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Ⅰ 日本代表関連事業 
 

１ ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ（日本代表） 

 

(1) 国際親善試合 

4月 7日(水)  対 セルビア代表 大阪/長居スタジアム 

 

(2) 国際親善試合 

5月 24 日(月) 対 韓国代表 埼玉/埼玉スタジアム 2002 

 

(3) 2010ＦＩＦＡワールドカップ南アフリカ 直前合宿 

キャンプ  5月 25日(火)～6月 5 日(土) スイス 

親善試合① 5月 30日(日) 対 イングランド代表 オーストリア 

親善試合② 6月 4日(金) 対 コートジボワール代表 スイス 

 

(4) 2010ＦＩＦＡワールドカップ南アフリカ 

6月 14 日(月) 対 カメルーン代表 ﾏﾝｶﾞｳﾝｸﾞ/ﾌﾞﾙｰﾑﾌｫﾝﾃｰﾝ 

6月 19 日(土) 対 オランダ代表 ダーバン 

6月 24 日(木) 対 デンマーク代表 ルステンブルク 

6月 26 日(土)～29日(火) 決勝トーナメント 1回戦 ポートエリザベス他 

7月 2日(金)・3日(土) 準々決勝 ヨハネスブルク他 

7月 6日(火)・7日(水) 準決勝 ケープタウン、ダーバン 

7月 10 日(土) 3位決定戦 ポートエリザベス 

7月 11 日(日) 決勝 ヨハネスブルク 

 

(5) 国際親善試合 

8月      対戦国未定 関東 

 

(6) 国際親善試合 

9月      対戦国未定 未定 

 

(7) 海外遠征 

     10月 4 日(月)～14日(木) 未定 

 

(8)アジアカップ 2011 カタール 

     キャンプ 平成 23年 1月 3日(月)～5日(水) 関西 

     遠征期間 平成 23年 1月 6日(木)～30日(日) カタール 

 

(9)国際親善試合 

平成 23 年 3月 対戦国未定  未定 

 

 

２ Ｕ-21（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 

 

(1) トゥーロン国際大会 2010 

遠征期間   5月 16 日(日)～28日(金) フランス 

 

(2)トレーニングキャンプ 

     10月  未定 

 

 (3)アジア競技大会 2010広州 

    11月 12 日(金)～27日(土) 中国/広州 
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３ Ｕ-19（Ｕ-20ワールドカップコロンビア 2011）日本代表 

 

(1) 海外遠征 

キャンプ   平成 22 年 3月 22日(月)～3月 25 日(木)      千葉/市原 

遠征期間   平成 22 年 3月 26日(金)～4月 6 日(火)       アメリカ/ダラス 

 

(2) 海外遠征 

6月 最終予選開催国他 

 

(3) 海外遠征 

7月 欧州 

 

(4) 第 8回仙台カップ国際ユースサッカー大会 2010 

キャンプ 9月 4日(土)～7日(火) 宮城/仙台 

競技期間 9月 8日(水)～12日(日) 宮城/仙台 

 

(5) ＡＦＣ Ｕ-19 選手権 2010 

キャンプ 9月下旬  未定 

遠征期間 10月上旬～中旬          中国/山東省 

競技期間 10月 3 日(日)～17日(日)          中国/山東省 

 

 

４ Ｕ-18 日本代表 

 

(1) オランダ遠征 

キャンプ   5月 未定 

遠征期間   5月 オランダ 

 

(2) 第 34回ＳＢＳカップ国際ユースサッカー2010 

キャンプ 8月 15 日(日)～20日(金) 静岡 

競技期間 8月 21 日(土)～24日(火) 静岡 

 

 

５ Ｕ-17（Ｕ-20ワールドカップ 2013）日本代表 

 

(1) 第 14回国際ユースサッカーＩＮ新潟 

キャンプ   7月 13 日(火)～16日(金) 新潟 

競技期間   7月 17 日(土)～19日(月・祝) 新潟 

 

 

６ Ｕ-16（Ｕ-17ワールドカップメキシコ 2011）日本代表 

 

(1) 海外遠征（モンタギュー国際大会） 

キャンプ   平成 22 年 3月 27日(土)～28日(日) 大阪/堺 

遠征期間   平成 22 年 3月 29日(月)～4月 7 日(水) ﾌﾗﾝｽ/ﾓﾝﾀｷﾞｭｰ 

 

(2) ＡＳＥＡＮ交流会 

5月 22 日(土)～28日(金) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(3) 第 11回豊田国際ユースサッカー大会 

キャンプ 8月 2日(月)～4日(水) 

競技期間 8月 5日(木)～8日(日) 愛知/豊田市 
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(4) 海外遠征 

9月 最終予選開催国他 

 

(5) ＡＦＣ Ｕ-16 選手権 2010 

キャンプ   10月中旬  未定 

遠征期間 10月下旬～11 月上旬 未定 

競技期間 10月 23 日(土)～11月 7日(日) 未定 

 

(6) 海外遠征（コパ・チーバス） 

1月下旬～2月上旬 メキシコ 

 

 

７ Ｕ-15（Ｕ-17ワールドカップメキシコ 2015）日本代表 

 

(1) サニックスカップ 

平成 23 年 3月 16日(水)～22日(火) 福岡 

 

 

８ 大学選抜 

海外遠征 未定 未定 

 

 

９ なでしこジャパン(日本女子代表) 

 

(1) 国際親善試合 

5月 8日（土）      対戦国未定 長野/松本 

5月 11 日（火）     対戦国未定 新潟 

 

(2) アジアカップ（女子ワールドカップ 2011予選） 中国/成都 

  5月 20 日(木) 対 ミャンマー女子代表 

  5月 22日(土) 対 タイ女子代表 

  5月 24日(月) 対 朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

  5月 27日(木) 準決勝 

  5月 30日(日) 決勝 

 

(3) アジア競技大会 2010広州 

    11月 12 日(金)～27日(土) 中国/広州 

 

(4) トレーニングキャンプ 

平成 23 年 2月 未定 

 

■(5) なでしこ海外移籍選手支援制度 

通年 未定 

 

 

10 Ｕ-20（Ｕ-20女子ワールドカップ ドイツ 2010）日本女子代表 

 

(1) 海外遠征 

キャンプ   6月上旬 未定 

遠征期間   6月 7日(月)～18日(金)   ドイツ 

 

(2) ＦＩＦＡ Ｕ-20女子ワールドカップドイツ 2010 

    キャンプ   7月上旬  福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 
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遠征期間 7月中旬～下旬 ドイツ 

