
【幼年部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

５月 ３日 マクドナルドキッズカップ 五十部 小学３年生主体 ４０チーム

（マクドナルド後援予定） ７人制 ブロックリーグ ４００名

Ｕ－９ 審判５０名

６月 4日 足工大・学長杯/ミニサッカー大会 足工大多目的グランド 小学３年生以下・２年生以下大会 ２０チーム

（足利工業大学後援予定） ６人制　フットサル ２００名

Ｕ－９・Ｕ－８　 審判３０名

９月 15日 足利市民総合選手権大会 市内小学校･五十部 小学3年生以下大会 １2チーム

16日 キッズの部　Ｕ－９ ７人制 ブロックリーグ １２０名

審判１０名

９月 15日 足利市民総合選手権大会 市内小学校･五十部 小学２年生以下大会 6チーム

16日 キッズの部　Ｕ－８ ７人制 ブロックリーグ 60名

審判１０名

9月 24日～ よみタイリーグ2017 五十部 ７人制 ９チーム３ブロックリーグ ２７チーム

１１月 4日 （㈱栃木南部よみうり後援） 及び順位決定戦 ３００名

Ｕ－９ 審判３２名

１月 2１日 ＭＢＳミニフェスタ 総合グランド内軟式球場 小学３年生以下と父兄 １４チーム

親子サッカー・ｹﾞ-ﾑ・ｱﾄﾗｸｼｮﾝ ３００名

U-９ 役員２８名

３月 ３日 幼年部ミニサッカー(3on3) 市民体育館アリーナ 小学３年生以下と父兄 12チーム

サッカー・ゲーム・アトラクション １２０名

役員２４名

【少年部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

６月 1０日 足利市少年サッカー大会 本町サッカー場 小学４年生以下大会 １２チーム

予備日２５日 ４年生の部 本町多目的広場 ８人制ブロックリーグ ３００名

Ｕ－１０ 審判７２名

６月 ２４日 足利市少年サッカー大会 五十部サッカー場 小学５年生以下大会 １８チーム

予備日２５日 ５年生の部 ８人制ブロックリーグ ４５０名

Ｕ－１１ 審判１０８名

７月 ２２日 足利市サッカー協会 会長杯 本町サッカー場 小学６年生以下大会 ７２チーム

　 ２３日 （ムンディアル足利） 五十部サッカー場 リーグ戦 １４４試合 １８００名

Ｕ－１２ 市内小学校 トーナメント  ５５試合 審判８６８名

８月 ２６日 足利市民総合選手権大会 本町サッカー場 小学６年生以下大会 ２０チーム

９月 ２日 少年の部 五十部サッカー場 トーナメント２０試合 ４００名

予備日１０日 Ｕ－１２ 審判８０名

１０月 １日 足利市民総合選手権大会 本町サッカー場 小学４年生以下大会 １８チーム

ジュニアの部 ８人制ブロックリーグ ２８８名

Ｕ－１０ 審判１４４名

１０月 ８日 足利市少年サッカー大会 本町サッカー場 小学６年生以下大会 ２４チーム

９日 ６年生の部 五十部サッカー場 予選リーグ　３６試合 ４８０名

　 Ｕ－１２ 順位トーナメント２４試合 審判２４０名

１月 １３日 第３回JA足利杯　兼 五十部サッカー場 小学６年生以下大会 １６チーム

１４日 第２２回足利市少年サッカー大会新人大会 予選リーグ　１８試合 ４００名

Ｕ－１１ 決勝リーグ２７試合 審判１９２名

２月 ２４日 ミニサッカーフェスティバル 足利市民体育館 リーグ戦 ２４チーム

　 　 Ｕ－１１　Uー１４ ４チーム×６ブロック ３６０名

Uー１０　 ３６試合 審判144名

足利市サッカー協会

平成２９年度　各専門部大会計画書

期　日

