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Ⅰ 日本代表関連事業 

 

１ 日本代表 

 

(1) キリンカップサッカー2009 

５月 27 日(水) 対 チリ代表 大阪/長居ｽﾀｼﾞｱﾑ 

５月 31 日(日) 対 ベルギー代表 東京/国立競技場 

（※５月 29 日(金) チリ代表 対 ベルギー代表 千葉/ﾌｸﾀﾞ電子ｱﾘｰﾅ） 

 

(2) 2010ＦＩＦＡワールドカップ アジア 終予選 

６月６日(土)  対 ウズベキスタン代表 ウズベキスタン 

６月 10 日(水) 対 カタール代表 神奈川/横浜国際総合競技場 

６月 17 日(水) 対 オーストラリア代表 オーストラリア 

 

(3) 国際親善試合 

未定 未定（国内） 

 

(4) 国際親善試合 

平成 22 年 1 月 未定（国内） 

 

(5) ＡＦＣアジアカップ 2011 予選 

11 月 14 日(土) 対 香港代表 未定（国内） 

11 月 18 日(水) 対 香港代表 香港 

平成 22 年 

１月下旬   対 イエメン代表 イエメン 

３月３日(水)  対 バーレーン代表 未定（国内） 

 

(6) 東アジアサッカー選手権 2010 決勝大会 

平成 22 年２月 東京 

 

(7) トレーニングキャンプ 

     未定 未定（国内） 

 

(8) 海外遠征 

     未定 ヨーロッパ 

 

 

２ Ｕ-20（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

５月、７月 未定 

 

(2) 海外遠征 

８月中旬～下旬          未定 

 

(3) 第５回東アジア競技大会 

12 月２日(水)～12 日(土)          香港 

 

(4) カタール国際ユース大会 



- 2 - 

平成 22 年１月          カタール 

 

 

３ Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2011）日本代表 

 

(1) 海外遠征 

４月３日(金)～14 日(火)          ＵＡＥ 

 

(2) トレーニングキャンプ 

５月、６月、７月     未定 

 

(3) 第 33 回ＳＢＳカップ国際ユースサッカー2009 

キャンプ ８月 17 日(月)～21 日(金)          静岡 

競技期間 ８月 22 日(土)～25 日(火)          静岡 

 

(4) 第 7 回仙台カップ国際ユースサッカー大会 2009 

キャンプ ９月５日(土)～８日(火)          宮城/仙台 

競技期間 ９月９日(水)～13 日(日)          宮城/仙台 

 

(5) ＡＦＣ Ｕ-19 選手権 2010 予選 

キャンプ   10 月下旬  未定 

遠征期間 10 月下旬～11 月 16 日(月)          未定 

競技期間 11 月１日(日)～15 日(日)          未定 

 

 

４ Ｕ-17（Ｕ-17 ワールドカップ ナイジェリア 2009）日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

４月 20 日(月)～26 日(日)                      静岡/J ｽﾃｯﾌﾟ 

５月 11 日(月)～17 日(日)     未定 

 

(2) 海外遠征 

６月上旬～中旬          アフリカ他 

８月上旬～中旬          スペイン 

 

(3) 第 13 回国際ユースサッカーＩＮ新潟 

キャンプ   ７月 14 日(火)～17 日(金) 新潟 

競技期間   ７月 18 日(土)～20 日(月・祝) 新潟 

 

(4) ＦＩＦＡ Ｕ-17 ワールドカップ ナイジェリア 2009 

キャンプ   10 月 12 日(月・祝)～10 月中旬  未定 

遠征期間 10 月中旬～11 月 17 日(火)          ナイジェリア 

競技期間 10 月 24 日(土)～11 月 15 日(日)          ナイジェリア 

 

 

５ Ｕ-16（Ｕ-20 ワールドカップ 2013）日本代表 

 

(1)海外遠征 

遠征期間 未定          未定 
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(2) 第 10 回豊田国際ユースサッカー大会 

キャンプ ８月３日(月)～５日(水)          愛知/豊田市 

競技期間 ８月６日(木)～９日(日)          愛知/豊田市 

 

(3) 海外遠征（コパ・チーバス） 

１月下旬～２月上旬          メキシコ 

 

(4) 第 8 回サニックスカップ国際ユースサッカー2011 

平成 22 年３月          福岡/宗像市 

 

 

６ Ｕ-15（Ｕ-17 ワールドカップ 2011）日本代表 

 

(1) 海外遠征 

４月上旬～中旬、８月、平成 22 年 1 月          未定 

 

(2) トレーニングキャンプ 

５月、６月、７月     未定 

 

(3) ＡＦＣ Ｕ-16 選手権 2010 予選 

キャンプ   ９月 23 日(水・祝)～９月下旬  未定 

遠征期間 ９月下旬～10 月 20 日(火)          未定 

競技期間 10 月３日(土)～18 日(日)          未定 

 

 

７ なでしこジャパン(日本女子代表) 

 

(1) トレーニングキャンプ 

７月     未定 

 

(2) 海外遠征 

  ５月、７月、平成 22 年１月 未定 

 

(3) 国際親善試合 

     未定  未定（国内） 

 

(4) 東アジア女子サッカー選手権 2010 決勝大会 

平成 22 年２月                    東京 

 

 

