 第10回全日本U-18 ・新潟県クラブユースサッカー ・プリンスリーグ　（第7節）

　兼 選考会　　13日 　フットサル大会 新潟県大会 　（U-15）選手権大会 兼 

　　　（グランセナ） 　13・14日　（新潟市体育館） 　第38回日本クラブユース

　サッカー（U-15）大会

　新潟県予選　予選リーグ

　13・14日（刈羽、聖籠 他）

・国体少年男子 ・第30回全国クラブチーム ・プリンスリーグ　（第7節） ・Ｊ1 vs 横浜F・M　　13：30

　U-16北信越トレセンリーグ 　サッカー選手権大会 　　（デンカビックスワンS）

　第3節　　14日　（福井県） 　新潟県予選　準々決勝 ・WEリーグ vs マイ仙台

・国体少年女子 　14日　（アルビレッジ） 　　　（ユアスタ）　13：00

　県TC女子U-16

　14日　　（グランセナ）

15 月

16 火

17 水 ・総務委員会（県協会会議室）

18 木 ・ナショナルTC U-14中日本

19 金  （前期）　18～21日

　　　　（J-GREEN堺） ・新潟県高等学校女子総合 ・第19回全日本大学フット ・新潟県クラブユースサッカー ・プリンスリーグ　（第8節） ・Ｊ1 vs サガン鳥栖　17：00

　体育大会サッカー競技大会 　サル大会新潟県大会 　（U-15）選手権大会 兼 　　　（駅前不動産S）

　新潟県予選     20・27日 　20・21日（新潟市体育館） 　第38回日本クラブユース

（長岡ニュータウン運動公園） 　サッカー（U-15）大会

　 　新潟県予選　決勝T

　20。21日（刈羽、柿崎 他）

・国体少年女子U-16北信越 ・JFAキッズU-6サッカー ・第15回新潟県ビーチ ・JFA第11回全日本O-40 ・WEリーグ vs AC長野

　女子トレセンリーグ第3節　　 　フェスティバル in 新潟 　サッカー大会 兼 ＪＦＡ第18 　サッカー大会 新潟県予選 　　（デンカS）　13：00

　21日　　　（新潟県） 　21日（スワンフィールド） 　回全日本ビーチサッカー 　予選　21日（アルビレッジ）

・JFA なでしこ広場 　大会新潟県大会　　21日 ・第22回新潟県フットサル

　　　in 曽野木　　　　21日 （柏崎市みなとまち海浜公園） 　リーグ2023　　21日

　（曽野木小学校体育館） 　　（長岡市みしま体育館）

22 月
23 火

・新潟県高等学校総合体育 ・YBCカップ vs 福岡　19：00

　大会サッカー競技大会 　　（デンカビックスワンS）

　予選会　　（県内各地）

　24・27・28・30日、6月1日

25 木

・ナショナルTC U-13北信越 ・新潟県高等学校総合体育 ・新潟県高等学校女子総合 ・新潟県クラブユースサッカー ・WEリーグ vs N相模原

　27・28日　（長野県木島平） 　大会サッカー競技大会 　体育大会サッカー競技大会 　（U-15）選手権大会 兼 　　（ギオンス）　14：00

・県TC女子U-14 　予選会　　（県内各地） 　新潟県予選     20・27日 　第38回日本クラブユース

　27日　　（グランセナ） 　24・27・28・30日、6月1日 （長岡ニュータウン運動公園） 　サッカー（U-15）大会

・新潟県女子アカデミーU-12 　新潟県予選　決勝T

　27日　　（グランセナ）　 　 　27・28日　　（大原 他）

・新潟県高等学校総合体育 ・第59回全国社会人サッカー ・Ｊ1 vs ガンバ大阪　　14：00

　大会サッカー競技大会 　選手権大会 新潟県大会 　　（デンカビックスワンS）

　予選会　　（県内各地） 　準決勝　　　　28日

　24・27・28・30日、6月1日 　　　　　　（アルビレッジ）

・北信越フットサルリーグ2023

　北信越女子フットサルリーグ

　2023　　　28日

　（秋葉区総合体育館）

29 月

・常務委員会（県協会会議室） ・新潟県高等学校総合体育

　大会サッカー競技大会

　予選会　　（県内各地）

　24・27・28・30日、6月1日

31 水

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・2023第49回北信越フットボール

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　（35・40歳以上） 　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 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地） 　（50・60歳以上）　4～10月 　1部・2部： 4月9日～9月10日

・ﾕｰｽ審判研修会 4～11月（各地） 　前期　5月上旬～7月中旬 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック （潟東サルビアサッカー場他） ・北信越大学サッカーリーグ2023

・県内1・2級審判員研修 　　　　（アルビレッジ） 　　　　　（県内各地） ・新潟県クラブユース U-15 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市 　1部： 4月15日～10月28日

　4月～3月（新潟市・Zoom） （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　サッカー選手権大会          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他） 　1部： 4月16日～9月16日

・JFA女子審判トレセン ・公認D級コーチ養成講習会 　　5月～6月　（県内各地） ・U-18北信越女子サッカー ・高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ

　5月～2月　　（新潟市） 　新潟夜コース　5月下旬 　リーグ　　　　4月～11月 　2023 第15回北信越リーグ

・審判部長会　4月～3月 　　　　（アルビレッジ）          （各県会場） 　　4月2日～10月29日　（各県）

　　月1回（新潟市・Zoom） ・公認C・D級リフレッシュ ・新潟県女子サッカーリーグ ・高円宮杯ＪＦＡＵ-13サッカーリーグ

・インストラクタートレーニング 　講習会　　　5月～3月 　5月～11月　　　潟東 　2023 第10回北信越リーグ

　　（新潟市・加茂市・刈羽村） 　　　　（県内各地） 　サルビアサッカー場 他） 　　4月2日～10月29日　（各県）

・サッカー4級認定（新潟市・ ・技術委員会 ・なでしこサッカー ・北信越女子サッカーリーグ

　上越市・長岡市　他 ）　5・6・3月 　5月下旬　（協会会議室） 　フェスティバル　5月～2月 　　4月8日～8月27日

・サッカー4級認定【高校生 　　（上越地区各会場） ・ＪＦＡ Ｕ-15女子サッカーリーグ

　対象　】5月・2月　（各地） 　　4月16日～9月30日

・サッカー3級昇級（上越市・ ・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

　長岡市・新潟市）5・6・7・3月 　　4月15日～11月12日
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【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ
・新潟県高等学校総合体育

　大会サッカー競技大会

　予選会　　（県内各地）

　24・27・28・30日、6月1日

・新潟県女子アカデミーU-12 ・新潟県高等学校総合体育 ・新潟県クラブユースサッカー ・Ｊ1 vs 湘南　15：00

　3日（新井総合運動公園）　　 　大会サッカー競技大会 　（U-15）選手権大会 兼 　　　（レモンガスS）

　準決勝　　　3日 　第38回日本クラブユース

（五十公野公園陸上競技場） 　サッカー（U-15）大会

　新潟県予選　決勝T

　3・4日　（新発田サンスポ）

・クラブユースサッカー連盟 3日

　理事会・役員会・総会（新発田市）

・新潟県高等学校総合体育 ・第22回新潟県フットサル ・新潟市サッカー協会

　大会サッカー競技大会 　リーグ2023　　4日 　第22回新潟市市民サッカー大会

　決勝　　　4日 　　　　（新潟市体育館） 　壮年ＡＢ・女性の部　予選リーグ

（五十公野公園陸上競技場） 　4日　　（新潟市大夫浜球技場）

・下越地区サッカー協会

　GKアカデミー　　4日

　（JAPANサッカーカレッジ）

5 月

・天皇杯JFA第103回全日本 ・国体成年男子強化練習会

　サッカー選手権大会 2回戦 　7日　（JAPANサッカーC）

　　7日（デンカビックスワンＳ）

8 木

・JFA第48回全日本ビーチ ・県TC U-11・12新潟FFP前期 ・JFAキッズU-6サッカー ・JFA第48回全日本ビーチ ・JFA第48回全日本ビーチ ・WEリーグ vs 東京NB

　サッカー大会 北信越大会  10・11日（刈羽ぴあパーク） 　フェスティバル in 新潟 　サッカー大会 北信越大会 　サッカー大会 北信越大会 　　（新潟市陸）　14：00