競技期間 7月 13 日(火)～8月 1日(日) トイツ 

 

 

11 Ｕ-18/19（Ｕ-20 女子ワールドカップ 2012）日本女子代表 

 

(1)トレーニングキャンプ 

    平成 23 年 2月  福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

 

12 Ｕ-17（Ｕ-17女子ワールドカップ トリニダード･トバゴ 2010）日本女子代表 

 

(1) 海外遠征 

キャンプ   6月上旬 未定 

遠征期間   6月 8日(火)～16日(水) アメリカ 

 

(2) ＦＩＦＡ Ｕ-17女子ワールドカップ トリニダード・トバゴ 2010 

    キャンプ   8月 27 日(金)～9月 4日(土)  福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

遠征期間 8月 30 日(日)～9月 27日(月)          ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ・ﾄﾊﾞｺﾞ 

競技期間 9月 5日(日)～25日(土)          ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ・ﾄﾊﾞｺﾞ 

 

 

13 Ｕ-15/16（Ｕ-17 女子ワールドカップ 2012）日本女子代表 

 

(1)トレーニングキャンプ 

    平成 23 年 2月  福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

 

14 なでしこチャレンジプロジェクト 

 

(1) トレーニングキャンプ 

未定 未定 

 

 

15 フットサル日本代表 

 

(1) 海外遠征 

 平成 22 年 3月 21日(日)～4月 4日(日) スペイン 

 

(2) トレーニングキャンプ 

4月中旬 未定 

 

(3) 国際親善試合 

5月 12 日（水） 対戦国未定 東京/代々木第一 

5月 15 日(土)  対戦国未定 神戸/ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸 

 

(4) ＡＦＣフットサル選手権 

 キャンプ   5月中旬～20日(木) 未定 

     遠征期間   5月 21 日(金)～30日(日) ウズベキスタン 

 

(5) トレーニングキャンプ 

 7月、9 月 未定 
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(6) 海外遠征 

 10月 未定 

 

(7)トレーニングキャンプ 

 12月、平成 23年 1月 未定 

 

 

16 ビーチサッカー日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

8月 未定 

 

(2) タヒチ国際大会 

9月 18 日(土)～28日(火) タヒチ 

 

(3) トレーニングキャンプ 

11月 未定 

 

(4) アジアビーチゲームス 

遠征期間   12月１日(水)～18日(土) オマーン 

競技期間   12月中旬 
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Ⅱ 競技会開催（派遣）事業 
 

１ 国内競技会（主催） 

 

(1) 第 90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 各都道府県 

9月 3日(金)～平成 23 年 1月 1日(土・祝) 

 

(2) 2010Ｊリーグディビジョン１(Ｊ１) 各ホームタウン 

平成 22 年 3月 6日(土)～12月 4日(土) 

 

(3) 2010Ｊリーグディビジョン２(Ｊ２)  各ホームタウン 

平成 22 年 3月 6日(土)～12月 4日(土) 

 

(4) 2010Ｊリーグヤマザキナビスコカップ 各ホームタウン 

予選リーグ 平成 22年 3月 31日(水)～6月 9日(水) 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 9月 1日(水)～11月 3 日(水・祝) 

 

(5) ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ 2011 東京/国立競技場 

平成 23年 2月 27 日(日) 

 

(6) 第 12回日本フットボールリーグ 各本拠地 

前期 平成 22年 3月 14日(日)～6月（予定） 

後期 7月 1日(木)～11月（予定） 

入替戦予定 12月予定 

 

(7) 第 46回全国社会人サッカー選手権大会 山口/山陽小野田市 

開会式 10月 15 日(金) 

競技期間 10月 16 日(土)～20日(水) 

 

(8) 第 34回全国地域サッカーリーグ決勝大会 

１次ﾗｳﾝﾄﾞ 11月 21 日(日)～23日(火・祝) 茨城/ひたちなか市他 

決勝ﾗｳﾝﾄﾞ 12月 3日(金)～5日(日) 千葉/市原市 

 

(9) 第 59回全日本大学サッカー選手権大会 東京他 

12月予定 

 

(10) 第 34回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント  大阪他 

8月予定 

 

(11) 第 25回デンソーカップチャレンジサッカー 未定 

平成 23年 3月予定 

 

(12) デンソーカップ第 8回大学日韓定期戦 韓国 

平成 23年 3月予定 

 

(13) 高円宮杯第 21回全日本ユース(Ｕ-18)サッカー選手権大会 首都圏他 

9月 4日(土)～10 月 11 日(月・祝) 

 

(14) adidas CUP 2010 第 34回日本クラブユースサッカー選手権(Ｕ-18)大会 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

7 月 23日(金)～8月 1 日(日) 神奈川/三ツ沢(準決・決勝) 

 

(15) 第 89回全国高等学校サッカー選手権大会 

都道府県大会  8月中旬～11月 各都道府県 
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本大会開会式  12月 30 日予定 

競技期間   12月下旬～平成 23年１月 

 

(16) 高円宮杯第 22回全日本ユース(Ｕ-15)サッカー選手権大会 各都道府県 

12月 19 日(日)～29日(水) 

 

(17) adidas CUP 2010 第 25回日本クラブユースサッカー選手権(Ｕ-15)大会 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

8月 14日(土)～23日(月) 

 

(18) メニコンカップ 2010日本クラブユースサッカー東西対抗戦(Ｕ-15) 愛知/瑞穂球技場 

9 月 12日(日) 

 

(19) 全国中学校体育大会／第 41 回全国中学校サッカー大会 山口/防府市 

開会式 8月 18 日(水) 

競技期間 8月 19 日(木)～23日(月) 

 

(20) ＪＦＡプレミアカップ 2010 supported by NIKE 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

5月 2日(日・祝)～4日(火・祝) 

 

(21) 第 34回全日本尐年サッカー大会 

都道府県大会 4月上旬～7月上旬 各都道府県 

開会式 7月 31 日(土) 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

競技期間 8月 1日(日)～7日(土) 東京/西が丘(準決・決勝) 

 

(22) 第 65回国民体育大会(サッカー競技) 千葉/市原市 

成年男子 9月 26 日(日)～29日(水) 

尐年男子 9月 26 日(日)～30日(木) 

女  子 9月 27 日(月)～30日(木) 

 

(23) 第 17回全国クラブチームサッカー選手権大会 

都道府県大会 4月～9 月 各都道府県 

地域大会 9月～10 月 各地域 

決勝大会 10月 30 日(土)～11月 3日(水) 新潟/新発田市 

 