８ Ｕ-19（Ｕ-20 女子ワールドカップ ドイツ 2010）日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

５月、６月、７月                    未定 

 

(2) ＡＦＣ Ｕ-19 女子選手権 2009 決勝大会 

遠征期間 ７月下旬～８月 13 日(木)          未定 

競技期間 ８月１日(土)～12 日(水)          未定 
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９ 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) トレーニングキャンプ 

４月、６月      未定 

 

(2) 海外遠征 

  ８月 未定 

 

(3) ＡＦＣ Ｕ-16 女子選手権 2009 決勝大会 

遠征期間 10 月 28 日(水)～11 月 15 日(日)          未定 

競技期間 11 月 20 日(木)～12 月７日(日)          未定 

 

 

10 フットサル日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

４月、６月、10 月、12 月、平成 21 年１月      未定 

 

(2) 国際親善試合 

未定 未定 

 

(3) 海外遠征 

 ７月、平成 22 年３月 未定 

 

(4) 第３回アジアインドアゲームス 2009 

 11 月 ベトナム 

 

(5) ＥＡＦＦフットサル選手権 2009 

 11 月 中国 

 

 

11 ビーチサッカー日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

４月 沖縄 

 

(2) ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップ ドバイ 2009 アジア予選 

未定 未定 

 

(3) 海外遠征 

未定 未定 

 

(4) ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップ ドバイ 2009 

 キャンプ   11 月中旬 未定 

遠征期間   11 月中旬～24 日(火) ＵＡＥ  

競技期間   11 月 16 日(月)～22 日(日) ＵＡＥ 
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Ⅱ 競技会開催（派遣）事業 

 

１ 国内競技会（主催） 

 

(1) 第 89 回天皇杯全日本サッカー選手権大会 各都道府県 

９月 19 日(土)～平成 22 年１月１日(金・祝) 

 

(2) 2009Ｊリーグディビジョン１(Ｊ１) 各ホームタウン 

３月７日(土)～12 月５日(土) 

 

(3) 2009Ｊリーグディビジョン２(Ｊ２)  各ホームタウン 

３月７日(土)～12 月５日(土) 

 

(4) 2009Ｊ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 ３月 25 日(水)～６月 13 日(土) 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ７月 15 日(水)～11 月３日(火・祝) 

 

(5) ＦＵＪＩ ＸＥＲＯＸ ＳＵＰＥＲ ＣＵＰ 2010 東京/国立競技場 

平成 22 年３月予定 

 

(6) 第 11 回日本フットボールリーグ 各本拠地 

 前期 ３月 15 日(日)～  ６月 28 日(日) 

後期 ７月４日(土)～11 月 29 日(日) 

 

(7) 2009Ｊサテライトリーグ 各ホームタウン 

３月～10 月(予定) 

 

(8) 第 45 回全国社会人サッカー選手権大会 千葉/市原市 

開会式 10 月 16 日(金) 

競技期間 10 月 17 日(土)～21 日(水) 

 

(9) 第 33 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(土)～23 日(月・祝) 福島/いわき市他 

決勝ﾗｳﾝﾄﾞ 12 月４日(金)～６日(日) 長野/松本市 

 

(10)第 58 回全日本大学サッカー選手権大会 東京他 

12 月予定 

 

(11)第 33 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 1日（土）～７日（金） 

    

(12)第 24 回デンソーカップチャレンジサッカー 未定 

平成 22 年３月予定 

 

(13)デンソーカップ日韓戦           東京/国立競技場 

平成 22 年３月予定 

 

(14)高円宮杯第 20 回全日本ユース(Ｕ-18)サッカー選手権大会 首都圏他 

９月６日(日)～10 月 12 日(月・祝) 
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(15)adidas CUP 2009 第 33 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 24 日(金)～8月 2日(日)             神奈川/三ツ沢(準決・決勝) 

 

(16)第 88 回全国高等学校サッカー選手権大会 

開催場所  ①都道府県大会  8 月中旬～11 月  各都道府県 

②本大会開会式  12 月下旬予定 

競技期間  12 月下旬～平成 22 年 1 月 

 

(17)高円宮杯第 21 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(土)～29 日(火) 

 

(18)adidas CUP 2009 第 24 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 15 日(土)～23 日(日) 

 

(19)メニコンカップ 2009 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 13 日(日) 

 

(20)全国中学校体育大会／第 40 回全国中学校サッカー大会 長崎/雲仙市 

開会式 ８月 19 日(水) 

競技期間 ８月 20 日(木)～24 日(月) 

 

(21)ＪＦＡプレミアカップ 2009 supported by NIKE 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

監督会議 ５月２日（土） 

競技期間   ５月３日(日・祝)～５日(火・祝) 

 

(22)第 33 回全日本少年サッカー大会 

都道府県大会 ３月末～６月                    各都道府県 

開会式 ８月１日(土)                     福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

競技期間 ８月２日(日)～８日(土) 東京/西が丘(準決・決勝) 

 

(23)第 64 回国民体育大会(サッカー競技) 新潟/新潟市他 

成年男子 ９月 27 日(日)～30 日(水) 

少年男子 ９月 27 日(日)～10 月１日(木) 

女  子 ９月 28 日(月)～10 月１日(木) 

 

