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＜公益目的事業（サッカー普及振興事業）＞ 

 
Ⅰ 日本代表関連事業 
 

１ SAMURAI BLUE（日本代表） 

 

(1) 2018FIFAワールドカップロシアTMアジア2次予選兼AFCアジアカップUAE2019予選 

活動期間 3月21日(月・振休)～29日(火) 

①試合 3月24日(木) vs.アフガニスタン 埼玉/埼玉スタジアム2002 

②試合 3月29日(火) vs.シリア 埼玉/埼玉スタジアム2002 

 

(2) 2018FIFAワールドカップロシアTMアジア最終予選 

①活動期間 8月29日(月)～9月6日(火) 

試合 9月1日(木) 対戦国未定 開催地未定 

試合 9月6日(火) 対戦国未定 開催地未定 

 

②活動期間 10月3日(月)～11日(火) 

試合 10月6日(木) 対戦国未定 開催地未定 

試合 10月11日(火) 対戦国未定 開催地未定 

 

③活動期間 11月7日(月)～15日(火) 

試合 11月15日(火) 対戦国未定 開催地未定 

 

(3) 国際親善試合等 

①試合 日程未定  開催地未定 

②試合 日程未定  開催地未定 

③試合 日程未定  開催地未定 

 

(4) トレーニングキャンプ 

①活動期間 日程未定  開催地未定 

②活動期間 日程未定  開催地未定 

③活動期間 日程未定  開催地未定 

 

 

２ U-23（リオデジャネイロオリンピック2016）日本代表 

 

(1) ■AFC U-23選手権 カタール2016 

活動期間 1月2日(土)～31日(日) 

キャンプ 1月2日(土)～12日(火) カタール 

大会期間 1月13日(水)～30日(土) カタール 

試合 グループステージ 

 1月13日(水) 第1戦 vs.朝鮮民主主義人民共和国 

 1月16日(土) 第2戦 vs.タイ 

 1月19日(火) 第3戦 vs.サウジアラビア 

ノックアウトステージ 

 1月22日(金) 準々決勝 

 1月26日(火) 準決勝 

        1月29日(金) 3/4位決定戦 

 1月30日(土) 決勝 

 

(2) ■海外遠征 

活動期間 日程未定  開催地未定 
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(3) ■トレーニングキャンプ 

活動期間 日程未定  開催地未定 

 

(4) ■国際親善試合等 

①試合 日程未定  開催地未定 

②試合 日程未定  開催地未定 

 

(5) ■第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 

活動期間 7月21日(木)～8月22日(月) 

キャンプ 7月21日(木)～31日(日)    開催地未定 

大会期間 8月3日(金)～20日(土) ブラジル 

試合 8月4日(木) 予選第1試合 

 8月7日(日) 予選第2試合 

 8月10日(水) 予選第3試合 

 8月13日(土) 準々決勝 

 8月17日(水) 準決勝 

 8月20日(土) 決勝 

 

３ U-19（FIFA U-20ワールドカップ2017）日本代表 

 

(1) ■海外遠征 

①活動期間 3月21日(月・振休)～29日(火) バーレーン 

②活動期間 5月30日(月)～6月7日(火) アメリカ 

③活動期間 8月28日(日)～9月7日(水) 開催地未定 

 

(2) トレーニングキャンプ 

①活動期間 3月7日(月)～9日(水) 開催地未定 

②活動期間 4月11日(月)～13日(水) 開催地未定 

③活動期間 4月25日(月)～27日(水) 開催地未定 

④活動期間 5月9日(月)～11日(水) 開催地未定 

⑤活動期間 6月20日(月)～22日(水) 開催地未定 

⑥活動期間 7月4日(月)～6日(水) 開催地未定 

⑦活動期間 7月18日(月・祝)～20日(水) 開催地未定 

⑧活動期間 9月26日(月)～28日(水) 開催地未定 

 

(3) 第40回SBSカップ国際ユースサッカー2016 

活動期間 8月8日(月)～14日(日) 

キャンプ 8月8日(月)～10日(水) 静岡 

大会期間 8月11日(木・祝)～14日(日) 静岡 

 

(4) ■AFC U-19選手権バーレーン 2016 

活動期間 10月3日(月)～31日(月) 

キャンプ 10月3日(月)～12日(水) 開催地未定 

大会期間 10月13日(木)～30日(日) バーレーン 

 

４ U-18日本代表 

 

(1) バレンティン・グラナトキン記念第28回国際ユースフットボールトーナメント 

活動期間 2015年12月31日(木)～1月14日(木) 

大会期間 1月2日(土)～12日(火) ロシア 

 

(2) 海外遠征 

活動期間 4月25日(月)～5月2日(月) 開催地未定 
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５ U-17日本代表 

 

(1) サニックス杯国際ユースサッカー大会2016 

活動期間 3月15日(火)～20日(日・祝) 

キャンプ 3月15日(火)～16日(水) 福岡 

大会期間 3月17日(木)～20日(日・祝)  福岡 

 

(2) 第20回国際ユースサッカーin新潟 

活動期間 7月12日(火)～18日(月・祝) 

キャンプ 7月12日(火)～15日(金) 新潟 

大会期間 7月16日(土)～18日(月・祝)  新潟 

 

(3) 第23回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント 

活動期間 8月13日(土)～22日(月) 

キャンプ 8月13日(土)～15日(月)  チェコ 

大会期間 8月16日(火)～20日(土) チェコ 

 

６ U-16（FIFA U-17ワールドカップ2017）日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

①活動期間 2月11日(木・祝)～15日(月） 開催地未定 

②活動期間 8月24日(水)～27日(土） 開催地未定 

 

(2) 第13回デッレナツィオーニトーナメント 

活動期間 4月22日(金)～5月3日(火・祝) 

大会期間 4月25日(月)～5月1日(日) イタリア 

 

(3) U-16インターナショナルドリームカップ2016 JAPAN Presented by JFA 

活動期間 日程未定  開催地未定 

大会期間 日程未定  開催地未定 

 

(4) 海外遠征 

①活動期間  2月28日(日)～3月6日(日) 開催地未定 

②活動期間 5月23日(月)～31日(火) 開催地未定 

③活動期間 5月23日(月)～31日(火) 開催地未定 

④活動期間 7月4日(月)～8日(金) 開催地未定 

④活動期間 8月6日(土)～11日(木・祝) 開催地未定 

 

(5) ■AFC U-16選手権インド2016 

活動期間 9月5日(月)～10月2日(日) インド 

キャンプ 9月5日(月)～14日(水) 開催地未定 

大会期間   9月15日(木)～10月1日(土)  インド 

 

７ 大学選抜男子（2017ユニバーシアード） 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 3月10日(木)～17日(木) マレーシア 

  

８ 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 

①活動期間 1月18日(月)～26日(火) 開催地未定 
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②活動期間 2月13日(土)～19日(金) 開催地未定 

 

(2) ■第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）アジア最終予選 

活動期間 2月22日(月)～3月10日(木)  

キャンプ 2月22日(月)～28日(日) 大阪 

大会期間 2月29日(月)～3月9日(水) 大阪 

試合          2月29日(月) 第1戦 vs.オーストラリア 

       3月2日(水)  第2戦 vs.韓国 

       3月4日(金) 第3戦 vs.中国 

       3月7日(月) 第4戦 vs.ベトナム 

       3月9日(水) 第5戦 vs.朝鮮民主主義人民共和国 

 

