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1 公益目的事業

サッカー普及振興事業

01 日本代表関連事業

01 SAMURAI BLUE（日本代表）
SAMURAI BLUE（日本代表） FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予
選（3月）

　活動期間　3月23日(月)～3月31日(火)　（開催地未定）

　試合日程　3月26日(木)　愛知県／豊田スタジアム
SAMURAI BLUE（日本代表） vs ミャンマー代表

　試合日程　3月31日(火)　モンゴル
SAMURAI BLUE（日本代表） vs モンゴル代表

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） 海外組トレーニング（5月）

海外所属選手のシーズン終了後のオフ期間において、6月のFIFAインターナショナルマッチウィークへ向けたト
レーニングを行う。

活動期間　5月25日(月)～5月30日(土)　（開催地未定）

SAMURAI BLUE（日本代表） FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予
選（6月）

　活動期間　6月1日(月)～6月9日(火)　（開催地未定）

　試合日程　6月4日(木)　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸
SAMURAI BLUE（日本代表） vs タジキスタン代表

　試合日程　6月9日(火)　大阪府／パナソニックスタジアム吹田
SAMURAI BLUE（日本代表） vs キルギス代表

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） FIFA ワールドカップ カタール 2022 アジア最終予選（9月）

　活動期間　8月31日(月)～9月8日(火)　（開催地未定）

　試合日程　9月3日(木)　（開催地未定）
SAMURAI BLUE（日本代表） vs （未定）

　試合日程　9月8日(火)　（開催地未定）
SAMURAI BLUE（日本代表） vs （未定）

SAMURAI BLUE（日本代表） 国際親善試合（10月）

　活動期間　10月5日(月)～10月8日(木)　（開催地未定）
SAMURAI BLUE（日本代表） vs （未定）

　試合日程　10月8日(木)　（開催地未定）
SAMURAI BLUE（日本代表） vs （未定）

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） FIFA ワールドカップ カタール 2022 アジア最終予選（10月）

　活動期間　10月9日(金)～10月13日(火)　（開催地未定）

　試合日程　10月13日(火)　（開催地未定）
SAMURAI BLUE（日本代表） vs （未定）

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） FIFA ワールドカップ カタール 2022 アジア最終予選（11月）

　活動期間　11月9日(月)～11月17日(火)　（開催地未定）

　試合日程　11月12日(木)　（開催地未定）
SAMURAI BLUE（日本代表） vs （未定）

　試合日程　11月17日(火)　（開催地未定）
SAMURAI BLUE（日本代表） vs （未定）

02 U-23日本代表
（新規事業）U-23日本代表 AFC U-23選手権タイ2020 直前キャンプ（1月）

　活動期間　1月2日(木)～1月7日(火)　タイ
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（新規事業）U-23日本代表 AFC U-23選手権タイ2020

　活動期間　1月5日(日)～1月27日(月)　タイ

　大会期間　1月8日(水)～1月26日(日)　タイ

　第1戦　1月9日(木)20:15　タイ／Thammasat Stadium
　　　　　　U-23日本代表 vs U-23サウジアラビア代表

　第2戦　1月12日(日)20:15　タイ／Thammasat Stadium
　　　　　　U-23日本代表 vs U-23シリア代表

　第3戦　1月15日(水)20:15　タイ／Rajamangala Stadium
　　　　　　U-23日本代表 vs U-23カタール代表

　準々決勝（グループB 1位の場合）　1月18日(土)17:15　タイ／Rajamangala Stadium
　　　　　　U-23日本代表 vs グループA 2位

　準々決勝（グループB 2位の場合）　1月18日(土)20:15　タイ／Rajamangala Stadium
　　　　　　U-23日本代表 vs グループA 1位

　準決勝（グループB 1位の場合）　1月22日(水)17:15　タイ／Rajamangala Stadium

　準決勝（グループB 2位の場合）　1月22日(水)20:15　タイ／Thammasat Stadium

　3位決定戦　1月25日(土)19:30　タイ／Rajamangala Stadium

　決勝　1月26日(日)19:30　タイ／Rajamangala Stadium

U-23日本代表 国際親善試合（3月）

　活動期間　3月23日(月)～3月30日(月)　京都府

　試合日程　3月27日(金)　京都府／サンガスタジアム by Kyocera
　　　　　　U-23日本代表 vs （未定）

　試合日程　3月30日(月)　福岡県／博多の森球技場
　　　　　　U-23日本代表 vs （未定）

U-23日本代表 トレーニングキャンプ（5月）

　活動期間　5月17日(日)～5月19日(火)　福島県／Jヴィレッジ

U-23日本代表 第48回トゥーロン国際大会

　活動期間　5月31日(日)～6月16日(火)　フランス

　大会期間　6月1日(月)～6月14日(日)　フランス

（新規事業）キリンチャレンジカップ2020（7月）

　活動期間　7月6日(月)～7月17日(金)　兵庫県

　試合日程　7月17日(金)　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸

（新規事業）U-23日本代表 第32回オリンピック競技大会

　活動期間　7月19日(日)～8月9日(日)　（開催地未定）

　大会期間　7月23日(木)～8月8日(土)　東京都他

03 U-22日本代表
（2020年度事業なし）

　

04 U-21日本代表
（2020年度事業なし）
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05 U-20日本代表
（2020年度事業なし）

　

06 U-19日本代表
U-19日本代表 海外遠征（3月）

　開催日程　3月23日(月)～4月1日(水)　（開催地未定）

U-19日本代表 トレーニングキャンプ（5月）

　開催日程　5月10日(日)～5月13日(水)　（開催地未定）

U-19日本代表 海外遠征（6月）

　開催日程　6月1日(月)～6月10日(水)　（開催地未定）

U-19日本代表 トレーニングキャンプ（7月）

　開催日程　7月5日(日)～7月8日(水)　（開催地未定）

U-19日本代表 海外遠征（9月）

　開催日程　8月31日(月)～9月9日(水)　（開催地未定）

U-19日本代表 トレーニングキャンプ（9月）

　開催日程　9月21日(月)～9月23日(水)　（開催地未定）

U-19日本代表 AFC U-19 選手権 2020　直前キャンプ（10月）

　開催日程　10月4日(日)～10月13日(火)　（開催地未定）

U-19日本代表 AFC U-19選手権ウズベキスタン2020 （10月）

　開催日程　10月14日(水)～11月1日(日)　（開催地未定）

U-19日本代表 海外遠征（12月）

　開催日程　12月7日(月)～12月16日(水)　（開催地未定）

07 U-18日本代表
U-18日本代表 コパ デル アトランティコ（2月）

　開催日程　1月24日(金)～2月2日(日)　スペイン

U-18日本代表 トレーニングキャンプ（3月）

　開催日程　3月8日(日)～3月11日(水)　（開催地未定）
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U-18日本代表 海外遠征（5月）

　開催日程　5月17日(日)～5月25日(月)　スロバキア

U-18日本代表 SBSカップ 国際ユースサッカー

　開催日程　9月16日(水)～9月22日(火)　静岡県

08 U-17日本代表
（新規事業）U-17日本代表 JENESYS2019 日ASEAN青少年サッカー交流大会（2月）

　実施期間　2月24日(月)～3月4日(水)　鹿児島県

　開催日程　2月24日(月)～3月2日(月)　鹿児島県

U-17日本代表 トレーニングキャンプ（5月）

　開催日程　5月17日(日)～5月20日(水)　（開催地未定）

U-17日本代表 第24回 国際ユースサッカー in 新潟

　開催日程　9月16日(水)～9月22日(火)　新潟県

U-17日本代表 海外遠征（10月）

　開催日程　10月5日(月)～10月14日(水)　（開催地未定）

09 U-16日本代表
U-16日本代表 海外遠征（2月）

　開催日程　2月3日(月)～2月12日(水)　（開催地未定）

U-16日本代表 トレーニングキャンプ（3月）

　開催日程　3月8日(日)～3月11日(水)　（開催地未定）

U-16日本代表 海外遠征（4月）

　開催日程　4月5日(日)～4月13日(月)　（開催地未定）

U-16日本代表 U-16インターナショナルドリームカップ 2020 JAPAN Presented by JFA

　活動期間　6月7日(日)～6月14日(日)　（開催地未定）

U-16日本代表 トレーニングキャンプ（7月）

　開催日程　7月12日(日)～7月15日(水)　（開催地未定）

U-16日本代表 海外遠征（8月）

　開催日程　8月1日(土)～8月9日(日)　（開催地未定）

（新規事業）U-16日本代表 AFC U-16選手権 2020　直前キャンプ（9月）
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　開催日程　9月5日(土)～9月15日(火)　（開催地未定）

（新規事業）U-16日本代表 AFC U-16選手権バーレーン2020

　開催日程　9月16日(水)～10月4日(日)　バーレーン

U-16日本代表 海外遠征（12月）

　開催日程　12月7日(月)～12月16日(水)　（開催地未定）

10 U-15日本代表
U-15日本代表 トレーニングキャンプ（3月）

　開催日程　3月23日(月)～3月26日(木)　（開催地未定）

U-15日本代表 海外遠征（4月）

　開催日程　4月19日(日)～4月27日(月)　（開催地未定）

U-15日本代表 海外遠征（10月）

　開催日程　10月26日(月)～11月3日(火)　（開催地未定）

11 全日本大学選抜（旧ユニバーシアード日本代表男子）
全日本大学選抜 海外遠征（8月）

　活動期間　（日程未定）　（開催地未定）

21 なでしこジャパン（日本女子代表）
なでしこジャパン（日本女子代表） トレーニングキャンプ（2月）

　活動期間　2月14日(金)～2月19日(水)　福島県／Jヴィレッジ

なでしこジャパン（日本女子代表） SheBelieves Cup

　活動期間　3月2日(月)～3月13日(金)　アメリカ

　第1戦　（日程未定）3月5日(木)16:23　アメリカ・フロリダ州オーランド／Exploria Stadium
　　　　　　なでしこジャパン vs スペイン女子代表

　第2戦　（日程未定）3月8日(日)14:23　アメリカ・ニュージャージー州ハリソン／Red Bull Arena
　　　　　　なでしこジャパン vs イングランド女子代表

　第3戦　（日程未定）3月11日(水)19:08　アメリカ・テキサス州フリスコ／Toyota Stadium
　　　　　　なでしこジャパン vs アメリカ女子代表

なでしこジャパン（日本女子代表）  国際親善試合（4月）

　活動期間　4月6日(月)～4月14日(火)　宮城県仙台市

　国際親善試合　（日程未定）4月11日(土)～4月12日(日)　宮城県／ユアテックスタジアム仙台

（新規事業）なでしこジャパン（日本女子代表）  トレーニングキャンプ（5月）

　活動期間　5月8日(金)～5月12日(火)　福島県／Jヴィレッジ

なでしこジャパン（日本女子代表）  国際親善試合（6月）
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　活動期間　6月1日(月)～6月10日(水)　栃木県宇都宮市

　国際親善試合　（日程未定）6月6日(土)～6月7日(日)　栃木県宇都宮市／栃木県総合スポーツゾーン新スタジ
アム

なでしこジャパン（日本女子代表） トレーニングキャンプ（6月）

　活動期間　6月25日(木)～7月3日(金)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

（新規事業）なでしこジャパン（日本女子代表）  国際親善試合（7月）

　活動期間　7月6日(月)～7月14日(火)　和歌山県和歌山市

　国際親善試合　7月16日(木)　京都府／サンガスタジアム by Kyocera

（新規事業）なでしこジャパン（日本女子代表）  第32回オリンピック競技大会

　活動期間　7月18日(土)～8月8日(土)　（開催地未定）

　大会日程　7月22日(水)～8月7日(金)　東京都他

なでしこジャパン（日本女子代表）  海外遠征（10月）

　活動期間　10月19日(月)～10月27日(火)　（開催地未定）

なでしこジャパン（日本女子代表）  海外遠征（11月）

　活動期間　11月23日(月)～12月1日(火)　（開催地未定）

22 なでしこチャレンジ（日本女子代表候補）
なでしこチャレンジ（日本女子代表候補） 強化合宿（2月）

　活動期間　2月11日(火)～2月14日(金)　福島県／Jヴィレッジ

なでしこチャレンジ（日本女子代表候補） 強化合宿（12月）

　活動期間　12月7日(月)～12月10日(木)　（開催地未定）

23 U-20日本女子代表
（新規事業）U-20日本女子代表候補　トレーニングキャンプ（2月）

　開催日程　2月3日(月)～2月6日(木)　静岡県／J-STEP

（新規事業）U-20日本女子代表　トレーニングキャンプ（3月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

