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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) アジア最終予選（Road to Russia） 

①活動期間 3月19日(日)～23日(木) 

試合 3月23日(木) vs.アラブ首長国連邦 開催地未定 

 ②活動期間 3月24日(金)～28日(火) 

試合 3月28日(火) vs.タイ 埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

 ③活動期間 6月10日(土)～14日(水) 

試合 6月13日(火) vs.イラク 開催地未定 

 ④活動期間 8月28日(月)～31日(木) 

試合 8月31日(木) vs.オーストラリア 埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

 ⑤活動期間 9月1日(金)～6日(水) 

試合 9月5日(火) vs.サウジアラビア 開催地未定 

 

(2) 国際親善試合等 

①活動期間 6月 4日(日)～9日(金) 

試合 日程未定      開催地未定 

②活動期間 10月 2日(月)～6日(金) 

試合 日程未定      開催地未定 

③活動期間 10月 7日(土)～10日(火) 

試合 日程未定      開催地未定 

④活動期間 11月 6日(月)～10日(金) 

試合 日程未定      開催地未定 

⑤活動期間 11月 11日(土)～14日(火) 

試合 日程未定      開催地未定 

   

(3) トレーニングキャンプ 

①活動期間 5月28日(日)～6月3日(土) 開催地未定 

②活動期間 12月1日(金)～4日(月)  開催地未定 

 

 (4) ■EAFF E-1 フットボール チャンピオンシップ 2017 決勝大会 

活動期間 12月5日(火)～16日(土) 東京他 

 キャンプ 12月5日(火)～7日(木)  開催地未定 

 大会期間 12月8日(金)～16日(土)  東京 

 試合 日程未定 東京  

 

2 U-20（FIFA U-20ワールドカップ韓国2017）日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

 ①活動期間  3月6日(月)～8日(水)  開催地未定 

  ②活動期間  5月11日(木)～15日(月)  開催地未定 

 

(2) 海外遠征 

 ①活動期間  3月20日(月・祝)～28日(火)  開催地未定 

 

(3) ■FIFA U-20ワールドカップ韓国2017 

 活動期間 5月16日(火)～6月12日(月) 

 キャンプ 5月16日(火)～19日(金) 開催地未定 

 大会期間 5月20日(土)～6月11日(日)  韓国 
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試合 日程未定  開催地未定 

 

(4) ■AFC U-23選手権2018予選 

 活動期間 7月10日(月)～24日(月) 

 キャンプ 7月10日(月)～14日(金) 開催地未定 

 大会期間 7月15日(土)～23日(日)  開催地未定 

 試合 日程未定  開催地未定 

 

 

3 U-19日本代表 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 5月18日(木)～30日(火) フランス 

 

 

4 U-18日本代表 

 

(1) 海外遠征 

①活動期間 2月4日(土)～13日(月)  スペイン 

②活動期間 5月8日(月)～15日(月)  東南アジア 

③活動期間 6月10日(土)～20日(火) ポルトガル 

④活動期間 9月21日(木)～10月2日(月) カタール 

 

(2) トレーニングキャンプ 

活動期間 7月10日(月)～12日(水) 開催地未定 

  

(3) SBSカップ 

活動期間 8月7日(月)～13日(日)    静岡 

大会期間 8月10日(木)～13日(日)  静岡 

   試合 日程未定 静岡 

 

  (4)■AFC U-19選手権一次予選 

活動期間 10月14日(土)～30日(月) 開催地未定 

キャンプ 10月14日(土)～20日(金) 開催地未定 

大会期間 10月21日(土)～29日(日)  開催地未定 

   試合 日程未定 開催地未定 

    

 

5 U-17（FIFA U-17ワールドカップインド2017）日本代表 

 

(1) 海外遠征 

①活動期間 2月21日(火)～28日(火) ヨーロッパ 

②活動期間 3月20日(月・祝)～27日(月) 北米 

③活動期間 5月19日(金)～27日(土) アフリカ 

④活動期間 8月19日(土)～27日(日) ヨーロッパ  

  

(2) 第21回国際ユースサッカーin新潟 

活動期間 7月11日(火)～17日(月・祝) 新潟 

キャンプ 日程未定  新潟 

大会期間 日程未定   新潟 

 

(3) トレーニングキャンプ 

活動期間 9月19日(火)～21日(木) 開催地未定 
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(4) ■FIFA U-17ワールドカップインド2017   

 活動期間 10月2日(月)～29日(日)           インド 

 キャンプ    日程未定                  インド 

 大会期間 10月6日(金)～28日(土)  インド 

試合 日程未定  インド 

 

 

6 U-16日本代表 

 

(1) 海外遠征 

①活動期間 4月9日(日)～19日(水） フランス 

②活動期間 11月16日(木)～26日(日) UAE 

 

(2) U-16インターナショナルドリームカップ2017 JAPAN Presented by JFA 

活動期間 6月12日(月)～18日(日) 宮城 

大会期間 6月14日(水)～18日(日) 宮城 

 

 