(3) 海外遠征 

①活動期間 日程未定  開催地未定 

②活動期間 日程未定  開催地未定 

 

(4) 国際親善試合等 

①試合 日程未定  開催地未定 

②試合 日程未定  開催地未定 

③試合 日程未定  開催地未定 

 

(5) ■第31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 

活動期間 7月29日(金)～8月22日(月) 

キャンプ 7月29日(金)～8月2日(火) 開催地未定 

大会期間 8月3日(水)～19日(金) ブラジル 

試合 8月3日(水) 予選第1試合 

 8月6日(土) 予選第2試合 

 8月9日(火) 予選第3試合 

 8月12日(金) 準々決勝 

 8月16日(火) 準決勝 

 8月19日(金) 決勝 

 

９ U-23日本女子代表 

 

(1) ラ・マンガU-23女子国際大会2016 

活動期間 日程未定 

キャンプ 日程未定  国内、スペイン 

大会期間 日程未定  スペイン 

 

(2) トレーニングキャンプ 

活動期間 7月24日(日)～27日(水） 開催地未定 

 

１０ U-20日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

①活動期間 2月22日(月)～25日(木) 開催地未定 

②活動期間 4月17日(日)～20日(水) 開催地未定 

③活動期間 6月19日(日)～22日(水） 開催地未定 

④活動期間 10月2日(日)～5日(水） 開催地未定 

                          

(2) 海外遠征 

活動期間 8月8日(月）～18日(木） 開催地未定 
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(3) ■FIFA U-20女子ワールドカップ2016 

活動期間 11月1日(火）～12月4日(日） 

キャンプ 11月1日(火）～7日(月） 国内、パプアニューギニア 

大会期間 11月8日(火）～12月4日(日） パプアニューギニア 

 

１１ U-18日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

活動期間 9月11日(日）～14日(水） 開催地未定 

 

１２ U-17日本女子代表 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 2月7日(日）～16日(火） 開催地未定 

 

(2) トレーニングキャンプ 

①活動期間 4月24日(日）～27日(水） 開催地未定 

②活動期間 7月10日(日）～13日(水） 開催地未定 

③活動期間 8月22日(月）～25日(木） 開催地未定 

 

(3) ■FIFA U-17女子ワールドカップヨルダン2016 

活動期間 9月20日(火）～10月23日(日） 

キャンプ  9月20日(火）～27日(火） 国内、ヨルダン 

大会期間  9月28日(水）～10月23日(日） ヨルダン 

 

１３ 大学選抜女子（2017ユニバーシアード） 

 

(1) トレーニングキャンプ 

活動期間 日程未定  開催地未定 

 

１４ フットサル日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

①活動期間 1月19日(火)～30日(土) 愛知 

②活動期間 2月2日(火)～4日(木) 千葉 

③活動期間 4月20日(水)～24日(日) 愛知 

④活動期間 8月15日(月)～20日(土) 開催地未定 

 

(2) 海外遠征 

①活動期間 3月17日(木)～4月1日(金) スペイン 

②活動期間 8月中旬～9月上旬 スペイン 

 

(3) ■AFCフットサル選手権2016 

活動期間 2月5日(金)～21日(日) ウズベキスタン 

大会期間 2月10日(水)～21日(日) ウズベキスタン 

 

(4) FIFAフットサルワールドカップ2016 

活動期間 9月5日(月)～10月3日(月) コロンビア 

大会期間 9月10日(土)～10月1日(土) コロンビア 

 

(5) 国際親善試合 

活動期間 1月22日(金)～30日(土) 

①試合 1月27日(水) vs.コロンビア 東京/国立代々木競技場第一体育館 
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②試合 1月30日(土) vs.コロンビア 大阪/大阪市中央体育館 

 

(6) 国際親善試合等 

①試合 日程未定  開催地未定 

②試合 日程未定  開催地未定 

③試合 日程未定  開催地未定 

 

１５ U-19（AFC U-20フットサル選手権2017）フットサル日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

活動期間 11月26日(土)～30日(水) 開催地未定 

 

(2) ■AFC U-20フットサル選手権2017予選 

活動期間 12月1日(木)～12日(月) 開催地未定 

大会期間 12月1日(木)～11日(日) 開催地未定 

 

１６ フットサル日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

活動期間 日程未定  開催地未定 

 

(2) 第7回世界女子フットサルトーナメント 

活動期間 12月   

キャンプ 12月  開催地未定 

大会期間 12月  開催地未定 

 

１７ ビーチサッカー日本代表 

 

(1) 海外遠征 

①活動期間 日程未定  開催地未定 

②活動期間 日程未定  開催地未定 

③活動期間 日程未定  開催地未定 

 

(2) トレーニングキャンプ 

活動期間 日程未定  開催地未定 

 

(3) 国際親善試合等 

活動期間 日程未定 

①試合 日程未定  開催地未定 

②試合 日程未定  開催地未定 

 

(4) ■第5回アジアビーチゲームズ 

活動期間 9月22日(木・祝)～10月3日(月) 

キャンプ 9月22日(木・祝)～23日(金) 開催地未定 

大会期間 9月24日(土)～10月3日(月) ベトナム 
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Ⅱ 競技会開催事業 
 

１ 国内競技会（主催） 

 

(1) 第 95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 

2015年 8月 29日(土)～1月 1日(金・祝) 各都道府県 

 

(2) 明治安田生命J1リーグ 1stステージ  

2月～6月  各ホームタウン 

明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 

7月～11月             各ホームタウン 

 

(3) 明治安田生命J2リーグ（J2)  

3月～11月  各ホームタウン 

 

(4) 明治安田生命J3リーグ（J3)  

3月～11月  各ホームタウン 

 

(5) Jリーグヤマザキナビスコカップ 

予選ラウンド 3月～6月   各ホームタウン 

決勝ラウンド  8月～10月又は11月 

 

(6) 明治安田生命Jリーグ チャンピオンシップ 

第1戦   11月又は12月 各ホームタウン 

準決勝   11月又は12月 各ホームタウン 

決勝第1戦 11月又は12月 各ホームタウン 

決勝第2戦 12月 各ホームタウン 

 

(7) JリーグJ1昇格プレーオフ 

準決勝     11月  各ホームタウン 

決勝      12月   開催地未定 

 

(8) J2・J3入れ替え戦 

第1戦  11月 J3クラブのホームタウン 

第2戦      12月 J2クラブのホームタウン 

 

(9) FUJI XEROX SUPER CUP 
  2月 開催地未定 

 

(10) 第17回日本フットボールリーグ 

リーグ戦（レギュラーシーズン） 

1stステージ 3月6日（日）～6月5日（日）      各本拠地 

2ndステージ 6月18日（土）～11月13日（日）     各本拠地 

チャンピオンシップ※ 

第1戦 11月26日(土)又は27日(日) 1stステージ1位又は2ndステージ1位の本拠地 

第2戦 12月3日(土)又は4日(日)  1stステージ1位又は2ndステージ1位の本拠地 

※チャンピオンシップについては、開催日程・方式を変更する場合がある。 

また、リーグ戦において、1stステージと2ndステージの1位が同じ場合は、 

チャンピオンシップの開催は無い。 
 

(11) 第52回全国社会人サッカー選手権大会 

開会式 10月21日(金)  

競技期間 10月22日(土)～26日(水)  愛媛/松山市他 
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(12) 第40回全国地域サッカーリーグ決勝大会 