　10・11日 　10日（新潟市陸上競技場） 　10・11日 　10・11日

　（柏崎みなとまち海浜公園） ・北信越トレセン女子U-14 　（柏崎みなとまち海浜公園） 　（柏崎みなとまち海浜公園）

　①　10・11日　（石川県） ・プリンスリーグ　（第9節）

・国体少年女子 ・第30回全国クラブチーム ・新潟市サッカー協会 ・Ｊ1 vs 京都サンガ　14：00

　県TC女子U-16 　サッカー選手権大会 　第22回新潟市市民サッカー大会 　　（デンカビックスワンS）

　11日　　（グランセナ） 　新潟県予選　準決勝・決勝　 　青年の部 A　予選リーグ

　11日　　（アルビレッジ） 　11日　　（新潟市大夫浜球技場）

・第59回全国社会人サッカー

　選手権大会 新潟県大会 

　決勝　11日（アルビレッジ）

・JFA第11回全日本O-40

　サッカー大会 新潟県予選

　準決勝・決勝　　　11日

　　　　（寺泊海浜公園）

・第22回新潟県フットサル

　リーグ2023　　11日

　　　　（新潟市体育館）

12 月
・役員会（県協会　応接室） ・国体少年男子練習会　13日

（長岡ニュータウン運動公園）

・県TC U-17県選抜練習会

　13日　（新潟市内）

14 水
15 木
16 金 ・令和5年度北信越高等学校 ・令和5年度北信越高等学校 ・令和5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大会 ・スポーツデポカップ第31回 ・JFA第10回全日本ユース ・第35回北信越クラブユース 　体育大会サッカー競技大会

　男・女　　16～18日 　兼 北信越高等学校 　新潟県U-12サッカー 　（Uｰ18）フットサル選手権 　サッカー（Uｰ15）選手権大会 　男・女　　16＝18日

（長岡ニュータウン運動公園） 　サッカー選手権大会 　選手権大会　　17・18日 　大会北信越大会　17・18日 　17・18日（新潟県 or 長野県） （長岡ニュータウン運動公園）

・JFA第10回全日本ユース 　16～18日　 　　　　（アルビレッジ） 　　　　（新潟市体育館） ・JFA第10回全日本ユース

　（Uｰ18）フットサル選手権 （長岡ニュータウン運動公園） 　（Uｰ18）フットサル選手権

　大会北信越大会　17・18日 　大会北信越大会　17・18日

　　　　（新潟市体育館） 　　　　（新潟市体育館）

・第35回北信越クラブユース ・第35回北信越クラブユース

　サッカー（Uｰ15）選手権大会 ・国体少年男子 U-16北信越 ・新潟市サッカー協会 　サッカー（Uｰ15）選手権大会 ・YBCカップ vs 鹿島　18：00

　17・18日（新潟県 or 長野県） 　トレセンリーグ 　第22回新潟市市民サッカー大会 　17・18日（新潟県 or 長野県） 　　（カシマS）

　第4節　　18日　（富山県） 　青年の部 B　予選リーグ

　18日　　（新潟市大夫浜球技場）

19 月

・理事会、社員総会

　　　（県協会会議室）

21 水
22 木
23 金

・第35回北信越クラブユース ・U－13県トレセン ・北信越ガールズエイト ・第35回北信越クラブユース ・プリンスリーグ　（第10節） ・Ｊ1 vs 柏　　　19：00

　サッカー（Uｰ15）選手権大会 　24日　　（県内各地） 　24・25日　（石川県和倉市） 　サッカー（Uｰ15）選手権大会 ・第35回北信越クラブユース 　　　（三協フロンチアS）

　24・25日 ・県トレセン U－12北信越 　24・25日 　サッカー（Uｰ15）選手権大会

（長岡ニュータウン運動公園） 　トレセン　24・25日（妙高） （長岡ニュータウン運動公園） 　24・25日

・県TC女子U-14 （長岡ニュータウン運動公園）

　24日　　（アルビレッジ）

・国体少年女子U-16北信越 ・JFA なでしこ広場 ・第22回新潟県フットサル ・新潟市サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第10節）

　女子トレセンリーグ 　　　in 曽野木　　　　25日 　リーグ2023　　25日 　第22回新潟市市民サッカー大会

　　　　25日（石川県）　 　（曽野木小学校体育館） 　　　　（新潟市体育館） 　青年、壮年の部  決勝トーナメント

・ユニクロキッズサッカー 　25日　　（新潟市大夫浜球技場）

　フェスティバル in デンカ

　ビックスワン　　25日

　　（デンカビックスワンS）

26 月
・国体少年男子練習会　27日

（長岡ニュータウン運動公園）

28 水
29 木
30 金

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第2回新潟県社会人 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・2023第49回北信越フットボール

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　8人制サッカー大会　 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　（35・40歳以上） 　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～11月 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地） 　（50・60歳以上）　4～10月 　1部・2部： 4月9日～9月10日

・ﾕｰｽ審判研修会 　前期　5月上旬～7月中旬 　　　　（アルビレッジ） 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック （潟東サルビアサッカー場他） ・北信越大学サッカーリーグ2023

　【4月～11月】　（各地） 　　　　（アルビレッジ） 　　　　　（県内各地） ・新潟県クラブユース U-15 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市 　1部： 4月15日～10月28日

・県内1・2級審判員研修 （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　サッカー選手権大会          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他） 　1部： 4月16日～9月16日

　4月～3月（新潟市・Zoom） ・公認C・D級リフレッシュ 　　5月～6月　（県内各地） ・U-18北信越女子サッカー ・特別支援学校巡回指導 ・高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ

・JFA女子審判トレセン 　講習会　　　5月～3月 ・U-13サッカーリーグ2023 　リーグ　　　　4月～11月 　6月～11月 　2023 第15回北信越リーグ

　5月～2月　　（新潟市） 　　　　（県内各地） 　新潟県          （各県会場） 　　（新潟市よつば学園） 　　4月2日～10月29日　（各県）

・審判部長会　4月～3月 　6月～10月　（県内各地） ・新潟県女子サッカーリーグ ・高円宮杯ＪＦＡＵ-13サッカーリーグ

　　月1回　　（新潟市・Zoom） 　5月～11月　　　潟東 　2023 第10回北信越リーグ

・サッカー4級認定（新潟市・ 　サルビアサッカー場 他） 　　4月2日～10月29日　（各県）

　上越市・長岡市　他 ） ・なでしこサッカー ・北信越女子サッカーリーグ

　　　5月・6月・3月 　フェスティバル　5月～2月 　　4月8日～8月27日

・サッカー3級昇級（上越市・ 　　（上越地区各会場） ・ＪＦＡ Ｕ-15女子サッカーリーグ

長岡市・新潟市）5・6・7・3月 　　4月16日～9月30日

・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

　　4月15日～11月12日

24 土

25 日

27 火

17 土

20 火

18 日

13 火

7 水

9

11 日

金

10 土

　６月　事業計画

1 木

6 火

2 金

3 土

4 日



【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ
・第35回北信越クラブユース ・国体成年男子強化遠征 ・第35回北信越クラブユース ・第35回北信越クラブユース ・Ｊ1 vs 広島　　18：00

　サッカー（Uｰ15）選手権大会 　1・2日　　　（宮城県） 　サッカー（Uｰ15）選手権大会 　サッカー（Uｰ15）選手権大会 　　（デンカビックスワンS）

　1・2日 ・国体少年女子 　1・2日 　1・2日

　　（十日町市・津南町） 　県TC女子U-16 　　（十日町市・津南町） 　　（十日町市・津南町）

　1日　　（グランセナ） ・プリンスリーグ　（第11節）

・U‐14県トレセン

　1日（県内各地）

・県TC女子U-14

　1日　　（グランセナ）

・国体少年男子 U-16北信越 ・新潟市サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第11節）

　トレセンリーグ 　第22回新潟市市民サッカー大会

　第5節　　2日　（石川県） 　決勝戦・3位決定戦・表彰式

・U‐13県トレセン 　2日　　（新潟市鳥屋野球戯場）

　2日（県内各地）

3 月
4 火

6 木
・Ｊ1 vs 神戸　　19：00

　　（デンカビックスワンS）

・新潟県女子アカデミーU‐12 ・NiFAパラサッカー ・上越地区サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第12節）