(24) 第 20回全国専門学校サッカー選手権大会 大阪/堺市 

開会式 10月 12 日(火) 

競技期間 10月 13 日(水)～16日(土) 

 

(25) 第 43回全国高等専門学校サッカー選手権大会 愛知/豊田市 

開会式 8月 20 日(金) 

競技期間 8月 21 日(土)～24日(火) 

 

(26) 平成 22年度 全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)  沖縄/うるま市 

総合開会式 7月 31 日(土) 

競技期間 8月 1日(日)～7日(土) 

 

(27) Ｊユースカップ 2010 第 18 回Ｊリーグユース選手権大会 各ホームタウン 

予選リーグ 未定 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 12月予定 

 

(28) 第 10回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 静岡/藤枝市 

5 月 28日(金)～30日(日) 
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(29) 第９回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 鳥取/鳥取市 

6 月 25日(金)～27日(日) 

 

(30) 日本スポーツマスターズ 2010(サッカー競技) 三重/鈴鹿市 

開会式 9月 17 日(金) 

競技期間 9月 18 日(土)～21日(火) 

 

(31) 第 23回全国スポーツ・レクリエーション祭 壮年サッカー 富山/富山市 

10 月 16日(土)～19日(火) 

 

(32) ＰＵＭＡ ＣＵＰ2011 第 16 回全日本フットサル選手権大会 

１次ﾗｳﾝﾄﾞ 平成 23 年 3月 4日(金)～6日(日) 兵庫/神戸市 

 大阪/大阪市 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 平成 23 年 3月 11日(金)～13日(日) 東京/代々木体育館 

 

(33) Ｆリーグ 2010  各本拠地 

8 月 7日(土)～平成 23 年 2月 20日(日)  

 

(34) Ｆリーグ大洋薬品オーシャンアリーナカップ 2010 愛知/ｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

7月 22 日(木)～25日(日) 

 

(35) 第６回全日本大学フットサル大会 大阪/舞洲ｱﾘｰﾅ 

8 月 27日(金)～29日(日) 

 

(36) 第 16回全日本ユース(Ｕ-15)フットサル大会 岐阜/ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ 

平成 23年 1月 8日(土)～10日(月・祝) 

 

■(37) 第１回全日本女子ユース(Ｕ-15)フットサル大会 岐阜/ﾒﾓﾘｱﾙｾﾝﾀｰ 

平成 23年 1月 9日(日)～10日(月・祝) 

 

(38) バーモントカップ第 20回全日本尐年フットサル大会 東京/駒沢体育館 

開会式 平成 23 年 1月 4日(火) 

競技期間 平成 23 年 1月 4日(火)～6日(木) 

 

(39) 第７回全日本女子フットサル選手権大会 三重/ｻﾝｱﾘｰﾅ 

11 月 5日(金)～7日(日) 

 

(40) 第 32回全日本女子サッカー選手権大会 各都道府県 

12 月 5日(日)～平成 23 年 1月 1日(土・祝) 

 

(41) プレナスなでしこリーグ 2010 各本拠地 

4 月～10月 

 

(42) なでしこリーグカップ 2010 未定 

7 月、8月予定 

 

(43) プレナスチャレンジリーグ 2010 各本拠地 

4 月～9月 

 

(44) 2010 なでしこリーグ＆チャレンジリーグ入替戦  各本拠地 

11 月予定 
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■(45) 2010 なでしこリーグ＆チャレンジリーグ入替戦出場チーム決定戦 各本拠地 

10 月予定 

 

■(46) 2010 チャレンジリーグ入替戦 各本拠地 

11 月予定 

 

(47) 第 19回全日本大学女子サッカー選手権大会  

1 次ﾗｳﾝﾄﾞ 11月 26 日(金)～28日(日) 大阪/堺トレセン 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1月予定  東京 

 

(48) 第 19回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 静岡/磐田市 

開会式 7月 24 日(土) 

競技期間 7月 25 日(日)～31日(土) 

 

(49) ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第 14回全日本女子ユース(Ｕ－18)サッカー選手権大会 

平成 23年 1月 3日(月)～8日(土) 熊本/ＫＫｳｨﾝｸﾞ他 

 

(50) 第 15回全日本女子ユース(Ｕ－15)サッカー選手権大会 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

8月 6日(金)～10日(火) 

 

(51) 第 22回全国レディースサッカー大会 静岡/磐田市 

11 月 21日(日)～23日(火・祝) 

 

(52) 第 22回全国レディースサッカー大会 レディース･エイト(40歳以上)オープン大会 

11 月 21日(日)～23日(火・祝)  静岡/J ｽﾃｯﾌﾟ 

 

(53) 第５回全国ビーチサッカー大会 沖縄/宜野湾市 

10 月 16日(土)～17日(日) 

 

(54) 2010Ｊリーグ Ｕ－13 各地域 

4 月～平成 23 年 3月 

 

 

２ 国内競技会（後援） 

 

(1) 第 40回全国自治体職員サッカー選手権大会 愛媛/松山市 

開会式 7月 23 日(金) 

競技期間 7月 24 日(土)～29日(木) 

 

(2) 第 44回全国自衛隊サッカー大会 東京/西が丘他 

開会式 4月 17 日(土) 

競技期間 4月 18 日(日)～25日(日) 

 

(3) 第 26回全国選抜フットサル大会 静岡/ｴｺﾊﾟｽﾀｼﾞｱﾑ 

10月 9 日(土)～11日(月・祝) 

 

(4) 第 11回ＦＵＴＳＡＬ地域チャンピオンズリーグ 兵庫／神戸ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ 

平成 23 年 3月 18日(金)～20日(日) 

 

(5) トリムカップ 2011 第３回全国女子選抜フットサル大会 高知/県民体育館 

平成 23 年 3月 25日(金)～27日(日) 
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(6) 第 23回全国健康福祉祭サッカー交流大会(ねんりんピック石川 2010) 石川/金沢市他 

10月 10 日(日)～11日(月・祝) 

 

(7) 第 20回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 静岡/静岡市 

開 会 式 8月 6日(金) 

競技期間 8月７日(土)～10日(火) 

 

(8) ＪＡ全農杯チビリンピック 小学生選抜８人制サッカー大会 神奈川/横浜市 

開 会 式 5月 4日(火・祝) 

競技期間 5月 4日(火・祝)～5日(水・祝) 

 

(9) ＪＦＡ地域ガールズ･エイト(Ｕ－12)大会 各地域 

4月～平成 23年１月 

 

 