1次ラウンド 11月11日(金)～13日(日) 開催地未定 

決勝ラウンド 11月25日(金)～27日(日) 千葉/市原市 

 

(13) 第65回全日本大学サッカー選手権大会 

12月5日(月)～17日(土) 首都圏 

 

(14) 第40回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 

8月6日(土)～14日(日) 大阪/大阪市他 

 

(15) デンソーカップサッカー第13回大学日韓(韓日)定期戦 

3月20日(日・祝) 神奈川/等々力競技場 

 

(16) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 

プレミアリーグ   4月9日(土)～12月11日(日) 出場ﾁｰﾑﾎｰﾑﾀｳﾝ 

チャンピオンシップ 12月17日(土) 埼玉/埼玉スタジアム2002 

参入戦 12月16日(金)、18日(日) 開催地未定 

 

(17) 第40回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 

7月25日(月)～8月4日(木)  群馬/前橋市、東京/味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘 

 

(18) 第94回全国高等学校サッカー選手権大会 

都道府県大会 2015年8月中旬～11月下旬 各都道府県 

本大会開会式 2015年12月30日(水) 東京/駒沢陸上競技場  

競技期間 2015年12月30日(水)～1月11日(月･祝) 埼玉/埼玉スタジアム2002他 

 

(19) 高円宮杯第28回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 

12月下旬  茨城 

 

(20) 第31回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

8月15日(月)～24日(水) 北海道/帯広市 

 

(21) メニコンカップ2016日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)  

9月11日（日） 愛知/名古屋市 

 

(22) 全国中学校体育大会／第47回全国中学校サッカー大会 

開会式 8月20日(土)  富山/富山市 

競技期間 8月21日(日)～25日(木) 

 

(23) JFAプレミアカップ2016  

5月3日(火・祝)～5日(木・祝)  大阪/J-GREEN堺 

 

(24) 第40回全日本少年サッカー大会 

都道府県大会 11月 各都道府県 

開会式 12月25日(日) 

競技期間 12月26日(月)～29日(木) 鹿児島/鴨池陸上競技場他  

 

(25) 第71回国民体育大会(サッカー競技) 

成年男子 10月3日(月)～6日(木) 岩手/盛岡市、花巻市 

女  子 10月2日(日)～5日(水) 岩手/盛岡市、滝沢市 

少年男子 10月2日(日)～6日(木) 岩手/遠野市 
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(26) 第23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8日(土)～11日(火) 和歌山県/紀の川市他 

 

(27) 第26回全国専門学校サッカー選手権大会 

開会式 10月2日(日)  北海道/札幌市 

競技期間 10月3日(月)～8日(土) 

 

(28) 第49回全国高等専門学校サッカー選手権大会 

開会式 8月19日(金) 静岡/沼津市 

競技期間 8月20日(土)～23日(火) 

 

(29) 平成28年度 全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)  

開会式   男子 7月25日(月)  広島/広島広域公園他 

 女子 7月28日(木)  

競技期間 男子 7月27日(水)～8月2日(火)  

 女子 7月29日(金)～8月2日(火)  

 

(30) Jユースカップ2016第24回Jリーグユース選手権大会 

10月～11月 各都道府県 

 

(31) 第16回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 

6月4日(土)～6日(月)   長野/松本市 

 

(32) 第15回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 

6月25日(土)～27日(月)   秋田/秋田市 

 

(33) 第4回全国シニア(40歳以上)サッカー大会 

11月12日(土)～14日(月)  静岡/藤枝市 

 

(34) 日本スポーツマスターズ2016秋田大会(サッカー競技会)  

開会式 9月23日(金)  

競技期間 9月24日(土)～27日(火)  秋田/男鹿市 

 

(35) SuperSports XEBIO Ｆリーグ2015/2016 プレーオフ 

  1月上旬      1st、2ndラウンド  東京/町田市総合体育館 

Finalラウンド   愛知/ﾃﾊﾞｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

 

(36) SuperSports XEBIO Ｆリーグ2016/2017 

6月～2017年2月     各本拠地 

 

(37) SuperSports XEBIO Ｆチャレンジリーグ2016/2017 

     6月～2017年2月  各本拠地 

 

(38) 第12回全日本大学フットサル大会 

8月26日（金）～28日（日）  大阪/舞洲アリーナ 

 

(39) 第3回全日本ユース（U-18）フットサル大会 

8月4日（木）～7日（日）                    宮城/ｾﾞﾋﾞｵｱﾘｰﾅ、仙台市体育館 

 

(40) 第11回全国ビーチサッカー大会 

10月8日（土）～10日（月・祝） 沖縄/宜野湾市トロピカルビーチ 
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(41) 第13回全日本女子フットサル選手権大会 

10月28日(金)～30日(日) 北海道/北海きたえーる 

 

(42) バーモントカップ第26回全日本少年フットサル大会 

        8月12日(金)～14日(日)                      東京/駒沢体育館、大田区総合体育館 

 

(43) 第21回全日本ユース(U-15)フットサル大会 

   1月9日(土)～11日(月・祝) 愛知/スカイホール豊田 

 

(44) 第6回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 

   1月10日(日)～11日(月・祝) 愛知/スカイホール豊田 

 

(45) 第21回全日本フットサル選手権大会 

１次ラウンド  3月4日(金)～6日(日) 静岡、大阪、兵庫 

決勝ラウンド  3月11日(金)～13日(日) 東京/代々木競技場第一体育館 

 

(46)  2016プレナスなでしこリーグ 1部（仮称） 

      3月下旬～10月中旬 ※カップ戦の開催中は中断  各本拠地 

 

(47) ■2016プレナスなでしこリーグカップ1部（仮称） 

6月下旬～8月上旬 各本拠地 

 

(48) ■2016プレナスなでしこリーグカップ1部準決勝・決勝（仮称） 

8月下旬～9月上旬 各本拠地 

 

(49)  2016プレナスなでしこリーグ2部（仮称） 

3月下旬～10月中旬 ※カップ戦の開催中は中断 各本拠地 

 

(50) ■2016プレナスなでしこリーグカップ2部（仮称） 

6月上旬～8月上旬 各本拠地 

 

(51) ■2016プレナスなでしこリーグカップ2部準決勝・決勝（仮称） 

8月下旬～9月上旬 各本拠地 

 

(52) 2016プレナスチャレンジリーグEAST・WEST（仮称） 

4月上旬～7月上旬 各本拠地 

 

(53) ■2016プレナスチャレンジリーグEAST・WESTプレーオフ順位決定戦1～4位（仮称） 

8月下旬～9月中旬 各本拠地 

 

(54) ■2016プレナスチャレンジリーグ EAST・WESTプレーオフ順位決定戦5～8位（仮称） 

8月下旬～9月中旬 各本拠地 

 

(55) ■2016プレナスチャレンジリーグ EAST・WESTプレーオフ順位決定戦9～12位（仮称） 

8月下旬～9月中旬 各本拠地 

 

(56) ■2016なでしこリーグ1部・2部入替戦（仮称） 

11月12日(土)・13日(日)、11月19日(土)・20日(日) 各本拠地 

 

(57) ■2016なでしこリーグ2部・チャレンジリーグ入替戦（仮称） 

11月12日(土)・13日(日)、11月19日(土)・20日(日) 各本拠地 
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(58)  2016チャレンジリーグ入替戦 

11月12日(土)・13日(日)、11月19日(土)・20日(日) 各本拠地 

 

(59)  2016チャレンジリーグ入替戦予選大会 

日程未定  開催地未定 

 