（新規事業）U-20日本女子代表　海外遠征（5月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

（新規事業）U-20日本女子代表　トレーニングキャンプ（7月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）
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（新規事業）U-20日本女子代表　FIFA U-20 女子ワールドカップ2020 直前合宿

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

（新規事業）U-20日本女子代表　FIFA U-20 女子ワールドカップ 2020

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

24 U-19日本女子代表
（2020年度事業なし）

　

25 U-18日本女子代表
（新規事業）U-18日本女子代表　国内トレーニングキャンプ（11月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

26 U-17日本女子代表
（新規事業）U-17日本女子代表 FIFA U-17 女子ワールドカップ 2020 直前合宿

　開催日程　10月23日(金)～11月1日(日)　（開催地未定）

（新規事業）U-17日本女子代表　FIFA U-17 女子ワールドカップインド2020

　開催日程　11月2日(月)～11月22日(日)　インド

U-17日本女子代表候補　トレーニングキャンプ（2月）

　開催日程　2月10日(月)～2月13日(木)　福島県／Jヴィレッジ

U-17日本女子代表　海外遠征（4月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

U-17日本女子代表　トレーニングキャンプ（6月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

U-17日本女子代表　海外遠征（8月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

U-17日本女子代表候補　トレーニン グキャンプ（9月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

27 U-16日本女子代表
（新規事業）U-16日本女子代表　海外遠征（4月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）
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28 U-15日本女子代表
（新規事業）U-15日本女子代表　海外遠征（8月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

（新規事業）U-15日本女子代表　海外遠征（12月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

29 全日本大学女子選抜（旧ユニバーシアード日本女子代表）
全日本大学女子選抜　トレーニングキャンプ

　活動期間　（日程未定）　（開催地未定）

41 フットサル日本代表
フットサル日本代表 海外遠征(1月)

　開催日程　1月28日(火)～2月8日(土)　ヨーロッパ

　親善試合　2月2日(日)　スペイン
　　　　　　フットサル日本代表 vs O PARRULO FERROL

　親善試合　2月4日(火)　スペイン
　　　　　　フットサル日本代表 vs PESCADOS RUBEN BURELA

　親善試合　2月6日(木)　スペイン
　　　　　　フットサル日本代表 vs O ESTEO F.S.

フットサル日本代表 国際親善試合

　活動期間　2月12日(水)～2月19日(水)　北海道札幌市

　試合日程　2月19日(水)　北海道札幌市／北海きたえーる
　　　　　　フットサル日本代表 vs フットサルパラグアイ代表

（新規事業）フットサル日本代表 AFCフットサル選手権トルクメニスタン2020

　活動期間　2月20日(木)～3月10日(火)　トルクメニスタン

　大会期間　2月24日(月)～3月10日(火)　トルクメニスタン

　第1戦　2月26日(水)17:00　トルクメニスタン／Martial Arts Arena
　　　　　　フットサル日本代表 vs フットサルクウェート代表

　第2戦　2月28日(金)17:00　トルクメニスタン／Martial Arts Arena
　　　　　　フットサル日本代表 vs フットサルキルギス代表

　第3戦　3月1日(日)16:00　トルクメニスタン／Martial Arts Arena
　　　　　　フットサル日本代表 vs フットサルレバノン代表

　準々決勝　3月4日(水)　（開催地未定）

　準決勝　3月6日(金)　（開催地未定）

　決勝　3月8日(日)　（開催地未定）

（新規事業）フットサル日本代表海外遠征(4月)

　開催日程　4月6日(月)～4月17日(金)　（開催地未定）

（新規事業）フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ（6月）

　開催日程　6月22日(月)～6月24日(水)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ（8月）

　開催日程　8月4日(火)～8月15日(土)　（開催地未定）
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フットサル日本代表 海外遠征(8月)

　開催日程　8月19日(水)～9月3日(木)　（開催地未定）

（新規事業）フットサル日本代表 FIFA フットサルワールドカップ リトアニア 2020

　活動期間　9月4日(金)～10月5日(月)　リトアニア

　直前合宿　9月4日(金)～9月11日(金)　リトアニア

　大会期間　9月12日(土)～10月5日(月)　リトアニア

42 U-20フットサル日本代表
U-20フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ（4月）

　開催日程　4月20日(月)～4月22日(水)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

（新規事業）U-20フットサル日本代表 AFCフットサル選手権2021　東地区予選

　活動期間　10月10日(土)～10月26日(月)　（開催地未定）

　直前合宿　10月10日(土)～10月13日(火)　（開催地未定）

　大会期間　10月14日(水)～10月26日(月)　（開催地未定）

51 フットサル日本女子代表
（新規事業）フットサル日本女子代表 トレーニングキャンプ（4月）

　開催日程　4月27日(月)～4月29日(水)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

（新規事業）フットサル日本女子代表 AFC 女子フットサル選手権 2020 直前合宿

　開催日程　6月25日(木)～6月29日(月)　（開催地未定）

フットサル日本女子代表 AFC 女子フットサル選手権 2020

　開催日程　6月30日(火)～7月13日(月)　（開催地未定）

52 フットサル日本女子選抜
フットサル日本女子選抜 日本トリム Presents 第12回 全国女子選抜 フットサル大会

　活動期間　3月18日(水)～3月22日(日)　岡山県

　キャンプ期間　3月18日(水)～3月19日(木)　岡山県

　大会期間　3月20日(金)～3月22日(日)　岡山県

61 ビーチサッカー日本代表
ビーチサッカー日本代表 トレーニングキャンプ（3月）

　開催日程　3月19日(木)～3月22日(日)　未定

ビーチサッカー日本代表 海外遠征（4月）

　開催日程　4月15日(水)～4月24日(金)　（開催地未定）

ビーチサッカー日本代表 トレーニ ングキャンプ（6月）
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　開催日程　6月11日(木)～6月14日(日)　兵庫県／明石市大蔵海岸公園

ビーチサッカー日本代表 インターコンチネンタルビーチサッカーカップ ドバイ 2020

　開催日程　10月30日(金)～11月8日(日)　UAE・ドバイ

（新規事業）ビーチサッカー日本代表 第6回アジアビーチゲームズ

　開催日程　11月25日(水)～12月6日(日)　中国

ビーチサッカー日本代表 トレーニングキャンプ（12月）

　開催日程　12月10日(木)～12月13日(日)　沖縄県

ビーチサッカー日本代表 国際親善試合

　開催日程　（日程未定）　未定

　試合日程　（日程未定）　（開催地未定）

91 eサッカー日本代表
eサッカー日本代表 代表選手選考会

　開催日程　3月7日(土)～3月8日(日)　東京都

eサッカー日本代表 FIFA eNations Cup 2020 地域予選（4月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

eサッカー日本代表 FIFA eNations Cup 2020

　開催日程　5月22日(金)～5月24日(日)　（開催地未定）

02 競技会開催事業

01 国内競技会(主催/1種)
天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会

　1回戦　2019年5月25日(土)　全国各地

　1回戦　2019年5月26日(日)　全国各地

　2回戦　2019年7月3日(水)　全国各地

　2回戦　2019年7月10日(水)　全国各地

　3回戦　2019年8月14日(水)　全国各地

　抽選会　2019年8月16日(金)14:00　東京都／日本サッカーミュージアム

　ラウンド16　2019年9月18日(水)　全国各地

　準々決勝　2019年10月23日(水)　全国各地

　準決勝　2019年12月21日(土)　全国各地

　準決勝　2019年12月21日(土)14:05～　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸
　　　　　　ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス

　準決勝　2019年12月21日(土)16:05～　茨城県／茨城県立カシマサッカースタジアム
　　　　　　鹿島アントラーズ vs Ｖ・ファーレン長崎

　決勝　1月1日(水)　東京都／国立競技場

FUJIXEROX SUPERCUP 2020
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　開催日程　2月8日(土)13:35　埼玉県／埼玉スタジアム２○○２
　　　　　　横浜F・マリノス vs 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 優勝チーム