7 U-15日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

   活動期間 2月16日(木)～19日(日)                      開催地未定 

   活動期間 6月23日(金)～26日(月)           開催地未定 

 

(2) 海外遠征 

①活動期間 3月12日(日)～18日(土） 東南アジア 

②活動期間 4月21日(金)～5月3日(水・祝） イタリア 

③活動期間 7月20日(木)～26日(水） 東アジア 

 

(3) ■AFC U-16選手権一次予選 

  活動期間    9月9日(土)～25日(月)            開催地未定 

 キャンプ 9月9日(土)～15日(金)            開催地未定 

  大会期間 9月16日(土)～24日(日)            開催地未定 

 試合 日程未定                                   開催地未定 

 

 

8  大学選抜男子（2017ユニバーシアード） 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 2月27日(月)～3月9日(木) 開催地未定 

 

(2) ■第29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 

   活動期間 日程未定                  チャイニーズ・タイペイ 

   大会期間 8月18日(金)～29日(火)           チャイニーズ・タイペイ 

 

 

9 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20日(金)～24日(火) 東京 

②活動期間    11月下旬  未定 
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(2) ■アルガルベカップ2017 

活動期間 2月24日(金)～3月10日(金)  

大会期間 3月1日(水)～8日(水)  ポルトガル 

 

(3) 海外遠征 

① 活動期間 6月5日(月)～15日(木)  ベルギー他 

② 活動期間 7月24日(月)～8月5日(土) 開催地未定 

 

(4) 国際親善試合 

① キリンチャレンジカップ2017 

活動期間 4月3日(月)～11日(火) 

試合 4月9日(日)  熊本 

②MS&ADカップ2017 

活動期間 10月16日(月)～24日(火) 

試合 10月22日(日)  長野 

 

(5) ■EAFF E-1 フットボール チャンピオンシップ 2017 決勝大会 

活動期間 12月4日(月)～16日(土) 千葉他 

 キャンプ 12月4日(月)～7日(木)  開催地未定 

 大会期間 12月8日(金)～16日(土)  千葉 

 試合 日程未定 千葉 

 

10 U-23日本女子代表 

 

(1) ラ・マンガU-23女子国際大会2017 

活動期間 2月26日(日)～3月8日(水) スペイン 

大会期間 3月2日(木)～3月6日(月) スペイン 

 

 

11 U-19日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

①活動期間 3月12日(日)～15日(水) 開催地未定 

②活動期間 5月14日(日)～17日(水) 開催地未定 

③活動期間 9月3日(日)～6日(水)  開催地未定 

④活動期間 日程未定  開催地未定 

 

(2) 海外遠征 

活動期間 6月26日(月)～7月5日(水） 開催地未定 

 

(3) ■AFC U-19女子選手権2017 

活動期間 10月6日(金)～28日(土） 

キャンプ 10月6日(金)～13日(金） 国内、中国 

大会期間 10月14日(土)～28日(土） 中国 

 

 

12 U-17日本女子選抜 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 4月22日(土)～5月1日(月） イタリア 

 

 

13 U-16日本女子代表 
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(1) 海外遠征 

活動期間 4月  開催地未定 

 

(2) トレーニングキャンプ 

①活動期間 2月10日(金)～12日(日) 静岡 

②活動期間 2月17日(金)～19日(日) 大阪 

③活動期間 4月20日(木)～23日(日） 開催地未定 

④活動期間 6月2日(金)～ 5日(月） 開催地未定 

⑤活動期間 8月7日(月)～11日(金・祝） 開催地未定 

 

(3) ■AFC U-16女子選手権タイ2017 

活動期間 9月1日(金)～23日(土・祝） 

キャンプ  9月1日(金)～8日(金） 国内、タイ 

大会期間  9月9日(土)～23日(土・祝） タイ 

 

 

14 大学選抜女子 

 

(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29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 

活動期間 日程未定   

キャンプ 8月10日(木)～17日(木) 開催地未定 

大会期間 8月18日(金)～29日(火) 台湾 

 

 

15 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  5月30日(火)～6月4日(日)          兵庫 

②活動期間 10月16日(月)～18日(水) 開催地未定 

 

(2) 海外遠征 

活動期間 3月23日(木)～4月4日(火) 開催地未定 

 

(3) ■アジアインドア・マーシャルアーツゲームズ 

活動期間 9月10日(日)～28日(木)   

キャンプ 日程未定  開催地未定 

大会期間 9月17日(日)～27日(水) トルクメニスタン 

 

(4) ■AFC フットサル選手権 2018予選 

活動期間 10月29日(日)～11月12日(日) 開催地未定 

大会期間 11月1日(水)～11日(土) 開催地未定 

 

 

16 U-20（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 4月5日(水)～9日(日)  開催地未定 

 

(2) ■AFC U-20フットサル選手権 2017 
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活動期間 5月8日(月)～22日(月)  開催地未定 

キャンプ 5月3日(水・祝)～7日(日) 開催地未定   

大会期間 5月9日(火)～21日(日)  開催地未定 

 