(60)  ■U-15なでしこアカデミーカップ2016 EAST・WEST 

日程未定    開催地未定 

 

(61) ■U-15なでしこアカデミーカップ2016 決勝トーナメント 

日程未定   開催地未定 

 

(62)  第38回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 

10月～12月 各都道府県 

 

(63)  第24回全日本大学女子サッカー選手権大会 

1回戦～準々決勝 2015年12月～1月 兵庫/三木市 

準決勝・決勝 1月17日(日) 東京/味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘 

 

(64)  第21回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

7月～8月 開催地未定 

 

(65)  第30回デンソーカップチャレンジサッカー 

3月4日(金)～6日(日)  宮崎/宮崎市 

 

(66)  第24回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

    1月3日（日）～10日（日）                  兵庫/神戸市他 

 

(67)  第19回全日本女子ユースサッカー選手権大会 

  1月3日（日）～7日（木） 大阪/J-GREEN堺 

 

(68)  第27回全国レディースサッカー大会 

  3月19日（土）～21日（月・振） 静岡/時之栖 

 

(69)  第27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＞ 

3月19日（土）～21日（月・振） 兵庫/三木市 

 

(70) キヤノン ガールズ・エイト～JFA地域ガールズ･エイト(U-12)サッカー大会～ 

9月～2017年3月 各地域 

 

(71) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 プリンスリーグ 

4月～12月 各地域 

 

(72) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 都道府県リーグ 

1月～12月 各都道府県 

 

(73) 高円宮杯U-15 サッカーリーグ2016 地域リーグ 

     1月～10月 各地域 

 

(74) 高円宮杯U-15 サッカーリーグ2016 都道府県リーグ 

     1月～10月 各都道府県 

 

(75) U-13地域サッカーリーグ 
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     1月～12月 各地域 

 

(76) こくみん共済U-12 サッカーリーグ 

    4月～12月 各都道府県 

 

(77) 2015/2016 JFAエンジョイ5 ～JFAフットサルエンジョイ大会～ 

          1月31日(日) 埼玉/さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ 

 

 

２ 国内競技会（後援） 

 

(1) 第45回全国自治体職員サッカー選手権大会 

開会式 8月5日(金)               鹿児島/鹿児島ふれあいｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ 

競技期間 8月6日(土)～11日(木・祝) 

 

(2) 第50回全国自衛隊サッカー大会 / 第4回自衛隊女子フットサル大会（仮称） 

女子開会式    4月16日(土) 

男子開会式    4月17日(日) 

女子競技期間   4月16日(土)～17日(日) 東京/朝霞駐屯地 

男子競技期間   4月18日(月)～24日(日) 東京/味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘他 

 

(3) 第29回全国健康福祉祭ながさき大会(ねんりんピック長崎2016)  

10月15日(土)～17日(月) 長崎/島原市、雲仙市 

 

(4) 第26回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 

日程未定 開催地未定 

 

(5) 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 

開 会 式 5月3日(火・祝)  開催地未定 

競技期間 5月3日(火・祝)～5日(木・祝) 神奈川/日産スタジアム 

 

(6) 第3回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ 

 2月19日（金）～21日（日） 1次ラウンド 愛知/ﾃﾊﾞｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

決勝戦 愛知/ﾃﾊﾞｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

 

(7) SuperSports XEBIO 第16回地域Ｆチャンピオンズリーグ 

2月26日（金）～28日（日）  1次ラウンド 静岡/ｴｺﾊﾟｱﾘｰﾅ、三重/県営ｻﾝｱﾘｰﾅ 

              決勝ラウンド 愛知/ﾃﾊﾞｵｰｼｬﾝｱﾘｰナ 

 

(8) GAViC CUPユースフットサル選抜トーナメント2016 

3月19日（土）～20日（日・祝） 東京/墨田区総合体育館 

 

(9) トリムカップ2016第8回全国女子選抜フットサル大会 

3月25日（金）～27日（日） 愛知県体育館 

 

(10) 第32回全国選抜フットサル大会 

10月上旬 開催地未定 

 

 

３ 国際競技会（国内開催、派遣） 

 

(1) FIFAクラブワールドカップ2016 

日程未定 開催地未定 
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(2) AFCチャンピオンズリーグ2016 

日本から2015Jリーグチャンピオンシップ優勝チーム、天皇杯優勝チーム、Jリーグチャンピオ

ンシップ準優勝チームの3チームが本大会より出場し、チャンピオンシップ・ファイナリスト

を除く年間リーグ勝点最上位のチーム(天皇杯優勝チームが年間3位までに入った場合は、年間

4位チーム)がプレーオフに出場する。 

 

① プレーオフ 

東地区プレーオフ2： 

2月9日(火） Jクラブvs. プレーオフ1から勝ち上がったチーム  日本 

 

② グループステージ（MD＝マッチデイ） 

グループE：  

 日本からの参加クラブ：未定 

【MD1】2月23日(火) 

【MD2】3月1日(火) 

【MD3】3月15日(火) 

【MD4】4月6日(水) 

【MD5】4月20日(水) 

【MD6】5月4日(水・振)  

 

 グループF：  

 日本からの参加クラブ： 未定 

 【MD1】2月23日(火) 

【MD2】3月1日(火)  

【MD3】3月16日(水) 

【MD4】4月5日(火) 

【MD5】4月20日(水) 

【MD6】5月4日(水・祝)  

  

グループG：  

 日本からの参加クラブ： 未定 

【MD1】2月24日(水)  

【MD2】3月2日(水)   

【MD3】3月17日(木) 

【MD4】4月6日(水)   

【MD5】4月19日(火)  

【MD6】5月3日(火・祝)  

 

グループH：  

 日本からの参加クラブ：未定  

【MD1】2月24日(水)  

【MD2】3月2日(水) 

【MD3】3月16日(水)  

【MD4】4月5日(火)  

【MD5】4月19日(火)  

【MD6】5月3日(火・祝)  
 

③ ノックアウトステージ（ホーム＆アウェイ） 

ラウンド16： 【第1戦】5月17日(火)・18日(水) 

 【第2戦】5月24日(火)・25日(水) 

準々決勝： 【第1戦】9月13日(火)・14日(水) 

 【第2戦】9月20日(火)・21日(水) 

準 決 勝： 【第1戦】10月18日(火)・19日(水) 
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 【第2戦】10月25日(火)・26日(水) 

決    勝： 【第1戦】11月19日(土) 

 【第2戦】11月26日(土) 

 

(3) 第24回 日・韓・中ジュニア交流競技会 

8月 中国 

 

(4) プレミアカップ・ワールド・ファイナルズ 

（JFAプレミアカップ2016優勝チーム） 

日程未定 開催地未定 

 

(5) スルガ銀行チャンピオンシップ2016 

日程未定 開催地未定 

対戦未定 

 

(6) 日本高校選抜 欧州遠征 

第54回デュッセルドルフ国際ユースサッカー大会 

遠征期間 3月19日(土)～30日(水) ドイツ 
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Ⅲ 指導普及事業 

 

(1) JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会U-12  

  8月3日(水)～7日(日)  静岡/時之栖 

 

（2）ナショナルトレセンU-14［前期：3地域開催/同時開催 後期：対抗戦］ 

   前期 5月26日(木)～29日(日)  東日本：開催地未定 

      中日本：開催地未定 

      西日本：大分/大分スポーツ公園 

   後期 11月24日(木)～27日(日)  対抗戦：開催地未定 

 