　8日　　(アルビレッジ） 　フェスティバル　　8日 　はねうまカップＵ-12サッカー大会

　　（デンカスワンフィールド） 　8・9日（新井総合公園屋外球技場）

・JFAキッズU-6サッカー ・北信越フットサルリーグ2023

　フェスティバル in 上越 　北信越女子フットサルリーグ

　9日（柿崎総合運動公園） 　2023　　　9日

　（上越市柿崎総合体育館）

・第22回新潟県フットサル

　リーグ2023　　9日

　　　　（新潟市体育館）

10 月
・役員会（県協会　応接室） ・国体少年男子練習会　11日

（長岡ニュータウン運動公園）

・天皇杯JFA第103回全日本

　サッカー選手権大会 3回戦

　　（デンカビックスワンＳ）

・総務委員会（県協会会議室）

13 木
14 金

・新潟県中学校サッカー大会 ・皇后杯 ＪＦＡ 第45回全日本 ・Ｊ1 vs 北海道　　13：00

　15日～17日 　女子サッカー選手権大会 　　（札幌厚別公園）

　　　　（アルビレッジ） 　新潟県大会　　15・23日

　（潟東サルビアサッカー場）

　　　　（グランセナ）

・U‐14県トレセン ・ＪＦＡ 第24回全日本0-60 　2023上越なでしこサッカー

　16日（県内各地） 　サッカー大会 新潟県予選　　 　フェスティバル　　16日

　予選　16日（鳥屋野球戯場） 　　　（柿崎総合運動公園）

月
（祝）

・県TC U-17県選抜練習会

　18日　（新潟市内）

・国体成年男子強化練習会

　19日　（JAPANサッカーC）

20 木
・資格・規律・フェアプレー

　委員会（県協会 会議室）

・チャレンジ新潟U-12

　22・23日　（アルビレッジ）

・Ｕ-13北信越トレセン対抗戦

　22・23日　　　

　（長野県木島平サッカー場）

・皇后杯 ＪＦＡ 第45回全日本 ・JFA なでしこ広場 ・第22回新潟県フットサル

　女子サッカー選手権大会 　　　in 曽野木　　　　23日 　リーグ2023　　23日

　新潟県大会　　15・23日 　（曽野木小学校体育館） 　　　　（新潟市体育館）

　（潟東サルビアサッカー場）

　　　　（グランセナ）

　　　　　　　

・クィーンカップ Uｰ18

　24・25日　　（グランセナ）

・理事会　（県協会 会議室）

27 木

・ヴィーナスカップUｰ15/Uｰ18

　Uｰ15/Uｰ18　　29・30日

　（三条市月岡サッカー場）

・国体少年女子 ・ＪＦＡ 第24回全日本0-60

　県TC女子U-16 　サッカー大会 新潟県予選　　

　29日　　（グランセナ） 　決勝　30日（鳥屋野球戯場）

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第2回新潟県社会人 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・2023第49回北信越フットボール

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　8人制サッカー大会　 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　（35・40歳以上） 　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～11月 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地） 　（50・60歳以上）　4～10月 　1部・2部： 4月9日～9月10日

・ﾕｰｽ審判研修会 　前期　5月上旬～7月中旬 　　　　（アルビレッジ） 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック （潟東サルビアサッカー場他） ・北信越大学サッカーリーグ2023

　【4月～11月】　（各地） 　　　　（アルビレッジ） 　　　　　（県内各地） ・U-13サッカーリーグ2023 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市 　1部： 4月15日～10月28日

・県内1・2級審判員研修 （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　新潟県          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他） 　1部： 4月16日～9月16日

　4月～3月（新潟市・Zoom） ・公認C・D級リフレッシュ 　6月～10月　（県内各地） ・U-18北信越女子サッカー ・特別支援学校巡回指導 ・高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ

・レフリーアカデミー 　講習会　　　5月～3月 　リーグ　　　　4月～11月 　6月～11月 　2023 第15回北信越リーグ

7月～3月（新潟市 他） 　　　　（県内各地）          （各県会場） 　　（新潟市よつば学園） 　　4月2日～10月29日　（各県）

・JFA女子審判トレセン ・国体少年男子強化合宿 ・新潟県女子サッカーリーグ ・高円宮杯ＪＦＡＵ-13サッカーリーグ

　5月～2月　　（新潟市） 　（十日町カップ）7月下旬 　5月～11月　　　潟東 　2023 第10回北信越リーグ

・審判部長会　4月～3月 　　　　（十日町市） 　サルビアサッカー場 他） 　　4月2日～10月29日　（各県）

　　月1回　　（新潟市・Zoom） ・なでしこサッカー ・北信越女子サッカーリーグ

・インストラクター 　フェスティバル　5月～2月 　　4月8日～8月27日

　　　トレーニングセンター 　　（上越地区各会場） ・ＪＦＡ Ｕ-15女子サッカーリーグ

　（新潟市・加茂市・刈羽村） 　　4月16日～9月30日

・サッカー3級昇級（上越市・ ・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

長岡市・新潟市）5・6・7・3月 　　4月15日～11月12日

31 月

5

11 火

12 水

23 日

9 日

15 土

17

火

19

　7月　事業計画

2 日

1 土

24 月

25 火

29 土

30 日

水

金

26

28

水

7 金

8 土

16 日

18

22 土

水

21 金



【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ 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

・天皇杯JFA第103回全日本

　サッカー選手権大会 

　ラウンド16

　　（デンカビックスワンＳ）

3 木

・国体成年男子強化合宿

　5・6日　　（関東） ・上越地区サッカー協会 ・Ｊ1 vs 名古屋　　19：00

・Uｰ15県トレセン 　はねうまカップＵ-18サッカー大会 　　（未定）

　5日　　　（県内各地） 5・6日（新井総合公園屋外球技場）

・県TC女子U-14 ・上越地区サッカー協会

　5日（刈羽ぴあパーク） 　社会人サッカーフェスティバル

　5・6日　（柿崎総合運動公園）

・国体少年女子 ・第22回新潟県フットサル

　県TC女子Uｰ16　　6日　　 　リーグ2023　　6日

　　（グランセナ） 　　　　（新潟市体育館）

・役員会（県協会　応接室） ・国体成年男子強化練習会

　8・9・10日

（JAPANサッカーカレッジ）

・国体少年男子北信越国体

　事前強化合宿　　8～10日

　　　（刈羽ぴあパーク）

・国体少年女子 

　県TC女子Uｰ16　　8日　　

　　（グランセナ）

9 水

・国体少年女子 

　県TC女子Uｰ16　　10日　　

　　（グランセナ）

・第44回北信越国民体育 ・第44回北信越国民体育 ・第44回北信越国民体育大会

　大会サッカー競技 　大会サッカー競技 　サッカー競技 

金 　11日～13日　 　11日～13日　（新潟市） 　11日～13日　（新潟県）

（祝） 　（新潟市陸上競技場 他） ・地区トレセン対抗戦　

・北信越サッカー協会 　Uｰ13・14

　規律・裁定委員会（新潟県） 　11日　　（刈羽ぴあパーク）

　11～13日 ・Ｊ1 vs 湘南　　18：00

　　（デンカビックスワンS）

14 月
15 火
16 水
17 木

・Ｊ1 vs 福岡　　19：00

　　（ベスト電器S）

・Uｰ15県トレセン ・新潟県クラブユースサッカー ・上越地区サッカー協会

　19日　　　（県内各地） 　（Ｕ-14）新人大会 予選リーグ 　はまなすサマーカップ　19・20日

・北信越トレセン女子U-15 　19・20・26日 　（柿崎総合運動公園・グランド）

　19・20日　（新潟県） 　　(サルビア、刈羽、聖籠 他）

・ＪＦＡ 第27回全日本Ｕ-18 ・JFA なでしこ広場 

　女子サッカー選手権大会 　　　in 曽野木　　　　20日

　新潟県大会　20・27日 　（曽野木小学校体育館）

（アルビレッジ/グランセナ）

21 月

22 火

23 水
24 木
25 金

・新潟県クラブユースサッカー ・Ｊ1 vs 鹿島　　18：00

　（Ｕ-14）新人大会 予選リーグ 　　（県立カシマサッカーS）

　19・20・26日

　　(サルビア、刈羽、聖籠 他）

・ＪＦＡ 第27回全日本Ｕ-18 ・JFAキッズU-6サッカー ・ＪＦＡ 第23回全日本0-60

　女子サッカー選手権大会 　フェスティバル in 中越 　サッカー大会 新潟県予選　　

　新潟県大会　20・27日 　27日　　（長岡市） 　予選　　27日

（アルビレッジ/グランセナ） 　（長岡ニュータウン運動公園）

・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・新潟県クラブユースサッカー

　ティバル in 上越　　27日 　（Ｕ-14）新人大会 　決勝T

　　　（上越スポーツ公園） 　8月27日・9月17・18日

　(サルビア、刈羽、長岡NT・聖籠 ）

28 月

29 火

・天皇杯JFA第103回全日本

　サッカー選手権大会 

　準々決勝

　　（デンカビックスワンＳ）

31 木

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第2回新潟県社会人 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・2023第49回北信越フットボール