３ 国際競技会（国内開催、派遣） 

 

(1) ＡＦＣチャンピオンズリーグ 2010 

グループステージ： 

グループＥ：川崎フロンターレ（日本） 

【Ｍ1】2 月 23日(火) vs.城南一和（韓国） 韓国/城南 

【Ｍ2】3 月 9日(火) vs.北京国安（中国） 神奈川/等々力競技場 

【Ｍ3】3 月 23日(火) vs.メルボルン・ビクトリー（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 神奈川/等々力競技場 

【Ｍ4】3 月 31日(水) vs.メルボルン・ビクトリー（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ 

【Ｍ5】4 月 14日(水) vs.城南一和（韓国） 神奈川/等々力競技場 

【Ｍ6】4 月 28日(水) vs.北京国安（中国）                        中国/北京 

 

グループＦ：鹿島アントラーズ（日本） 

【Ｍ1】2 月 23日(火) vs.長春亜泰（中国） 茨城/ｶｼﾏｽﾀｼﾞｱﾑ 

【Ｍ2】3 月 9日(火) vs.全北現代（韓国） 韓国/全州 

【Ｍ3】3 月 24日(水) vs.ﾍﾟﾙｼﾌﾟﾗ・ｼﾞｬﾔﾌﾟﾗ（インドネシア） 茨城/ｶｼﾏｽﾀｼﾞｱﾑ 

【Ｍ4】3 月 30日(火) vs.ﾍﾟﾙｼﾌﾟﾗ・ｼﾞｬﾔﾌﾟﾗ（インドネシア） ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ/ｼﾞｬｶﾙﾀ 

【Ｍ5】4 月 14日(水) vs.長春亜泰（中国） 中国/長春 

【Ｍ6】4 月 14日(水) vs.全北現代（韓国） 茨城/ｶｼﾏｽﾀｼﾞｱﾑ 

 

グループＧ： ガンバ大阪（日本） 

【Ｍ1】2 月 24日(水) vs.水原三星（韓国） 韓国/水原 

【Ｍ2】3 月 10日(水) vs.河南建業（中国） 大阪/万博競技場 

【Ｍ3】3 月 23日(火) vs. シンガポール軍（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ/ｼﾞｬﾗﾝ･ﾍﾞｻｰﾙ 

【Ｍ4】3 月 31日(水) vs. シンガポール軍（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 大阪/万博競技場 

【Ｍ5】4 月 13日(火) vs. 水原三星（韓国） 大阪/万博競技場 

【Ｍ6】4 月 27日(火) vs. 河南建業（中国） 中国/鄭州 

 

グループＨ：サンフレッチェ広島（日本） 

【Ｍ1】2 月 24日(水) vs.山東魯能（中国） 広島/ﾋﾞｯｸﾞｱｰﾁ 

【Ｍ2】3 月 10日(水) vs.浦項スティーラーズ（韓国） 韓国/浦項 

【Ｍ3】3 月 24日(水) vs.アデレード・ユナイテッド(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ 

【Ｍ4】3 月 30日(火) vs.アデレード・ユナイテッド(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 広島/ﾋﾞｯｸﾞｱｰﾁ 

【Ｍ5】4 月 13日(火) vs.山東魯能（中国） 中国/済南 

【Ｍ6】4 月 27日(火) vs.浦項スティーラーズ（韓国） 広島/ﾋﾞｯｸﾞｱｰﾁ 

 

ラウンド 16：5月 11日(火)、12日(水) 
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準々決勝：【第１戦】9月 15日(水) 

【第２戦】9月 22 日(水) 

 

準 決 勝：【第１戦】10月 5日(火)または 6日(水) 

【第２戦】10 月 20日(水) 

 

決  勝：11 月 13日(土) 東京/国立競技場 

 

(2) 第 18回 日・韓・中ジュニア交流競技会 中国/河南省鄭州市 

 8月 22日(日)～29日(日) 

 

(3) マンチェスター・ユナイテッド・プレミア・ワールド・ファイナルズ 未定 

（ＪＦＡプレミアカップ2010 優勝チーム） 

遠征期間 未定 

競技期間 未定 

 

(4) 2002ＦＩＦＡワールドカップ記念 第４回日韓ユース親善フェスティバル 日本 

大会期間 未定 

 

(5) スルガ銀行チャンピオンシップ 2010 ＴＯＫＹＯ 東京 

試  合 8月 4日(水) 

対  戦 ＦＣ東京（2009Ｊリーグヤマザキナビスコカップ優勝） 

対 

リガ・デ・キト(エクアドル)（Copa Sudamericana2009 優勝チーム） 
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Ⅲ 指導普及事業 

 

(1)ナショナルトレセンＵ－12［地域開催］ 

  北海道 10月15日(金)～18日(月)  未定 

  東北 未定                                        未定 

  関東 未定                                        未定 

  北信越 9月4日(土)～5日(日)  富山/富山南総合運動公園 

   10月8日(金)～11日(月)  新潟/ｱﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ 

  東海 10月8日(金)～11日(月)  未定 

  関西 12月  未定 

  中国 12月  未定 

  四国 12月  未定 

  九州 10月9日(土)～11日(月)  大分/湯布院 

   12月26日(日)～29日(水)  熊本/大津町運動公園 

 

(2)ナショナルトレセンＵ－14［３地域開催/同時開催］ 

   前期 5月19日(水)～23日(日) 東日本 福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

     中日本 大阪/堺トレセン 

     西日本 大分/大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 

   後期 11月19日(金)～23日(火) 東日本 福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

     中日本 大阪/堺トレセン 

     西日本 熊本/大津町運動公園 

 

(3)ナショナルトレーニングキャンプＵ－16［東西開催/同時開催] 

   前期 11月19日(金)～23日(火) 東日本 福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

     西日本 大阪/堺トレセン 

   後期 3月19日(土)～23日(水) 東日本 福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

     西日本 大阪/堺トレセン 

 

(4)地域トレーニングキャンプ 

    未定  9地域 

   [Ｕ－17地域対抗戦2010] 

    12月11日(土)～13日(月)  静岡/時之栖 

    

(5)ナショナルトレセン女子Ｕ－15 

    11月26日(金)～29日(月)  福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(6)ナショナルトレセンコーチ研修会 

   前期 4月12日(月)～15日(木)  静岡/時之栖 

■  後期 9月13日(月)～15日(水)  静岡/時之栖 

 

(7)都道府県トレセンスタッフ研修会 

    通年  9地域 

 