(2) ナショナルトレセンコーチ研修会（U-12/U-14/U-16） 

    3月14日(月)～17日(木)   開催地未定 

 

(3) 47FAユースダイレクター研修会 

 前期 7月8日（金）～10日（日）   開催地未定 

   後期 12月9日（金）～11日（日）              開催地未定 

 

(4) モデル地区トレセン 

    1月～12月   各地区 

 

(5) 地域強化育成活動 

 1月～12月                     9地域  

① 9地域トレセンスタッフ研修会 

② 地域GKキャンプ 

③ 地域トレセンリーグ 

④ 地域トレーニングキャンプU-17 

⑤ ナショナルトレセンU-12 

⑥ 地域トレセン（トレーニングセンター） 

 

(6) ナショナルGKキャンプ 

2月12日（金）～14日（日）  開催地未定 

 

(7) JFAエリートプログラム 

① U-14トレーニングキャンプ 

    日程未定（5日間）   開催地未定 

② U-14韓国遠征(JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    日程未定（6日間）   開催地未定 

③ U-14トレーニングキャンプ アジア遠征 

            日程未定                     開催地未定 

④ U-13トレーニングキャンプ1 

    日程未定（5日間）   開催地未定 

⑤ U-13トレーニングキャンプ2 

    日程未定（5日間）   開催地未定 

⑥ 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) 

    日程未定（6日間）  開催地未定 

⑦ AFCフェスティバル 

      日程未定     開催地未定 

 

(8) S級コーチ養成講習会 

前期： 国内短期講習会 

5月14日(土)～19日(木) 開催地未定 

 国内集中講習会 東京都内他 
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 5月23日(月)～26日(木) 

5月30日(月)～6月2日(木) 

6月6日(月)～9日(木) 

6月13日(月)～16日(木) 

6月20日(月)～23日(木) 

中期： 国内短期講習会  開催地未定 

                        9月5日(月)～8日(木) 

国内集中講習会 東京都内他 

 9月12日(月)～15日(木) 

9月19日(月・祝)～22日(木・祝) 

9月26日(月)～29日(木) 

10月3日(月)～6日(木) 

10月11日(火)～13日(木) 

10月17日(月)～20日(木) 

後期：国内集中講習会 東京都内他 

   12月5日(月)～8日(木)  

指導実践試験  開催地未定 

 12月12日(月)～15日(木) 

インターンシップ （3週間）：前期終了後から2017年8月31日まで 

 

(9) A級コーチジェネラル養成講習会 5コース：5泊6日×3期 

    日程未定 開催地未定 

 

(10) A級コーチＵ-12養成講習会 3コース： 5泊6日、3泊4日、4泊5日×3期 

   静岡コース ：日程未定 開催地未定 

 熊本宇城コース：日程未定 開催地未定 

      大阪府FAコース：日程未定 大阪 

 

(11) A級コーチU-15養成講習会 1コース： 5泊6日×3期 

    日程未定 開催地未定 

 

(12) B級コーチ養成講習会 

（専門科目16コース：5泊6日×2期）日程未定 開催地未定 

  ■(短縮コース1コース：2泊3日) 開催地未定 

（共通科目）Eﾗｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ：各自PCで受講後、実技講習・筆記試験を専門コース後期初日に実施 

 

(13) C級コーチ養成講習会 

    1月～12月  47都道府県・Jリーグ/教育機関 

 

(14) D級コーチ養成講習会 

    1月～12月  47都道府県/教育機関 

 

(15) キッズリーダー養成講習会 

    1月～12月  47都道府県/教育機関 

 

(16) ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 

      前期    1月6日（水）～11日（月・祝） 大阪/J-GREEN堺 

      後期    6月以降 開催地未定 

 

(17) ゴールキーパーB級コーチ養成講習会 

            1月13日（水）～17日（日） 茨城/鹿島ハイツ 

 

(18) ゴールキーパーC級コーチ養成講習会（3泊4日×７コース） 
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日程未定 開催地未定 

 

(19) フットサルB級コーチ養成講習会 

   [第1コース] 

 前期：2月1日(月)～7日(日) 神奈川/箱根ﾚｲｸｱﾘｰﾅ 

後期：3月14日(月)～20日(日・祝） 神奈川/箱根ﾚｲｸｱﾘｰﾅ 

[第2コース] 

前期：4月18日(月)～24日(日) 大阪/大阪成蹊大学 

後期：5月30日(月)～6月5日(日) 大阪/大阪成蹊大学 

 

(20) フットサルC級コーチ養成講習会 

    [通常コース] 

① 1月15日(金)～17日(日） 神奈川/ ﾚｲｸｱﾘｰﾅ箱根 

② 1月29日(金)～31日(日) 三重/鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 

③ 6月24日(金)～26日(日) 宮城/ベルサンピア宮城  

④ 7月15日(金)～17日(日) 千葉/会場未定 

⑤ 9月9日(金)～11日(日) 大阪府/守口市民体育館 

⑥ 9月23日(金)～25日(日) 広島/千代田運動公園 

⑦10月14日(金)～16日(日) 神奈川/ﾚｲｸｱﾘｰﾅ箱根 

⑧11月25日(金)～27日(日) 高知/会場未定 

  [ダイレクトコース] 

   ⑨4月28日(木)～5月4日(水・祝)  北海道/会場未定 

⑩8月29日(月)～9月4日(日) 福岡/グローバルアリーナ 

 

(21) S級/A級ジェネラルインストラクター研修会 

    4月18日(月)～20日(水)  開催地未定 

 

(22) A級U-12インストラクター研修会 

    日程未定  開催地未定 

   

(23) A級U-15インストラクター研修会 

    日程未定 開催地未定 

(24) B級インストラクター研修会 

前期：3月28日（月）～31日（木）  開催地未定 

後期：9月6日（火）～8日（木） 

 

(25) GK-C級インストラクター研修会 

 日程未定 開催地未定 

 

(26) ■フットサルインストラクター研修会 

5月13日(金)～15日(日)  愛知県/ﾃﾊﾞｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

 

(27) 47FAチーフインストラクター研修会 

    日程未定 JFAハウス 

 

(28) キッズリーダーチーフインストラクター研修会 

日程未定  開催地未定 

 

(29) キッズリーダーインストラクター研修会 

日程未定 開催地未定 

 

(30) 小学校体育サポート 

  インストラクター講習会 日程未定 開催地未定 
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  ■大学教員向け研修会 日程未定 開催地未定 

  ■教員志望学生向け研修会 日程未定 開催地未定 

 

(31) S級コーチリフレッシュ研修会 

第1コース 日程未定 開催地未定 

第2コース 日程未定  開催地未定 

 

(32) A級コーチU-12リフレッシュ研修 日程未定（2日間） 開催地未定 

 

(33) ゴールキーパーコーチリフレッシュ研修会 

第1コース 日程未定（2日間） 開催地未定 

第2コース 日程未定（2日間）  開催地未定 

 

(34) キッズコーチリフレッシュ研修会 日程未定(3日間) 開催地未定 

 

(35) Eラーニング（リフレッシュコース） 

4月～12月  ウェブ上にて随時開催 

 

(36) 育成年代コーチ養成プロジェクト FIFAグラスルーツセミナー 

   9月20日(火)～25日(日) 開催地未定 

 

(37) 育成年代コーチ養成プロジェクト グラスルーツセミナー短期コース 

   日程未定（3日間）×3地域  3地域開催 

 