(24)第 16 回全国クラブチームサッカー選手権大会 

①都道府県大会 ４月～９月 各都道府県 

②地域大会   ９月～10 月 各地域 

③決勝大会 大分/大分市・別府市 

監督会議  10 月 30 日(金) 

競技期間  10 月 31 日(土)～11 月４日(水) 

 

(25)第 19 回全国専門学校サッカー選手権大会 北海道/札幌市 

開会式 10 月 13 日(火) 

競技期間 10 月 14 日(水)～18 日(日) 

 

(26)第 42 回全国高等専門学校サッカー選手権大会 熊本/八代市 

開会式 ８月 21 日(金) 
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競技期間 ８月 22 日(土)～25 日(火) 

 

(27)平成 21 年度 全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)  奈良/橿原市 

総合開会式    7 月 28 日（火） 

競技期間    8 月１日（土）～8月 8日（土） 

 

(28)Ｊユースカップ 2009 第 17 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 

 

(29)第９回全国シニア(60 歳以上)サッカー大会 広島/広島市 

５月 30 日(土)～31 日(日) 

 

(30)第８回全国シニア(50 歳以上)サッカー大会 岩手/遠野市･花巻市 

６月 26 日(金)～28 日(日) 

 

(31)日本スポーツマスターズ 2009(サッカー競技) 静岡/藤枝市 

開会式 ９月 18 日(金) 

競技期間 ９月 19 日(土)～22 日(火・祝) 

 

(32)第 22 回全国スポーツ・レクリエーション祭 壮年サッカー 宮崎/西都市 

 10 月 17 日(土)～20 日(火) 

 

(33)ＰＵＭＡ ＣＵＰ2010 第 15 回全日本フットサル選手権大会 

１次ﾗｳﾝﾄﾞ 平成 22 年 3 月 5 日(金)～ 7 日(日)          大阪、兵庫 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 平成 22 年 3 月 12 日(金)～14 日(日)          東京 

 

(34)Ｆリーグ 2009                              各本拠地 

８月 22 日(土)～平成 22 年２月 28 日(日)  

 

■(35) Ｆリーグ大洋薬品オーシャンアリーナカップ 2009 愛知/名古屋市 

８月６日(木)～９日(日) 

 

(36)第 6 回全日本大学フットサル大会 大阪 

８月 27 日(木)～29 日(土) 

 

(37)第 15 回全日本ユース(Ｕ-15)フットサル大会 福岡/北九州市 

平成 22 年１月 9日(土)～11 日(月・祝) 

 

(38)バーモントカップ第 19 回全日本少年フットサル大会 東京 

開会式 平成 22 年１月４日(月) 

競技期間 平成 22 年１月４日(月)～６日(水) 

 

(39)第 6 回全日本女子フットサル選手権大会            愛知 

11 月 27 日(金)～29 日(日) 

 

(40)第 31 回全日本女子サッカー選手権大会 各都道府県 

12 月６日(日)～平成 22 年１月１日(金・祝) 

 

(41)プレナスなでしこリーグ 2009 ディビジョン１ 各本拠地 



- 8 - 

４月 12 日(日)～11 月 1 日(日) 

 

(42)プレナスなでしこリーグ 2009 ディビジョン２ 各本拠地 

４月 12 日(日)～11 月１日(日) 

 

(43)なでしこリーグオールスター2009  未定 

８月 30 日(日) 

 

(44)なでしこリーグ 2009 １部２部入替戦 各本拠地 

11 月 15 日(日)、22 日(日) 

 

(45)第 18 回全日本大学女子サッカー選手権大会 兵庫/三木市、東京 

競技期間 未定 

 

(46)第 18 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･監督会議 ７月 25 日(土) 

競技期間 ７月 26 日(日)～８月１日(土) 

 

(47)ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第 13 回全日本女子ユース(Ｕ－18)サッカー選手権大会 

平成 22 年１月３日(日)～８日(金)  大分/大分市・別府市 

 

(48)第 14 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 

監督会議     ８月６日(木) 

競技期間 ８月７日(金)～11 日(火) 

 

(49)第 21 回全国レディースサッカー大会 静岡/J ｽﾃｯﾌﾟ 

11 月 21 日(土)～23 日(月・祝) 

 

(50)第 21 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(土)～23 日(月・祝)  静岡/清水総合運動場 

 

(51)全国ビーチサッカー大会 2009        沖縄 

10 月中旬～下旬 

 

(52)2009Ｊリーグ Ｕ－13 各地域 

４月～平成 22 年３月 

 

 

２ 国内競技会（後援） 

 

(1) 第 39 回全国自治体職員サッカー選手権大会 群馬/前橋市 

開会式 ７月 24 日(金) 

競技期間 ７月 25 日(土)～29 日(水) 

 

(2) 第 43 回全国自衛隊サッカー大会 東京 

開会式 ４月 19 日(日) 

競技期間 ４月 19 日(日)～29 日(水・祝) 

 

(3) 第 25 回全国選抜フットサル大会 石川/金沢市 

７月 17 日(金)～19 日(日) 
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(4) 第 10 回ＦＵＴＳＡＬ地域チャンピオンズリーグ 大阪/大阪市 

平成 22 年３月 20 日(土)～22 日(月・祝) 

 

(5) トリムカップ 2010 第２回全国女子選抜フットサル大会 高知/高知市 

平成 22 年３月 26 日(金)～28 日(日) 

