
平成30（2018）年度一般財団法人静岡県サッカー協会　事業計画

（１）主催事業

大　　　　会　　　　名　　　　義　　　　名 期　　　　　　　　　　日 会　　　場 責　任　者

1 平成30年度静岡県社会人サッカーリーグ（1部、2部、3部） 4月8日～11月18日 県内各地 加藤　敬

2 第47回全国自治体職員サッカー選手権大会　静岡県大会 4月21日・28日 大井川河川スポーツ広場 永田　勝巳

3 第24回スルガカップ争奪静岡県サッカー選手権大会（天皇杯県予選） 平成31年3月3日～5月12日 藤枝総合運動公園　他 白井　利之

4 第25回全国クラブチームサッカー選手権大会　 静岡県大会 7月15日～8月19日 エコパ補助競技場　他 河波　明

5 平成30年度静岡県社会人サッカーリーグ入替戦（5支部リーグ） 11月11日～12月9日 県内各地 岩本　豊

6 第25回静岡県O-35サッカー選手権大会 平成31年1月13日・20日 ゆめりあ 岡田　拓也

7 第18回静岡県社会人サッカーリーグ入替戦 平成31年1月20日 草薙球技場 加藤　敬

8 日本スポーツマスターズ2018サッカー競技〔参加〕  （東海大会：静岡県、全国大会：札幌市） 6月2日・3日 藤枝総合運動公園陸上競技場 清水　佐平

9 第33回静岡学生サッカー選手権大会 5月12日～12月16日 愛鷹スポーツ広場　他 成嶋　徹

10 第17回東海大学サッカーチャレンジリーグ 9月8日～10月22日 県内各大学G 成嶋　徹

11 第17回静岡学生サッカートーナメント 4月21日～28日 遠州灘海浜公園　他 成嶋　徹

12 第66回静岡県高等学校総合体育大会サッカー競技 5月12日～6月3日 エコパスタジアム　他 大川　晃広

13 2018 SBSカップ国際ユースサッカー 8月16日～19日 藤枝総合運動公園　他 大川　晃広

14 第97回全国高等学校サッカー選手権大会　静岡県大会 9月15日～11月18日 IAIスタジアム日本平　他 大川　晃広

15 平成30年度静岡県高等学校新人大会サッカー競技 平成31年2月3日～17日 草薙球技場　他 大川　晃広

16 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2018静岡・スルガカップ 平成30年3月10日～10月8日 草薙球技場　他 大川　晃広

17 2種県U-17選抜海外遠征 平成31年3月 欧州 大川　晃広

18 第12回甲信越静U-16サッカー大会（参加） 平成31年3月21日・22日 山梨県 大川　晃広

19 スルガカップ2018静岡国際ユース（U-15）サッカー大会 10月6日～8日 エコパスタジアム　他 竹山　勝自

20 第39回静岡県中学生サッカー選手権大会 5月12日～26日 中島人工芝G　他 森　昌之

21 第71回中学総体サッカー競技静岡県大会 7月25日～29日 藤枝総合運動公園　他 片岡　亮

22 第34回静岡県U-14新人サッカー大会 12月1日～16日 清水総合運動場　他 青木　孝徳

23 ゼンウェルカップ第39回静岡県中学1年生サッカー大会 平成31年2月2日～11日 エコパスタジアム　他 中井　浩行

24 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018　静岡県 平成30年3月～11月 小笠山総合運動公園　他 中野　大輔

25 JFA U-13サッカーリーグ2018　静岡県 6月9日～平成31年3月 小笠山総合運動公園　他 中野　大輔

26 中学生年代の活動推進事業 4月～平成31年3月 小笠山総合運動公園　他 中野　大輔

27 第26回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 静岡県大会 4月1日～6月17日 県内各地 田浦　美鶴