(38) ビーチサッカー日本代表監督 地域巡回クリニック 

  4月～12月  開催地未定 

 

(39) 全国医学委員長会議 

    1月11日(月・祝)  JFAハウス 

 

(40) CPR（心肺蘇生法）講習会 

 日程未定  開催地未定 

  

(41) NF Representative会議 

   1月31日(日) JFAハウス 

 

(42) 第58回サッカードクターセミナー 

         3月12日(土)～13日(日) 茨城/鹿嶋市 

 

(43) 第59回サッカードクターセミナー 

         日程未定 開催地未定 

 

(44) アスレティックトレーナー研修会 

    2月14日(日)  JFAハウス 

 

(45) JFAチャレンジゲーム 

   めざせクラッキ！ 1月～12月 各検定団体 

   めざせファンタジスタ！ 1月～12月 JFAハウス(毎月第4土曜日)、各検定団体 

 

(46) 全国技術委員長会議  

2月20日(土)～21日(日) JFAハウス 

 

(47) JFAフィジカル・コンディショニング担当コーチ研修会 
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           12月 JFAハウス 

 

(48) M1普及施策の推進 JFAキッズミーティング 

1月30日(土)～31日(日) JFAハウス 

 

(49) AFCフットサルレベル１コーチングコース 

  10月（5泊6日）  開催地未定 

 

(50) ■AFCフィットネスコーチングコースレベル2（パート1） 

           12月 開催地未定 

 

(51) AFCフィットネスコーチングコースレベル1（パート1） 

           1月6日(水)～11日(月・祝) 開催地未定 

 

(52) ■AFCフットサルレベル2コーチングコース 

  日程未定  開催地未定 

 

(53) ■ナショナルトレセンコーチファシリテーター研修会 

日程未定 開催地未定 
 
(54) 指導者国内研修会 

   全日本女子ユース(U-15) 7月（1日間） 開催地未定 

JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会U-12 

8月 静岡/時之栖 

   ナショナルトレセンU-14後期地域対抗戦 11月（2日間）  大阪/J-GREEN堺 

   コンディショニングリフレッシュ 日程未定（1日間） 開催地未定 

   アカデミーリフレッシュ【福島】 日程未定（2日間） 静岡/時之栖 

   アカデミーリフレッシュ【宇城】 日程未定（1日間） 熊本/宇城 

   フットサル国内大会リフレッシュ研修会 随時(1日間)  開催地未定 

   Fリーグゲーム分析リフレッシュ研修会 随時(1日間) 開催地未定 

   フットサル日本代表合宿視察研修会 随時(1日間) 開催地未定 

   ナショナルトレセンU-12･14･女子U-14 随時 各地 

 

(55) JFAアカデミー福島 

    1月～12月  静岡/御殿場市、裾野市 

 

(56) JFAアカデミー熊本宇城 

    1月～12月  熊本/宇城市 

 

(57) JFAアカデミー堺 

    1月～12月  大阪/堺市 

 

(58) JFAアカデミー今治 

    1月～12月  愛媛/今治市 

 

(59) ナショナルトレセン女子U-14 

   12月（3泊4日） 東日本、西日本 

 

(60) ナショナルトレセンコーチ［女子担当］研修会 

前期 4月下旬   開催地未定 

後期 10月下旬   開催地未定 

 

(61) 地域女子トレセンスタッフ研修会 

    1月～12月 9地域 
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(62) 女子：GKコーチ研修会 

    3月12日（土）～ 13日（日）  大阪/J-GREEN堺 

 

(63) 地域トレセン女子U-15・12支援 

1月～12月 9地域 

 

(64) 女子GKキャンプ 

① セレクションキャンプ 

   7月（2泊3日）  開催地未定 

② トレーニングキャンプ 

   3月4日（金）～ 6日（日）  静岡/J-STEP 

   8月（2泊3日）  開催地未定 

   11月（2泊3日）  開催地未定 

 

(65) JFAエリートプログラム[女子] 

  ①U-14 トレーニングキャンプ 

   3月（3泊4日）  開催地未定 

 ②キヤノン ガールズ・キャンプ ～U-13 トレーニングキャンプ 

   5月（3泊4日）  開催地未定 

  ③U-14日本女子選抜：AFC U-14 Girls'Regional Championship 2016 

   日程未定  開催地未定 

  ④U-13 トレーニングキャンプ 

   7月（3泊4日）  開催地未定 

  ⑤U-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) 

   9月（5泊6日） 開催地未定 

  ⑥U-13 韓国遠征（JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業） 

   10～11月（5泊6日）  韓国 

 

(66) 女子U-15トレーニングキャンプ 

    10月（3泊4日）   開催地未定 

    12月（3泊4日）   開催地未定 

 

(67) 女性C級コーチ養成講習会 

2コース：4泊5日 日程未定  開催地未定 

 

(68) 女性指導者スキルアップ研修会 

  5コース：2泊3日 日程未定  開催地未定 

 

(69) JFAなでしこひろば（女子サッカー普及プロジェクト） 

1月～12月 各認定施設 

 

(70) JFAフットボール レフェリー カンファレンス 2016 

（サッカー1級・女子1級審判員、フットサル審判員、サッカーS/1級インストラクター、 

フットサル1級インストラクターが参加するカンファレンス） 

 1月29(金)～31日(日) 千葉/成田市 

 

(71) 1級審判員研修会/１級審判員強化研修会 

① J1J2担当審判員研修会 

2月20日(土)～21日(日) 神奈川/横浜市 

4月9日(土)～10日(日) JFAハウス 

6月19日(日)、26日(日) 開催地未定 

10月29日(土)～30日(日) JFAハウス 
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② J1J2担当主審研修会 

2月19日(金)～20日(土)              神奈川/横浜市 

5月14日(土)～15日(日)              JFAハウス 

9月17日(土)～18日(日)              JFAハウス 

③ J3担当審判員研修会 

2月12日(金)～14日(日) 千葉/市原市他 

8月26日(金)～28日(日) 開催地未定 

10月10日(月・祝) JFAハウス 

④ JFL担当審判員研修会 

2月26日(金)～28日(日) 千葉 

3月4日(金)～6日(日)    ＊リザーブ担当 宮崎 

3月               ＊リザーブ担当 開催地未定 

4月30日(土)～5月1日(日) 神奈川/横浜市 

5月2日(月)～5日(木・祝) ＊リザーブ担当 大阪/堺市 

6月11日(土)～12日(日) 開催地未定 

9月3日(土)～4日(日)  神奈川/横浜市 

10月8日(土)～9日(日) 神奈川/横浜市 

⑤ 2016年新1級審判員研修会 

12月24日（土）～28日(水) 埼玉/さいたま市 

 

(72)  審判員（男子）国際交流 

【派遣】 

オーストラリア     日程未定 

ポーランド       日程未定 

アメリカ ダラスカップ 3月 

香港          日程未定 

【招聘】 

オーストラリア     日程未定 各地域 

ポーランド       日程未定 各地域 

 