2020 明治安田生命 J1リーグ

　開催日程　2月21日(金)～12月5日(土)　各ホームタウン

　第1節　2月21日(金)～2月23日(日)　各ホームタウン

　第2節　2月28日(金)～3月1日(日)　各ホームタウン

　第3節　3月7日(土)～3月8日(日)　各ホームタウン

　第4節　3月13日(金)～3月15日(日)　各ホームタウン

　第5節　3月18日(水)　各ホームタウン

　第6節　3月21日(土)～3月22日(日)　各ホームタウン

　第7節　4月3日(金)～4月5日(日)　各ホームタウン

　第8節　4月11日(土)～4月12日(日)　各ホームタウン

　第9節　4月17日(金)～4月19日(日)　各ホームタウン

　第10節　4月25日(土)～4月26日(日)　各ホームタウン

　第11節　4月29日(水)　各ホームタウン

　第12節　5月1日(金)～5月3日(日)　各ホームタウン

　第13節　5月9日(土)～5月10日(日)　各ホームタウン

　第14節　5月15日(金)～5月17日(日)　各ホームタウン

　第15節　5月22日(金)～5月24日(日)　各ホームタウン

　第16節　5月30日(土)～5月31日(日)　各ホームタウン

　第17節　6月12日(金)～6月14日(日)　各ホームタウン

　第18節　6月20日(土)～6月21日(日)　各ホームタウン

　第19節　6月27日(土)～6月28日(日)　各ホームタウン

　第20節　7月1日(水)　各ホームタウン

　第21節　7月4日(土)～7月5日(日)　各ホームタウン

　第22節　8月14日(金)～8月16日(日)　各ホームタウン

　第23節　8月21日(金)～8月23日(日)　各ホームタウン

　第24節　8月28日(金)～8月30日(日)　各ホームタウン

　第25節　9月11日(金)～9月13日(日)　各ホームタウン

　第26節　9月18日(金)～9月20日(日)　各ホームタウン

　第27節　9月26日(土)～9月27日(日)　各ホームタウン

　第28節　10月2日(金)～10月4日(日)　各ホームタウン

　第29節　10月17日(土)～10月18日(日)　各ホームタウン

　第30節　10月31日(土)～11月1日(日)　各ホームタウン

　第31節　11月7日(土)～11月8日(日)　各ホームタウン

　第32節　11月21日(土)　各ホームタウン

　第33節　11月28日(土)　各ホームタウン

　第34節　12月5日(土)　各ホームタウン

2020 明治安田生命 J2リーグ

　開催日程　2月23日(日)～11月22日(日)　各ホームタウン

　第1節　2月23日(日)　各ホームタウン

　第2節　2月29日(土)～3月1日(日)　各ホームタウン

　第3節　3月7日(土)～3月8日(日)　各ホームタウン

　第4節　3月14日(土)～3月15日(日)　各ホームタウン

　第5節　3月18日(水)　各ホームタウン

　第6節　3月21日(土)～3月22日(日)　各ホームタウン

　第7節　3月28日(土)～3月29日(日)　各ホームタウン

　第8節　4月4日(土)～4月5日(日)　各ホームタウン



14

　第9節　4月11日(土)～4月12日(日)　各ホームタウン

　第10節　4月18日(土)～4月19日(日)　各ホームタウン

　第11節　4月25日(土)～4月26日(日)　各ホームタウン

　第12節　4月29日(水)　各ホームタウン

　第13節　5月2日(土)～5月3日(日)　各ホームタウン

　第14節　5月6日(水)　各ホームタウン

　第15節　5月9日(土)～5月10日(日)　各ホームタウン

　第16節　5月16日(土)～5月17日(日)　各ホームタウン

　第17節　5月23日(土)～5月24日(日)　各ホームタウン

　第18節　5月30日(土)～5月31日(日)　各ホームタウン

　第19節　6月6日(土)～6月7日(日)　各ホームタウン

　第20節　6月13日(土)～6月14日(日)　各ホームタウン

　第21節　6月20日(土)～6月21日(日)　各ホームタウン

　第22節　6月27日(土)～6月28日(日)　各ホームタウン

　第23節　7月4日(土)～7月5日(日)　各ホームタウン

　第24節　7月11日(土)～7月12日(日)　各ホームタウン

　第25節　7月18日(土)～7月19日(日)　各ホームタウン

　第26節　8月10日(月)　各ホームタウン

　第27節　8月15日(土)～8月16日(日)　各ホームタウン

　第28節　8月22日(土)～8月23日(日)　各ホームタウン

　第29節　8月29日(土)～8月30日(日)　各ホームタウン

　第30節　9月5日(土)～9月6日(日)　各ホームタウン

　第31節　9月12日(土)～9月13日(日)　各ホームタウン

　第32節　9月19日(土)～9月20日(日)　各ホームタウン

　第33節　9月26日(土)　各ホームタウン

　第34節　9月30日(水)　各ホームタウン

　第35節　10月4日(日)　各ホームタウン

　第36節　10月10日(土)～10月11日(日)　各ホームタウン

　第37節　10月17日(土)～10月18日(日)　各ホームタウン

　第38節　10月25日(日)　各ホームタウン

　第39節　10月31日(土)～11月1日(日)　各ホームタウン

　第40節　11月7日(土)～11月8日(日)　各ホームタウン

　第41節　11月14日(土)～11月15日(日)　各ホームタウン

　第42節　11月22日(日)　各ホームタウン

2020 明治安田生命 J3リーグ

　開催日程　3月7日(土)～12月13日(日)　各ホームタウン

　第1節　3月7日(土)～3月8日(日)　各ホームタウン

　第2節　3月14日(土)～3月15日(日)　各ホームタウン

　第3節　3月21日(土)～3月22日(日)　各ホームタウン

　第4節　3月28日(土)～3月29日(日)　各ホームタウン

　第5節　4月4日(土)～4月5日(日)　各ホームタウン

　第6節　4月11日(土)～4月12日(日)　各ホームタウン

　第7節　4月25日(土)～4月26日(日)　各ホームタウン

　第8節　5月2日(土)～5月3日(日)　各ホームタウン

　第9節　5月6日(水)　各ホームタウン

　第10節　5月16日(土)～5月17日(日)　各ホームタウン

　第11節　5月30日(土)～5月31日(日)　各ホームタウン

　第12節　6月6日(土)～6月7日(日)　各ホームタウン

　第13節　6月13日(土)～6月14日(日)　各ホームタウン

　第14節　6月20日(土)～6月21日(日)　各ホームタウン
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　第15節　6月27日(土)～6月28日(日)　各ホームタウン

　第16節　7月4日(土)～7月5日(日)　各ホームタウン

　第17節　7月11日(土)～7月12日(日)　各ホームタウン

　第18節　7月18日(土)～7月19日(日)　各ホームタウン

　第19節　8月10日(月)　各ホームタウン

　第20節　8月15日(土)～8月16日(日)　各ホームタウン

　第21節　8月22日(土)～8月23日(日)　各ホームタウン

　第22節　8月29日(土)～8月30日(日)　各ホームタウン

　第23節　9月5日(土)～9月6日(日)　各ホームタウン

　第24節　9月12日(土)～9月13日(日)　各ホームタウン

　第25節　9月19日(土)　各ホームタウン

　第26節　9月22日(火)　各ホームタウン

　第27節　9月26日(土)～9月27日(日)　各ホームタウン

　第28節　10月3日(土)～10月4日(日)　各ホームタウン

　第29節　10月10日(土)～10月11日(日)　各ホームタウン

　第30節　10月17日(土)～10月18日(日)　各ホームタウン

　第31節　10月25日(日)　各ホームタウン

　第32節　10月31日(土)～11月1日(日)　各ホームタウン

　第33節　11月7日(土)～11月8日(日)　各ホームタウン

　第34節　11月14日(土)～11月15日(日)　各ホームタウン

　第35節　11月21日(土)～11月22日(日)　各ホームタウン

　第36節　11月28日(土)～11月29日(日)　各ホームタウン

　第37節　12月5日(土)～12月6日(日)　各ホームタウン

　第38節　12月13日(日)　各ホームタウン

2020 Jリーグ YBC ルヴァンカップ

　グループステージ　2月16日(日)～5月6日(水)　出場チームホームタウン

　第1節　2月16日(日)　出場チームホームタウン

　第2節　2月26日(水)　出場チームホームタウン

　第3節　3月4日(水)　出場チームホームタウン

　第4節　4月8日(水)　出場チームホームタウン

　第5節　4月22日(水)　出場チームホームタウン

　第6節　5月6日(水)　出場チームホームタウン

　プレーオフステージ　5月27日(水)～6月17日(水)　出場チームホームタウン

　第1戦　5月27日(水)　出場チームホームタウン

　第2戦　6月17日(水)　出場チームホームタウン

　プライムステージ　9月2日(水)～10月24日(土)　出場チームホームタウン

　準々決勝 第1戦　9月2日(水)　出場チームホームタウン

　準々決勝 第2戦　9月6日(日)　出場チームホームタウン

　準決勝 第1戦　10月7日(水)　出場チームホームタウン

　準決勝 第2戦　10月11日(日)　出場チームホームタウン

　決勝　10月24日(土)　（開催地未定）

2020 Jリーグ J1参入プレーオフ

　1回戦　11月29日(日)　J2リーグ戦上位クラブのホーム

　2回戦　11月29日(日)　J2リーグ戦上位クラブのホーム

　決定戦　（日程未定）　（開催地未定）

第22回 日本フットボールリーグ
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　競技期間　3月15日(日)～11月29日(日)　出場チームホームタウン

　表彰式　12月3日(木)13:00　東京都／東京ガーデンパレス

第56回 全国社会人サッカー選手権大会

　代表者会議兼開会式　10月16日(金)17:00　三重県

　競技期間　10月17日(土)～10月21日(水)　三重県

　表彰式　10月21日(水)12:30　三重県／鈴鹿スポーツガーデン

第27回 全国クラブチームサッカー選手権大会

　代表者会議　10月23日(金)18:30　茨城県ひたちなか市

　決勝大会　10月24日(土)～10月27日(火)　茨城県ひたちなか市

　表彰式　10月27日(火)11:00　茨城県ひたちなか市

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 2020

　1次ラウンド　11月6日(金)～11月8日(日)　（開催地未定）

　決勝ラウンド　11月19日(木)～11月23日(月)　（開催地未定）

　表彰式　11月23日(月)13:30　（開催地未定）

第44回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

　1回戦　8月27日(木)　大阪府

　2回戦　8月30日(日)　大阪府

　準々決勝　9月2日(水)　大阪府

　準決勝　9月4日(金)　大阪府

　決勝　9月6日(日)　大阪府

2020年度 第69回 全日本大学サッカー選手権大会

　1回戦　12月9日(水)　（開催地未定）

　2回戦　12月12日(土)　首都圏

　準々決勝　12月15日(火)　首都圏

　準決勝　12月17日(木)　首都圏

　決勝　12月20日(日)13:00　首都圏

第18回 インディペンデンスリーグ全日本大学サッカーフェスティバル

　開催日程　（日程未定）　福島県／Jヴィレッジ

第4回 全日本大学サッカー新人戦

　競技期間　12月15日(火)～12月20日(日)　（開催地未定）

　表彰式　12月20日(日)　（開催地未定）

第34回 デンソーカップチャレンジサッカー宮崎大会

　競技期間　3月3日(火)～3月5日(木)　宮崎県／KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園

　表彰式　3月5日(木)　（開催地未定）

第55回全国高等専門学校体育大会 兼 第53回全国高等専門学校サッカー選手権大会
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　1回戦　8月22日(土)　兵庫県／三木総合防災公園

　2回戦　8月23日(日)　兵庫県／三木総合防災公園

　準決勝　8月25日(火)　兵庫県／三木総合防災公園

　決勝　8月26日(水)　兵庫県／三木総合防災公園

第30回 全国専門学校サッカー選手権大会

　1次ラウンド　10月4日(日)～10月6日(火)　北海道

　開会式　10月4日(日)　北海道

　準々決勝　10月8日(木)　北海道

　準決勝　10月9日(金)　北海道

　決勝　10月10日(土)　北海道

第75回 国民体育大会(サッカー競技) 成年男子

　競技期間　10月8日(木)～10月11日(日)　志布志市

　表彰式　10月11日(日)　志布志市／志布志運動公園陸上競技場

日本スポーツマスターズ2020愛媛大会（サッカー競技）

　開会式　9月18日(金)　愛媛県

　競技期間　9月19日(土)～9月22日(火)　愛媛県

　表彰式　9月22日(火)　愛媛県

02 国内競技会(主催/2種)
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ2020

　第1節　4月4日(土)～4月5日(日)　東京都、大阪府

　第2節　4月11日(土)～4月12日(日)　出場チームホームタウン

　第3節　4月18日(土)～4月19日(日)　出場チームホームタウン

　第4節　4月25日(土)～4月26日(日)　出場チームホームタウン

　第5節　5月2日(土)～5月6日(水)　出場チームホームタウン

　第6節　5月9日(土)～5月10日(日)　出場チームホームタウン

　第7節　5月16日(土)～5月17日(日)　出場チームホームタウン

　第8節　6月27日(土)～6月28日(日)　出場チームホームタウン

　第9節　7月4日(土)～7月5日(日)　出場チームホームタウン

　第10節　7月11日(土)～7月12日(日)　出場チームホームタウン

　第11節　8月29日(土)～8月30日(日)　出場チームホームタウン

　第12節　9月5日(土)～9月6日(日)　出場チームホームタウン

　第13節　9月12日(土)～9月13日(日)　出場チームホームタウン

　第14節　9月26日(土)～9月27日(日)　出場チームホームタウン

　第15節　10月3日(土)～10月4日(日)　出場チームホームタウン

　第16節　11月21日(土)～11月23日(月)　出場チームホームタウン

　第17節　11月28日(土)～11月29日(日)　出場チームホームタウン

　第18節　12月6日(日)　出場チームホームタウン

高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミ アリーグ2020 ファイナル

　ファイナル・表彰式　12月13日(日)　埼玉県／埼玉スタジアム２○○２

高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ2020 プレーオフ
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　開催日程　12月11日(金)～12月13日(日)　広島県広島市

第98回全国高等学校サッカー選手権大会

　抽選会　2019年11月18日(月)14:00　東京都

　大会期間　2019年12月30日(月)～1月13日(月)　首都圏

　開会式　2019年12月30日(月)12:20　東京都／駒沢陸上競技場

　1回戦　2019年12月31日(火)　首都圏

　2回戦　1月2日(木)　首都圏

　3回戦　1月3日(金)　首都圏

　準々決勝　1月5日(日)　東京都／駒沢陸上競技場、神奈川県／等々力陸上競技場

　準決勝　1月11日(土)　埼玉県／埼玉スタジアム２○○２

　決勝　1月13日(月)14:05　埼玉県／埼玉スタジアム２○○２

令和2年度 全国高等学校総合体育大会(サッカー競技 男子)

　開会式　8月18日(火)10:00　群馬県前橋市

　大会期間　8月19日(水)～8月25日(火)　群馬県前橋市

　1回戦　8月19日(水)　群馬県前橋市

　2回戦　8月20日(木)　群馬県前橋市

　3回戦　8月21日(金)　群馬県前橋市

　準々決勝　8月23日(日)　群馬県前橋市

　準決勝　8月24日(月)　群馬県前橋市

　決勝　8月25日(火)10:00　群馬県前橋市

　表彰式　8月25日(火)11:30　群馬県前橋市

第44回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会

　グループステージ　7月19日(日)～7月22日(水)　群馬県

　第1節　7月19日(日)　群馬県

　第2節　7月20日(月)　群馬県

　第3節　7月22日(水)　群馬県

　ラウンド16　7月23日(木)　群馬県

　準々決勝　7月25日(土)　群馬県

　準決勝　7月27日(月)　（開催地未定）

　決勝　7月29日(水)　（開催地未定）

2020 Jユースカップ 第28回 Jリーグユース選手権大会

　大会期間　（日程未定）　出場チームホームタウン

第75回 国民体育大会(サッカー競技) 少年男子

　競技期間　10月8日(木)～10月12日(月)　鹿児島県南さつま市

　表彰式　10月12日(月)　南さつま市／OSAKO YUYA stadium(加世田運動公園陸上競技場)