(8)47ＦＡユースダイレクター研修会 

 前期 ７月16日(金)～18日(日)  未定 

   後期 12月17日(金)～19日(日)  未定 

 

(9)地域トレセン支援 

    4月～平成23年3月  9地域、47都道府県 

 

(10)地域トレセン(トレーニングセンター) 

    4月～平成23年3月   9地域 
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(11)都道府県トレセン(トレーニングセンター) 

    4月～平成23年3月    47都道府県 

 

(12)モデル地区トレセン 通年 各地区 

 

(13)ナショナルＧＫキャンプ 

    10月15日(金)～17日(日)    大阪/堺トレセン 

 

(14)スーパー尐女プロジェクト 

   ［セレクションキャンプ］ 

    5月7日(金)～9日(日)    福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   ［トレーニングキャンプ］ 

    11月12日(金)～14日(日)    福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

    平成23年1月21日(金)～23日(日)    大阪/堺トレセン 

    平成23年2月11日(金)～13日(日)    静岡/時之栖 

    平成23年3月4日(金)～6日(日)   静岡/Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 

(15)ＪＦＡエリートプログラム 

   Ｕ－14トレーニングキャンプ   

    未定     未定 

   Ｕ－14韓国遠征(ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    未定     韓国 

   Ｕ－13トレーニングキャンプ(ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    未定     福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   Ｕ－13トレーニングキャンプ   

未定    未定 

 

(16)ＪＦＡエリートプログラム［女子］ 

   Ｕ－14 トレーニングキャンプ(ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    5月8日(土)～12日(水)    福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

Ｕ－13日本女子選抜：AFC Ｕ－13 Girls Festival of Football   ﾍﾞﾄﾅﾑ/ﾎｰﾁﾐﾝ 

遠征期間 6月26日(土)～7月4日(日)   

競技期間 6月29日(火)～7月3日(土) 

   Ｕ－14 トレーニングキャンプ 

    7月22日(木)～25日(日)     大阪/堺トレセン 

   Ｕ－13 トレーニングキャンプ 

    8月18日(水)～21日(土)     大阪/堺トレセン 

   Ｕ－14 韓国遠征(ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    10月15日(金)～20日(水)     韓国/坡州 

   Ｕ－13 トレーニングキャンプ 

    平成23年3月26日(土)～29日(火)     福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

■(17)ＥＡＦＦ Ｕ－14 ユースフェスティバル 

    未定     未定 

 

(18)Ｕ－14日本選抜：AFC Ｕ－14 Festival of Football 

   遠征期間 4月21日(水)～28日(水)     中国/北京 

   遠征期間 4月23日(金)～27日(火) 

 

(19)ＪＦＡアカデミー福島 

    4月～平成23年3月  福島/双葉郡 
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(20)ＪＦＡアカデミー熊本宇城 

    4月～平成23年3月  熊本/宇城市 

 

(21)ＪＦＡアカデミー福島 平成23年度入学者選抜試験 

    8月～11月  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ他 

 

(22)ＪＦＡアカデミー熊本宇城 平成23年度入学者選抜試験 

    8月～11月  熊本他 

 

(23)特別指定選手制度 

 

(24)女子：特別指定選手制度 

 

(25)全国技術委員長会議 

    平成23年2月19日(土)～20日(日) ＪＦＡ 

 

(26)公認Ｓ級コーチ養成コース 

   短期講習会 ①8月21日(土)～ 26日(木)  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   集中講習会 ①8月30日(月)～ 9月2日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ②9月6日(月)～  9日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ③9月13日(月)～ 16日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ④9月21日(火)～ 22日(水)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ⑤9月27日(月)～ 30日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   短期講習会 ②10月4日(月)～ 7日(木)  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   集中講習会 ⑥10月12日(火)～14日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ⑦10月18日(月)～21日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ⑧10月25日(月)～28日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ⑨11月4日(木)～ 5日(金)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ⑩11月8日(月)～ 11日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   集中講習会 ⑪11月15日(月)～18日(木)  三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

   最終試験 11月22日(月)  ～25日(木)  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 12月1日(水)～平成23年3月31日(木) 海外ｸﾗﾌﾞ2週間･Jｸﾗﾌﾞ1週間 

 

(27)公認Ａ級コーチジェネラル養成講習会 

   コース数 未定  未定 

 

(28)公認Ａ級コーチＵ12養成講習会 

   第1コース 前期・後期 未定  未定 

   第2コース 前期・後期 未定  未定 

 

(29)公認Ｂ級コーチ養成コース(専門15コース：５泊６日×２、共通３コース：５泊６日×１) 

   (専門科目) 

   第1コース 前期・後期 未定  未定 

   第2コース 前期・後期 未定  未定 

   第3コース 前期・後期 未定  未定 

   第4コース 前期・後期 未定  未定 

   第5コース 前期・後期 未定  未定 

   第6コース 前期・後期 未定  未定 

   第7コース 前期 7月5日(月)～7月10日(土) 兵庫/淡路島 

後期 11月29日(月)～12月4日(土) 大阪/堺トレセン 

   第8コース 前期  7月12日(月)～17日(土)  広島/千代田 

    後期  12月5日(日)～10日(金)  広島/広島ｽﾀｼﾞｱﾑ 

   第9コース 前期・後期 未定  未定9 
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   第10コース 前期・後期 未定  未定 

   第11コース 前期・後期 未定  未定 

   第12コース 前期 12月20日(月)～25日(土) 未定 

    後期 平成23年１月12日(水)～17日(月) 未定 

   第13コース 前期・後期 未定  東京/FC東京 

   第14コース 前期・後期 未定  新潟/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ 

   第15コース 前期・後期 未定  未定 

   (共通科目) 

   Ｅﾗｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ 7月～11月/各自ＰＣで受講 

    12月/実技試験(１泊２日) 

   集合講習ｺｰｽ 未定 

 

(30)公認Ｃ級コーチ養成講習会 

    4月～平成23年3月  47都道府県、Ｊリーグ 

 

(31)公認Ｄ級コーチ養成講習会 

    4月～平成23年3月  47都道府県 

 

(32)公認ゴールキーパーＡ級コーチ養成講習会 

    未定  未定 

 

(33)公認ゴールキーパーＢ級コーチ養成講習会 

    平成23年1月12日(水)～16日(日)  静岡/Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 

(34)公認ゴールキーパーＣ級コーチ養成講習会 

   第1コース 7月9日(金)～  11日(日)  北信越 

   第2コース 7月24日(土)～26日(月)  東海 

   第3コース 9月18日(土)～ 20日(月)  北海道 

   第4コース 10月2日(土)～ 4日(月)  未定 

   第5コース 平成23年1月14日(金)～16日(日)   四国 

   第6コース 平成23年1月28日(金)～30日(日)  九州 

 