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　8人制サッカー大会　 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　（35・40歳以上） 　リーグ 1部・2部　

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・新潟コーチングフォーラム 　6月～11月 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地） 　（50・60歳以上）　4～10月 　1部・2部： 4月9日～9月10日

・ﾕｰｽ審判研修会 　8月下旬～（アルビレッジ） 　　　　（アルビレッジ） 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック （潟東サルビアサッカー場他） ・北信越大学サッカーリーグ2023

　【4月～11月】　（各地） 　（毎週金曜日　全11回） 　　　　　（県内各地） ・U-13サッカーリーグ2023 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市 　1部： 4月15日～10月28日

・県内1・2級審判員研修 ・公認C・D級リフレッシュ 　N4プレーオフ　　8月上旬 　新潟県          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他） 　1部： 4月16日～9月16日

　4月～3月（新潟市・Zoom） 　講習会　　　5月～3月 　　　（鳥屋野球技場） 　6月～10月　（県内各地） ・U-18北信越女子サッカー ・特別支援学校巡回指導 ・高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ

・レフリーアカデミー 　　　　（県内各地） ・新潟県クラブユース 　リーグ　　　　4月～11月 　6月～11月 　2023 第15回北信越リーグ

　7月～3月（新潟市 ） ・公認C級コーチ養成講習会 　サッカー新人（Uｰ14）大会          （各県会場） 　　（新潟市よつば学園） 　　4月2日～10月29日　（各県）

・JFA女子審判トレセン 　夜コース　下旬 　8月～9月　　（県内各地） ・新潟県女子サッカーリーグ ・高円宮杯ＪＦＡＵ-13サッカーリーグ

　5月～2月　　（新潟市） 　　　　　（アルビレッジ） 　5月～11月　　　潟東 　2023 第10回北信越リーグ

・審判部長会　4月～3月 　サルビアサッカー場 他） 　　4月2日～10月29日　（各県）

　　月1回　　（新潟市・Zoom） ・なでしこサッカー ・北信越女子サッカーリーグ

・県内審判員研修会 　フェスティバル　5月～2月 　　4月8日～8月27日

　　8・3月 （新潟市 他） 　　（上越地区各会場） ・ＪＦＡ Ｕ-15女子サッカーリーグ

・フットサル4級認定 　　4月16日～9月30日

　（上越市・長岡市・新潟市）　 ・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

　　　　　　4・8・9・10月 　　4月15日～11月12日

26 土

18 金

19 土

20 日

土

8 火

土

6 日

7 月

30 水

27 日

　8月　事業計画

4 金

5

2 水

13 日

10

11

木

12



【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ 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102回全国高校サッカー ・Ｊ1 vs 浦和  2 or 3日　　

　選手権大会新潟県大会 　　（デンカビックスワンS）

　予選会　2日 (県内各地）

・第102回全国高校サッカー ・刈羽村 ラピカ第14回 ・NiFA キッズサッカー ・日本マスターズ2024 ・上越地区サッカー協会

　選手権大会新潟県大会 　新潟県キッズサッカー 　フェスタ U-6　　　　　　3日 　（35歳以上）サッカー大会 　JFAフットボールデー2023　3日

　予選会　3日 (県内各地） 　フェスティバルＵ-8　 　　　（アルビレッジ） 　新潟県予選　　予選　3日 　　　（柿崎総合運動公園）

　3日　　（刈羽ぴあパーク）  （潟東サルビアサッカー場）

・北信越フットサルリーグ2023

　北信越女子フットサルリーグ

　2023　　　3日

　（長岡市みしま体育館）

・第22回新潟県フットサル

　リーグ2023　　3日

　　　　（新潟市体育館）

4 月

・国体少年男子練習会　5日

（長岡ニュータウン運動公園）

・県TC U-17県選抜練習会

　5日　　（新潟市内）

6 水
7 木
8 金

・第102回全国高校サッカー ・マルソーカップ第21回 ・みらいなでしこ ・プリンスリーグ　（第13節）

　選手権大会新潟県大会 　新潟県キッズサッカー大会 　　　　　フェスティバル

　予選会　9日 (県内各地） 　予選リーグ　　9日 　9・10日　（グランセナ）

　　　　（アルビレッジ）

・第102回全国高校サッカー ・マルソーカップ第21回 ・JFAキッズU-6サッカー ・上越地区サッカー協会

　選手権大会新潟県大会 　新潟県キッズサッカー大会 　フェスティバル in 下越 　糸魚川ジュニア3年生大会

　予選会　10日 (県内各地） 　順位別トーナメント　10日 　10日　　（村上市） 　10日　（糸魚川陸上競技場）

　（デンカビッグスワンS）

　（県スポーツ公園）

11 月
・役員会（県協会　応接室） ・国体少年男子練習会　12日

（長岡ニュータウン運動公園）

・県TC U-17県選抜練習会

　12日　　（新潟市内）

13 水
・第25回国際ユースサッカー ・第25回国際ユースサッカー ・第102回全国高校サッカー

　jn 新潟　　　14日 　jn 新潟　　　14・16・18日 　選手権大会新潟県大会

　　（新潟市陸上競技場） 　　（新潟市陸上競技場） 　予選会　14日 (県内各地）

・県TC U-17県選抜練習会

　15日　　（新潟市内）

・第25回国際ユースサッカー ・国体成年男子強化練習会 ・Ｊ1 vs 大阪 16 or 17日　　

　jn 新潟　　　16日 　16・17日 　　（パナソニックS）

　　（新潟市陸上競技場） 　　（スポアイランド聖籠）

・第25回国際ユースサッカー

　jn 新潟　　　14・16・18日

　　（新潟市陸上競技場）

・県TC女子U-14 ・新潟県クラブユースサッカー ・中越地区サッカー協会

　17日　　（グランセナ） 　（Ｕ-14）新人大会 　決勝T 　JFAフットボールデー　17日

・新潟県女子アカデミーU‐12 　8月27日・9月17・18日 （十日町市クロアチアピッチ）　

　17日　　(グランセナ） 　　　　　　(聖籠・刈羽 ）

・第25回国際ユースサッカー ・第25回国際ユースサッカー ・第32回全日本高等学校

　jn 新潟　　　18日 　jn 新潟　　　14・16・18日 　女子サッカー選手権大会

月 　　（デンカビックスワンS） 　　（デンカビックスワンS） 　新潟県大会    18日・23日

（祝） （長岡ニュータウン運動公園）

19 火
・総務委員会（県協会会議室）

・第102回全国高校サッカー

　選手権大会新潟県大会

　予選会　21日 (県内各地）

・ガールズエイト ・第32回全日本高等学校 Ｊ1 vs 横浜FC 23 or 24日　　

　23・24日　　（新潟県） 　女子サッカー選手権大会 　　（デンカビックスワンS）

土 　新潟県大会    18日・23日

（祝） （長岡ニュータウン運動公園）

・ＪＦＡ 第28回全日本Ｕ-15

　女子サッカー選手権大会

・U‐14県トレセン 　新潟県大会　24・24日 ・JFA なでしこ広場 ・第60回全国社会人サッカー ・プリンスリーグ　（第14節）

　24日　　（県内各地区） 　（潟東サルビアサッカー場） 　　　in 曽野木　　　　24日 　選手権大会 新潟県大会

　（曽野木小学校体育館） 　予選　24日、10月1日

　　　　（アルビレッジ）

25 月
・理事会　（県協会 会議室）

Ｊ1 vs 川崎  29 or 30日　　

　　（等々力陸上競技場）

・女子委員会　 ・プリンスリーグ　（第15節）

　30日　（グランセナ会議室）

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第2回新潟県社会人 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・ビーチサッカー ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・上越地区サッカー協会 ・2023第49回北信越フットボール