03 国内競技会(主催/3種)
高円宮杯 JFA 第32回 全日本 U-15 サッカー選手権大会

　1回戦　12月12日(土)　群馬県、大阪府

　2回戦　12月13日(日)　群馬県、大阪府
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　準々決勝　12月20日(日)　群馬県、大阪府

　準決勝　12月26日(土)　東京都／味の素フィールド西が丘

　決勝　12月28日(月)　東京都／味の素フィールド西が丘

　表彰式　12月28日(月)　東京都／味の素フィールド西が丘

令和2年度 全国中学校体育大会／第51回 全国中学校サッカー大会

　開会式　8月19日(水)　三重県

　大会期間　8月20日(木)～8月24日(月)　三重県

　1回戦　8月20日(木)　三重県

　2回戦　8月21日(金)　三重県

　準々決勝　8月22日(土)　三重県

　準決勝　8月23日(日)　三重県

　決勝　8月24日(月)　三重県

　表彰式　8月24日(月)　三重県

第35回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

　グループステージ　8月15日(土)～8月17日(月)　北海道帯広市

　第1節　8月15日(土)　北海道帯広市

　第2節　8月16日(日)　北海道帯広市

　第3節　8月17日(月)　北海道帯広市

　ラウンド32　8月19日(水)　北海道帯広市

　ラウンド16　8月20日(木)　北海道帯広市

　準々決勝　8月21日(金)　北海道帯広市

　準決勝　8月23日(日)　北海道帯広市／帯広の森球技場

　決勝　8月24日(月)11:00　北海道／帯広の森陸上競技場

メニコンカップ 2020 日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)

　表彰式　9月13日(日)　愛知県名古屋市

　開催日程　9月13日(日)　愛知県名古屋市

04 国内競技会(主催/4種)
JFA 第44回 全日本U-12サッカー選手権大会

　開会式　12月25日(金)16:00　鹿児島県／鹿児島市民ホール

　第1日　12月26日(土)　鹿児島県／白波スタジアム他

　第2日　12月27日(日)　鹿児島県／白波スタジアム他

　第3日　12月28日(月)　鹿児島県／白波スタジアム他

　第4日　12月29日(火)　鹿児島県／白波スタジアム他

　表彰式　12月29日(火)09:30　鹿児島県／白波スタジアム他

キヤノン ガールズ・エイト　第17回JFA地域ガールズ・エイト

　開催日程　2019年9月22日(日)～3月15日(日)　9地域

JFA U-12サッカーリーグ 2020

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

第34回全国少年少女草サッカー大会
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　開催日程　8月11日(火)　静岡県

　第1日　8月11日(火)　（開催地未定）

　第2日　8月12日(水)　（開催地未定）

　第3日　8月13日(木)　（開催地未定）

　第4日　8月14日(金)10:00　（開催地未定）

　決勝　8月15日(土)　（開催地未定）

05 国内競技会(主催/女子)
皇后杯 JFA 第42回 全日本女子サッカー選手権大会

　競技期間　10月24日(土)～12月27日(日)　（開催地未定）

　1回戦　10月24日(土)～10月25日(日)　（開催地未定）

　2回戦　10月31日(土)～11月1日(日)　（開催地未定）

　3回戦　11月21日(土)～11月22日(日)　（開催地未定）

　準々決勝　12月6日(日)　（開催地未定）

　準決勝　12月20日(日)　（開催地未定）

　表彰式　12月27日(日)　（開催地未定）

　決勝　12月27日(日)　（開催地未定）

JFA 第31回 全日本 O-30 女子サッカー大会

　競技期間　3月20日(金)～3月22日(日)　（開催地未定）

　決勝　3月22日(日)　（開催地未定）

（新規事業）JFA U-18 女子サッカーファイナルズ

令和2年度全国高校総体と日本クラブユース女子サッカー大会（U-18）の優勝・準優勝チームによるノックアウト
方式による大会。

　準決勝　9月19日(土)　京都府／サンガスタジアム by Kyocera

　決勝　9月21日(月)　京都府／サンガスタジアム by Kyocera

　表彰式　9月21日(月)　京都府／サンガスタジアム by Kyocera

JFA 第23回 全日本 U-18 女子サッカー選手権大会 JOCジュニアオリンピックカップ

公益財団法人日本サッカー協会は、日本国内における女子サッカーの技術向上と健全な心身の育成を図り、広く
女子サッカーの普及振興に寄与すること、そしてクラブチームのさらなる増加、活動の活性化を目的として、本
大会を実施する。

　開催日程　1月3日(金)～1月7日(火)　大阪府／J-GREEN堺

　3位決定戦・決勝　1月7日(火)11:00　大阪府／J-GREEN堺

JFA 第25回 全日本 U-15 女子サッカー選手権大会

　競技期間　12月12日(土)～12月28日(月)　全国各地

　1回戦　12月12日(土)　全国各地

　2回戦　12月13日(日)　全国各地

　準々決勝　12月19日(土)～12月20日(日)　全国各地

　準決勝　12月26日(土)　（開催地未定）

　表彰式　12月28日(月)　東京都／味の素フィールド西が丘

　決勝　12月28日(月)　東京都／味の素フィールド西が丘

2020プレナスなでしこリーグ1部

　開幕会見　3月16日(月)13:00　東京都／日本サッカーミュージアム内ヴァーチャルスタジアム

　競技期間　3月21日(土)～11月14日(土)　各ホームタウン

　表彰式　11月16日(月)18:00　東京都／リーガロイヤルホテル東京
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2020プレナスなでしこリーグ2部

　競技期間　3月21日(土)～11月8日(日)　各ホームタウン

2020プレナスなでしこリーグカップ

　予選リーグ　4月11日(土)～6月21日(日)　各ホームタウン

　準決勝　6月27日(土)～6月28日(日)　（開催地未定）

　決勝　8月23日(日)　（開催地未定）

2020プレナスチャレンジリーグEAST・WEST

　競技期間　4月4日(土)～7月19日(日)　各ホームタウン

　順位決定戦　8月29日(土)～9月12日(土)　各ホームタウン

第28回全日本大学女子サッカー選手権大会

　競技期間　2019年12月24日(火)～1月19日(日)　兵庫県／三木総合防災公園、東京都／味の素フィールド西が丘

　準決勝　1月17日(金)　東京都／味の素フィールド西が丘

　表彰式　1月19日(日)　東京都／味の素フィールド西が丘

　決勝　1月19日(日)　東京都／味の素フィールド西が丘

第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

　抽選会　2019年11月24日(日)　東京都／JFAハウス

　競技期間　1月3日(金)～1月12日(日)　兵庫県

　1回戦　1月3日(金)　兵庫県

　2回戦　1月4日(土)　兵庫県

　準々決勝　1月6日(月)　兵庫県

　準決勝　1月7日(火)　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸

　表彰式　1月12日(日)　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸

　決勝　1月12日(日)　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸

令和2年度 全国高等学校総合体育大会(サッカー競技 女子)

　1回戦　8月21日(金)　群馬県

　2回戦　8月22日(土)

　準決勝　8月24日(月)

　表彰式　8月25日(火)　群馬県

　決勝　8月25日(火)

（新規事業）XF CUP 2020 第2回日本クラブユース女子サッカー大会（U-18）

日本クラブユース連盟に加盟する女子チームによる大会。各地域予選を勝ち上がった16チームにより行われる。

　開催日程　7月27日(月)～8月3日(月)　群馬県前橋市

　表彰式　8月3日(月)　群馬県前橋市

第75回 国民体育大会(サッカー競技) 女子

　競技期間　10月9日(金)～10月12日(月)　鹿児島県霧島市

　表彰式　10月12日(月)　鹿児島県霧島市／霧島市国分運動公園陸上競技場
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06 国内競技会(主催/シニア)
JFA 第8回 全日本 O-40 サッカー大会

　競技期間　11月7日(土)～11月9日(月)　福島県／Jヴィレッジ

　表彰式　11月9日(月)　福島県／Jヴィレッジ

JFA 第19回 全日本 O-50 サッカー大会

　競技期間　（日程未定）　静岡県藤枝市

　表彰式　（日程未定）　静岡県／藤枝総合運動公園サッカー場

JFA 第20回 全日本 O-60 サッカー大会

　競技期間　6月6日(土)～6月8日(月)　秋田県／にかほ市

　表彰式　6月8日(月)　秋田県／仁賀保グリーンフィールド

JFA 第14回全日本O-70サッカー大会

　競技期間　6月6日(土)～6月8日(月)　秋田県／にかほ市

　表彰式　6月8日(月)　秋田県／仁賀保グリーンフィールド

07 国内競技会(主催/フットサル)
JFA 第25回 全日本フットサル選手権大会

　1・2回戦　3月14日(土)～3月15日(日)　各地／全国各地（４会場）

　準々決勝　3月20日(金)　東京都／駒沢屋内球技場

　準決勝　3月21日(土)　東京都／駒沢屋内球技場

　決勝　3月22日(日)　東京都／駒沢屋内球技場

　表彰式　3月22日(日)　東京都／駒沢屋内球技場

JFA 第7回 全日本 U-18 フットサル選手権大会

　競技期間　7月30日(木)～8月2日(日)　京都府／ハンナリーズアリーナ

　表彰式　8月2日(日)　京都府／ハンナリーズアリーナ

JFA 第25回 全日本 U-15 フットサル選手権大会

　競技期間　1月11日(土)～1月13日(月)　三重県／サンアリーナ

　表彰式　1月13日(月)　三重県／サンアリーナ

JFA 第10回　全日本U-15女子フットサル選手権大会

　競技期間　1月12日(日)～1月13日(月)　三重県／サンアリーナ

　表彰式　1月13日(月)　三重県／サンアリーナ

JFA バーモントカップ 第30回 全日本U-12フットサル選手権大会

　競技期間　8月21日(金)～8月23日(日)　東京都／駒沢体育館・屋内球技場

　開会式　8月21日(金)09:00　東京都／駒沢体育館

　決勝　8月23日(日)14:00　東京都／駒沢体育館

　表彰式　8月23日(日)15:00　東京都／駒沢体育館
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JFA 第17回 全日本女子フットサル選手権大会

　競技期間　10月30日(金)～11月1日(日)　北海道／帯広市総合体育館

　決勝　11月1日(日)14:00　北海道／帯広市総合体育館

JFA 第15回 全日本ビーチサッカー大会

　競技期間　（日程未定）　兵庫県／明石市大蔵海岸公園

　決勝　（日程未定）　兵庫県／明石市大蔵海岸公園

第16回全日本大学フットサル大会

　競技期間　8月28日(金)～8月30日(日)　大阪府／岸和田市総合体育館

　表彰式　8月30日(日)13:00　大阪府／岸和田市総合体育館

Ｆリーグ2019/2020 ディビジョン1

　開催日程　2019年5月25日(土)～1月13日(月)　各本拠地

Ｆリーグ2019/2020 プレーオフ

　開催日程　1月18日(土)～1月26日(日)　東京都／駒沢体育館、愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　準決勝第1戦　1月18日(土)17:30　東京都／駒沢体育館

　準決勝第2戦　1月19日(日)15:30　東京都／駒沢体育館

　決勝第1戦　1月25日(土)14:30　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　決勝第2戦　1月26日(日)14:30　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

Ｆリーグオーシャンカップ2020

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

たけやま3.5 Presents 日本女子フットサルリーグ2019/2020 supported by GAViC

　開催日程　2019年6月8日(土)～1月26日(日)　東京都／駒沢体育館、愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　プレーオフ準決勝第1戦　1月18日(土)12:30　東京都／駒沢体育館

　プレーオフ準決勝第2戦　1月19日(日)11:30　東京都／駒沢体育館

　プレーオフ決勝第1戦　1月25日(土)12:00　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　プレーオフ決勝第2戦　1月26日(日)11:30　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

日本女子フットサルリーグ2020/2021

　リーグ戦　（日程未定）　各ホームアリーナ（セントラル）

　開催日程　（日程未定）　各ホームアリーナ（セントラル）

　開催日程　（日程未定）

Ｆリーグ2019/2020 ディビジョン2

　開催日程　2019年6月15日(土)～1月13日(月)　各本拠地

　第1節～第13節　2019年6月15日(土)～12月22日(日)　各本拠地

08 国内競技会(後援)
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2020
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　開催日程　4月4日(土)～12月6日(日)　全国各地