28 静岡県クラブユース（U-14)サッカー新人大会2018 9月30日～12月16日 県内各地 田浦　美鶴

29 静岡県クラブユース（U-15）選抜海外遠征 8月 未定 納谷　義郎

30 第32回全国少年少女草サッカー大会 8月12日～16日 IAIスタジアム日本平　他 西村　勉

31 静岡市長杯第46回清水チャンピオンズカップ少年サッカー大会 12月22日～24日 清水総合運動場、蛇塚G 斎藤　誠

32 2018フジパンCUP静岡県ユースU-12サッカー大会 6月17日 中島人工芝G 村井　智宏

33 たっけんカップ第13回静岡県U-12トレセンサッカー大会 9月8日・9日 藤枝総合人工芝G 村井　智宏

34 第45回静岡県U-11トレセンサッカー大会 10月7日・8日 エコパ多目的広場 村井　智宏

35 しんきんカップ第33回静岡県キッズU-10サッカー大会 11月4日・11日 富士総合陸上競技場 村井　智宏

36 JFA 第42回全日本U-12サッカー選手権大会 静岡県大会 11月18日・25日 藤枝総合陸上競技場 村井　智宏

37 静岡トヨペットpresent's　BOY'S & GIRL'S キラキラFootball 2018 9月23日 エコパスタジアム 村井　智宏

38 エコパカップ第17回静岡県キッズサッカーフェスティバル（U-7．8．9) 10月28日 エコパスタジアム 村井　智宏

39 NTT西日本グループカップ第51回静岡県ユースU-12サッカー大会 平成31年2月2日・3日・10日 エコパスタジアム　他 村井　智宏

40 しずぎんカップ第34回静岡県ユースU-11サッカー大会 平成31年3月9日・10日 草薙陸上競技場 村井　智宏

41 JFA U-12・U-11・U-10サッカーリーグ2018静岡 4月～平成31年3月 各地区グラウンド 村井　智宏

42 2018カトレアカップ（U-12）少女8人制サッカー大会 4月8日・15日 富士川河川敷蒲原G 村井　智宏

43 2018フジパンCUP女子ユース（U-12）サッカー大会 静岡県大会 5月6日・6月17日 中島人工芝G　他 村井　智宏

44 2018静岡カップ第4回女子トレセン（U-12）選抜サッカー大会 7月14日～16日 三島市南二日町G 村井　智宏

45 第2回静岡女子ユースU-12サッカー選手権大会 平成31年1月26日・27日 時之栖裾野グラウンド 村井　智宏

46 2018カトレアミニカップ（U-10）少女8人制サッカー大会 平成31年2月9日 富士川河川敷憩いの広場 村井　智宏

47 第34回静岡県女子サッカーリーグ 4月～平成31年3月 県内各地 細谷　直右

48 皇后杯 JFA 第40回全日本女子サッカー選手権大会　静岡県大会 8月～9月 県内各地 松井　史徳

49 JFA 第23回全日本U-15女子サッカー選手権大会　静岡県大会 4月21日～5月27日 県内各地 藤野　友道

50 JFA 第22回全日本U-18女子サッカー選手権大会　静岡県大会 9月～10月 県内各地 田中　博英

51 第66回静岡県高等学校総合体育大会サッカー競技 女子の部 4月22日～6月3日 エコパスタジアム　他 平塚　智

52 第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　静岡県大会 8月18日～10月21日 県内各高等学校G　他 多々良　和之