予備日　4日

予備日　２８日

期　日



【中学部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

９月 ９日 足利市民総合選手権大会 市内中学校 中学３年生以下大会 １０チーム

１０日 　　　　　　中学生の部 陸上競技場 トーナメント　９試合 ２００名

Ｕ－１５ 審判３６名

１１月 １８日 足利市サッカー協会　会長杯 渡良瀬サッカー場 中学２年生以下大会 １２ﾁｰﾑ

２３日 足利陸上競技場 予選リーグ　１２試合 ２４０名

Ｕ－１４ 市内各中学校 トーナメント　３試合 審判６０名

【高校部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

８月 中旬 足利市民総合選手権大会 市内高等学校Ｇ 高校３年生以下大会 ６チーム

　 高校生の部 足利市陸上競技場 　 ２００名

 　 審判２４名

【社会人部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

前期 足利市サッカー協会 渡良瀬サッカー場 1リーグ制 ６ﾁｰﾑ

５月 ～７月 社会人リーグ ９０名

後期 　

９月～１１月

９月 足利市民総合選手権大会 渡良瀬サッカー場 足利市在住･在職社会人大会 8ﾁｰﾑ

哎 社会人の部 陸上競技場 トーナメント 12０名

１１月 決勝・３決　　　２試合

１１月 ２６日 平成２９年度チャンピオンシップ 市民リーグ優勝、準優勝チーム ４ﾁｰﾑ

足利陸上競技場 VS県1部リーグ2チームとの優勝決定戦 ６０名

優勝決定戦（市民リーグVS県リーグ） 審判８名

１２月 ～２月 他市社会人チーム交流戦 足利陸上競技場 佐野市との交流試合 4～８チーム

６０名～100名

【シニア部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

５月 足利市Gリーグ 筑波小 足利市Gリーグ大会 １0０名

哎 毛里田小 （８人制、リーグ戦）

１１月 （６チーム）

１１月 足利市市民選手権大会 渡良瀬サッカー場 足利市民選手権大会 １0０名

シニアの部 （11人制、トーナメント）

（５チーム）

【女子部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

１１月 ２５日 Ｕ－１２女子リーグ（仮称） 足利市五十部運動公園 Ｕ－１２　主に女子チーム 　　　　 １２チーム

２６日

１２月 ２４日 女子ミニサッカー大会（第６回織姫杯） 足利市市民体育館 小学１年生～社会人　女性限定 　　　　　１２チーム

期　日

期　日

期　日

期　日

期　日



【審判研修事業】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

４月 社会人リーグ審判研修会 渡良瀬サッカー場 新規登録４級審判対象　実技指導 40名

　 （社会人部）  

６月 ４級審判取得講習会 生涯学習センター（予定） ４級審判取得講習会 80名

７月 審判派遣 渡良瀬サッカー場 審判員派遣 数名

（社会人部）県南５市、社会人、ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 陸上競技場

　

７月 審判派遣 本町・五十部サッカー場 審判員派遣 数名

（少年部）ムンディアル足利

８月 審判派遣 陸上競技場 審判員派遣 数名

（高校部）市民総合選手権大会

　 　 　 　 　 　