(35)公認キッズリーダー養成講習会 

    4月～平成23年3月  47都道府県 

 

(36)公認フットサルＣ級コーチ養成講習会 

   第1コース 未定  未定 

   第2コース 未定  未定 

   第3コース 未定  未定 

   第4コース 未定  未定 

   第5コース 未定  未定 

   第6コース 未定  未定 

   第7コース 未定  未定 

   第8コース 未定  未定 

   第9コース 未定  未定 

 

(37)公認Ｓ級コーチリフレッシュ研修会 

   第1コース 12月または平成23年１月  未定 

   第2コース 12月または平成23年１月  未定 

   第3コース 12月または平成23年１月  未定 

 

(38)公認Ａ・Ｂ級コーチリフレッシュ研修会 

    4月～平成23年3月  9地域 
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(39)公認ゴールキーパーコーチリフレッシュ研修会 

    11月27日(土)～28日(日) 関東 未定 

    11月27日(土)～28日(日) 関西 未定 

 

(40)公認指導者海外研修会 

   コパ・チーバス 未定 メキシコ 

   ヨーロッパ  未定    未定 

  

(41)公認Ａ級インストラクター研修会 

   前期 5月11日(火)～13日(木)  未定 

   後期 10月18日(月)  未定 

 

(42)公認Ｂ級インストラクター研修会 

   前期 5月8日(土)～9日(日)  静岡/時之栖 

   後期 8月9日(月)～10日(火)  未定 

 

(43)公認 47ＦＡチーフインストラクター研修会 

   第1コース 前期 5月28日(金)～30日(日)  福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

    後期 10月15日(金)～17日(日)  福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   第2コース 前期 6月4日(金)～6日(日)  福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

    後期 10月22日(金)～24日(日)  福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(44)公認 47ＦＡインストラクター養成研修会 

    平成23年1月～3月  9地域 

 

(45)公認キッズリーダーインストラクター研修会 

   第1コース 5月14日(金)～16日(日)  静岡/Jｽﾃｯﾌﾟ 

   第2コース 6月4日(金)～6日(日)  静岡/Jｽﾃｯﾌﾟ 

 

■(46)公認キッズリーダーチーフインストラクター研修会 

    6月26日(土)～27日(日)  静岡/Jｽﾃｯﾌﾟ 

 

■(47)公認キッズエリートコーチ研修会 

    未定  未定 

 

(48)2010 年度ＪＦＡインターナショナル コーチングコース（ＡＦＣ加盟協会向け） 

 未定   福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(49)公認指導者国内研修会 

   全日本尐年大会 8月 東京 

   全日本女子ユース(Ｕ-15)選手権大会 8月 福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   仙台カップ  9月 宮城/仙台 

   高円宮杯全日本ユース(Ｕ-18) 10月 埼玉 

   高円宮杯全日本ユース(Ｕ-15) 12月 東京 

   ナショナルトレセンＵ-12･14･16･女子Ｕ-15 随時 未定 

   ＳＢＳカップ  8月 静岡 

   新潟国際ユースサッカー 7月 新潟 

   フィジカルリフレッシュ 未定 東京 

   アカデミーリフレッシュ【福島】 11月 福島 

   アカデミーリフレッシュ【宇城】 未定 熊本 
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(50)公認Ａ級コーチＵ12リフレッシュ研修 

   未定  福島/Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(51)Ｅラーニング（リフレッシュコース） 

   4月～平成23年3月  ｳｪﾌﾞ上にて随時開催 

 

■(52)第7回フットボールカンファレンス 

   平成23年1月8日(土)～10日(月)  大分/別府(B-CON Plaza) 

 

■(53)育成年代コーチ養成プロジェクト 

   国内研修 未定  未定 

   海外研修 未定  未定 

   指導者派遣 未定  未定 

   指導者招聘 未定  未定 

   ＦＩＦＡグラスルーツセミナー ４月又は５月 未定 

 

(54)第47回・第48回サッカードクターセミナー 

   第47回 未定  東京 

   第48回 未定  未定 

 

(55)平成22年度全国医学委員長会議 

   未定 未定 

 

(56)ＪＦＡチャレンジゲーム  

   めざせクラッキ！ 通年  

   めざせファンタジスタ！ 通年 各検定団体 

 

(57)日本代表メディカルチェック 

    未定  未定 

 

(58)アスレティックトレーナー研修会 

    未定  未定 

 

(59)フィジカルフィットネスプロジェクト  未定 

   Ｊクラブフィジカル・コンディショニング担当コーチ研修会議 

 

(60)ＪＦＡメディカルセンター 

   通年 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(61)１級審判員研修会／１級審判員強化研修会 

①１級審判員研修会 

 第 1回 7 月 3日(土)～4日(日)／7月 10 日(土)～11日(日)ＪＦＡ 

  ※2グループに分けて実施 

 第 2回 平成 23 年 1月 28日(金)～30日(日) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

②1 級審判員強化研修会 

8月       (ＳＢＳカップ国際ユースサッカー) 静岡 

 11月 19日(金)～21日(日)、12 月 3日(金)～5日(日) 

(第 34 回全国地域リーグ決勝大会) 茨城 他  

 

③ＪＦＬ担当審判員研修会 

5月 3 日(月)～5日(水) 神奈川/横浜市 

7月 3 日(土)、10日(土) ※2グループに分けて実施 ＪＦＡ 
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9月 21 日(火) 神奈川/横浜市 

11 月 3 日(水・祝) 神奈川/横浜市 

平成 23年 3月 神奈川/横浜市 

 

④新１級審判員研修会 

8月                      島根/出雲市 

 

⑤2010 年新１級審判員研修会 

12 月 25 日～29日 埼玉 

 

(62)１級審判員候補者研修会 

      7 月 25日(日)～28日(水) 大阪 

 

(63)女子１級審判員研修会/女子１級審判員強化研修会 

①女子１級審判員研修会 

 第 1回 7 月 10 日(土)～11日(日) ＪＦＡ 

 第 2回 平成 23 年 2月 神奈川/横浜市 

 

②女子１級審判員強化研修会 

７月 25 日(日)～31日(土)(第 19回全日本高等学校女子サッカー選手権大会) 静岡/磐田市 

■ 10月 29日(金)～11 月 3日(水･祝)（第 16回全国クラブチームサッカー選手権大会）新潟県 

      平成 23年 3月下旬（マリーゼフェスタ） 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(64)１級審判員認定審査 