 

(6) 第 22 回全国健康福祉祭サッカー交流大会(ねんりんピック北海道･札幌 2009) 北海道/札幌市 

監督会議 ９月５日(土) 

競技期間 ９月６日(日)～７日(月) 

 

(7) 第 19 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(木) 

競技期間 ８月７日(金)～11 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(月・祝) 

競技期間 ５月４日(月・祝)～５日(火・祝) 

 

(9) ＪＦＡ地域ガールズ･エイト(Ｕ－12)大会 各地域 

４月～平成 22 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 2009 

グループステージ： 

グループＥ：名古屋グランパス 

【Ｍ1】３月 10 日（火） vs.蔚山現代（韓国） 韓国/蔚山 

【Ｍ2】３月 17 日（火） vs.北京国安（中国） 愛知/瑞穂競技場 

【Ｍ3】４月 ７日（火） vs.ニューキャッスル・ジェッツ（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 愛知/瑞穂競技場 

【Ｍ4】４月 22 日（水） vs.ニューキャッスル・ジェッツ（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ﾆｭｰｷｬｯｽﾙ 

【Ｍ5】５月 ６日（水・祝）vs.蔚山現代（韓国） 愛知/瑞穂競技場 

【Ｍ6】５月 20 日（水） vs.北京国安（中国）                        中国/北京 

 

グループＦ：ガンバ大阪（日本） 

【Ｍ1】３月 10 日（火） vs.山東ルーネン（中国） 大阪/万博競技場 

【Ｍ2】３月 17 日（火） vs.FC ソウル（韓国） 韓国/ｿｳﾙ 

【Ｍ3】４月 ８日（水） vs.スリウィジャヤ（インドネシア） 大阪/万博競技場 

【Ｍ4】４月 21 日（火） vs.スリウィジャヤ（インドネシア） ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ/ﾊﾟﾚﾝﾊﾞﾝ 

【Ｍ5】５月 ６日（水・祝）vs.山東ルーネン（中国） 中国/済南 

【Ｍ6】５月 20 日（水） vs.FC ソウル（韓国） 大阪/万博競技場 

 

グループＧ：鹿島アントラーズ（日本） 

【Ｍ1】３月 11 日（水） vs.水原ブルーウイングス（韓国） 韓国/水原 

【Ｍ2】３月 18 日（水） vs.上海申花（中国） 茨城/ｶｼﾏｽﾀｼﾞｱﾑ 

【Ｍ3】４月 ７日（火） vs.プレーオフの勝者 

【Ｍ4】４月 22 日（水） vs.プレーオフの勝者 

【Ｍ5】５月 ５日（火・祝）vs.水原ブルーウイングス（韓国） 茨城/ｶｼﾏｽﾀｼﾞｱﾑ 

【Ｍ6】５月 19 日（火） vs.上海申花（中国） 中国/上海 
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グループＨ：川崎フロンターレ（日本） 

【Ｍ1】３月 11 日（水） vs.天津テーダ（中国） 神奈川/等々力競技場 

【Ｍ2】３月 18 日（水） vs.浦項スティーラーズ（韓国） 韓国/浦項 

【Ｍ3】４月 ８日（水） vs.セントラルコースト・マリナーズ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/ｺﾞｽﾌｫｰﾄﾞ 

【Ｍ4】４月 21 日（火） vs.セントラルコースト・マリナーズ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 神奈川/等々力競技場 

【Ｍ5】５月 ５日（火・祝）vs.天津テーダ（中国） 中国/天津 

【Ｍ6】５月 19 日（火） vs.浦項スティーラーズ（韓国） 神奈川/等々力競技場 

 

ラウンド 16： 

【西地区】５月 27 日（水） 

【東地区】６月 24 日（水） 

 

準々決勝： 

【第１戦】９月 23 日（水・祝）または 24 日（木） 

【第２戦】９月 30 日（水） 

 

準 決 勝： 

【第１戦】10 月 21 日（水） 

【第２戦】10 月 28 日（水） 

 

決  勝： 11 月７日（土） 東京/国立競技場 

 

(2) 第 25 回ユニバーシアード競技大会(2009/ベオグラード) 

（男子）      

キャンプ ６月下旬 未定 

 遠征期間 ６月下旬～７月 14 日(火)    セルビア 

競技期間 ７月１日(水)～12 日(日)          セルビア 

（女子） 

 キャンプ ６月 23 日(火)～26 日(金)             未定 

 遠征期間 ６月 27 日(土)～７月 14 日(火)    セルビア 

競技期間 ７月１日(水)～12 日(日)          セルビア 

 

 

(3) 第 17 回日・韓・中ジュニア交流競技会 韓国/木浦市 

 ８月下旬 

 

(4) 日本高校選抜欧州遠征 2009 

遠征期間  平成 22 年３月 27 日(土)～４月７日(水) ﾄﾞｲﾂ、ｽｲｽ 

競技期間  平成 22 年４月 １日(木)～５日(月) ｽｲｽ/ﾍﾞﾘﾝﾂｫｰﾅ 

 

(5) 高円宮杯第 20 回全日本ユース(Ｕ－18)サッカー選手権大会 優勝･準優勝チーム海外遠征 

①ダラスカップ（優勝チーム） 

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

競技期間  平成 22 年３月 28 日(日)～４月４日(日) 

