
Ⅲ．主 管 競 技

１．第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会

１回戦　４月22日(土) 石川県代表 vs 兵庫県代表 金沢市民サッカー場

２回戦　６月21日(水) ツエーゲン金沢 vs 横浜FC 西部緑地公園陸上競技場

Ⅳ．指導普及事業

１．第26回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会（壮年サッカー大会）
６月４日(日) 木場潟公園Ｇ

２．第69回石川県民体育大会
８月５日(土)・６日(日) 金沢市

３．第30回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋田2017　サッカー交流大会）
９月９日(土)～12日(火) 秋田県

４．第10回北信越シニア35カップサッカー大会
10月14日(土)・15日(日) 和倉温泉多目的Ｇ他

５．第９回北信越シニア45カップサッカー大会
11月18日(土)・19日(日) 新潟県

６．第７回北信越シニア55カップサッカー大会
10月７日(土)・８日(日) 長野県

７．第６回北信越シニア65カップサッカー大会
７月８日(土)・９日(日) 福井県

８．第14回石川県シニアサッカーフェスティバル
未定 未定

９．第14回石川県シニアフットサルフェスティバル
2018年１月～３月 未定

10．ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル2017石川（特別協力 テレビ金沢）
 〔テレビ金沢キッズサッカーフェスティバル〕

第１回　５月３日(水) 西部緑地公園陸上競技場サブＧ
第２回　７月23日(日) 西部緑地公園陸上競技場サブＧ
第３回　10月15日(日) 西部緑地公園陸上競技場サブＧ
第４回　11月３日(金・祝) こまつドーム屋内競技場

11．ＪＦＡレディース・ガールズサッカーフェスティバル2017 北陸大学フットボールパーク

第１回　５月20日(土）
第２回　６月10日(土）
第３回　９月２日(土）

12．女子育成・強化フェスティバル2017 北陸大学フットボールパーク 他

第１回　10月15日(日） 第５回　11月19日(日）
第２回　10月22日(日） 第６回　11月23日(木）
第３回　10月29日(日） 第７回　11月26日(日）
第４回  11月５日(日） 第８回　2018年１月27日(土）

第９回　2018年１月28日(日）

13．第５回石川県女子サッカー連盟杯大会 北陸大学フットボールパーク

一般の部 少女の部
１回戦　10月22日(日)・29日(日) 1回戦 10月29日(日)
２回戦　11月５日(日) 準決勝・決勝 11月５日(日)
準決勝　11月19日(日)
決　勝　11月23日(水)
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14．第23回石川県女子フットサル大会

2018年1月27日(土)・28日(日） 金沢中央市民体育館

15．ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル2017

 〔第１回〕 11月12日(日) サンアリーナ川北
 〔第２回〕 11月18日(土) 太陽が丘スポーツ倶楽部Dowish
 〔第３回〕 11月19日(日) 内灘町屋内多目的広場
 〔第４回〕 11月23日(木・祝) 津幡町総合体育館
 〔第５回〕 11月23日(木・祝) 七尾市総合体育館
 〔第６回〕 2018年１月８日(月) 一本松総合運動公園体育館
 〔第７回〕 2018年１月21日(日) 押水総合体育館
 〔第８回〕 2018年２月11日(日) 羽咋小学校体育館

16．いしかわフットサルフェスティバル2017
４月・12月・2018年２月 いしかわ総合スポーツセンター他

17．ＪＦＡフットボールデー2017 ９月30日(土) 金沢市民サッカー場

18．草サッカー大会（高校OBサッカー交流会）
８月15日（火） 金沢市民サッカー場

19．ゆーりんピック2017 ５月20日(土)・21日(日) 西部緑地公園補助競技場

20．障がい者サッカー普及啓発モデル事業

未定 未定

１．2017 JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会U-12 静岡県・時之栖
８月２日(水)～６日(日)

２．2017 U-17北信越選抜トレーニングキャンプ
７月12日(水)～14日(金) 新潟県

３．2017 U-16北信越トレセンリーグ
　〔U-16北信越TCリーグ(前期)〕 ４月９日(日)、22日(日)、５月14日(日)

６月18日(日)、７月９日(日) 北信越各県
　〔U-15北信越TCリーグ〕 11月25日(土)～26日(日) 長野県
　〔U-16北信越TCリーグ(後期)〕 2018年３月17日(土)～18日(日) 新潟県