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　8人制サッカー大会　 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　フェスティバル　　未定 　（35・40歳以上） 　上越サッカー選手権大会 　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～11月 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地） （柏崎みなとまち海浜公園） 　（50・60歳以上）　4～10月 　 9月3日～10月9日 　1部・2部： 4月9日～9月10日

・ﾕｰｽ審判研修会 　後期　9月中旬～11月上旬 　　　　（アルビレッジ） 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック （潟東サルビアサッカー場他） 　　　　　（上越市内各地）　 ・北信越大学サッカーリーグ2023

　【4月～11月】　（各地） 　　　（アルビレッジ） 　　　　　（県内各地） ・U-13サッカーリーグ2023 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市 　1部： 4月15日～10月28日

・フットサル4級認定　 4・8・9・10月 （JAPANサッカーカレッジ） 　新潟県          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他） 　1部： 4月16日～9月16日

　（上越市・長岡市・新潟市）　 ・公認C級コーチ養成講習会 　6月～10月　（県内各地） ・U-18北信越女子サッカー ・特別支援学校巡回指導 ・高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ

・県内1・2級審判員研修 　秋コース　上旬 ・新潟県クラブユース 　リーグ　　　　4月～11月 　6月～11月 　2023 第15回北信越リーグ

　4月～3月（新潟市・Zoom） 　　　（刈羽ぴあパーク） 　サッカー新人（Uｰ14）大会          （各県会場） 　　（新潟市よつば学園） 　　4月2日～10月29日　（各県）

・レフリーアカデミー ・国際ユースサッカーin新潟 　8月～9月　　（県内各地） ・新潟県女子サッカーリーグ ・高円宮杯ＪＦＡＵ-13サッカーリーグ

　7月～3月（新潟市 他） 　指導者講習会　　中旬 　5月～11月　　　潟東 　2023 第10回北信越リーグ

・JFA女子審判トレセン 　　（デンカビックスワンS） 　サルビアサッカー場 他） 　　4月2日～10月29日　（各県）

　5月～2月　　（新潟市） ・公認C・D級リフレッシュ ・なでしこサッカー ・ＪＦＡ Ｕ-15女子サッカーリーグ

・審判部長会　4月～3月 　講習会　　　5月～3月 　フェスティバル　5月～2月 　　4月16日～9月30日

　　月1回　　（新潟市・Zoom） 　　　　（県内各地） 　　（上越地区各会場） ・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

・インストラクタートレーニングセンタ・新潟コーチングフォーラム 　　4月15日～11月12日

　（新潟市・加茂市・刈羽村） 　8月下旬～（アルビレッジ）

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・ 　（毎週金曜日　全11回）

 上越市・新潟市・柏崎市） ・公認A・B級トライアル

　　9・10・11・12・1月 （コーチングフォーラム内

・フットサル３・4級更新 　で実施）　　　上旬～

（長岡市・新潟市・柏崎市） 　　（アルビレッジ）

　　　9・10・11・12・1月

・ｻｯｶｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ3級更新

（新潟市・加茂市・刈羽村）9・11月

30 日

28 木

29 金

30 土

23

24 日

27 水

26 火

20 水

22 金

18

21 木

火

15 金

16 土

17 日

　9月　事業計画

2 土

3 日

5 火

14 木

9 土

10 日

12



【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ フットサル 連盟 地区協会 北信越サッカー協会 JFA・アルビ
・県TC女子U-13 ・第60回全国社会人サッカー

　1日　　（県内各地） 　選手権大会 新潟県大会

　予選　24日、10月1日

　　　　（アルビレッジ）

・ＪＦＡ 第23回全日本0-50

　サッカー大会新潟県予選　　

　準決勝・決勝　　1日

 （潟東サルビアサッカー場）

・日本マスターズ2024

　（35歳以上）サッカー大会

　新潟県予選　　決勝　1日

 （潟東サルビアサッカー場）

・北信越フットサルリーグ2023

　北信越女子フットサルリーグ

　2023　　　1日

　（上越市柿崎総合体育館）

2 月
　

5 木

・JFA 第24回全日本Oｰ60 ・国体女子 県TC女子U-16 ・新潟県Honda　Cars杯 ・JFA 第24回全日本Oｰ60 ・JFA 第24回全日本Oｰ60

　サッカー大会 北信越大会 　7日　　（グランセナ）  第31回新潟県U-11サッカー 　サッカー大会 北信越大会 　サッカー大会 北信越大会

　7・8日 ・ナショナルトレセンU-12 　大会 　　7・8日　 　7・8日 　7・8日

（長岡ニュータウン運動公園） 　北信越　7日～9日 　　　　（アルビレッジ） （長岡ニュータウン運動公園） （長岡ニュータウン運動公園）

・JFA 第18回全日本Oｰ70 　（和倉温泉多目的グランド） ・JFA 第18回全日本Oｰ70 ・JFA 第18回全日本Oｰ70

　サッカー大会 北信越大会 ・県TC女子U-14 　サッカー大会 北信越大会 　サッカー大会 北信越大会

　7・8日 　7日　　（アルビレッジ） 　7・8日 　7・8日

（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16節）

・JFAキッズU-6サッカー ・ＪＦＡ 第14回全日本Ｕ-15

　フェスティバル in 上越 　女子フットサル選手権大会

　8日（上越市） 　新潟県大会　　8・9日

　（阿賀野市京ヶ瀬体育館）

・国体少年男子 ・アルビレックス新潟 ・上越地区サッカー協会

　事前強化合宿 　パラサッカーフェスティバル 　糸魚川ジュニア5年生大会

月 　9日～11日　　（佐賀県） 　9日　（デンカビックスワンS 　9日　　（糸魚川陸上競技場）

（祝） ・国体女子 県TC女子U-16 　or 県スポ南公園） ・中越地区サッカー協会　　9日

　9日　　（グランセナ） 　キッズサッカーフェスティバル

・U-15県トレセン 　（小千谷河川多目的グランド）

　9日　　（県内各地区）

・役員会（県協会　応接室）

・第78回国民体育大会 ・第78回国民体育大会

　サッカー競技 　サッカー競技

　12日～15日　　（鹿児島県） 　12日～15日　　（鹿児島県）

　＊成年男子：12日～15日 　＊成年男子：12日～15日

　＊少年男子：12日～14日 　＊少年男子：12日～14日

　＊少年女子：13日～16日 　＊少年女子：13日～16日

・日本代表（SAMURAI BLUE） ・U-14北信越トレセン

　国際親善試合　　13日 　14・15日

　　（デンカビックスワンS） 　（和倉温泉多目的グランド）

・北信越トレセン女子U-14 ・ＪＦＡ 第47回全日本U-12 ・クラブユースサッカー連盟 　14日

　②　14・15日　（長野県） 　サッカー選手権大会新潟県 　理事会・役員会・総会（長岡市）

　大会予選グループリーグ　　

　14・15日　（アルビレッジ）

　（柿崎・刈羽。グランセナ）

・第22回新潟県フットサル

　リーグ2023　　15日

　（上越市柿崎総合体育館）

16 月
17 火

19 木

・第32回全日本高等学校女子 ・ＪＦＡ 第47回全日本U-12 ・第32回全日本高等学校女子 ・第32回全日本高等学校女子 ・Ｊ1 vs 鳥栖　21 or 22日

　サッカー選手権大会 　サッカー選手権大会新潟県 　サッカー選手権大会 　サッカー選手権大会 　　（デンカビックスワンS）

　北信越大会　21・22・29日 　大会　　 　北信越大会　21・22・29日 　北信越大会　21・22・29日

（長岡ニュータウン運動公園） 　決勝トーナメント 1・2回戦 （長岡ニュータウン運動公園） （長岡ニュータウン運動公園）

　21・22日　（アルビレッジ）

　（柿崎・刈羽。グランセナ）

・JFA なでしこ広場 

　　　in 曽野木　　　　22日

　（曽野木小学校体育館）

23 月

・第102回全国高校サッカー ・Ｊ1 vs 京都　28 or 29日

　選手権大会新潟県大会 　　　　　（サンがS）

　準々決勝　　　28日 

　　　　 (県内各地）

・第32回全日本高等学校女子 ・ＪＦＡ 第47回全日本U-12 ・第32回全日本高等学校女子 ・第22回新潟県フットサル ・下越地区サッカー協会 ・第32回全日本高等学校女子