(73) トップレフェリー育成プロジェクト 

(ア)プロフェッショナルレフェリー／トレーニングキャンプ 

通年（2日間/9回、日帰り/2回） 静岡/静岡市他 

② 1級審判員強化研修会 

6月                         開催地未定 

7月16日(土)～18日(月・祝)              新潟/新潟市他 

8月9日(火)～12日(金)                広島/広島市 

8月10日(水)～14日(日)                静岡/静岡市他 

③ 国際プレゼンス力強化コース 

3月5日(土)                     JFAハウス 

3月17日(木)～20日(日・祝)                         福岡/宗像市 

6月18日(土)                     JFAハウス 

7月18 日(月・祝)                  JFAハウス 

9月10日(土)                     JFAハウス 

11月12日(土)                     JFAハウス 

④ フューチャーアシスタントレフェリーズコース 

3月                        神奈川/横浜市 

4月                        JFAハウス 

5月                        JFAハウス 

6月                        神奈川/横浜市 

9月                        JFAハウス 

10月                        JFAハウス 

11月                                              神奈川/横浜市 
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⑤ JFAレフェリーカレッジ2016 

定期講習 （通年、2週毎に2日又は3日間で実施）          JFAハウス他 

集中講習  3月                        長崎/島原市 

8月（総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント）  大阪/大阪市他 

8月（ユニオンカップ）               石川/七尾市他 

 

(74) 1級審判員認定審査 

 第1次審査 4月～6月（各地域社会人・大学リーグ）    各地域 

 第2次審査  8月～9月（各地域の社会人・国体ブロック予選レベルの試合）各地域 

第3次審査 9月下旬～11月中旬（各地域社会人・大学リーグ)   各地域 

 

(75) 女子1級審判員研修会/女子1級審判員強化研修会 

① 日本女子リーグ開幕前研修会 

2月又は3月 開催地未定 

② 女子1級審判員スキルアップ研修会 

5月 開催地未定 

9月                          開催地未定 

11月 開催地未定 

③ なでしこ2部担当審判員研修会 

6月 大阪 

10月 東京 

④ 強化審判員研修会 

8月 静岡 

⑤ 女子国際審判員研修会 

3回実施 日程未定 開催地未定 

⑥ 新女子1級審判員研修会（第 19 回全日本女子ユースサッカー選手権大会にて実施） 

1月2日(土)～7日（木） 大阪/J-GREEN堺 

 

(76) 審判員（女子）国際交流 

【派遣】アメリカ ダラスカップ  3月 

 

(77) 女子1級審判員認定審査 

   第1次審査 5月～6月 (東京都U-18 Tリーグ)     東京 

 第2次審査 8月中旬（第47回全国中学校サッカー大会）           富山 

 第3次審査 9月～11月（関東女子リーグ、関東大学女子リーグ他）  関東 

 

(78) 2級育成 

① U-22審判育成講習会 

 8月（第30回クラブユースU-15大会）           北海道/帯広市 

 3月（TRAUM CUP）                  茨城/鹿島市 

② U-22/U-20審判育成講習会 

7月（平成28年度全国高等学校総合体育大会）       広島 

③ U-20審判育成研修会 

7月（堺ユース大会）                 大阪/J-GREEN堺 

3月（第9回VISSEL CUP） 兵庫 

④ 2級審判員(女子)指導育成講習会 

7月（平成28年度全国高等学校総合体育大会） 広島 

⑤ ユース審判員 育成講習会 

8月（ナショナルトレセンU-12） 静岡/時之栖 

11月（ナショナルトレセンU-14） 大阪/J-GREEN堺 

12月（第40回全日本少年サッカー大会） 鹿児島 

 

(79) S級審判インストラクター研修会 
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3月12日(土)～13日(日) JFAハウス 

 

(80) S級/1級審判インストラクター研修会 

7月9日(土)～10日(日) JFAハウス 

 

(81) 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 7月16日(土)～18日(月･祝) 大阪/J-GREEN堺 

第3次審査 11月 各地域 

JFA推薦S/1級審判インストラクター認定審査 10月～12月 東京他 

 

(82) 新1級審判インストラクター研修会 

7月9日(土)  JFAハウス 

 

(83) インストラクタースキルアップ研修会 

5月28日(土)・29日(日) JFAハウス 

 

(84) 審判インストラクター国際交流 

【派遣】アメリカ ダラスカップ        3月 

イングランド PGMOLカンファレンス   6月 

ヨーロッパ 追加副審視察       日程未定 

【招聘】イングランド     日程未定 JFAハウス他 

FIFA主催MAコース   11月2日(水)～6日(日)  JFAハウス他 

 

(85) JFA審判アセッサー研修会 

第1回 4月2日(土)、3日(日) JFAハウス 

第2回 10月15日(土)、16日（日） JFAハウス 

 

(86) 新JFA審判アセッサー研修会 

  4月2日(土)  JFAハウス 

 

(87) レフェリーフィットネスインストラクターコース 

     第1回  3月12日(土)、13日(日) 東京/JISS 

     第2回  日程未定 開催地未定 

第3回  12月17日(土) 又は 18日(日) JFAハウス 

 

(88) 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 

第1回  2月～3月 開催地未定 

第2回  7月～8月 開催地未定 

② Fリーグ担当審判研修会 

4月～5月          開催地未定 

③ フットサル専任1級審判員研修会（リーグ担当外）             大阪/舞洲ｱﾘｰﾅ 

8月19日（金）～21日（日）（第12回全日本大学フットサル大会）  

④ フットサル国際審判員強化研修会 

日程未定 開催地未定 

⑤ フットサル新1級審判員研修会 

12月 JFAハウス 

 

(89)  フットサル審判員国際交流 

【招聘】フットサル国際審判員（FIFAフットサルワールドカップ2016出場審判員） 

日程未定 開催地未定 
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(90) フットサル1級審判員認定審査 

第1次審査 5月～6月（関東・東海・関西フットサルリーグ） 関東、東海、関西 

第2次審査 7月～8月（関東・東海・関西フットサルリーグ）      関東、東海、関西 

第3次審査 10月上旬（第32回全国選抜フットサル大会） 関西 

 

(91) フットサル1級審判インストラクター更新講習会 

第1回 4月～5月 JFAハウス 

第2回 8月 開催地未定 

 

(92) 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 開催地未定 

第3次審査 11月～12月 各地域 

 

(93) フットサル審判インストラクター国際交流 

【派遣】FIFAフットサルワールドカップ2016  9月 コロンビア 

 

(94) フットサル2級審判インストラクター更新講習会 

8月～12月 各地域 

 

(95) フットサル2級審判インストラクター認定講習会 

8月～12月  各地域 

 

(96) ビーチサッカー審判講習会 

10月7日(金)～10日(月・祝)（第11回全国ビーチサッカー大会） 沖縄県 

 

(97) ビーチサッカー審判研修会（地域巡回） 

6月～9月 各地域 

 

(98) 審判トレーニングセンター 

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 

都道府県審判トレーニングセンター（女子）  通年 各都道府県 

 

(99) レフェリーキャラバン 

（インストラクターが2015年～2018年の間に47FAを訪問する） 

1月～12月 各都道府県 

 

(100) 全国審判委員長会議 

5月又は6月 開催地未定 

 

(101) 各種都道府県フェスティバル開催事業 

①JFAキッズ（U-6／U-8／U-10）サッカーフェスティバル 

  1月～12月 47都道府県 約300会場 

  ※80会場程度は2017年1月～3月に開催予定。 

 ②JFAレディース／ガールズサッカーフェスティバル 

  1月～12月 47都道府県 約200会場 

  ※50会場程度は2017年1月～3月に開催予定。 

 ③JFAファミリーフットサルフェスティバル 

  1月～12月 47都道府県 約150会場 

  ※40会場程度は2017年1月～3月に開催予定。 

 ④JFAフットボールデー 

  1月～12月 47都道府県 約50会場 
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 ⑤その他 

  1月～12月 全国 約10会場 

 