53 平成30年度静岡県高等学校女子サッカー新人大会 平成31年1月20日～2月17日 草薙球技場　他 多々良　和之

54 第14回静岡県女子ジュニアユースサッカーリーグ 9月～平成31年2月 県内各地 藤野　友道

55 第14回静岡県女子ユースサッカーリーグ 6月～12月 県内各高等学校G　他 池谷　彰吾

56 第42回フラミンゴ杯静岡県レディースサッカー選手権大会 平成31年1月19日～20日 未定 林　由紀

57 女子サッカー活動推進事業〔少女サッカースクール〕 4月～平成31年2月 藤枝順心高校G 渡辺　亜紀

58 女子サッカー活動推進事業〔少女サッカースクール　in　東部〕 5月～平成31年2月 桐陽高校G　他 吉岡　太平



平成30（2018）年度一般財団法人静岡県サッカー協会　事業計画

大　　　　会　　　　名　　　　義　　　　名 期　　　　　　　　　　日 会　　　場 責　任　者

59 女子サッカー活動推進事業〔女子サッカースクール〕 4月～平成31年2月 西部地区G 川上　恵介

60 女子サッカー活動推進事業〔なでしこサッカースクール（小学生・親子・女性）〕 4月～平成31年3月 静岡市清水区 竹澤　和子

61 女子サッカー活動推進事業〔静岡新春ジュニアU-11サッカー大会　女子の部〕 平成31年1月19日・20日 草薙球技場　他 後藤　浩之

62 ＪＦＡレディース／ガールズサッカーフェスティバル2018 未定 東部地区、中東部地区 半田　悦子

63 ＪＦＡガールズ（U-12）サッカーフェスティバル2018 9月16日・17日 藤枝総合運動公園 村井　智宏

64 ＪＦＡガールズ（U-15）サッカーフェスティバル2018 平成31年1月19日・20日 未定 山邊　由美

65 ＪＦＡキッズプログラムの推進事業、エリート養成事業 4月～平成31年3月 県内各地 坂根　英夫

66 キッズ巡回指導 4月～平成31年3月 県内各地 坂根　英夫

67 キッズ普及施策の推進（JFAグラスルーツ宣言） 4月～平成31年3月 県内各地 坂根　英夫

68 スルガCUP静岡県チャイルドサッカー大会 in 御殿場 6月2日 御殿場市陸上競技場 渡辺　健

69 ＩＡＩカップ静岡県チャイルドサッカー大会 in 日本平 9月15日 ＩＡＩスタジアム 望月　康広

70 静岡県チャイルドサッカー大会 in エコパ 平成31年2月9日 エコパアリーナ 川口　勝巳

71 JFAキッズ（U-6）サッカーフェスティバル2018 in 浜松 6月23日 浜松アリーナ 川口　勝巳

72 JFAキッズ（U-8/10）サッカーフェスティバル2018 in ＩＡＩスタジアム日本平 9月2日 IAIスタジアム日本平 鈴木　大介

73 JFAキッズ（U-6）サッカーフェスティバル2018　in 裾野&御殿場 9月15日 裾野市陸上競技場 坪井　正人

74 JFAキッズ（U-6）サッカーフェスティバル2018 in 熱海 11月25日 熱海姫の沢公園 渡辺　健

75 第39回静岡県シニアサッカ－リーグ（40ﾘｰｸﾞ/50ﾘｰｸﾞ/60ﾘｰｸﾞ/70ﾘｰｸﾞ/75対抗戦/ナイターリーグ） 4月1日～12月22日 県内各地 杉山　辰也