４．2017 ナショナルトレセンU-14中日本
　〔NTC中日本〕 ５月25日(木)～28日(日) J-GREEN堺
　〔U-13北信越TC対抗戦〕 ７月22日(土)～23日(日) 長野県
　〔U-14北信越TC〕 10月20日(金)～22日(日) 和倉温泉多目的Ｇ
　〔NTC地域対抗〕 11月23日(木)～26日(日) 静岡県・時之栖
　〔U-13北信越TC〕 2018年３月17日(土)～18日(日) 新潟県

５．2017 ナショナルトレセンU-12北信越
　〔U-12北信越TC〕 ６月24日(土)～25日(日) 新潟県
　〔NTC北信越〕 10月６日(金)～９日(月) 能登島Ｇ
　〔U-12北信越TC研修会〕 12月16日(土)～17日(日) 未定

６．2017 ナショナルトレセン女子U-15東日本
　〔女子U-15北信越TC①〕 ６月10日(土)～11日(日) 和倉温泉多目的Ｇ
　〔女子U-15北信越TC②〕 ８月18日(金)～20日(日) 新潟県・新井総合運動公園
　〔女子U-15北信越TC③〕 10月28日(土)～29日(日) 長野県・木島平
　〔NTC女子U-14西日本〕 12月８日(金)～11日(月） 未定
　〔女子U-14北信越TC〕 2018年３月３日(土)～４日(日) 富山県・日医工

技術委員会
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７．2017 U-12女子地域トレセン交流会
　〔女子U-12北信越TC〕 ６月24日(土)～25日(日) 和倉温泉多目的Ｇ
　〔NTC北信越〕 10月６日(金)～９日(月) 能登島Ｇ

８．2017 北信越GKプロジェクトトレーニングキャンプ
　〔U-14GKキャンプ〕 10月21日(土)～22日(日) 和倉温泉多目的Ｇ
　〔U-16GKキャンプ〕 2018年３月17日(土)～18日(日) 新潟県

９．石川県トレーニングセンター
３月～2018年３月 県内各地

10．ゴールデンイーグルプログラム（ＧＥＰ）
４月～2018年３月 県内各地

11．研修会関係

　（１）2017年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認Ａ、Ｂコーチ）
未定 未定

　（２）2017年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ）
未定 県内各地

　（３）2017年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認４７ＦＡユースダイレクター）
未定 未定

　（４）2017年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認４７ＦＡインストラクター）
未定 未定

　（５）2017年度リフレッシュ研修（ＪＦＡ公認キッズインストラクター）
未定 未定

　（６）2017年度北信越TCスタッフ研修（U-12、U-14、U-16、女子、GK）
2018年３月10日(土)～11日(日) 未定

　（７）2017年度石川県TCスタッフ研修（U-12、U-14、U-16、女子、GK）
11月18日(土)～19日(日) 和倉温泉多目的Ｇ

　（８）ＩＦＡフットボールカンファレンス2018
2018年２月４日(日) 未定

12．指導者養成講習会

　（１）2017年度ＪＦＡ公認Ａ級コーチジェネラル養成講習会
　〔本コース〕 ５コース：未定 未定
　〔石川トライアル〕 未定 未定
　〔北信越トライアル〕 未定 未定

　（２）2017年度ＪＦＡ公認Ａ級コーチＵ－１２養成講習会
４コース：未定 未定

　（３）2017年度ＪＦＡ公認Ａ級コーチＵ－１５養成講習会
２コース：未定 未定

　（４）2017年度ＪＦＡ公認Ｂ級コーチ養成講習会
　〔本コース〕 未定 未定
　〔石川トライアル〕 未定 未定

　（５）2017年度ＪＦＡ公認Ｃ級コーチ養成講習会
２コース：未定 県内

　（６）2017年度ＪＦＡ公認Ｄ級コーチ養成講習会
２コース：未定 県内

　（７）2017年度ＪＦＡ公認ゴールキーパーＡ級コーチ養成講習会
未定 未定

　（８）2017年度ＪＦＡ公認ゴールキーパーＢ級コーチ養成講習会
2018年１月18日(水)～22日(日) 茨城県

　（９）2017年度ＪＦＡ公認ゴールキーパーＣ級コーチ養成講習会
６コース：未定 未定

　（10）2017年度ＪＦＡ公認キッズリーダー養成講習会
未定 県内

　（11）2017年度ＪＦＡ公認４７ＦＡチーフインストラクター講習会
６月10日(土)～11日(日) 東京都
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　（12）2017年度ＪＦＡ公認４７ＦＡインストラクター講習会
2018年２月24日(土)～25日(日) 和倉温泉多目的Ｇ