(102) JFAユニクロサッカーキッズ 

      1月～12月        全国14会場 

 ※2会場程度は2017年1月～3月に開催予定。 

 

(103) JFA・キリンレディース/ガールズサッカーフェスティバル 

1月～12月 全国4会場 

 

(104) 障がい者サッカー協議会 

1月～3月 JFAハウス  

 

(105) アジア貢献事業 

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 

ASEANへの派遣については提携している独立行政法人国際交流基金と連携して派遣する。

それ以外の地域については、JFAが指導者を直接派遣、または2015年に連携協定を締結し

た独立行政法人国際協力機構とより一層連携した派遣を目指す。  

② 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。 

③ AFC加盟協会のコーチ／選手の研修受け入れ 

JFAアカデミーやJクラブにおけるトレーニング及び研修の受け入れを行い、各国ユース育

成のレベルアップをサポート。 

④ 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。年間10チーム強の

受け入れが予想される。 

⑤ 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（3月～6月） 

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。 

⑥ ■AFC加盟協会向けのインターナショナルアドミニストレーションコースの開催 

（6月又は10月） 

  アジアのGS、マネージャークラスを招待し、約1週間のアドミニストレーションコース（集

合研修）を開催する。JFAおよびJリーグの事業内容並びにその戦略を研修を通じて各国に

伝え、更に各国の現状を踏まえた今後の施策について議論することで、各国サッカー協会

の発展をサポートしつつ関係を構築する。 

⑦ ■中央アジアを対象にした国際ユース大会の開催支援（3月） 

スポーツ・フォー・トゥモロー（2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた日本政

府のスポーツ交流プログラム）を活用し、新設された中央アジアサッカー連盟の大会運営

力向上を目指すべく、ウズベキスタンにて国際ユース大会開催をサポートする。 

⑧ ■国際女子ユース大会/フェスティバルの開催（3月） 

これまで、「JENESYS2.0」（21世紀東アジア青少年大交流計画）を活用して日本とASEAN諸

国間で男子ユース年代の交流大会を実施してきたが、本年度はASEAN加盟協会からU-14女

子代表チームを招聘し、初の女子ユース交流大会を実施する。 

⑨ アジア貢献事業の活動の効果的な発信 

上記のアジア貢献事業の活動を国内外に効果的に発信していく仕組みを構築し、実行する。 

 

(106) JFA/Jリーグ協働プログラム 

1月～12月 47都道府県他 

 

(107) JFAメンバーシップ制度の推進事業 

① 既存の登録制度のあり方の検証と登録推進 
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② 地域/都道府県協会における各種連盟等のあり方の検討 

③ 非登録更新者・サポーターも含めた新たなメンバーシップ制度の検討 

④ JFAメンバーシップタスクフォースの実施 

 

(108) 施設整備推進事業 

① 都道府県フットボールセンター整備推進事業の実施 

② JFAサッカー施設整備助成事業の実施 

③ JFA施設フォーラムの実施 

④ ポット苗方式芝生化モデル事業の実施 

⑤ 施設タスクフォースの実施 

⑥ JFAナショナルフットボールセンター整備事業の実施 

 

(109) 地域／都道府県協会の活動推進事業 

① 地域協会支援事業の実施 

② 地域協会法人化サポート事業の実施 

③ 地域協会訪問会議の実施 

④ 都道府県協会支援事業の実施 

⑤ 都道府県協会訪問会議の実施 

⑥ 47FA基盤強化研修会の実施 

⑦ 都道府県チャートの作成 

 

(110) スポーツマネジメントの強化事業 

① JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）本講座の実施  

② 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 

③ JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）リフレッシュ講座の開催 

 

(111) JFAリスペクト フェアプレー デイズ 

9月                           JFAハウス/47都道府県他 

 

(112) ウェルフェアオフィサー認定研修会 

日程未定 JFAハウス 

 

(113) インテグリティー協議会 

日程未定 JFAハウス 

 

(114) 全国規律委員長会議 

11月 JFAハウス 

 

(115) 全国専務理事会議 

日程未定 JFAハウス 
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Ⅴ 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（1,700回） 

② 地方公共団体との連携の継続と拡大（150自治体） 

③ 本プロジェクトの支援企業拡大（50企業） 

④ スポーツこころのプロジェクトの拡大（中学生へ） 

 

(2) 国連グローバル・コンパクト 

① 国内諸活動への賛同、参加 

② 国内分科会活動、環境経営分科会への参加 

③ 人材育成事業「明日の経営を考える会」への職員派遣 

 

(3) 東日本大震災復興支援活動 

① 被災登録チームの活動補助 

② サッカー環境整備（施設） 

③ 復興支援特任コーチによる活動支援 

④ 復興支援フェスティバルの実施 

⑤ その他復興支援活動 

 

(4) アジアサッカー連盟CSR活動への協力 

① 栄養改善に関する啓発活動「ONE GOALキャンペーン」の実施 

 

 

Ⅵ 日本サッカーミュージアム運営事業 
 

(1) 日本サッカーミュージアムの運営 
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＜収益事業等＞ 

 

（収益事業） 

 

Ⅰ 自己所有の建物の賃貸事業 
 

(1) JFAハウスの賃貸事業 

 

 

（その他の事業） 

 

Ⅰ 登録・オンラインシステム関連事業 
 

(1) 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・開発に関わる事業 
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＜JFAミッション2015-2022＞ 
 

Mission1． 普及施策の推進（JFAグラスルーツ宣言）  
 リーグ文化のより一層の推進  

 キッズからシニアまでのプレー環境の充実  

 学校・教育現場への支援  

 クラブ推進とスポーツ文化の創造  

 障がい者サッカー等への支援  

 JFAメンバーシップ制度の改革  

 女子サッカーの普及推進 

 国内競技会の充実  

Mission2． 施設整備の推進（JFAグリーンプロジェクト） 
 助成事業を軸とした施設整備推進  

 サッカー施設整備に関するノウハウ等の共有  

 施設整備関連ステークホルダーへの働きかけ  

 サッカースタジアムの整備推進 

 JFAナショナルフットボールセンター（仮称）の整備 

Mission3． 日本代表の強化  
 日本代表強化指針の徹底  

 最強の日本代表チームの編成と強化  

Mission4． 育成環境の充実  
 育成現場への強化指針の徹底 

 トレセン制度を軸とした育成体制の強化  

 世界レベルの指導者の養成  

 子どもたちの日常を支える指導者の一層の質の向上  

 世界基準の審判員の養成  

Mission5． 国際競技会の充実  
 代表戦のより良い運営と収益向上  

 FIFA大会の開催  

Mission6． Jリーグとの協働  
 JFA/Jリーグ協働プログラム（育成プログラム）の推進  

 トップリーグカレンダーの策定  

 都道府県協会とJクラブの連携推進  

Mission7． 国際力の強化と社会貢献の充実  
 国際力の強化  

 社会貢献の充実  

 社会への積極的な関わり創出及びアプローチ  

Mission8． 組織基盤の強化（JFAリフォーム）  
 企画調整機能の強化 

 JFA施策の事業評価 

 コミュニケーションの強化 

 組織改革と総務・人事の強化 

 財政・会計機能の強化 

 ブランディングの強化  

 マーケティングの強化 

 地域／都道府県協会の基盤強化  
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