　プレーオフ　12月5日(土)～12月20日(日)　各都道府県

第54回 全国自衛隊サッカー大会

　1次ラウンド　4月18日(土)～4月21日(火)　東京都

　準々決勝　4月23日(木)　東京都

　準決勝　4月24日(金)　東京都

　決勝　4月25日(土)　東京都

第8回 自衛隊女子フットサル大会

　第1日　4月18日(土)　（開催地未定）

　第2日　4月19日(日)　（開催地未定）

全国高等学校定時制通信制体育大会　第30回サッカー大会

　競技期間　7月31日(金)～8月4日(火)　静岡県静岡市

　表彰式　8月4日(火)　静岡県静岡市

チビリンピック JA全農杯 全国小学生選抜サッカー大会

　開催日程　5月3日(日)～5月5日(火)　神奈川県横浜市

　第1日　5月3日(日)　神奈川県／日産スタジアム

　開会式　5月3日(日)　神奈川県／日産スタジアム

　第2日　5月4日(月)　神奈川県／日産スタジアム

　第3日　5月5日(火)　神奈川県／日産スタジアム

　表彰式　5月5日(火)　神奈川県／日産スタジアム

第33回 全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピック岐阜2020)

　開会式　10月31日(土)　岐阜県／岐阜メモリアルセンター長良川競技場

　競技期間　11月1日(日)～11月3日(火)　岐阜県飛騨市

　閉会式　11月3日(火)　岐阜県／長良川国際会議場 メインホール

第6回 BeachSoccer地域リーグチャンピオンシップ

全国9地域（北海道、東北、関東、北信越、東海、関西、中国、四国、九州、開催地域）のビーチサッカーリーグ
代表計12チームが集い、決勝大会（チャンピオンシップ）を実施する。

　開催日程　（日程未定）　北信越地域、（空白）

SuperSports XEBIO 第20回Ｆ地域チャンピオンズリーグ

　開催日程　2月14日(金)～2月16日(日)　愛知県／スカイホール豊田、岐阜県／岐阜メモリアルセンターで愛
ドーム、愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　1次ラウンド　2月14日(金)～2月15日(土)　愛知県／スカイホール豊田、岐阜県／岐阜メモリアルセンターで愛
ドーム

　表彰式　2月16日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　準決勝　2月16日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　決勝　2月16日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

第36回全国選抜フットサル大会

　開催日程　（日程未定）　東北地域
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地域大学フットサルチャンピオンズリーグ2019/2020 アビームシステムズカップ

　開催日程　3月28日(土)～3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　2回戦　3月28日(土)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　1回戦　3月28日(土)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　順位決定戦　3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　準決勝　3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　決勝　3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

第7回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ

　開催日程　2月21日(金)～2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

　1次ラウンド　2月21日(金)～2月22日(土)　茨城県／かみす防災アリーナ

　表彰式　2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

　準決勝　2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

　決勝　2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

日本トリムPresents 第12回全国女子選抜フットサル大会

　開催日程　3月20日(金)～3月22日(日)　岡山県／岡山市総合文化体育館

　1次ラウンド　3月20日(金)～3月21日(土)　岡山県／岡山市総合文化体育館

　準決勝　3月22日(日)　岡山県／岡山市総合文化体育館

　決勝　3月22日(日)　岡山県／岡山市総合文化体育館

09 国際競技会
AFCチャンピオンズリーグ 2020 東地区プレーオフ

　プレーオフ　1月28日(火)　東京都／東京スタジアム
　　　　　　FC東京 vs ポートFC（タイ）対［セレス・ネグロス（フィリピン）対 シャン・ユナイテッド（ミャ
ンマー）］の勝者

　プレーオフ　1月28日(火)　茨城県／茨城県立カシマサッカースタジアム
　　　　　　鹿島アントラーズ vs メルボルン・ビクトリー（オーストラリア）対［タンピネス・ローバース
（シンガポール）対 バリ・ユナイテッド（インドネシア）］の勝者

AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループE

　MD1　2月11日(火)　（開催地未定）

　MD2　2月18日(火)　（開催地未定）

　MD3　3月3日(火)　（開催地未定）
　　　　　　北京国安（中国） vs

　MD4　4月8日(水)　（開催地未定）

　MD5　4月22日(水)　（開催地未定）
　　　　　　チェンライ・ユナイテッド（タイ） vs

　MD6　5月6日(水)　（開催地未定）

AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループF

　MD1　2月11日(火)19:30　（開催地未定）
　　　　　　蔚山現代（韓国） vs FC東京

　MD2　2月18日(火)　（開催地未定）

　MD3　3月4日(水)　（開催地未定）

　MD4　4月7日(火)　（開催地未定）
　　　　　　上海申花（中国） vs

　MD5　4月22日(水)　（開催地未定）

　MD6　5月6日(水)　（開催地未定）
　　　　　　パース・グローリー（オーストラリア） vs
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AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループG

　MD1　2月12日(水)　（開催地未定）
　　　　　　ヴィッセル神戸 vs ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）

　MD2　2月19日(水)　（開催地未定）
　　　　　　水原三星（韓国） vs ヴィッセル神戸

　MD3　3月3日(火)　（開催地未定）
　　　　　　ヴィッセル神戸 vs 広州恒大（中国）

　MD4　4月8日(水)　（開催地未定）
　　　　　　広州恒大（中国） vs ヴィッセル神戸

　MD5　4月21日(火)　（開催地未定）
　　　　　　ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア） vs ヴィッセル神戸

　MD6　5月5日(火)　（開催地未定）
　　　　　　ヴィッセル神戸 vs 水原三星（韓国）

AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループH

　MD1　2月12日(水)　（開催地未定）
　　　　　　全北現代（韓国） vs 横浜F・マリノス

　MD2　2月19日(水)　（開催地未定）
　　　　　　横浜F・マリノス vs シドニーFC（オーストラリア）

　MD3　3月4日(水)　（開催地未定）

　MD4　4月7日(火)　（開催地未定）
　　　　　　横浜F・マリノス vs

　MD5　4月21日(火)　（開催地未定）
　　　　　　横浜F・マリノス vs 全北現代（韓国）

　MD6　5月5日(火)　（開催地未定）
　　　　　　シドニーFC（オーストリア） vs 横浜F・マリノス

AFCチャンピオンズリーグ 2020 ノックアウトステージ

　ラウンド16　第1戦　5月26日(火)～5月27日(水)　（開催地未定）

　ラウンド16　第2戦　6月16日(火)～6月17日(水)　（開催地未定）

　準々決勝　第1戦　8月24日(月)～8月26日(水)　（開催地未定）

　準々決勝　第2戦　9月14日(月)～9月16日(水)　（開催地未定）

　準決勝　第1戦　9月29日(火)～9月30日(水)　各ホームタウン

　準決勝　第2戦　10月20日(火)～10月21日(水)　各ホームタウン

　決勝　第1戦　11月22日(日)　各ホームタウン

　決勝　第2戦　11月28日(土)　各ホームタウン

DENSO CUP SOCCER 第17回 大学日韓(韓日)定期戦

　競技期間　3月22日(日)　韓国

03 指導普及事業

01 普及事業
中長期展望に立った方針策定と提言

経営環境の変化に合わせて、中期計画を見直し、補正する（毎年ローリング）

　実施期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

都道府県サッカー協会支援事業

都道府県サッカー協会の自主的・自発的活動のための支援を実施する。

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　各都道府県

地域サッカー協会支援事業の実施

地域サッカー協会の自主的・自発的活動のための支援を実施する。

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　各地域
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47FAサポートミーティング

　開催日程　1月1日(水)～4月30日(木)　47都道府県

都道府県サッカー協会代表者会議

　会議日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

施設整備推進事業・施設整備助成事業

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

施設整備推進事業 ポット苗方式芝生化モデル事業

全国から公募形式で約60万株のティフトン芝のポット苗を無償提供している。
対象施設は、保育園、幼稚園、学校、スポーツ施設、空き地等

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

JFAメンバーシップ制度推進事業

登録の有無を問わずサッカーファミリーとして繋がることができる環境の創出に取り組む

　実施期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

JFAスポーツマネジャーズカレッジ　サテライト講座

自立した魅力あるスポーツ組織づくりを推進するスポーツマネジャーを養成する人材養成事業。

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定事業

　実施期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　日本全国

JFAグラスルーツ推進・賛同パートナーカンファレンス

　実施期間　（日程未定）　東京都／JFAハウス

障がい者サッカーへの理解・普及促進事業 9地域訪問障がい者サッカー地域ミーティング

　開催日程　（日程未定）　9地域

障がい者サッカーへの理解・普及促進事業 障がい者サッカーインストラクター養成研修会

　開催日程　（日程未定）　東京都

JFAユニクロサッカーキッズ

6歳以下の未就学児を対象としたフェステイバル

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

JFAチャレンジゲーム　めざせファンタジスタ！

8歳程度から大人までを対象とした練習プログラム。検定団体が検定会を開催し、ステージ7からステージ20まで
段階的にテクニックを習得していく。

　実施期間　（日程未定）　（開催地未定）

JFAチャレンジゲーム　めざせクラッキ！
キッズ年代（5歳～8歳程度）を対象とした練習プログラム。オフィシャルブックを購入し、プログラムに参加す
る。
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　実施期間　（日程未定）　（開催地未定）

女子サッカー普及コーディネーター研修会

各FAの女子サッカー普及コーディネーターとの情報共有及びベクトル合わせを目的とした研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

JFAなでしこひろば

全国各地の認定団体による女性（女子）向けのサッカー教室やサッカークリニック等の開催

　実施期間　（日程未定）　（開催地未定）

JFA女子サッカーデー

3/8を「JFA女子サッカーデー」とし、各FAで1月～3月に実施される女子サッカー普及に関わる事業やイベントを
活用し、女子サッカー普及のインパクトとする

　開催日程　1月1日(水)～3月31日(火)　（開催地未定）

日本代表OB・OG会　宝くじスポーツ フェア　ドリーム・サッカー

日本代表OBによる、サッカークリニック、指導者研修、エキシビションマッチの実施。

　第1回　（日程未定）　（開催地未定）

　第2回　（日程未定）　（開催地未定）

　第3回　（日程未定）　（開催地未定）

　第4回　（日程未定）　（開催地未定）

02 強化事業(選手育成)
47FAユースダイレクター研修会（前期）

　開催日程　8月1日(土)～9月30日(水)　（開催地未定）

47FAユースダイレクター研修会（後期）

　開催日程　12月5日(土)～12月6日(日)　静岡県／帝人アカデミー富士

ナショナルトレセンコーチ［女子担当］研修会

　第1回（4月）　（日程未定）　（開催地未定）

　第2回（10月）　（日程未定）　（開催地未定）

フットサル海外育成視察

海外におけるフットサル育成環境視察

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

U-15タウンクラブ・中体連キャンプ（前期）

　開催日程　4月2日(木)～4月5日(日)　大阪府／J-GREEN堺

U-15　中体連選手・タウンクラブトレーニングキャンプ(後期)

　開催日程　8月20日(木)～8月23日(日)　福島県／Jヴィレッジ

ナショナルトレセン女子U-14

　西日本　（日程未定）　（開催地未定）

　東日本　（日程未定）　（開催地未定）
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U-15日本女子選抜　国内トレーニングキャンプ（11月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルタレントキャラバン(U18)

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

ビーチサッカー地域巡回クリニック

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

ビーチサッカー選抜クリニック

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

女子GKコーチ研修会

地域から2名のGKコーチ（女子担当）を招いて1泊2日の研修

　開催日程　3月7日(土)～3月8日(日)　大阪府／J-GREEN堺

ナショナルGKキャンプ

　第1回　2月7日(金)～2月9日(日)　大阪府／J-GREEN堺

　第2回　7月3日(金)～7月5日(日)　福島県／Jヴィレッジ

　第3回　12月4日(金)～12月6日(日)　福島県／Jヴィレッジ

女子GKキャンプ（8月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

女子GKキャンプ（7月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

女子GKキャンプ（11月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

女子GKキャンプ（2月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルGKキャンプ

　西日本　3月28日(土)～3月29日(日)　（開催地未定）

　東日本　4月18日(土)～4月19日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

強化事業(選手育成/エリート)
エリートプログラムU-14フューチャーキャンプ前期（北信越）

　開催日程　6月17日(水)～6月21日(日)　北信越地域
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エリートプログラムU-14エリートトレーニングキャンプ前期（東北）