　（13）2017年度ＪＦＡ公認キッズリーダーチーフインストラクター講習会
６月３日(土)～４日(日) 静岡県

　（14）2017年度ＪＦＡ公認キッズリーダーインストラクター講習会
５月19日(金)～21日(日) 静岡県

１．北信越Ｓ２級審判員・Ｓ２ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研修会
６月 石川県
８月 福井県
2018年３月 長野県
４月～12月 北信越各県
４月～12月 北信越各県
７月29日・30日 石川県金沢市

２．北信越Ｓ２級審判員・Ｓ２級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ候補者研修会
・Ｓ２級審判員候補者 実技試験 ４月～10月 県内各地
・Ｓ２級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ候補者 昇級試験 ５月 福井県

３．北信越女子審判員研修会 ９月 北信越各県

４．北信越Ｆ２審判員・Ｆ２ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研修会 ４月～2018年２月 北信越各県

５．Ｓ３･４級審判員資格認定講習会 ３月～７月，2018年１月～２月 県内各地

６．Ｆ３･４級審判員資格認定講習会 ５月～2018年２月 県内各地

７．Ｓ２級審判員育成レフェリースクール ４月～2018年２月 県内各地

８．Ｓ３級審判員昇級育成会 ４月～2018年２月 県内各地

９．レフェリー・アカデミー ４月～12月 県内各地

10．U-18Ｓ３級審判員昇級スクール ４月～2018年２月 県内各地

11．審判研修会 ６月～2018年２月 県内各地

12．石川県審判トレセン（Ｓ３級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研修会）
９月～12月 県内各地

13．サッカー審判員強化 ４月～2018年２月 県内各地

14．フットサル審判員強化 ４月～2018年２月 北信越各県

審判委員会

・第１回（北信越総体）
・第２回（北信越国体）
・第３回（３月審判研修会）
・北信越審判指導者トレｰニングセンター
・北信越レフリーアカデミー
・2017 JFAレフェリーキャラバンプロジェクト
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１．第25回石川県ドクター・セミナー2017の開催 金沢市民サッカー場

２．各種大会等における医事運営
　　(１) 2017年度石川県サッカー選手権大会
　　(２) 2017 Ｊ2リーグ 西部緑地公園陸上競技場 他
    (３) 平成29年度石川県高等学校総合体育大会サッカー競技 金沢市民サッカー場 他
　　(４) 第96回全国高等学校サッカー選手権石川県大会 西部緑地公園陸上競技場 他
    (５) 平成29年度石川県高等学校サッカー新人大会 和倉温泉多目的Ｇ

３．メディカルサポート
　　(１) 北信越国体帯同 長野県
　 （２）メディカルサポート事業
 　

４．研修会等
   （１） 2017年度医学委員会 金沢市
   （２） 医学委員会主催研修会（予防プログラム啓発活動） 金沢市
   （３） 第9回全国医学委員長会議 東京
   （４） 第61／62回サッカードクターセミナー 静岡県
   （５） 2017ＪＦＡアスレティックトレーナーセミナー 東京

５．普及啓発等
 　（１） サッカー医事・栄養相談窓口の運営
 　（２） ゴールデンイーグルプログラム（GEP)への参画

Ⅴ．定例会議　等

１．社員総会 2017年６月 ANAクラウンプラザホテル金沢

２．理事会 ５月・６月・10月・12月・2018年２月・３月 県協会事務所

３．常務理事会 適宜 県協会事務所

４．事務担当者会議 毎月第２水曜日　　午後７：00～ 県協会事務所

５．審判委員会 毎月第１木曜日　　午後７：00～ 県協会事務所

６．技術委員会 ５月・11月・2018年３月 県協会事務所他

７．ユース部会 ４月・５月・９月・2018年１月 県協会事務所

８．各専門委員会 適宜 県協会事務所他

Ⅵ．その他

１．2017年度　ウェルフェアオフィサー養成事業
未定 未定

２．JFA－47FAサッカーファミリータウンミーティング
４月15日(土) 県地場産業振興センター

医学委員会
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