９月 審判派遣 市内中学校 数名

（中学部）市民総合選手権大会 陸上競技場

１０月 審判派遣 本町・五十部サッカー場 審判員派遣 数名

（少年部）足利市少年サッカー大会U-12

１１月 審判派遣 渡良瀬サッカー場 数名

（中学部）サッカー協会長杯 市内中学校

陸上競技場

１２月 ４級審判更新講習会 生涯学習センター（予定） ４級審判更新講習会 80名

１２月 審判派遣 各会場 数名

（女子部）

随時 ３級審判取得支援

【技術研修並びに強化育成事業】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

１２月 １０日 足利市総合トレセン 本町サッカー場 Ｕ－１２ １５０名

哎 （少年３回開催） 　 指導者３０名

２月 １１日 （少年部　技術委員会担当）

２月 ２４日 小・中　交流大会 本町サッカー場 Ｕ－１２　Ｕ－１３　Ｕ－１４

２５日 渡良瀬サッカー場

（中学部）トレセン

４月 ２３日

～

２月

期　日

会　　　場　　U１３・１４

未定

　期　　日

足利市サッカー協会

平成２９年度　関連行事計画書

期　日

※ 申込みは、（公財）日本サッカー協会
のホームページの中の「kick off」から

※ 申込みは、（公財）日本サッカー協会
のホームページの中の「kick off」から



【普及事業】

行　　　事　　　名 会　　場 事 業 内 容 等 参加予定人数

５月 １４日 足利市ジュニアスポーツ教室（ｻｯｶｰｺｰｽ） 五十部運動公園 小学１・２・３年生対象 ３７５名

～６月 11日 　　　　　　　（日曜日５回開催） 協会指導員

　　　　　　　（普及委員会担当） 協会指導員を派遣指導 ４５名

７月 日 栃木ＳＣサッカー教室 足利五十部運動公園 小学４・５・６年生 １００名

　 指導者講習 指導者講習 ２０名

　（普及委員会担当）            栃木ＳＣ指導者 ３名

８月 １９日 足利市サッカーフェスティバル 足利陸上競技場 幼年、少年、中学、高校、社会人

　 ２７日 女子、シニア、役員、

　　　　　　　（普及委員会担当） 延　６１０名

１０月 ２２日 第４回キッズカーニバルｉｎ足利 五十部運動公園 一般市民 参加者　６５０名

または ２９日 市外招待チーム 役員　　６０名

　　　　　　　（普及委員会・実行委員会担当） 来場者　２５００名

１２月 小学校巡回サッカー教室　 市内小学校校庭 小学５・６年生、他 ５００名

～ ２月 　葉鹿小・毛野南小・小俣小・筑波小・ 協会指導員

　 　桜小・坂西北小・大月小 協会指導員を派遣指導 ２１名

【交流事業】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

７月 2日 県南５市社会人対抗戦 社会人代表チーム参加 １チーム

（関係県南５市主催） 　 20名

（社会人部技術委員会担当） 派遣審判3名

10月　 22日 県民スポーツ大会 宇都宮市 社会人代表チーム参加 １チーム

29日 （栃木県体育協会主催） 20名

（社会人部技術委員会担当） 派遣審判２名

（中学部）マッチデー

対　戦　相　手

５月

９月 未　　定

１０月

１１月

１２月

１月

２月 順位決定戦

【トレセン/女子部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

９月 ７地区トレセン交流会 日光塩野室運動公園 Ｕ－１２以下女子

１２月 足利市五十部グランド U- 12以下女子

主催　栃木県女子サッカー連盟　

6月 県内Ｕ－１０女子交流会 宇都宮石井緑地 年間　２回程度開催予定

～ 7月

期　日

期　日

会　　　　場

未　　定

期　日

第１１回栃木県女子ユース（Ｕ－１２）オープン
サッカー大会

期　　日

予備日6/18．6/25

予備日　　日



【関連大会/少年部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

４月 ９日 両毛地区少年リーグ戦 本町サッカー場　他 両毛少年連盟主催大会 １８チーム

～ 地区リーグ前期（U12/U-10） ３６０名

５月 １３日 　（両毛少年連盟主催） 審判

８月 ２７日 両毛地区少年リーグ戦 本町サッカー場　他 １８チーム

～ 地区リーグ後期（U12/U-10） ３６０名

９月 ３０日 　（両毛少年連盟主催） 審判

５月 ２７日 全日本少年フットサル大会 足利市民体育館 県少年連盟主催大会 １５チーム

栃木大会　両毛地区予選 ５人制　フットサル ２００名

　　　　　（県少年連盟主催） 審判