　開催日程　6月17日(水)～6月21日(日)　東北地域

エリートプログラムU-14　トレーニングキャンプ 9月

　開催日程　9月2日(水)～9月6日(日)　北海道

エリートプログラムU-14　フューチャーキャンプ　後期

　開催日程　11月4日(水)～11月8日(日)　四国地域

エリートプログラムU-14　日韓交流戦

　開催日程　11月9日(月)～11月14日(土)　韓国

エリートプログラムU-13 フューチャーキャンプ前期（関東）

　開催日程　6月17日(水)～6月21日(日)　（開催地未定）

エリートプログラムU-13　日韓交流戦

　開催日程　7月8日(水)～7月12日(日)　大阪府／J-GREEN堺

エリートプログラムU-13　トレーニングキャンプ　9月（福島）

　開催日程　9月9日(水)～9月13日(日)　福島県／Jヴィレッジ

エリートプログラムU-13　トレーニングキャンプ

　開催日程　12月16日(水)～12月20日(日)　大分県

エリートプログラムU-13　フューチャーキャンプ　後期

　開催日程　12月16日(水)～12月20日(日)　中国地域

エリートプログラム[女子] U-14トレーニングキャンプ（3月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

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～

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

エリート女子U-14　海外遠征（8月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

エリートプログラム[女子] U-13トレーニングキャンプ（5月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）
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エリートプログラム[女子] U-13トレーニングキャンプ（3月）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

エリートプログラム女子U-13　韓国遠征～JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業～

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

03 強化事業(アカデミー)
JFAアカデミー福島

　女子　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　静岡県裾野市

　男子　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　静岡県御殿場市

　卒校式　3月2日(月)13:30　静岡県／時之栖

　入校式　4月7日(火)　静岡県／時之栖

JFAアカデミー熊本宇城

　事業期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　熊本県宇城市

　卒校式　3月14日(土)　熊本県宇城市

　入校式　4月9日(木)　熊本県宇城市

JFAアカデミー堺

　事業期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　大阪府堺市

　卒校式　3月13日(金)15:00　大阪府／J-GREEN堺

　入校式　4月2日(木)　大阪府／J-GREEN堺

JFAアカデミー今治

　事業期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　愛媛県今治市

　卒校式　3月17日(火)16:00　愛媛県今治市

　入校式　4月4日(土)　愛媛県今治市

04 指導者養成事業(サッカー資格)
S級コーチ養成講習会

　Module1：国内短期講習①　4月4日(土)～4月9日(木)

　Module1：国内集中講習　4月13日(月)～4月23日(木)　（開催地未定）

　Module2：国内集中講習　6月1日(月)～6月18日(木)

　Module3：国内短期講習②　8月31日(月)～9月3日(木)　東京都北区

　Module4：国内集中講習　10月19日(月)～11月12日(木)　（開催地未定）

　Module5：国内集中講習　12月7日(月)～12月10日(木)　東京都／JFAハウス

　Module5：指導実践試験　12月14日(月)～12月17日(木)　（開催地未定）

A級コーチジェネラル養成講習会　 1コース

全国レベルの選手（主な対象は18歳以上）の指導ができる人材を養成すると同時に、地域・都道府県の指導者の
リーダーとなる人材を育成することを目的とした講習会。

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチジェネラル養成講習会　２コース

全国レベルの選手（主な対象は18歳以上）の指導ができる人材を養成すると同時に、地域・都道府県の指導者の
リーダーとなる人材を育成することを目的とした講習会。
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　前期　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチジェネラル養成講習会　 3コース

全国レベルの選手（主な対象は18歳以上）の指導ができる人材を養成すると同時に、地域・都道府県の指導者の
リーダーとなる人材を育成することを目的とした講習会。

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチジェネラル養成講習会　 4コース

全国レベルの選手（主な対象は18歳以上）の指導ができる人材を養成すると同時に、地域・都道府県の指導者の
リーダーとなる人材を育成することを目的とした講習会。

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチジェネラル養成講習会　 5コース

全国レベルの選手（主な対象は18歳以上）の指導ができる人材を養成すると同時に、地域・都道府県の指導者の
リーダーとなる人材を育成することを目的とした講習会。

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチジェネラル養成講習会　 6コース

全国レベルの選手（主な対象は18歳以上）の指導ができる人材を養成すると同時に、地域・都道府県の指導者の
リーダーとなる人材を育成することを目的とした講習会。

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

ゴールキーパーA級コーチ養成講習会

大学・プロなどのゴールキーパーの指導ができる人材を養成すると同時に、日本のゴールキーパー指導者のリー
ダーとなる人材を育成する。

　開催日程　1月14日(火)～1月19日(日)　茨城県／鹿島ハイツ

A級コーチU-15養成講習会 2019年度第2コース後期

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

A級コーチU-15養成講習会 第1コース

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチU-15養成講習会 第2コース

U-15年代の指導のリーダーとなる人材を養成すると同時に、この年代の指導のスペシャリストの育成と、所属地
域でのU-15年代のゲーム・トレーニング環境を整備・充実させるための諸活動において、リーダー的立場に立っ
て活動ができる人材を養成する。

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチU-12養成講習会 2019年度第2コース

U-12年代の指導のリーダーとなる人材を養成すると同時に、この年代の指導のスペシャリストの育成を目的と
し、A級コーチU-12養成講習会を開催する。また、所属地域でのU-12年代のゲーム・トレーニング環境を整備・充
実させるための諸活動において、リーダー的立場に立って活動ができる人材を養成する。

　後期　1月15日(水)～1月19日(日)　熊本県／JFAアカデミー熊本宇城

A級コーチU-12養成講習会 第1コース

　開催日程　（日程未定）　静岡県／JFAアカデミー福島

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

　中期　（日程未定）　（開催地未定）

A級コーチU-12養成講習会 第2コース
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U-15年代の指導のリーダーとなる人材を養成すると同時に、この年代の指導のスペシャリストの育成と、所属地
域でのU-15年代のゲーム・トレーニング環境を整備・充実させるための諸活動において、リーダー的立場に立っ
て活動ができる人材を養成する。

　開催日程　（日程未定）　熊本県／JFAアカデミー熊本宇城

B級コーチ養成講習会 第1コース

B級コーチ養成を目的とした研修会

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

B級コーチ養成講習会 第2コース

B級コーチ養成を目的としたコース

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

B級コーチ養成講習会 第3コース

B級コーチ養成を目的としたコース

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

B級コーチ養成講習会 第4コース

B級コーチ養成を目的としたコース

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

B級コーチ養成講習会 第5コース

B級コーチ養成を目的としたコース

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

B級コーチ養成講習会 第6コース

B級コーチ養成を目的としたコース

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

B級コーチ養成講習会 第7コース

B級コーチ養成のためのコース

　前期　（日程未定）　（開催地未定）

B級コーチ養成講習会 現役選手e-ラーニングコース

　開催日程　（日程未定）　eラーニング

B級コーチ養成講習会 2019年度 JFA女性コース

　後期　1月6日(月)12:00～1月11日(土)　大阪府／J-GREEN堺

ゴールキーパーB級コーチ養成講習会 第1コース

ユース年代（U-18）のゴールキーパーの指導ができる人材を養成すると同時に、都道府県のゴールキーパー指導
者のリーダーとなる人材を育成する。

　開催日程　1月22日(水)～1月26日(日)　茨城県／鹿島ハイツ

ゴールキーパーB級コーチ養成講習会 第2コース

ユース年代（U-18）のゴールキーパーの指導ができる人材を養成すると同時に、都道府県のゴールキーパー指導
者のリーダーとなる人材を育成する。

　開催日程　6月24日(水)～6月28日(日)　静岡県／帝人アカデミー富士

C級コーチ養成講習会

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　47都道府県
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C級コーチ養成講習会 JFA女子コース①

　開催日程　6月29日(月)11:00～7月5日(日)　福島県／Jヴィレッジ

B級コーチ養成講習会 JFA女子コース

B級養成講習会。女性のみのコース（なでしこリーグ現役、OG対象）

　開催日程　6月29日(月)11:00～7月4日(土)　福島県／Jヴィレッジ

　開催日程　1月12日(火)11:00～1月17日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

C級コーチ養成講習会 JFA女子コース②

　開催日程　1月12日(火)～1月18日(月)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会

　開催日程　（日程未定）　北海道地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第2コース

　開催日程　（日程未定）　東北地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第3コース

　開催日程　（日程未定）　関東地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第4コース

　開催日程　（日程未定）　関東地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第5コース

　開催日程　（日程未定）　北信越地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第6コース

　開催日程　（日程未定）　東海地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第7コース

　開催日程　（日程未定）　関西地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会　第8コース

　開催日程　（日程未定）　中国地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第9コース

　開催日程　（日程未定）　四国地域

ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 第10コース
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　開催日程　（日程未定）　九州地域

D級コーチ養成講習会

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　47都道府県

D級コーチ養成講習会 なでしこリーグ新人研修女性コース

なでしこリーグ新人研修に続いて開催するD級コーチ養成講習会。

　開催日程　（日程未定）7月7日(火)～7月8日(水)　（開催地未定）

キッズリーダー養成講習会

　開催日程　（日程未定）　47都道府県

05 指導者養成事業(フットサル資格)
フットサルC級コーチ養成講習会 東海コース

　開催日程　1月31日(金)～2月2日(日)　三重県／鈴鹿スポーツガーデン

フットサルC級コーチ養成講習会 中国コース

　開催日程　1月31日(金)11:00～2月2日(日)　広島県／ツネイシしまなみアリーナ

フットサルC級コーチ養成講習会 関西コース（第1回）

　開催日程　2月21日(金)～2月23日(日)　京都府

フットサルB級コーチ養成講習会 第1コース

　前期　4月21日(火)～4月27日(月)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　後期　9月15日(火)～9月21日(月)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

フットサルA級コーチ養成講習会

　前期　4月1日(水)～4月5日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　中期　7月20日(月)～7月24日(金)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　後期　9月24日(木)～9月28日(月)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

フットサルC級コーチ養成講習会 関東コース（第2回）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

AFCフットサルフィットネスコーチングコースレベル1

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 関西コース（第2回）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

AFCフットサルGKコーチングコースレベル1
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　実施期間　（日程未定）　（開催地未定）

AFCビーチサッカーコーチングコースレベル2

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 東北コース

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 四国コース

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 北海道コース（第1回）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 九州コース（第1回）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 北海道コース（第2回）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 関東コース（第1回）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルC級コーチ養成講習会 北信越コース

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

06 指導者養成事業(インストラクター)
47FAC/D級インストラクター研修会 47FA研修会

　開催日程　1月1日(水)～4月30日(木)　47都道府県

47FAチーフインストラクター研修会

47FAのチーフインストラクターを集め、JFAからの情報伝達と、意見交換を行う。

　開催日程　6月6日(土)13:00～6月7日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

47FAインストラクター新規養成講習会

今年度に新規で47FAインストラクターとして活動する方を養成する講習会。

　開催日程　6月12日(金)～6月14日(日)　静岡県／帝人アカデミー富士

B級インストラクター研修会（東日本）後期

　東日本　8月24日(月)13:00～8月26日(水)　静岡県／時之栖

B級インストラクター研修会（西日本）後期
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　開催日程　8月29日(土)～8月31日(月)　大阪府／J-GREEN堺