②ＳＢＣカップ（準優勝チーム） 

遠征期間 平成 22 年３月 30 日(火)～４月７日(水） ﾄﾞｲﾂ/ﾗｵﾌﾟﾊｲﾑ 

競技期間  平成 22 年４月 ３日(土)～５日(月) 

 

(6) 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 ｲｷﾞﾘｽ/ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ 
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（ＪＦＡプレミアカップ2009 優勝チーム） 

    遠征期間  未定 

競技期間  未定 

 

(7) 2002ＦＩＦＡワールドカップ記念 第３回日韓ユース親善フェスティバル 韓国 

       大会期間  未定 

 

(8) スルガ銀行チャンピオンシップ 2009 OOITA 大分/大分市 

       試  合  ８月５日(水)                       

対  戦  大分トリニータ（2008Ｊリーグヤマザキナビスコカップ優勝） 

対 

ＳＣインテルナシオナル（Copa Sudamericana2008 優勝チーム） 

 

(9) パンパシフィックチャンピオンシップ ﾊﾜｲ/ﾎﾉﾙﾙ 

      大会期間  平成 22 年２月 

対  戦  ＭＬＳカップ優勝チーム 

対 

2009Ｊリーグヤマザキナビスコカップ優勝チーム 
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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 23 日(金)～26 日(月) 未定 

東 北 10 月９日(金)～12 日(月) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

関 東 12 月 未定 

北信越 10 月９日(金)～12 日(月) 未定 

東 海 10 月９日(金)～12 日(月) 未定 

関 西 12 月 未定 

中 国 12 月 未定 

四 国 12 月 未定 

九 州 12 月 26 日(土)～29 日(火) 未定 

 

(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 20 日(水)～24 日(日) 東日本 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   中日本      未定 

   西日本       大分/大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 

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

   中日本       未定 

   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 ８月 26 日(水)～30 日(日) 東日本     福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

   西日本     未定 

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

   西日本 兵庫/ｱｽｺｻﾞﾊﾟｰｸ 

 

(4) Ｕ－17 地域対抗戦 

 [地域トレーニングキャンプ] 

  未定  未定 

 [Ｕ－17 地域対抗戦 2009] 

  12 月 12 日(土)～14 日(月)  未定 

 [Ｕ－17 地域対抗戦 選抜 沖縄高校招待サッカー] 

  平成 22 年３月  沖縄 

 

(5) ナショナルトレセン女子Ｕ－15 

 12 月 19 日(土)～22 日(火)  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 

 ４月 20 日(月)～23 日(木)  福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(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 ５月 29 日(金)～31 日(日)  福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 後期 平成 22 年２月５日(金)～７日(日) 未定 

 

(9)地域トレセン支援 
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 ４月～平成 22 年３月  ９地域、47 都道府県 

 

(10)地域女子トレセンコーチ研修会 

 未定   未定 

 

(11)地域トレセン(トレーニングセンター) 

 ４月～平成 22 年３月  ９地域 

 

(12)都道府県トレセン(トレーニングセンター) 

 ４月～平成 22 年３月  47 都道府県 

 

(13)なでしこチャレンジプロジェクト 

 未定   未定 

 

(14)Ｕ－18/Ｕ－15 ＧＫキャンプ・ストライカーキャンプ 

 10 月 16 日(金)～18 日(日)  福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(15)スーパー少女プロジェクト 

［セレクションキャンプ］ 

 ５月 22 日(金)～24 日(日)  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

［トレーニングキャンプ］ 

 ７月下旬   未定 

 ９月下旬   福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 平成 22 年１月中旬  未定 

 平成 22 年２月中旬  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 平成 22 年３月５日(金)～７日(日)  静岡/Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 

(16)ＪＦＡエリートプログラム 

Ｕ－14 トレーニングキャンプ 

 ６月 10 日(水)～14 日(日)  未定 

Ｕ－14 韓国遠征(ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業)  

 ８月 18 日(火)～23 日(日)  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) 

 ７月 1日(水)～5日(日)  未定 

Ｕ－13 トレーニングキャンプ・ジュビロカップ  

 12 月 27 日(日)～30 日(水)  静岡/つま恋 

 

(17)ＪＦＡエリートプログラム［女子］ 

Ｕ－14/13 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－14/13 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   未定 

 

■(18)第１回アジアユースゲームズ（2009/シンガポール） 

 ６月 28 日(日)～７月５日(日)  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

 

(19)Ｕ－13 日本選抜 AFC Asia Youth Ｕ－13 Festival of Football 

 遠征期間 ４月 21 日(火)～28 日(日)  中国/北京 

 競技期間 ４月 23 日(木)～27 日(月) 
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■(20)Ｕ－14/13 日本女子選抜 AFC Girls Ｕ－14 Festival 

 遠征期間 ６月 22 日（月）～７月１日（水） ﾍﾞﾄﾅﾑ/ﾎｰﾁﾐﾝ 

 競技期間 ６月 25 日（木）～30 日（火） 

 

(21)ＪＦＡアカデミー福島 

 ４月～平成 22 年３月  福島/双葉郡 

 

■(22)ＪＦＡアカデミー熊本宇城 

 ４月～平成 22 年３月  熊本/宇城市 

 