　サッカー選手権大会 　サッカー選手権大会新潟県 　サッカー選手権大会 　リーグ2023　　29日 　親子ふれあいサッカーフェスタ 　サッカー選手権大会

　北信越大会　21・22・29日 　大会　決勝トーナメント　　 　北信越大会　21・22・29日 　　（長岡市みしま体育館） 　29日（JAPANサッカーカレッジ） 　北信越大会　21・22・29日

（長岡ニュータウン運動公園）   3回戦・準々決勝 （長岡ニュータウン運動公園） （長岡ニュータウン運動公園）

　29日 ・高校秋地区大会　　29日

（長岡ニュータウン運動公園） （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 ・第29回新潟県サッカー ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・新潟県ｼﾆｱサッカーリーグ ・北信越大学サッカーリーグ2023

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月　（県内各地） 　選手権大会 1回戦　下旬 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　（35・40歳以上） 　1部： 4月15日～10月28日

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・公認B級コーチ養成講習会 　（JAPANサッカーカレッジ） 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地） 　（50・60歳以上）　4～10月 ・高円宮杯ＪＦＡＵ-15サッカーリーグ

・ﾕｰｽ審判研修会 　後期　9月中旬～11月上旬 　（経大フィールド 他） 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック （潟東サルビアサッカー場他） 　2023 第15回北信越リーグ

　【4月～11月】　（各地） 　　　　（アルビレッジ） ・第2回新潟県社会人 　　　　　（県内各地） ・U-13サッカーリーグ2023 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市 　　4月2日～10月29日　（各県）

・フットサル4級認定 4・8・9・10月 （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ） 　8人制サッカー大会　 　順位決定戦　　10月 　新潟県          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他） ・高円宮杯ＪＦＡＵ-13サッカーリーグ

　（上越市・長岡市・新潟市）　 ・公認C・D級リフレッシュ 　6月～11月 　　　　　（県内各地） 　6月～10月　（県内各地） ・U-18北信越女子サッカー ・特別支援学校巡回指導 　2023 第10回北信越リーグ

・県内1・2級審判員研修 　講習会　　　5月～3月 　　　　（アルビレッジ） 　リーグ　　　　4月～11月 　6月～11月 　　4月2日～10月29日　（各県）

　4月～3月（新潟市・Zoom） 　　　　（県内各地）          （各県会場） 　　（新潟市よつば学園） ・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

・レフリーアカデミー ・技術委員会　　中旬 ・新潟県女子サッカーリーグ 　　4月15日～11月12日

　7月～3月（新潟市 他） 　　　　（県協会会議室） 　5月～11月　　　潟東

・JFA女子審判トレセン ・新潟コーチングフォーラム 　サルビアサッカー場 他）

　5月～2月　　（新潟市） 　8月下旬～（アルビレッジ） ・なでしこサッカー

・審判部長会　4月～3月 　（毎週金曜日　全11回） 　フェスティバル　5月～2月

　　月1回　　（新潟市・Zoom） ・公認A・B級トライアル 　　（上越地区各会場）

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・ （コーチングフォーラム内

 上越市・新潟市・柏崎市） 　で実施）　　　9月上旬～

　　9・10・11・12・1月

・フットサル３・4級更新

（長岡市・新潟市・柏崎市）

　　　9・10・11・12・1月
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【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

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

2 木
・新潟県女子アカデミーU‐12 ・第102回全国高校サッカー ・JFAキッズU-6サッカー

　3日　　(グランセナ） 　選手権大会新潟県大会 　フェスティバル in 下越

・県TC女子U-14 　準決勝　　　3日 　3日　　（新発田市）

　3日　　（グランセナ） （五十公野公園陸上競技場）

・国体女子 県TC女子U-16 ・ＪＦＡ 第47回全日本U-12 ・新潟日報杯争奪第27回

　3日　　（グランセナ） 　サッカー選手権大会新潟県 　新潟県女子サッカー選手権

・U-13県トレセン 　大会　決勝トーナメント　　 　大会　　一般の部　　　

　4日　　（県内各地）   準決勝・決勝 　4・5日　（グランセナ）

・U‐14県トレセン 　4日

　4日　　（県内各地区） （長岡ニュータウン運動公園）

・U‐15県トレセン

　4日　　（県内各地区）

・県TC U-11・12FFP後期 ・新潟日報杯争奪第27回 ・北信越フットサルリーグ2023

　5日 　新潟県女子サッカー選手権 　北信越女子フットサルリーグ

（長岡ニュータウン運動公園） 　大会　　U-12の部　　 　2023　　　5日

　　6日　　（グランセナ） 　（長岡市みしま体育館）

6 月
7 火

9 木

・U-15北信越女子トレセン ・JFAファミリーサッカー ・シニア連盟役員会　 ・Ｊ1 vs FC東京　　

　リーグ　　11・12日　 　フェスティバル（ディズニー） 　　11日　　（新潟テレサ） 　　（デンカビックスワンS）

　　　　　　（新潟県） 　11日（三条市体育文化会館）

・第102回全国高校サッカー ・ＪＦＡ 第29回全日本フット

　選手権大会新潟県大会 　サル選手権大会新潟県

　決勝　　　12日 　大会　12・19・26日

  （デンカビックスワンS） 　　　（新潟市体育館　他）

13 月
・役員会（県協会　応接室）

16 木

・国体少年女子U-16北信越 ・新潟県クラブユース ・新潟県クラブユースサッカー ・プリンスリーグ　（第17節）

　女子トレセンリーグ（後期） 　サッカーU－13大会 　（Ｕ-13）大会　　予選リーグ

　　18・19日　　（新潟県）　 　18・19・25・26日 　18・19日　　　　　（刈羽・

・U‐15県トレセン 　　　　（県内各地） 　長岡ニュータウン運動公園・他）

　18日　　（県内各地区）

・ＪＦＡ 第29回全日本フット ・北信越フットサルリーグ2023 ・上越地区サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第17節）

　サル選手権大会新潟県 　北信越女子フットサルリーグ 　柿崎シニアフットサル大会　19日

　大会　12・19・26日 　2023　　　19日 　（柿崎総合運動公園・アリーナ）

　　　（新潟市体育館　他） 　　　（新潟市体育館）

20 月

・理事会、常務委員会

　　　（県協会会議室）

・ナショナルトレセンU-14 ・中越地区サッカー協会 ・プリンスリーグ　（第18節）

　地域対抗戦　　23～26日 　第6回中越サッカー選手権

木 　（時之栖スポーツセンター） 　とおりんぼカップU-14

（祝） 　23日　（刈羽ぴあパーク）

24 金
・県協会、地区協会合同会議 ・U-15北信越トレセンリーグ ・新潟県クラブユース ・社会人連盟理事総会 ・Ｊ1 vs 横浜F・M　　

　　　　　（新潟市内） 　25・26日　　（松本市） 　サッカーU－13大会 　26日　（ハードオフエコS） 　　　　　（日産S）

　18・19・25・26日 ・新潟県クラブユースサッカー

　　　　（県内各地） ・JFA なでしこ広場 ・ＪＦＡ 第29回全日本フット 　（Ｕ-13）大会　　決勝T

　　　in 曽野木　　　　26日 　サル選手権大会新潟県 　25・26日　　　　　（刈羽・

　（曽野木小学校体育館） 　大会　12・19・26日 　長岡ニュータウン運動公園・他）

　　　（新潟市体育館　他）

・ＪＦＡ ﾌｧﾐﾘｰフットサルフェ

　スティバル新潟 in 県北

　26日（朝日総合体育館）

27 月
28 火
29 水
30 木

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第2回新潟県社会人 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-18 ・高円宮杯 ＪＦＡ U-15 ・地区サッカーリーグ ・北信越女子サッカーリーグ ・キッズプログラム ・ＪＦＡ Ｕ-18女子サッカーリーグ

未 継 ・インストラクター派遣 　5月中旬～3月（県内各地） 　8人制サッカー大会　 　サッカーリーグ2023 　サッカーリーグ2023 　　　（県内4地区） 　4月～11月　（　 　巡回指導　　4月～2月 　　4月15日～11月12日

定 続 　【4月～11月】　（各地） ・公認B級コーチ養成講習会 　6月～11月 　県リーグ　 　県リーグ 　　　4月上旬～3月 　　　（各県会場） 　　　　（県内各地）

・ﾕｰｽ審判研修会 　後期　9月中旬～11月上旬 　　　　（アルビレッジ） 　4月上旬～11月中旬 　4月～11月　(県内各地） 　（県内4地区各会場） ・U-15北信越女子サッカー ・パラサッカークリニック