GK-B級インストラクター研修会

　開催日程　8月30日(日)～8月31日(月)　神奈川県／しんよこフットボールパーク

47FAC/D級インストラクター研修会 JFA研修会

　開催日程　11月17日(火)～11月18日(水)　静岡県／時之栖

GK-A級インストラクター研修会

　開催日程　11月29日(日)～11月30日(月)　神奈川県／しんよこフットボールパーク

B級インストラクター研修会 前期

B級JFA、FAコースにてインストラクターを務める者を対象とした研修会

　西日本　（日程未定）13:00　（開催地未定）

　東日本　（日程未定）13:00　（開催地未定）

JFAキッズリーダー新規養成講習会

　開催日程　（日程未定）　静岡県／帝人アカデミー富士

A級U-15/U-12インストラクター研修会

　開催日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

Jクラブアカデミーコンディショニング担当者研修会

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

GK-C級インストラクター研修会

　開催日程　（日程未定）　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

S級/A級ジェネラルインストラクター研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

07 指導者養成事業(リフレッシュ)
女性指導者スキルアップ研修会

　第1回　3月13日(金)～3月15日(日)　（開催地未定）

　第2回　7月19日(日)～7月21日(火)　（開催地未定）

　第3回　10月23日(金)～10月25日(日)　（開催地未定）

　第4回　10月30日(金)～11月1日(日)　（開催地未定）

コンディショニングリフレッシュ研修会

　開催日程　3月1日(日)00:00～12月31日(木)　（開催地未定）
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フットサル海外指導者インストラクター招聘

　開催日程　（日程未定）

フットサル国内リフレッシュ研修会（GKキャンプ西日本）

　開催日程　（日程未定）　和歌山県／海南スポーツセンター

JFAアカデミーリフレッシュ研修会(福島)

　開催日程　（日程未定）　静岡県／JFAアカデミー福島

フットサル国内リフレッシュ研修会（GKキャンプ東日本）

　開催日程　（日程未定）　東京都／すみだフットサルアリーナ

S級リフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

　開催日程　（日程未定）

フットサル国内リフレッシュ研修会（全日本U-15選手権）

　開催日程　（日程未定）　三重県／サンアリーナ

テクニカルハウスセミナー

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

　開催日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

フットサル指導者長期海外研修

　開催日程　（日程未定）　海外

ナショナルトレセン女子U-14リフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサル日本代表関連研修会

　開催日程　（日程未定）

フットサルリフレッシュ研修会（全国指導者研修会）

　開催日程　（日程未定）　47都道府県

リフレッシュ研修会（ナショナルトレセンU-14後期地域対抗戦）

　開催日程　（日程未定）　静岡県／時之栖

eラーニングリフレッシュ研修会
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　開催日程　（日程未定）　Web上

高円宮杯JFAU-15サッカー選手権大会リフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

JFA全日本U-15女子サッカー選手権大会リフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグ(審判との協調)リフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）

テクニカルハウス研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグファイナルリフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサル海外インストラクター養成視察

　開催日程　（日程未定）　海外

高円宮杯JFAU-18サッカープレミアリーグリフレッシュ研修会(第1節)

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

GKリフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　福島県／Jヴィレッジ

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

　開催日程　（日程未定）　大阪府／J-GREEN堺

女子GKキャンプリフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサル海外指導者講習会指導者派遣

　開催日程　（日程未定）　海外

JFAアカデミーリフレッシュ研修会(宇城)

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

フットサルフィジカルコーチ研修会

　開催日程　（日程未定）　東京都／すみだフットサルアリーナ
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日本女子代表関連リフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

08 指導者養成事業(キッズ・小学校)
JFAキッズミーティング

　開催日程　1月25日(土)～1月26日(日)　大阪府／J-GREEN堺

Jクラブ普及ミーティング

J1、18クラブの普及担当責任者を集めて、会議を行う

　開催日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

小学校体育サポート研修会　教員免許更新講習会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

JFAキッズリーダーチーフ＆巡回指導研修会（地域開催）

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

　関西　（日程未定）　（開催地未定）

　関東　（日程未定）　（開催地未定）

　九州　（日程未定）　（開催地未定）

　四国　（日程未定）　（開催地未定）

　中国　（日程未定）　（開催地未定）

　東海　（日程未定）　（開催地未定）

　北海道・東北　（日程未定）　（開催地未定）

　北信越　（日程未定）　（開催地未定）

中学校体育サポート研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

09 医事関連事業
（新規事業）JSPO公認アスレティックトレーナー更新研修会

日本スポーツ協会（JSPO)公認アスレティックトレーナーの資格更新のための研修会

　開催日程　1月5日(日)　東京都他

全国医学委員長会議

年に1回開催している9地域FA・47都道府県FA医学委員長による会議。
JFA医学委員会との共有を図り、47FA医学委員会の活動を活性化させる。

　開催日程　1月13日(月)12:00　東京都／JFAハウス

NFRepresentative会議

2018シーズンの課題等の抽出と2019シーズンに向けての準備と伝達を行う。

　開催日程　2月1日(土)13:00　東京都／JFAハウス

アスレティックトレーナー研修会

各地域／都道府県協会より推薦いただいた方とJリーグ以外のリーグおよび連盟を対象として開催。最新の医学的
情報を提供し、トレーナーとしての更なるレベルアップを目指す。

　開催日程　2月9日(日)10:00　東京都／JFAハウス

第66回サッカードクターセミナー
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全国の医師、歯科医師を対象にして行うセミナー。サッカーにおける外傷・障害の症例を題材にして、外部講師
を招いての講義を行う。2日目の午後は参加者によるサッカー実技を行う。

　開催日程　3月14日(土)～3月15日(日)　福島県／Jヴィレッジ

第67回サッカードクターセミナー

全国の医師、歯科医師を対象にして行うセミナー。サッカーにおける外傷・障害の症例を題材にして、外部講師
を招いての講義を行う。2日目の午後は参加者によるサッカー実技を行う。

　開催日程　10月10日(土)13:30～10月11日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

スポーツ救命ライセンス講習会

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

JFAフィジカル・コンディショニング担当コーチ研修会

　開催日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

11 審判関連事業(1級)
J1・J2担当審判員研修会

　開幕前　2月8日(土)～2月9日(日)　東京都

　第1回　3月28日(土)～3月29日(日)　東京都／JFAハウス

　第2回　5月9日(土)～5月10日(日)　（開催地未定）

　第3回　7月18日(土)～7月19日(日)　（開催地未定）

　第4回　8月29日(土)～8月30日(日)　（開催地未定）

　第5回　10月31日(土)～11月1日(日)　（開催地未定）

J担当副審研修会

　第1回　1月25日(土)～1月26日(日)　福島県／Jヴィレッジ

　第2回　4月25日(土)～4月26日(日)　（開催地未定）

　第3回　7月11日(土)～7月12日(日)　（開催地未定）

J3担当審判員研修会

　第1回　2月15日(土)～2月16日(日)　東京都／JFAハウス

　第2回　10月10日(土)～10月11日(日)　（開催地未定）

J3担当審判員フィジカルチェック

分散開催

　第1回　9月12日(土)　（開催地未定）

　第2回　9月19日(土)　（開催地未定）

　第3回　10月3日(土)　（開催地未定）

J1・J2・J3・JFL副審プラクティカルトレーニング

分散開催

　第1回　3月27日(金)　（開催地未定）

　第2回　5月22日(金)　（開催地未定）

　第3回　6月24日(水)　（開催地未定）

　第4回　7月19日(日)　（開催地未定）

　第5回　9月21日(月)　（開催地未定）

　第6回　10月7日(水)　（開催地未定）
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JFL担当審判員研修会

　第1回　2月15日(土)～2月16日(日)　東京都／JFAハウス

　第2回　4月18日(土)～4月19日(日)　（開催地未定）

　第3回　7月5日(日)～7月12日(日)　（開催地未定）

　第4回　9月21日(月)～9月22日(火)　（開催地未定）

NC担当審判員研修会

　第1回　2月22日(土)～2月23日(日)　東京都／JFAハウス

　第2回　5月23日(土)～5月24日(日)　（開催地未定）

　第3回　10月17日(土)～10月18日(日)　（開催地未定）

VAR研修会

　カリキュラム研修　1月18日(土)～1月19日(日)　首都圏

　プラクティカルTr　1月24日(金)～1月26日(日)　東北地域

　プラクティカルTr　1月31日(金)～2月2日(日)　東北地域

　シミュレーターTr　2月11日(火)　首都圏

　プラクティカルTr　2月15日(土)～2月16日(日)　首都圏

　カリキュラム研修　（日程未定）　（開催地未定）

　カリキュラム研修（複数回開催予定）　（日程未定）　（開催地未定）

　プラクティカル研修（複数回開催予定）　（日程未定）　（開催地未定）

　理論研修（複数回開催予定）　（日程未定）　（開催地未定）

プロフェッショナルレフェリー/トレーニングキャンプ

　第1回　2月27日(木)　首都圏

　第2回　3月11日(水)　首都圏

　第3回　3月23日(月)　首都圏

　第4回　4月16日(木)　首都圏

　第5回　6月1日(月)　首都圏

　第6回　6月22日(月)　首都圏

　第7回　8月13日(木)　首都圏

　第8回　9月14日(月)　首都圏

　第9回　10月14日(水)～10月15日(木)　首都圏

　第10回　11月18日(水)～11月19日(木)　首都圏

1級審判員国際交流（香港）

　活動期間　（日程未定）　香港

1級審判員交流プログラム（招聘・香港）

　活動期間　（日程未定）　日本全国

1級審判員交流プログラム（招聘・ポーランド）

　活動期間　（日程未定）　日本全国

1級審判員国際交流（ポーランド）
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　活動期間　（日程未定）　ポーランド

国際副審　プレゼンス強化研修会

　第1回　（日程未定）　Web上

　第2回　（日程未定）　Web上

12 審判関連事業(女子1級)
女子1級審判員（1年目～3年目）フィジカル研修会

女子1級審判員の若手（1年目～3年目）に対して、トップレベルの審判員として必要なフィジカル強化に関する研
修を行う。

　開催日程　3月7日(土)～3月8日(日)　東京都北区／国立スポーツ科学センター(JISS)

女子1級審判員研修会

第1回：2020年シーズン開幕前の準備として、女子1級審判員全体の集合研修会を行う。
第2回：女子1級審判員に対して、2020シーズン前半の振り返りや、競技規則2020/21改正内容の説明を中心に研修
を行う。
第3回：女子1級審判員に対して、2020シーズン前半の振り返りや、年末年始の全国大会に向けての研修を行う。

　第1回　2月22日(土)～2月24日(月)　福島県／Jヴィレッジ

　第2回　7月4日(土)～7月5日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　第2回　7月11日(土)～7月12日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　第3回　11月7日(土)～11月8日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　第3回　11月14日(土)～11月15日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

女子1級審判員（1年目～3年目）強化研修会

女子1級審判員の若手（1年目～3年目）の強化を目的として、なでしこリーグ関連等の大会に参加しながら集合研
修を行う。

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

女子1級審判員（1年目～3年目）フィジカルWeb個別指導

女子1級審判員の若手（1年目～3年目）に対して、3月に開催予定のフィジカル研修会以降に、毎月フィジカル強
化実施に関するフォローアップをWebで行う。

　開催日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

女子1級国際審判員候補者研修会

女子1級審判員において、国際審判員を目指す、または候補となり得る者を対象とした強化研修を行う。

　開催日程　（日程未定）　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

女子国際副審 国内リーグ派遣

女子国際副審に対して、通常派遣対象となっていない大会（なでしこリーグ等）の副審として派遣し、技術強化
を図る。

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

女子1級審判員カテゴリー別Web研修会

女子1級審判員を対象に、なでしこリーグ等の試合映像を利用したWeb研修会を行う。

　第1回（5月）　（日程未定）　東京都／JFAハウス、Web上

　第2回（9月）　（日程未定）　東京都／JFAハウス、Web上

　第3回（12月）　（日程未定）　東京都／JFAハウス、Web上

審判員(女子)国際交流（ダラスカップ）

　活動期間　（日程未定）　アメリカ・テキサス州

13 審判関連事業(2級)
U-20審判員春季研修会
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　TRAUM CHALLENGE　3月8日(日)～3月12日(木)　茨城県／鹿島ハイツ