 第 1次審査 （各地域社会人・大学リーグ）                         各地域 

4月～6月 

 第 2次審査 （各地域のミニ国体レベルの試合）            各地域 

第 3次審査 （各地域の社会人・大学リーグ)            各地域 

    9月下旬～11月中旬 

 

   １級認定審査員研修会 

      8 月、平成 22年 3月 ＪＦＡ 

 

(65)女子１級審判員認定審査 

   第 1次審査 (大阪サッカーリーグ（Ｕ－15）             大阪/大阪市 

     5月上旬 

 第 2次審査 (第 41回全国中学校サッカー大会)      山口/防府市 

8月 18日(水)～23 日(月) 

 第 3次審査 関東女子リーグ、関東大学女子リーグ 関東、関西 

         9月中旬～11月中旬 

 

(66)２級審判員指導育成講習会 

 8月 14 日(土)～23日(月)(第 25回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(Ｕ-15)大会) 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(67)２級審判員(女子)指導育成講習会 

 8月上旬（つくばフェスティバル） 茨城/つくば市 

■ 平成 23年 2月中旬（ガールズ 8） 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(68)Ｓ級・１級審判インストラクター研修会 

      第 1回   7月 17 日(土)～18日(日) ＪＦＡ 

 第 2回 平成 23 年 1月 21日(金)～23日(日)未定 
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(69)審判アセッサー研修会 

第 1回 4月 4日(日) ＪＦＡ 

第 2回 9月予定 ＪＦＡ 

 第 3回 11日 3 日（水・祝） ＪＦＡ 

 

(70)Ｓ級審判インストラクター研修会 

      8月 未定 

 

(71)１級審判インストラクター認定講習会  

第 1次審査 （書類審査） 

第 2次審査  8月  関東、関西 

第 3次審査  11 月  各地域 

 

 (72) Ｓ級／１級審判インストラクター認定講習会  東京他 

平成 23 年 1月（第 89 回全国高等学校サッカー選手権大会 

・第 59 回全日本大学サッカー選手権大会） 

 

(73)フットサル１級審判員研修会/フットサル１級審判員強化研修会 

   ①フットサル１級審判員研修会  東京 

平成 23 年 2月 25 日（金）～27日（日） 

 

   ②フットサル１級審判員強化研修会 

 平成 23 年 3月 4日(金)～6日(日)(第 16回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会)  未定 

 

③フットサル国際審判員強化研修会 

      7 月 22日（木）～25 日（日） 

(Ｆリーグオーシャンアリーナカップ) 愛知/名古屋市 

 

(74)フットサル１級審判員認定審査 

第 1次審査 7月（関東フットサルリーグおよび関西フットサルリーグ）  関東、関西 

第 2次審査 10月 9日(土)～11日(月・祝)（第 26回全国選抜ﾌｯﾄｻﾙ大会）  静岡/袋井市 

第 3次審査 平成 23年 3月 18日(金)～20日(日)  兵庫/神戸市 

(第 11回 FUTSAL 地域チャンピオンズリーグ) 

 

(75)フットサル２級審判員研修会 

      平成 23年 1月 8日(土)～10日(月・祝)   未定 

(第 16 回全日本ユース(Ｕ-15)フットサル大会) 

 

(76)フットサル１級審判インストラクター更新講習会 

5 月初旬  兵庫/神戸市 

 

(77)フットサル１級審判インストラクター認定講習会 

5 月初旬  兵庫/神戸市 

 

(78)フットサル１級審判インストラクター認定審査 

第 1次審査 (書類審査) 

第 2次審査 8月～9月  関東、関西 

第 3次審査 11月～12月  各地域 

 

(79)フットサル２級審判インストラクター更新講習会 

各地域協会が指定  各地域 

 

(80)フットサル２級審判インストラクター認定講習会 
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第 1回 未定 各地域 

第 2回 未定 各地域 

 

(81)ビーチサッカー審判員研修会 

 10月中旬～下旬 （全国ビーチサッカー大会 2010） 沖縄 

 

(82)全国審判委員長会議 

 6 月 26 日(土)～27 日(日) ＪＦＡ 

 

(83)2011 年国際審判員候補者メディカルチェック   

 8 月中旬～9月上旬  神奈川/横浜市 

 

(84)審判関係海外研修 

 ①海外ＦＡとの審判交流 未定 

  未定 

  

②ＡＦＣ主催国際エリート審判員研修会 マレーシア 

平成 23 年 2月 

  

③ＡＦＣ主催審判エリートインストラクター・アセッサー研修会 マレーシア 

  平成 23 年 2月 

 

(85)トップレフェリー育成プロジェクト 

①プロフェッショナルレフェリー／トレーニングキャンプ 静岡/Ｊｽﾃｯﾌﾟ他 

 通年(7 泊 8日/１回、1泊 2日/16 回、日帰り/2 回) 

 

②ＪＦＡレフェリーカレッジ 2010   

 定期講習 (通年、各学年 2週毎 1泊 2日または 2泊 3日で開催) ＪＦＡ他 

 集中講習 7 月 (2 年生のみ：総理大臣杯) 大阪 

  7 月 (1 年生のみ：高校総体) 沖縄 

  8 月 (2 年生のみ) 石川 

  9 月 (1 年生のみ) 静岡 

  12 月 (1年生のみ) 茨城 

 

③ＪＦＡレフェリーカレッジ 2011 

 定期講習（通年、各学年 2 週毎 1泊 2日または 2泊 3日で開催) ＪＦＡ他 

 集中講習 平成 23 年 3月 (1年生のみ) 福岡 

  平成 23 年 3月 (2年生のみ) 愛知 

  

(86)審判トレーニングセンター 

      中央審判トレーニングセンター   8月、11 月、平成 23年 3月 J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ他 

      地域審判トレーニングセンター   4月～7月、9月～12月 各地域 

      都道府県審判トレーニングセンター 通年 各都道府県 

 

(87)ＪＦＡインターナショナル レフェリーインストラクターコース 2010（ＡＦＣ加盟協会向け） 

      6 月 6日(火)～12 日(月) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

 (88)ＪＦＡキッズ(Ｕ-６/Ｕ-８/Ｕ-10)サッカーフェスティバル 2010 

 4 月～平成 23年 3 月 47都道府県 

 

(89)ＪＦＡキッズ(Ｕ-６)サッカーフェスティバル 2010 ユニクロサッカーキッズ！ 会場数未定 

      4 月～平成 23年 3月 

 