　【4月～11月】　（各地） 　　　　（アルビレッジ） 　　　　　（県内各地） 　リーグ　　　　4月～11月 　4月～3月　（新潟市

・県内1・2級審判員研修 （ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ）          （各県会場） 　ふれあいプラザ体育館 他）

　4月～3月（新潟市・Zoom） ・公認Ｄ級コーチ養成講習会 ・U-18北信越女子サッカー ・特別支援学校巡回指導

・レフリーアカデミー 　新潟コース　上旬（新潟市） 　リーグ　　　　4月～11月 　6月～11月

　7月～3月（新潟市 他） ・公認Ｄ級コーチ養成講習会          （各県会場） 　　（新潟市よつば学園）

・JFA女子審判トレセン 　長岡コース　中旬（長岡市） ・新潟県女子サッカーリーグ

　5月～2月　　（新潟市） ・公認C・D級リフレッシュ 　5月～11月　　　潟東

・審判部長会　4月～3月 　講習会　　　5月～3月 　サルビアサッカー場 他）

　　月1回　　（新潟市・Zoom） 　　　　（県内各地） ・なでしこサッカー

・インストラクタートレーニング ・新潟コーチングフォーラム 　フェスティバル　5月～2月

　センター（新潟市・加茂市・刈羽村 　8月下旬～（アルビレッジ） 　　（上越地区各会場）

・ｻｯｶｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ3級更新 9・11月 　（毎週金曜日　全11回）

　（新潟市・加茂市・刈羽村） ・公認A・B級トライアル

・フットサル３・4級更新 （コーチングフォーラム内

（長岡市・新潟市・柏崎市） 　で実施）　　　9月上旬～

　　　9・10・11・12・1月

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・

 上越市・新潟市・柏崎市）

　　9・10・11・12・1月

・日本サッカー協会全国規律

　委員長会議　11月（Web会議）
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【２０２３年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ 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

・U-13県トレセン ・第21回新潟県女子フット

　2日　　（県内各地） 　サル大会 兼 JFA第20回

・U‐14県トレセン 　全日本女子フットサル

　2日　　（県内各地区） 　選手権大会新潟県大会

・U-12北信越エリート 　　　2日　（新潟市体育館）

　2・3日　　（富山県） ・JFAキッズU-6サッカー ・ＪＦＡ 第29回全日本フット ・Ｊ1 vs 大阪　　

　フェスティバル in 中越 　サル選手権大会新潟県 　　（デンカビックスワンS）

　3日　　（三条市） 　大会　3・10・17・24日

　　　（新潟市体育館　他）

4 月

7 木
8 金

・クラブユースサッカー連盟　 9日

　理事会・役員会・総会（新潟市）

・新潟県女子サッカーリーグ ・ＪＦＡ 第29回全日本フット

　兼リーグ会議・表彰式 　サル選手権大会新潟県

　10日　（ｸﾞﾗﾝｾﾅ会議室） 　大会　3・10・17・24日

・女子委員会　 　　　（新潟市体育館　他）

　10日　（グランセナ会議室）

11 月
・役員会（県協会　応接室）

14 木
・資格・規律・フェアプレー

　委員会（県協会 会議室）

・JFA なでしこ広場 ・ＪＦＡ 第29回全日本フット

　　　in 曽野木　　　　17日 　サル選手権大会新潟県

　（曽野木小学校体育館） 　大会　3・10・17・24日

　　　（新潟市体育館　他）

18 月

19 火

・総務委員会（県協会会議室）

22 金

・ＪＦＡ 第29回全日本フット

　サル選手権大会新潟県

　大会　3・10・17・24日

　　　（新潟市体育館　他）

25 月
・Ｕ-14県トレセン県外遠征

　26～28日　（調布市）

27 水
28 木

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・地区サッカーリーグ ・なでしこサッカー ・キッズプログラム

未 継 ・県内1・2級審判員研修 　5月中旬～3月（県内各地） 　　　（県内4地区） 　フェスティバル　5月～2月 　巡回指導　　4月～2月

定 続 　4月～3月（新潟市・Zoom） ・技術委員会　　中旬 　　　4月上旬～3月 　　（上越地区各会場） 　　　　（県内各地）

・レフリーアカデミー 　　　　（県協会会議室） 　（県内4地区各会場） ・パラサッカークリニック

　7月～3月（新潟市 他） ・公認C・D級リフレッシュ 　4月～3月　（新潟市

・JFA女子審判トレセン 　講習会　　　5月～3月 　ふれあいプラザ体育館 他）

　5月～2月　　（新潟市） 　　　　（県内各地）

・審判部長会　4月～3月 ・Uｰ15指導者講習会

　　月1回　　（新潟市・Zoom） 　12月下旬　　（関東）

・インストラクター

　　　トレーニングセンター

　（新潟市・加茂市・刈羽村）

・フットサル3級昇級 

　12・1・2月　　（新潟市）

・フットサル３・4級更新

（長岡市・新潟市・柏崎市）

　　　9・10・11・12・1月

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・

 上越市・新潟市・柏崎市）

　　9・10・11・12・1月

30 土

　12月　事業計画

火

金

26

29

24 日

6 水

9

10

土

日

2

21 木

土

3 日

5 火

31 日

火

水

20 水

23 土

15

16

17

金

土

日

12

13



【２０２４年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

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

（祝）

2 火
3 水

4 木
5 金

・Ｕ-13県トレセン県外遠征 ・JFAキッズU-6サッカー ・上越地区サッカー協会

　6～8日 　フェスティバル in 上越 　上越地区少年フットサル大会

（時之栖スポーツセンター） 　7日　　　（妙高市） 　6・7日　（リージョンプラザ上越）

・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・下越地区サッカー協会

　ティバル in 新潟 　下越・新潟地区フットサル

月 　初蹴り　　　8日 　チャレンジリーグ　予選　　8日

（祝） 　　　　（新潟市体育館） 　　　（サンビレッジしばた）

・役員会（県協会　応接室）

11 木
12 金

・第20回全日本女子 ・第20回全日本女子 ・クラブユースサッカー連盟　 13日 ・第20回全日本女子

　フットサル選手権大会 　フットサル選手権大会 　理事会・役員会・総会（新潟市） 　フットサル選手権大会

　北信越大会　　13・14日 　北信越大会　　13・14日 　北信越大会　　13・14日

　（長岡市みしま体育館） 　（長岡市みしま体育館） 　（長岡市みしま体育館）

・理事会 ・第1回フットサル委員会・

・2024新春講話会・新年会 　連盟合同会議　　　14日

　（新潟市内） 　　（新潟大学教育学部）

15 月

・下越地区サッカー協会

　意見交換会　　18日

　（JAPANサッカーカレッジ）

・国体会議　　20日 ・中越地区サッカー協会

　　　　　　（グランセナ） 　2023年度中越地区フットサル

　大会 Ｕ-14　　　20・21・27日

　　　　（西山体育館 他）

・グラスルーツ委員会 ・新潟県フットサルリーグ

　21日　（新潟市） 　Uｰ18、Oｰ35、

　女子プレリーグ　　21日

　　　　（新潟市体育館）

22 月

・理事会　（県協会 会議室）

25 木

・県TC女子U-14 ・第31回東北電力杯新潟県 ・中越地区サッカー協会

　27日 　少年フットサル大会 　2023年度中越地区フットサル

　（妙高はねうまアリーナ） 　　　　　27・28日 　大会 Ｕ-14　　　20・21・27日

・新潟県女子アカデミーU-12 　　（五泉市総合会館） 　　　　（西山体育館 他）

　27日

　（妙高はねうまアリーナ）

・JFA なでしこ広場 

　　　in 曽野木　　　　28日

　（曽野木小学校体育館）

29 月
30 火
31 水

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・地区サッカーリーグ ・なでしこサッカー ・キッズプログラム