U-22審判員春季研修会

　TRAUM CUP　3月15日(日)～3月19日(木)　茨城県／鹿島ハイツ

地域推薦2級女子審判員研修会（全日本O-30女子大会）

女子1級審判員を目指す各地域に所属する2級女子審判員に対して、JFA主催の全国大会への派遣を兼ねて、育成研
修を行う。

　開催日程　3月19日(木)～3月22日(日)　（開催地未定）

地域推薦2級女子審判員研修会（CY女子U-18大会）

女子1級審判員を目指す各地域に所属する2級女子審判員に対して、JFA主催の全国大会への派遣を兼ねて、育成研
修を行う。

　開催日程　（日程未定）7月24日(金)～7月31日(金)　群馬県前橋市

U-20/22審判員夏季研修会

　高校総体　8月18日(火)～8月21日(金)　群馬県

　堺ユース　（日程未定）　大阪府／J-GREEN堺

2級審判員育成研修会 U-20審判員育成研修会

JFAナショナルトレセンU-14後期　地域対抗戦における審判員研修会

　開催日程　11月20日(金)　静岡県／時之栖スポーツセンター

U-18審判員研修会

　FFP　8月1日(土)13:00～8月4日(火)　静岡県／時之栖スポーツセンター、福島県／Jヴィレッジ

　U-12選手権　12月24日(木)15:00～12月29日(火)　鹿児島県／白波スタジアム他

O-35審判員研修会

　CYU-15　（日程未定）　北海道帯広市

14 審判関連事業(育成)
地域レフェリーアカデミー集合研修会

　サニックス杯　3月18日(水)～3月21日(土)　福岡県

　CYU-18　（日程未定）　群馬県

都道府県審判トレーニングセンター

都道府県トレーニングセンター（女子）へのインストラクター派遣

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　各都道府県

地域審判トレーニングセンター/地域審判指導者トレーニングセンター レフェリーコーチング

審判インストラクターへの指導方法（コーチングスキル）の取得研修会

　第1回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

　第2回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

　第3回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

　第4回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

地域審判トレーニングセンター/地域審判指導者トレーニングセンター レフェリーフィジカルコーチ
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9地域代表のレフェリーフィジカルコーチ養成

　第1回　（日程未定）　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　第2回　（日程未定）　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　第3回　（日程未定）　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　第4回　（日程未定）　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

地域審判トレーニングセンター/地域審判指導者トレーニングセンター レフェリング分析

審判指導者として、審判員を指導するためのスキル取得研修。
本研修では主に、試合を担当した審判員の評価・分析（改善点等の抽出）を行うための能力向上を目指す。

　第1回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

　第2回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

　第3回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

　第4回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

大学女子スカウトキャラバン講師派遣

大学女子連盟主催の大学女子スカウトキャラバンにJFA審判インストラクターを派遣し、女子1級審判員を目指す2
級～4級女子審判員の育成を行う。

　開催日程　（日程未定）　静岡県／時之栖スポーツセンター

地域審判指導者トレーニングセンターマネジャー会議

地域審判指導者トレーニングセンターの運営責任者の会議　各地域2名

　第1回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

　第2回　（日程未定）　Web上

　第3回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

地域審判トレーニングセンター/地域審判指導者トレーニングセンター ITスキル

審判指導者として、審判員を指導するためのITスキル取得研修。

　第1回　（日程未定）　東京都／JFAハウス

地域レフェリーアカデミーマスター研修会

　開催日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

15 審判関連事業(フットサル)
フットサル1級審判員研修会

　開催日程　2月1日(土)～2月2日(日)　東京都／JFAハウス

フットサル1級審判員強化研修会

　開催日程　3月14日(土)～3月15日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

　開催日程　3月14日(土)～3月15日(日)　大阪府／岸和田市総合体育館

　開催日程　3月14日(土)～3月15日(日)　静岡県／エコパアリーナ

　開催日程　3月14日(土)～3月15日(日)　兵庫県／グリーンアリーナ神戸

Fリーグ開幕前研修会

　開催日程　5月4日(月)～5月6日(水)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

日本女子フットサルリーグ開幕前研修会

　開催日程　5月9日(土)～5月10日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド
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フットサル2級審判員強化研修会

　第1回　1月11日(土)～1月13日(月)　三重県／サンアリーナ

　第2回　7月29日(水)～8月2日(日)　（開催地未定）

フットサル専任1級審判員(フットサルナショナルカテゴリー)研修会

　開催日程　8月28日(金)～8月30日(日)　大阪府／岸和田市総合体育館

フットサル女子1級審判研修会

　開催日程　10月30日(金)～11月1日(日)　北海道／帯広市総合体育館

16 審判関連事業(ビーチサッカー)
ビーチサッカー審判研修会(地域巡回)

　開催日程　（日程未定）　各地域

ビーチサッカー強化審判研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

　開催日程　（日程未定）　各地域

ビーチサッカー審判講習会

　実施日程　（日程未定）　（開催地未定）

17 審判関連事業(インストラクター)
審判コーチング研修会

　前期　2月8日(土)～2月9日(日)　東京都／JFAハウス

　後期　2月29日(土)～3月1日(日)　東京都／JFAハウス

S/1級審判インストラクター研修会①

　J1/J2担当アセッサー　1月25日(土)～1月26日(日)　福島県／Jヴィレッジ

　JFL担当アセッサー　2月15日(土)～2月16日(日)　東京都／JFAハウス

　J3担当アセッサー　2月15日(土)～2月16日(日)　東京都／JFAハウス

　なでしこ担当アセッサー　2月22日(土)～2月23日(日)　福島県／Jヴィレッジ

　1級審判インストラクター　3月20日(金)～3月21日(土)　東京都／JFAハウス

S/1級審判インストラクター研修会②

　開催日程　6月27日(土)～6月28日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

審判アセッサー研修会①

　大阪　9月12日(土)　（開催地未定）

　東京　9月13日(日)　東京都／JFAハウス

1級審判インストラクター研修会
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　アセッサー以外　9月19日(土)～9月20日(日)　東京都／JFAハウス

審判インストラクター国際交流（ダラスカップ）

　活動期間　（日程未定）　アメリカ・テキサス州

審判コーチングリフレッシュ研修会

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

審判アセッサー研修会②

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

18 審判関連事業(資格審査)
JFA推薦1級審判インストラクター認定審査

　開催日程　1月5日(日)　東京都／JFAハウス

　開催日程　1月11日(土)　埼玉県／埼玉スタジアム２○○２

フットサル1級審判インストラクター更新講習会

　開催日程　5月1日(金)～5月4日(月)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

1級審判インストラクター認定審査

　第1次審査　5月16日(土)

　第2次審査　7月1日(水)～9月30日(水)　（開催地未定）

　第3次審査　10月24日(土)～10月25日(日)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

フットサル1級審判インストラクター認定審査

　開催日程　（日程未定）　各地域

　開催日程　（日程未定）　Web上

　開催日程　（日程未定）　関東地域または関西地域

フットサル2級審判インストラクター更新講習会

　開催日程　（日程未定）　各地域

サッカー女子1級審判員認定審査

女子1級審判員を認定するための審査（1次～3次）を行う。

　第1次審査　（日程未定）　東京都

　第2次審査　（日程未定）　（開催地未定）

　第3次審査　（日程未定）　（開催地未定）

フットサル2級審判インストラクター認定講習会

　開催日程　（日程未定）　各地域

21 選手資格・フェアプレー関連事業等
JFAリスペクト・フェアプレーデイズ
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　開催日程　9月5日(土)13:00　東京都／JFAハウス

（新規事業）女子プロリーグ設立に向けた検討

2021年に開幕を目指す女子プロリーグの設立準備に向けた検討会議の運営や事業計画の立案、現なでしこリーグ
への支援等を実施する。

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

ウェルフェアオフィサー認定研修会

　開催日程　（日程未定）　東京都／JFAハウス

04 社会貢献事業

01 JFAこころのプロジェクト
JFAこころのプロジェクト「夢の教室」 プロ野球等、他競技団体との連携

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」 地方公共団体との連携

約170の自治体と連携して開催。

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　170自治体

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」

日本国内や一部海外を含む小学校5年生と中学校2年生を対象に、様々な競技の現役選手・OB・OGなどを「夢先
生」として学校へ派遣。「夢を持つことや、その夢に向かって努力することの大切さ」「仲間と協力することの
大切さ」などを「夢の教室」で伝えていく。夢の教室は、【ゲームの時間】、【トークの時間】と、夢先生と子
どもたちがメッセージのやり取りをする【夢シート】で構成されている。（スポーツ教室ではない。）

　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地(約2,100回)

スポーツこころのプロジェクト「笑顔の教室」
東日本大震災被災地域東北3県（岩手・宮城・福島）の小学校・中学校で「笑顔の教室」を約500回実施予定。
日本のスポーツ界が一丸となって、東日本大震災で被災した「すべての」子どもたちの、「こころの回復」を応
援するためのプロジェクト。子どもたちに、こころからの笑顔を届けたい。そして、明日を生きるための希望の
種を見つけることで、この先の人生を、強く、しなやかに、なるべく笑顔で生きていってほしい。そんな願いと
熱きこころを持ったアスリートたちが夢先生となって、子どもたちが学ぶ教室を訪れ、メッセージを届けてい
く。
　開催日程　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　岩手県、宮城県、福島県

02 アジア貢献、国際交流事業
AFC加盟協会の役員、スタッフ、コーチ等の研修受け入れ

JFA、Jリーグ、Jクラブにて行っている事業、施策に関する視察及び研修を受け入れ、各国協会の組織力向上や各
国の代表強化、ユース育成のレベルアップをサポートしていく

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

AFC加盟協会の日本でのキャンプ受け入れ

日本でのキャンプ実施の要請があった場合、トレーニングマッチのアレンジを含めた受け入れ手配全般をコー
ディネートし、各国協会のチーム強化をサポートする。年間20チーム強の受け入れ予定。

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

公認指導者・審判インストラクターのAFC加盟協会への派遣

海外派遣指導者がアジアの様々な国や地域で代表監督や育成コーチ、審判インストラクターなどを務め、チーム
や選手、審判員の育成・強化を行う

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）

アジアユース育成資金援助プログラム

AFC 加盟協会で財政的援助を必要としている協会を対象に、継続的かつ計画的なユース育成事業に対して資金援
助を実施。

　実施期間　1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）
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AFC加盟協会向けのインターナショナルコーチングコースの開催

AFC加盟協会から20～30名の指導者を招待し、約1週間かけてJFAインストラクターがノウハウを提供するコーチン
グコースを開催する

　開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

03 社会貢献委員会関連事業
国連グローバル・コンパクトに関する活動

国連グローバル・コンパクトへ署名した団体として、国連10原則やSDGsの推進に関する活動を行う。

　実施期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

子ども宅食プロジェクト

文京区「こども宅食」への支援活動。年3回前後の物品提供やイベント招待等により地域住民への支援を行う。

　活動期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　東京都文京区

05 ミュージアム運営事業

01 日本サッカーミュージアム運営事業
日本サッカーミュージアム運営事業

　事業期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　東京都／日本サッカーミュージアム

第17回日本サッカー殿堂掲額式典

　　9月10日(木)15:00　東京都／JFAハウス

06 災害復興支援事業

01 東日本大震災復興支援活動
東日本大震災復興支援事業

2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興をサッカー活動等を通じて支援する事業

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

02 熊本地震復興支援活動
熊本地震復興支援活動

2014年4月14日に発生した熊本地震による被害の復興をサッカー活動等を通じて支援する事業

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　熊本県

03 平成30年7月豪雨復興支援活動
平成30年7月豪雨復興支援活動

2018年7月に主に西日本地方を襲った豪雨による被害からの復興をサッカー活動等を通じて支援する事業

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

06 令和元年台風19号復興支援活動
令和元年台風19号復興支援活動

2019年10月12日に日本に上陸した台風19号による被害の復興をサッカー活動等を通じて支援する事業

　開催日程　1月1日(水)～12月31日(木)　全国各地

07 JFAナショナルフットボールセンター事業

01 JFAナショナルフットボールセンター事業
高円宮記念JFA夢フィールドの運営

　事業期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド

　開所式　4月7日(火)　千葉県／高円宮記念JFA夢フィールド
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2 収益事業

01 自己所有建物の賃貸事業

01 JFAハウスの賃貸事業
JFAハウスの賃貸事業

　事業期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　東京都／JFAハウス

3 その他事業

01 登録・オンラインシステム関連事業

01 登録・オンラインシステム関連事業
選手・チーム等の登録及び地域・都道府県サッカー協会とのシステムの維持・開発に関する事業

　実施期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　日本全国
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