１１月 ５日 両毛少年サッカーU11リーグ 本町サッカー場　他 １８チーム

～ ３６０名

２６日 　　　　　（両毛少年連盟主催） 審判

１２月 １６日 チビリンピック両毛予選 本町サッカー場 県少年連盟主催大会 １８チーム

～ ３６０名

２４日 　　　　　（県少年連盟主催） 審判

１月 ２７日 両毛ユナイテッドカップ 本町サッカー場 足利市サッカー協会後援事業 １８チーム

２８日 　　（ユナイッテッドカップ実行委員会主催） ３６０名

審判１４４名

【関連大会/中学部/クラブユース関係】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

1月 　 栃木県クラブユースサッカー連盟 県内各地 32チーム

～   2017 栃木県Ｕ－１５前期リーグ（１部・２部）

４月 　 　

4月 セカンドリーグU１４ 関東各地 20チーム

～ フォスターリーグU13 関東各地 30チーム

1２月

4月 　 日本クラブユース選手権大会　Ｕ－１５ 県内各地 　 20チーム

～ 兼関東クラブジュニアユース選手権大会 県グリーンスタジアム　他

６月 　 栃木県予選（栃木県大会）

６月 　 栃木県クラブユースサッカー連盟 県内各地 32チーム

～   2017 栃木県Ｕ－１５後期リーグ（１部・２部）

８月 　 　

６月 日本クラブユース選手権大会　Ｕ－１５ 関東各地

～ 兼関東クラブジュニアユース選手権大会

８月

６月 栃木県クラブユースサッカー連盟 県内各地 ブロック別リーグ 32チーム

～ 栃木県Ｕ－１3リーグ

１1月 坂田杯兼高円宮杯県予選、関東予選 関東各地

１月 2018栃木県Ｕ－１５前期リーグ 県内各地 20チーム

～

4月

全１８チームによるホーム＆アウェイ方式

３部制（１部：10チーム、２部：10チーム、３部：12
チーム）

期　日

３部制（１部：10チーム、２部：10チーム、３部：２１
チーム）

期　日

足利市サッカー協会

平成２９年度　関連大会資料



【関連大会/高校部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

４月 　 県高校総合体育大会兼 宇都宮市 内容未定 チーム数未定

～ 関東高校サッカー県予選 グリーンスタジアム他 監督会議：４月 審判

５月 　 　　　　　（県２種委員会主催）

６月 　 全国高校総合体育大会 宇都宮市 内容未定 チーム数未定

栃木県予選 グリーンスタジアム他 監督会議：５月 審判

　 　　　　　（県２種委員会主催）

４月 　 高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１２ 各高校　他 内容未定 チーム数未定

～ 　ユースリーグ栃木 監督会議：４月

１２月 　

８月 　 全国高校サッカー選手権大会 宇都宮市 内容未定 チーム数未定

　 栃木大会　１次予選 グリーンスタジアムサブグランド他 監督会議：７月 審判

　　　　　（県２種委員会主催）

１０月 　 全国高校サッカー選手権大会 宇都宮市 内容未定 チーム数未定

～ 栃木大会　２次予選 グリーンスタジアム他 監督会議：９月 審判

１１月 　 　　　　　（県２種委員会主催）

１２月 　 県高校サッカー 佐野日大高校他 内容未定 チーム数未定

　 南部支部　新人研修会 監督会議：９月下旬 審判

　 　 　　　　　（県２種委員会主催）

１月 　 県高校サッカー 宇都宮市 内容未定 チーム数未定

～ 新人大会 グリーンスタジアム他 監督会議：１２月 審判

２月 　 　　　　　（県２種委員会主催）

【関連大会/女子部】

行　　事　　名 会　　場 事　業　内　容 参加予定人数

４月 関東女子ユースＵー１５県予選大会 宇都宮市内会場 中学生女子                  ８０名

５月 とちぎなでしこスカイベリーカップＵ－１2 河内総合運動公園 U-１２以下女子

７月 第２回菅平ｶガールズイレブンジャパン 菅平 中学生女子

８月 全日本女子ユースフットサル選手権 未定 中学生女子

～ １０月

２月 SEフィリア杯 しらこばと競技場ほか 中学生女子 ４０チーム

２月 マーメイド杯 ひたちなか市 Ｕ－１２以下女子 　　　　　３２チーム

３月 ＦＣ新田コスモスカップ 太田市新田陸上競技場 Ｕ－１２以下女子

少女サッカー大会

４月 北関東・リーグ 未定 Ｕ－１５以下　女子チーム交流戦 　　　　　１８チーム

～ ９月 年間　６回程度開催予定

６月 県フットサルリーグ 宇都宮会場他 年間　７回程度開催予定 　　　　　　７チーム

～ ８月

期　日

期　日