(23)ＪＦＡアカデミー福島 平成 22 年度入学者選抜試験 

 ８月～11 月  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ他 

 

(24)ＪＦＡアカデミー熊本宇城 平成 22 年度入学者選抜試験 

 ８月～11 月  熊本他 

 

(25)特別指定選手制度 

 

(26)女子特別指定選手制度 

 

(27)全国技術委員長会議 

平成 22 年２月 20 日(土)～21 日(日)  ＪＦＡ 

 

(28)公認Ｓ級コーチ養成コース 

 短期講習会① ８月 22 日(土)～27 日(木) 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 集中講習会① ８月 31 日(月)～９月 3日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会② ９月７日(月)～10 日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会③ ９月 14 日(月)～17 日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会④ ９月 24 日(木)～25 日(金) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会⑤ ９月 28 日(月)～ 10 月１日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 短期講習会② 10 月５日(月)～８日(木) 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 集中講習会⑥ 10 月 13 日(火)～15 日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会⑦ 10 月 19 日(月)～22 日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会⑧ 10 月 26 日(月)～29 日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会⑨ 11 月４日(水)～５日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会⑩ 11 月９日(月)～12 日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 集中講習会⑪ 11 月 16 日(月)～19 日(木) 三菱養和･ＮＴＣ･ＪＦＡ 

 

 終試験 11 月 24 日(火)～27 日(金)  福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ 12 月 1 日(火)～平成 22 年３月 31 日(水) 海外ｸﾗﾌﾞ 2週間･J ｸﾗﾌﾞ 1週間 

 

(29)公認Ａ級コーチジェネラル養成講習会(３コース：６泊７日×２) 

 第１コース 前期 ７月４日(土)～10 日(金) 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

  後期 12 月５日(土)～11 日(金) 静岡/Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 第２コース 前期 未定 未定 

  後期 11 月 17 日(火)～23 日(月) 静岡/時之栖 

 第３コース 前期 ６月 18 日(木)～24 日(水) 静岡/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

  後期 12 月３日(木)～９日(水) 静岡/時之栖 

 特別コース  後期 ７月 16 日(木)～22 日(水) 山梨/山梨学院大 
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(30)公認Ａ級コーチＵ12 養成講習会 

第１コース 前期 ６月 15 日(月)～21 日(水) 福島/広野 

  後期 11 月 11 日(水)～15 日(日) 福島/広野 

 第２コース 前期 ６月 30 日(火)～７月５日(日) 熊本/宇城 

  後期 11 月 27 日(金)～12 月１日(火) 熊本/宇城 

 

(31)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 ７月 21 日(火)～26 日(日) 北海道/ＳＳＡＰ 

  後期 10 月５日(月)～10 日(土) 北海道/ＳＳＡＰ 

 第２コース 前期・後期 未定 

 第３コース 前期 ６月 28 日(日)～７月３日(金) 茨城/鹿嶋 

  後期 12 月８日(火)～13 日(日) 茨城/鹿嶋 

 第４コース 前期 ６月 15 日(月)～20 日(土) 茨城/鹿嶋 

  後期 11 月 30 日(月)～12 月５日(土) 茨城/鹿嶋 

 第５コース 前期 ７月 21 日(火)～26 日(日) 新潟/ｱﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

  後期 11 月 30 日(月)～12 月５日(土) 新潟/ｱﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 第６コース 前期 ７月６日(月)～11 日(土) 静岡/時之栖 

  後期 11 月 30 日(月)～12 月５日(土) 静岡/時之栖 

 第７コース 前期・後期  未定 

 第８コース 前期 ７月 20 日(月)～25 日(土) 広島/千代田 

  後期 12 月 14 日(月)～19 日(土) 広島/広島ｽﾀｼﾞｱﾑ 

 第９コース 前期 ６月 29 日(月)～７月４日(土) 高知/春野 

  後期 未定 未定 

 第 10 コース 前期 ６月８日(月)～13 日(土) 鹿児島/未定 

  後期 11 月 30 日(月)～12 月５日(土) 鹿児島/未定 

 第 11 コース 前期・後期 未定 未定 

 第 12 コース 前期・後期 未定 未定 

 第 13 コース 前期 ８月 24 日(月)～29 日(土) 東京/FC 東京 

  後期 １月 12 日(火)～17 日(日) 東京/FC 東京 

 第 14 コース 前期 ６月 22 日(月)～27 日(土) 新潟/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ 

  後期 11 月 24 日(火)～29 日(日) 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 月に実技試験(１泊２日) 

 集合講習ｺｰｽ  未定 

 

(32)公認Ｃ級コーチ養成講習会 

  ４月～平成 22 年３月 47 都道府県、Ｊリーグ 

 

(33)女子：公認Ｃ級コーチ養成講習会（ＪＦＡ主催） 

  平成 22 年１月 未定 

 

(34)公認Ｄ級コーチ養成講習会 

  ４月～平成 22 年３月 47 都道府県 

 

(35)公認ゴールキーパーＡ級コーチ養成講習会 

  平成 22 年１月 12 日（火）～17 日（日） 静岡/Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 

(36)公認ゴールキーパーＢ級コーチ養成講習会 
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  平成 22 年１月 20 日（水）～24 日（日） 静岡/Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 