76 JFA 第18回全日本O-60サッカー大会〔参加〕 （東海大会：4月22日） 5月26日～28日 福島県相馬市 杉山　辰也

77 JFA 第12回O-70サッカーオープン大会〔参加〕 （東海大会：4月22日） 5月26日～28日 福島県相馬市 杉山　辰也

78 JFA 第17回全日本O-50サッカー大会〔参加〕  （東海大会：5月13日　） 7月7日～9日 藤枝総合運動公園　他 杉山　辰也

79 JFA 第6回全日本O-40サッカー大会〔参加〕 （東海大会：6月10日　） 11月3日～5日 千葉県市原市 杉山　辰也

80 第29回静岡県すこやか長寿祭 5月19日 藤枝総合人工芝Ｇ 杉山　辰也

81 第31回全国健康福祉祭（年輪ピック）サッカー交流大会〔参加〕 11月3日～5日 富山県富山市 杉山　辰也

82 第34回静岡県ヤングサッカーフェスティバル 平成31年3月10日 草薙陸上競技場 大川　晃広

83 JFA バーモントカップ 第28回全日本U-12フットサル選手権大会　静岡県大会 6月16日 掛川市総合体育館 和久田　義弘

84 第16回静岡県U-12フットサル選手権大会 平成31年3月 沼津市民体育館 和久田　義弘

85 JFA 第24回全日本U-15フットサル選手権大会　静岡県大会 9月～10月 エコパアリーナ 八木　勝之

86 JFA 第5回全日本U-18フットサル大会　静岡県大会 5月～6月 浜松アリーナ 犬塚　知良

87 JFA 第24回全日本フットサル選手権大会　静岡県大会 12月 浜松アリーナ 今川　保

88 SuperSportsXEBIO 静岡県フットサルリーグ2018 6月～平成31年2月 エコパアリーナ　他 藏本　光洋

89 SuperSportsXEBIO 静岡県レディースフットサルリーグ2018 6月～平成31年2月 エコパアリーナ　他 杉本　恵

90 アグレミーナカップ争奪！第17回静岡県フットサル選手権 平成31年2月～3月 浜松アリーナ 今川　保

91 第13回静岡県U-18フットサルリーグ 7月～平成31年1月 エコパアリーナ　他 犬塚　知良

92 第12回静岡県U-15フットサルリーグ 7月～平成31年1月 エコパアリーナ　他 犬塚　知良

93 JFA 第15回全日本女子フットサル選手権大会　静岡県大会 8月 浜松アリーナ 寺田　昭彦

94 第8回静岡県U-12レディースフットサル大会 平成31年2月 J-STEP（予定） 寺田　昭彦

95 静岡県大学生フットサルリーグ 9月～平成31年3月 エコパアリーナ　他 海野　元伸

96 静岡県O-30レディースフットサルリーグ 6月～平成31年1月 浜松サブアリーナ　他 萩内　好子

97 静岡県U-15女子フットサルリーグ 6月～平成31年2月 エコパアリーナ　他 寺田　昭彦

98 静岡県フットサル4種交流大会 12月～平成31年1月 掛川市南体育館　他 和久田　義弘

99 2018静岡県シニア（O-40）フットサルリーグ 4月～平成31年3月 エコパアリーナ　他 河合　高宏

100 JFA 第9回全日本U-15女子フットサル大会　静岡県大会 11月 エコパアリーナ 寺田　昭彦

101 JFAファミリーフットサルフェスティバル2018静岡 in 浜松 7月 浜松アリーナ 犬塚　知良

102 JFAファミリーフットサルフェスティバル2018静岡 in 静岡 平成31年1月 静岡市中央体育館 今川　保

103 JFAファミリーフットサルフェスティバル2018静岡 in 藤枝 11月 VIORA藤枝 野木　武臣

104 JFAフットボールデーShizuoka 2018 in ECOPA 9月16日 エコパスタジアム 喜田　里歩

105 平成30年度東海U-16サッカーリーグ〔参加〕 6月24日～平成31年2月24日 東海各県 膳亀　信行

106 第23回静岡県ジュニアユースサッカーリーグ 5月～12月 中島人工芝G　他 中野　大輔

107 中学生競技力向上事業〔東海中学選抜サッカー大会（参加）〕 7月～平成31年2月 つま恋　他 中野　大輔

108 ジュニア合宿（ジュニア育成・強化事業） 4月～平成31年3月 県内各地 膳亀　信行

109 静岡県トレーニングセンター 4月～平成31年3月 県内各地 膳亀　信行

110 国体選抜強化事業（成年男子、女子、少年男子） 4月～平成31年3月 県内各地 膳亀　信行

111 指導者養成講習会開催事業（C級、D級、リフレッシュ、トライアル） 4月～平成31年3月 県内各地 浦田　敏己

112 ゴールキーパートレーニング講習会 4月～平成31年3月 県内各地 大塚　智紀

113 中学生海外遠征事業 平成31年3月 ベルギー、オランダ 中野　大輔

114 U-11静岡県選抜　海外遠征 平成31年3月27日～31日 中国浙江省 村井　智宏

115 モデル地区トレセン 4月～平成31年3月 未定 未定

116 静岡県審判トレセン 4月～平成31年3月 県内各地 渡辺　裕年

117 静岡県審判教室の開催 4月～平成31年3月 県内各地 渡辺　裕年
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大　　　　会　　　　名　　　　義　　　　名 期　　　　　　　　　　日 会　　　場 責　任　者