- 21 - 

(90)ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル 2010 

 4 月～平成 23年 3 月 47都道府県 

 

(91)ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル 2010 with ＫＩＲＩＮ 

 4 月～平成 23年 3 月 47都道府県 

 

(92)ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル 2010 with ＫＩＲＩＮスペシャルステージ 

4 月～平成 23年 3 月 12会場 

 

(93)ポカリスエットＵ-12サッカーリーグ 

4 月～平成 23年 3 月 47都道府県 

 

(94)フットボールデー 

4 月～平成 23年 3 月 47都道府県 

 

(95)「リスペクト」プログラム 

4 月～平成 23年 3 月 47都道府県他 

 

(96)全国専務理事会議 

12月 12 日(日) ＪＦＡ 

 

(97)アジア貢献事業 

「ＪＦＡインターナショナル コーチングコース（ＡＦＣ加盟協会向け）」と「ＪＦＡインター

ナショナル レフェリーインストラクターコース 2010（ＡＦＣ加盟協会向け）」に加え、以下の

事業を含んだアジア支援事業を実施 

① 公認指導者・審判インストラクターのＡＦＣ加盟国への派遣 

ＪＦＡが指導者を直接派遣、又は、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）と連携して派

遣 

② アジアユース育成資金援助プログラム 

ＡＦＣ加盟協会で、継続的かつ計画的にユース年代の育成を行っている事業に、資金的な

援助を実施 

③ 海外の代表チーム／選手の日本でのキャンプ受け入れ 

日本の素晴らしい施設・環境でトレーニングを行うため、日本での移動費や滞在費の一部

を負担し、強化に貢献 

④ 海外視察団の受け入れ 

ＪＦＡやＪリーグの活動や運営状況などを紹介し、発展に貢献 

⑤ アジアの子どもたちにサッカーボールを届けるプロジェクト 

社団法人日本ユネスコ協会連盟と「ユネスコ寺子屋運動くるりんぱプロジェクト」を推進

する電通グループと共同で、「Everyone Plays, Everyone Learns」をスローガンに2005

年よりアジアの国々にボールを贈呈 

 

 

 

 



- 22 - 

Ⅳ 社会貢献事業 

 

１.ＪＦＡこころのプロジェクト 

① 全国各地で「夢の教室」を展開 

本年度はクラブの自主運営開催 400 回を含む合計 950 回を実施する。 

② 担任ユメセン（仮称）の実施 

スポーツ選手を中心として実施している「夢の教室」を更に拡大するものとして、担任の

先生が自ら主導する「夢の教室」を実験的に実施、検証し、次年度以降の本格的展開を目

指す。 

③ 「夢の教室」中学生版の実施 

小学校 5、6年生を対象とした現行の「夢の教室」を、中学生まで拡大して実施する。 

 

２．環境プロジェクト 

① 地球温暖化防止国民運動「チャレンジ25キャンペーン」への参加 

② スタジアムでの環境活動（クリーンサポーター活動、リサイクル活動） 

 

３．国連グローバル・コンパクト 

国内分科会活動等、諸活動への参加 
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Ⅴ プレジデンツ・ミッション 
 

Ｍ 1：「ＪＦＡメンバーシップ制度」の推進 

 都道府県協会との連携および業務推進体制の構築 

 サッカーファミリーの調査･検証 

 グラスルーツ活動の推進 

 

Ｍ 2：「ＪＦＡグリーンプロジェクト」の推進 

 ポット苗方式芝生化モデル事業の実施 

 天然芝の普及に向けた諸施策（人材育成／情報発信等）の実施 

 都道府県フットボールセンター整備推進事業の実施 

 

Ｍ 3：「ＪＦＡキッズプログラム」の推進 

 ｢ＪＦＡキッズプログラム｣の全ての市区郡町村内での全域展開の推進 

 世代間・地域間連携の促進 

 自主採算運営を基盤とした事業運営への移行促進 

 ｢支援制度｣の推進 

 ｢対象ＦＡ｣ 9地域ジョイントミーティング、全体ジョイントミーティングの実施 

 

Ｍ 4：中学生年代の環境充実 

 プレー機会の提供と整備 

 小学生年代・高校生年代との連携推進 

 ｢支援制度｣の推進 

 ｢対象ＦＡ｣ジョイントミーティングの実施 

 

Ｍ 5：エリート養成システムの確立 

 キッズ年代（Ｕ-6～Ｕ-10）のエリート教育の確立 

 キッズ年代から小学生年代・中学生年代にかけて一貫したエリート養成システムの確立 

 キッズエリートガイドラインの展開 

 ｢支援制度｣の推進 

 ｢対象ＦＡ｣ジョイントミーティングの実施 

 

Ｍ 6：女子サッカーの活動推進 

 キッズ・4 種・3種・フットサルなど各種別と女子との連携強化 

 競技人口の拡大／チーム創出に向けた諸施策のサポート 

 競技会の整備・充実 

 ｢支援制度」の推進 

 ｢対象ＦＡ｣ジョイントミーティングの実施 

 

Ｍ 7：フットサルの普及推進 

 フットサル施設（体育館と民間施設）との関係整理 

 ファミリーフットサルの定例開催 

 フットサルへの体育館開放における啓発活動 

 ｢支援制度｣の推進 



- 24 - 

 ｢対象ＦＡ｣ジョイントミーティングの実施 

 

Ｍ 8：リーグ戦の推進と競技会の整備・充実 

 中学生年代･高校生年代地域／都道府県リーグ戦の推進・整備 

 生活圏内におけるＵ-10／Ｕ-11／Ｕ-12リーグ戦の推進 

 

Ｍ 9：地域／都道府県協会の活動推進 

 ＪＦＡ／地域／都道府県協会 組織体制の考察 

 都道府県協会の体制強化に向けた諸施策の考察・提示 

 地区／市区郡町村協会との連携推進 

 

Ｍ10：中長期展望に立った方針策定と提言 

 ｢ＪＦＡ2005年宣言｣の浸透に向けた諸施策の実施 

 ｢業務プラン 2010｣に基づく業務推進 

 

Ｍ11：スポーツマネジメントの強化 

 ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）本講座の実施 

 ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）サテライト講座の実施 

 ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）入門コース（仮称）の実施 

 ＳＭＣリフレッシュ講座等の修了生向け事業の実施 

 

 



- 25 - 

Ⅵ 日本サッカーミュージアム事業  
 

１． 日本サッカーミュージアムの運営 

 