(37)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３日(金)～５日(日) 福島/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 第２コース ７月 24 日(金)～26 日(日) 静岡/時之栖 

 第３コース ９月 11 日(金)～13 日(日) 未定 

 第４コース 10 月２日(金)～４日(日) 茨城/鹿嶋 

 第５コース 平成 22 年１月９日(土)～11 日(日) 愛媛/南海放送ｻﾝﾊﾟｰｸ運動広場 

 第６コース 平成 22 年１月 22 日(金)～24 日(日) 未定 

 

(38)公認キッズリーダー養成講習会 

 ４月～平成 22 年３月 47 都道府県 

 

(39)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 

 

(40)公認フットサルＤ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 

 

(41)公認Ｓ級コーチリフレッシュ研修会 ＪＦＡ 

 第１コース 12 月または平成 22 年１月 

 第２コース 12 月または平成 22 年１月 

 第３コース 12 月または平成 22 年１月 

 

(42)公認Ａ・Ｂ級コーチリフレッシュ研修会 

 ４月～平成 22 年３月 ９地域 

 

(43)公認ゴールキーパーコーチリフレッシュ研修会 

 11 月 28 日(土)～29 日(日) 関東 未定 

 11 月 28 日(土)～29 日(日) 関西 未定 

 

(44)公認指導者海外研修会 

 トゥーロン国際大会 ５月 ﾌﾗﾝｽ 

 ＦＩＦＡ Ｕ-17 ワールドカップ 10 月 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

 コパ・チーバス  平成 22 年１月 ﾒｷｼｺ/ｸﾞｱﾀﾞﾗﾊﾗ 

 

(45)公認Ａ級インストラクター研修会 

 前期 未定  未定 

 後期 未定  未定 

 

(46)公認Ｂ級インストラクター研修会 

 前期 ５月 9 日(土)～10 日(日) 静岡/時之栖 

 後期 ８月 10 日(月)～11 日(火) 未定 

 

(47)公認 47ＦＡチーフインストラクター研修会 
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 第１コース 前期 ６月５日(金)～７日(日) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

  後期 10 月 17 日(土)～18 日(日) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 第２コース 前期 ６月 12 日(金)～14 日(日) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

  後期 10 月 24 日(土)～25 日(日) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(48)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 15 日(金)～17 日(日) 静岡/J ｽﾃｯﾌﾟ 

 第 2 コース   ６月 12 日(金)～14 日(日) 静岡/時之栖 

 

(49)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 

 

(50)公認指導者国内研修会 

 全日本少年大会 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 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 

 

(51)第 45 回・第 46 回サッカードクターセミナー 

 第 45 回 未定  東京 

 第 46 回 未定  東京 

 

(52)日本代表メディカルチェック 

 未定   未定 

 

(53)アスレティックトレーナー研修会 

 未定   未定 

 

(54)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 

 

■(55) メディカルセンター（仮称） 

８月（予定）～ 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(56)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４日(土)～５日(日)／７月 11 日(土)～12 日(日) ＪＦＡ 

  ※２グループに分けて実施 

 第２回 平成 22 年１月 29 日(金)～1月 31 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 21 日(土)～23 日(月)、12 月４日(金)～６日(日) 

(第 33 回全国地域リーグ決勝大会)                  福島､富山､鳥取､高知､長野 

 

③ＪＦＬ担当審判員研修会 

 ３月７日(土)～８日(日)                     神奈川/横浜市 
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５月４日(月)～６日(水) 神奈川/横浜市 

７月４日(土)、11 日(土) ※２グループに分けて実施         ＪＦＡ 

９月 21 日(月・祝) 神奈川/横浜市 

11 月３日(火・祝) 神奈川/横浜市 

 平成 22 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 26 日～29 日 埼玉 

 

(57)１級審判員候補者研修会 

      ８月４日(月)～７日(木) 長野/菅平 

 

(58)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 11 日(土)～12 日(日) ＪＦＡ 

 第２回 ２月 神奈川/横浜市 

 

②女子１級審判員強化研修会 

７月 26 日(土)～８月１日(土)(第 18 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会)静岡/磐田市 

      平成 22 年 3 月（マリーゼフェスタ）                福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

(59)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 

 

(60)女子１級審判員認定審査 

   第１次審査 (第 24 回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大阪予選)     関西 

     ５月上旬 

 第２次審査 (第 40 回全国中学校サッカー大会)      長崎/島原市 

８月 19 日(水)～22 日(土) 

 第３次審査 関東女子リーグ、関東大学女子リーグ 

         ９月中旬～11 月中旬 関東、関西 

 

(61)２級審判員指導育成講習会           

 ８月 15 日(土)～17 日(月)(第 24 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 

      10 月 31 日(土)～11 月 4 日(水)(第 34 回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権大会) 大分/大分市他 

 

(62)２級審判員(女子)指導育成講習会 

 ８月上旬 茨城/つくば市 

 

(63)Ｓ級・１級審判インストラクター研修会 
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      第１回   ７月 19 日(土)～20 日(日) ＪＦＡ 

 第２回 平成 22 年１月 22 日(金)～24 日(日)        神奈川/横浜市 

 

(64)Ｊリーグ・ＪＦＬ審判アセッサー研修会 

第１回 ４月５日(日)                                      ＪＦＡ 

第２回 ９月６日(日) ＪＦＡ 

 第３回 11 日３日（火・祝） ＪＦＡ 

 