118 静岡県審判研修会 10月1日～11月30日 エコパスタジアム　他 渡辺　裕年

119 フェアプレー・リスペクト推進事業（2018年度規律委員会） 4月～平成31年3月 5風来ホール 竹山　勝自

120 ウェルフェアオフィサー育成事業 5月～9月 県内4か所 村井　智宏

121 マッチコミッショナー強化事業（2018年度マッチコミッショナー委員会） 4月～平成31年3月 県内各地 難波　邦雄

122 静岡サッカー100周年記念プロジェクト委員会 4月～平成31年3月 草薙陸上競技場　他 竹山　勝自

123 県協会技術向上プロジェクト委員会 8月～12月 5風来館 服部　康雄

124 第16回静岡チャレンジド・サッカーフェスティバル【静岡県知的障害者サッカー選手権大会】 5月27日 つま恋 勝又　将也

125 障がい者サッカー教室 6月17日 福祉会館体育館 勝又　将也

（２）名義主催事業

大　　　　会　　　　名　　　　義　　　　名 期　　　　　　　　　　日 会　　　場 責　任　者

126 第50回静岡県教育長杯争奪教職員サッカー大会 9月～12月 小笠山総合運動公園　他 夏目　透

127 第45回静岡招待ジュニアユース（U-15）サッカーフェスティバル 平成31年3月21日～31日 草薙球技場　他 納谷　義郎

128 静岡県高校親善サッカーフェスティバル 平成31年3月下旬 県内各高校G 大川　晃広

129 静岡新聞社杯争奪静岡県西部地区招待サッカー大会 8月14日～16日 西部地区各グラウンド 中井　浩行

130 静岡県U-16浜松サッカーフェスティバル 7月22日～24日 浜松開誠館高校総合G　他 岩崎　悟志

131 第25回新春高校サッカー静岡大会 平成31年1月3日～5日 草薙球技場　他 千嶋　武甲

132 静岡新春ジュニアU-11サッカー大会 平成31年1月12日～14日、19日・20日 草薙球技場　他 山本　浩三

133 清水CUP・JAしみず杯　第20回清水レディースカップサッカー大会 7月14日・15日、21日～23日 蛇塚G、J-STEP 斎藤　誠

134 家康公記念杯第16回清水スーパーシニアサッカー大会 平成31年3月16日・17日 蛇塚G、J-STEP 斎藤　誠

135 しらゆりカップ第47回静岡県東部少年サッカー選手権大会 9月8日・15日・16日 愛鷹スポーツ広場　他 毛涯　晋

136 第33回富士山カップ少年少女サッカー大会 8月10日・11日・12日 外神市民グラウンド　他 黒川　和洋

137 第32回アローカップ少年サッカー大会 5月3日・4日・5日 愛鷹スポーツ広場　他 窪田　博文

138 第22回ジュビロ磐田ジュニアユース（U-13）つま恋カップ 8月22日～24日 県内各地 田浦　美鶴

139 第36回ジュビロ磐田ジュニア（U-12）カップ 12月25日～27日 県内各地 田浦　美鶴

140 第25回ジュビロ磐田ジュニアユース（Ｕ-14）カップ 12月28日～30日 県内各地 田浦　美鶴

141 静岡県シニアサッカーフェスティバル in ECOPA 2018 5月12日・13日 小笠山総合運動公園 鈴木南海雄

142 2018磐田U-12国際サッカー大会 7月26日～29日 ゆめりあ　他 井熊　雄児

（３）主管事業

大　　　　会　　　　名　　　　義　　　　名 期　　　　　　　　　　日 会　　　場 責　任　者

143 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会（1・2・3・4回戦、準々決勝） 5月26日～10月24日 ヤマハスタジアム・IAIスタジアム 竹山　勝自

144 第54回全国社会人サッカー選手権大会　東海地域大会 7月7日・8日 常葉大学浜松有玉Ｇ 清水　佐平

145 日本スポーツマスターズ2018サッカー競技 東海予選 6月2日・3日 藤枝総合陸上競技場 清水　佐平

146 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2018　イースト 4月7日～12月8日 J-STEP他 大川　晃広

147 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2018　東海 4月7日～12月8日 草薙球技場他 大川　晃広

148 平成30年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会［女子］ 7月31日～8月5日 藤枝総合運動公園　他 大川　晃広

149 第28回東海地域ジュニアサッカー（U-12）トレーニングセンター（参加） 平成30年4月～平成31年3月 岐阜県、三重県 村井　智宏

150 JFA 第23回全日本U-15女子サッカー選手権大会　静岡県大会 6月9日・10日・16日・17日 県内各地 藤野　友道

151 皇后杯 JFA 第40回全日本女子サッカー選手権大会（主管予定） 11月3日・4日、12月1日・2日 藤枝総合運動公園サッカー場 野中　伸行

152 JFA 第30回全日本O-30女子サッカー大会 時之栖裾野スポーツセンター 宮代　朋一

153 2018プレナスチャレンジリーグ入替戦予選大会 10月26日～29日 時之栖裾野スポーツセンター 宮代　朋一

154 JFA 第6回全日本O-40サッカー大会　東海大会 6月10日 エコパスタジアム 杉山　辰也

155 JFA 第17回全日本O-50サッカー大会 7月7日～9日 藤枝総合運動公園　他 杉山　辰也

156 第34回全国選抜フットサル大会　東海大会 5月27日 静岡市中央体育館 今川　保

157 第14回全日本大学フットル大会　東海大会 6月2日・3日 浜松アリーナ 今川　保

158 第3回ユース（U18）選抜フットサルトーナメント　東海予選 平成31年1月5日 静岡市中央体育館 今川　保

159 第19回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ　1次ラウンド 平成31年2月15日・16日 エコパアリーナ 今川　保

160 JFA 第24回全日本フットサル選手権大会　1次ラウンド 平成31年3月1～3日 エコパアリーナ 今川　保

（4）特別事業

大　　　　会　　　　名　　　　義　　　　名 期　　　　　　　　　　日 会　　　場 責　任　者

161 地域都道府県協会の活動推進（東部支部） 4月～平成31年3月 東部地区 宮代　朋一

162 地域都道府県協会の活動推進（中東部支部） 4月～平成31年3月 中東部地区 斎藤　誠

163 地域都道府県協会の活動推進（中部支部） 4月～平成31年3月 中部地区 山田　義弘

164 地域都道府県協会の活動推進（中西部支部） 4月～平成31年3月 中西部地区 野中　伸行

165 地域都道府県協会の活動推進（西部支部） 4月～平成31年3月 西部地区 中井　浩行