未 継 ・県内1・2級審判員研修 　5月中旬～3月　（県内各地） 　　　（県内4地区） 　フェスティバル　5月～2月 　巡回指導　　4月～2月

定 続 　4月～3月（新潟市・Zoom） ・公認C・D級リフレッシュ 　　　4月上旬～3月 　　（上越地区各会場） 　　　　（県内各地）

・レフリーアカデミー 　講習会　　　5月～3月 　（県内4地区各会場） ・パラサッカークリニック

　7月～3月（新潟市 他） 　　　　（県内各地） 　4月～3月　（新潟市

・JFA女子審判トレセン 　ふれあいプラザ体育館 他）

　5月～2月　　（新潟市） ・キッズエリートプログラム

・審判部長会　4月～3月 　　　　（新潟市）

　　月1回　　（新潟市・Zoom）

・ｻｯｶｰ３・４級更新（長岡市・

 上越市・新潟市・柏崎市）

　　9・10・11・12・1月

・フットサル３・4級更新

（長岡市・新潟市・柏崎市）

　　　9・10・11・12・1月

・フットサル3級昇級 

　12・1・2月　　（新潟市）

火

水

27 土

28 日

23

24

26 金

13 土

21 日

19 金

20 土

14 日

16

17

火

水

18 木

8

9 火

10 水

　1月　事業計画

1

6 土

7 日



【２０２４年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

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

・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス ・第36回新潟県選抜中学生

　ティバル in 新潟（U-12） 　（Ｕ-15）フットサル大会 兼

　　3日　（新潟市体育館） 　ＪＦＡ 第30回全日本Ｕ-15

　フットサル選手権大会

　新潟県大会　　3・4日

　　（五泉市総合会館）

・4種委員会役員会 ・新潟県フットサルリーグ

　4日　（県協会 会議室） 　Uｰ18、Oｰ35、

　女子プレリーグ　　4日

　　　　（新潟市体育館）

・下越地区サッカー協会

　下越・新潟地区フットサル

　チャレンジリーグ　決勝　　5日

　　　（サンビレッジしばた）

・総務委員会（県協会会議室）

8 木
9 金

・2023年度SMCサテライト ・新潟県フットサルリーグ

　講座　　10日・11・12日 　Uｰ18、Oｰ35、

（新潟市内orオンライン開催） 　女子プレリーグ　　10日

　　　　（新潟市体育館）

・JFAキッズU-6サッカー ・ＪＦＡ ﾌｧﾐﾘｰフットサルフェ

　フェスティバル in 中越 　スティバル新潟 in 下越

　11日　　（加茂市） 　11日（サンビレッジ新発田）

月
（祝）

・役員会（県協会　応接室）

15 木

・Ｕ-11・12県トレセン練習会 ・上越地区サッカー協会

　　17・18日　　（グランセナ） 　はねうまカップ妙高ジュニア

　フットサル大会　17・18日

　（妙高ふれあいパーク・アリーナ）

・上越地区サッカー協会

・新潟県フットサルリーグ 　上越フットサル選手権大会

　Uｰ18、Oｰ35、 　17・18日（リージョンプラザ上越）

　女子プレリーグ　　18日

　　　　（新潟市体育館）

19 月
20 火

22 木

金

（祝）

・県TC女子U-14 ・JFA女子サッカーデ～ ・JFA バーモントカップ ・社会人連盟総会　　

　24日　（新潟市体育館） 　in 三条　　　24・25日 　第34回全日本U-12フット 　24日　（ハードオフエコS）

・新潟県女子アカデミーU-12 　（三条市体育文化会館） 　サル選手権大会

　24日　（新潟市体育館） 　新潟県大会　　24・25日

　　　（上越市柿崎ドーム）

・3種委員会総会　　25日 ・新潟県フットサルリーグ

（デンカビックスワン会議室） 　Uｰ18、Oｰ35、

　女子プレリーグ　　25日

　　　　（新潟市体育館）

　

26 月

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・地区サッカーリーグ ・なでしこサッカー ・キッズプログラム

未 継 ・県内1・2級審判員研修 　5月中旬～3月　（県内各地） 　　　（県内4地区） 　フェスティバル　5月～2月 　巡回指導　　4月～2月

定 続 　4月～3月（新潟市・Zoom） ・公認C・D級リフレッシュ 　　　4月上旬～3月 　　（上越地区各会場） 　　　　（県内各地）

・レフリーアカデミー 　講習会　　　5月～3月 　（県内4地区各会場） ・パラサッカークリニック

　7月～3月（新潟市 他） 　　　　（県内各地） 　4月～3月　（新潟市

・JFA女子審判トレセン ・技術委員会 　ふれあいプラザ体育館 他）

　5月～2月　　（新潟市） 　2月下旬　（協会会議室） ・JFA なでしこ広場 

・審判部長会　4月～3月 ・Uｰ15指導者講習会 　　　in 曽野木　　　下旬

　　月1回　　（新潟市・Zoom） 　　2月中旬　　（新潟市） 　（曽野木小学校体育館）

・インストラクター

　　　トレーニングセンター

　（新潟市・加茂市・刈羽村）

・サッカー4級認定【高校生

　対象　】5月・2月　（各地）

・フットサル3級昇級 

　12・1・2月　　（新潟市）

28

火

水

18 日

21 水

23

24 土

25 日

16 金

17 土

27

11 日

5

14 水

日

6 火

10 土

29 木

　2月　事業計画

1 木

7 水

月

13 火

12

2 金

3 土

4



【２０２４年】 ＊新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業が中止・延期になる場合があります。

日 曜 県協会全般 技術 １　　　種 ２　　　種 ３　　　種 ４　　　種 女　　　子 グラスルーツ 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

・北信越サッカー協会 ・U-12関東選抜大会 ・ＪＦＡ Ｌ/Ｇサッカーフェス

　規律・裁定委員会（新潟県） 　2・3日　　（群馬県） 　ティバル in 中越（一般）

　2～3日 ・北信越トレセン女子U-14 　2日　（長岡みしま体育館）

　③　2・3日　（富山県）

・ＪＦＡ ﾌｧﾐﾘｰフットサルフェ ・新潟県フットサルリーグ

　スティバル新潟 in 中越 　Uｰ18、Oｰ35、

　3日　（長岡みしま体育館） 　女子プレリーグ　　3日

　　　　（新潟市体育館）

・クラブユースサッカー連盟　 4日

　理事会・役員会・総会（新潟市）

7 木

8 金

11 月
・常務委員会（県協会会議室）

・役員会（県協会　応接室）

14 木
・資格・規律・フェアプレー

　委員会（県協会 会議室）

・U-13北信越トレセン

　16・17日　　（アルビレッジ）

・ＪＦＡ ﾌｧﾐﾘｰフットサルフェ

　スティバル新潟 

　in Niigata City

　17日　（新潟市体育館）

18 月

・Ｕ-14県トレセン海外遠征

　20～31日　（ヨーロッパ）

水
（祝）

・女子委員会/総会 ・JFA なでしこ広場 ・シニア連盟役員会・総会　

　24日　（グランセナ会議室） 　　　in 曽野木　　　　24日 　24日　　（新潟テレサ）

　（曽野木小学校体育館）

25 月
・理事会、社員総会

　　　（県協会会議室）

27 水
・下越地区サッカー協会

　意見交換会　　28日

　（JAPANサッカーカレッジ）

29 金

[審判委員会] ・各地区トレセン活動 ・第29回新潟県サッカー ・地区サッカーリーグ ・パラサッカークリニック ・ＪＦＡ ﾌｧﾐﾘｰフットサルフェ ・中越地区サッカー協会

未 継 ・県内1・2級審判員研修 　5月中旬～3月（県内各地） 　選手権大会 2回戦　下旬 　　　（県内4地区） 　4月～3月　（新潟市 　スティバル新潟 in 上越 　役員会・総会　中旬・下旬

定 続 　4月～3月（新潟市・Zoom） ・公認C・D級リフレッシュ 　（JAPANサッカーカレッジ） 　　　4月上旬～3月 　ふれあいプラザ体育館 他） 　未定　　（会場未定） 　　　　　　（長岡市）

・レフリーアカデミー 　講習会　　　5月～3月 　（経大フィールド 他） 　（県内4地区各会場）

　7月～3月（新潟市 他） 　　　　（県内各地）

・審判部長会　4月～3月 ・公認B級トライアル

　　月1回　　（新潟市・Zoom） 　上旬　（アルビレッジ）

・審判委員会　　（新潟市）

・県内審判員研修会

　　8・3月 （新潟市 他）

・サッカー4級認定（新潟市・

　上越市・長岡市　他 ）

　　　5月・6月・3月

・サッカー3級昇級（上越市・

長岡市・新潟市）5・6・7・3月

土

10 日

金15

12 火

火

21

22

木

金

31 日

17 日

19

30 土

23

24 日

土

28 木

26 火

20

　3月　事業計画

土

2 土

3 日

5 火

6 水

9

13 水

4 月

16
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