(65)Ｓ級審判インストラクター研修会 

      ８月                                未定 

 

(66)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 

     

      Ｓ級審判インストラクター認定講習会                   東京 他 

平成 22 年１月（第 88 回全国高等学校サッカー選手権大会 

・第 58 回全日本大学サッカー選手権大会） 

 

(67)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 22 年２月下旬 

 

   ②フットサル１級審判員強化研修会 

 平成 22 年３月５日(木)～7日(土)(第 15 回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会) 兵庫他 

     

■③フットサル国際審判員強化研修会 

      平成 22 年３月 20 日～22 日(第 10 回 FUTSAL 地域チャンピオンズリーグ準決勝/決勝) 大阪/大阪市 

 

(68)フットサル１級審判員認定審査 

第１次審査 ９月 13 日(日)～15 日(火)(第 25 回全国選抜ﾌｯﾄｻﾙ大会) 青森 

第２次審査 11 月～12 月（関東・関西リーグ） 関東、関西 

第３次審査 平成 22 年３月 20 日～22 日(第 10 回 FUTSAL 地域チャンピオンズリーグ) 大阪/大阪市 

 

(69)フットサル２級審判員研修会 

      平成 22 年１月９日(土)～11 日(月・祝)(第 15 回全日本ﾕｰｽ(Ｕ-15)ﾌｯﾄｻﾙ大会)福岡/北九州市 

 

(70)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 未定 

 

(71)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 未定 

 

■(72)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) 未定 

第２次審査 未定 未定 

第３次審査 未定 未定 

 

(73)フットサル２級審判インストラクター更新講習会 
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各地域協会が指定 各地域 

 

(74)フットサル２級審判インストラクター認定講習会 

第１回 ８月中旬（全日本大学ﾌｯﾄｻﾙ大会 2009） 大阪 

第２回 未定 関東 

 

(75)ビーチサッカー審判員研修会 

 10 月中旬～下旬 （全国ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ大会 2009） 沖縄 

 

(76)全国審判委員長会議 

 ６月 27 日(土)～28 日(日)                     ＪＦＡ 

 

(77)2010 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 

 

(78)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 22 年１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 22 年１月 

 

(79)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(５泊６日/１回、１泊２日/25 回、日帰り/６回) 

 

②ＪＦＡレフェリーカレッジ 2009   

 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) 埼玉 

  ８月 (２年生のみ) 未定 

  ９月 (１年生のみ) 静岡 

  12 月 (１年生のみ) 未定 

 

③ＪＦＡ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 平成 22 年３月 (１年生のみ) 福岡 

  平成 22 年３月 (２年生のみ) 愛知 

 

(80)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 22 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 

 

(81)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 2009（ＡＦＣ加盟協会向け） 

      ５月 12 日(火)～17 日(月) 福島/J ｳﾞｨﾚｯｼﾞ 
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(82)ＪＦＡキッズ(Ｕ-６/Ｕ-８/Ｕ-10)サッカーフェスティバル 2009 

 ４月～平成 22 年３月 47 都道府県 

 

(83)ＪＦＡキッズ(Ｕ-６)サッカーフェスティバル 2009 ユニクロサッカーキッズ！ 会場数未定 

 

(84)ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル 2009 

 ４月～平成 22 年３月 47 都道府県 

 

(85)ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル 2009 with ＫＩＲＩＮ 

 ４月～平成 22 年３月 47 都道府県 

 

(86)ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル 2009 with ＫＩＲＩＮスペシャルステージ 

４月～平成 22 年３月 12 会場 

 

■(87)47ＦＡ ４種リーグ（仮称） 

４月～平成 22 年３月 47 都道府県 

 

(88)フットボールデー 

４月～平成 22 年３月 47 都道府県 

 

■(89)「リスペクト」プログラム 

４月～平成 22 年３月 47 都道府県他 

 

(90)全国専務理事会議 

７月 25 日(土) ＪＦＡ 
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Ⅳ 社会貢献事業 

 

１．ＪＦＡこころのプロジェクト 

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 200 回を含む計 700 回の開催を目指す 

 

２．環境プロジェクト 
①地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナス６％」への継続参加 

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） 
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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カテゴリー検証 

 グラスルーツ活動の推進に向けた諸施策の検証 

 

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｣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 

 2 種・4種との連携推進 

 ｢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 4種・3種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発行・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・女子の連携強化 

 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 
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Ｍ 7：フットサルの普及推進 

 フットサルが利用する施設（体育館と民間施設）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 

 ｢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 

 2･3 種年代地域／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 

 競技会の整備・充実に向けた諸施策の実施 

 

Ｍ 9：地域／都道府県協会の活動推進 

 JFA と地域／都道府県協会のより強固な関係の創造 

 ｢PHQ タスクフォース（組織機構改革）｣の推進 

 ｢PHQ タスクフォース（組織機構改革）｣ジョイントミーティングの実施 

 ｢支援制度（チャレンジ FA）｣の推進・充実 

 シニア年代の活性化に向けた諸施策の実施 

 ｢支援制度（シニア）｣の推進 

 

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）初級講座（仮称）の実施に向けた検討 

 SMC リフレッシュ講座の実施 
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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 

 