 

17 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 3月22日(水)～26日(日) 開催地未定 

 

(2) ■AFC女子フットサル選手権2017 

活動期間 8月10日(木)～27日(日)    

キャンプ 日程未定  開催地未定 

大会期間 8月15日(火)～26日(土) 開催地未定 

 

(3) ■アジアインドア・マーシャルアーツゲームズ 

活動期間 9月10日(日)～28日(木)   

キャンプ 日程未定  開催地未定 

大会期間 9月17日(日)～27日(水) トルクメニスタン 

 

 

18 ビーチサッカー日本代表 

 

(1) 海外遠征 

① 活動期間  1月10日(火)～23日(月)           アメリカ・コスタリカ 

②活動期間 3月13日(月)～22日(水) 開催地未定 

③活動期間 9月19日(火)～25日(月) 中国 

  

(2) 国際親善試合等 

活動期間 日程未定  沖縄 

①試合 4月15日(土)  沖縄 

②試合 4月16日(日)  沖縄 

 

(3) ■AFCビーチサッカー選手権2017 

活動期間 2月11日(土・祝)～2月24日(金)  

キャンプ 日程未定  開催地未定 

大会期間 2月18日(土)～2月24日(金)         マレーシア 

 

(4) ■FIFAビーチサッカーワールドカップバハマ2017 

活動期間 4月15日(土)～5月7日(日)  

キャンプ 日程未定  開催地未定 

大会期間 4月27日(木)～5月7日(日) バハマ 

 

(5) インターコンチネンタルカップ 

活動期間 10月28日(土)～11月5日(日) UAE/ドバイ 

大会期間 日程未定 UAE/ドバイ 
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Ⅱ 競技会開催事業 
 

1 国内競技会（主催） 

 

(1) 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 

2016年8月27日(土)～2017年1月1日(日・祝) 各都道府県 

 

(2) 2017明治安田生命J1リーグ  

2月～12月  各ホームタウン 

 

(3) 2017明治安田生命J2リーグ（J2)  

2月～11月  各ホームタウン 

 

(4) 2017明治安田生命J3リーグ（J3)  

3月～12月  各ホームタウン 

 

(5) 2017JリーグYBCルヴァンカップ 

3月～11月     各ホームタウン 

 

(6) 2017J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    

 

(7) FUJI XEROX SUPER CUP 2017   

  2月 開催地未定 

 

(8) 第19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5日(日)～6月25日(日)      各本拠地 

2ndステージ 7月8日(土)～11月12日(日)     各本拠地 

チャンピオンシップ※ 

第1戦 11月25日(土)又は26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2日(土)又は3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。 
 

(9) 第53回全国社会人サッカー選手権大会 

開会式 10月13日(金)  

競技期間 10月14日(土)～18日(水)  福井/坂井市 

 

(10) 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017 

1次ラウンド 11月10日(金)～12日(日) 栃木/兵庫/鹿児島 

決勝ラウンド 11月24日(金)～26日(日) 千葉/市原市 

 

(11) 平成29年度 第66回全日本大学サッカー選手権大会 

12月6日(水)～17日(日) 首都圏 

 

(12) 第41回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 

9月2日(土)～10日(日) 大阪/大阪市他 

 

(13) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 

プレミアリーグ   4月8日(土)～12月10日(日) 出場ﾁｰﾑﾎｰﾑﾀｳﾝ 
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チャンピオンシップ 12月16日(土)または17日(日) 埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

参入戦 12月15日(金)、17日(日) 開催地未定 

 

(14) 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 

7月23日(日)～8月2日(水)  群馬/前橋市 

東京/味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘 

 

(15) 第95回全国高等学校サッカー選手権大会 

都道府県大会 2016年8月中旬～11月下旬 各都道府県 

本大会開会式 2016年12月30日(金) 東京/駒沢陸上競技場  

競技期間 2016年12月30日(金)～1月9日(月･祝) 埼玉/埼玉スタジアム２００２他 

 

(16) 高円宮杯第29回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 

12月下旬  茨城/ひたちなか市他 

 

(17) 第32回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

8月15日(火)～24日(木) 北海道/帯広市 

 

(18) メニコンカップ2017日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)  

9月10日(日) 愛知/名古屋市 

 

(19) 平成29年度 全国中学校体育大会／第48回全国中学校サッカー大会 

開会式 8月18日(金)  熊本/菊池郡、菊池市 

競技期間 8月19日(土)～23日(水) 

 

(20) JFAプレミアカップ2017  

5月3日(水・祝)～5日(金・祝)  大阪/J-GREEN堺 

 

(21) 第41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(月) 

競技期間 12月26日(火)～29日(金) 鹿児島/鴨池陸上競技場他  

 

(22) 第72回国民体育大会(サッカー競技) 

成年男子 10月1日(日)～4日(水) 愛媛/松山市 

女  子 10月2日(月)～5日(木) 愛媛/宇和島市、愛南町 

少年男子 10月1日(日)～5日(木) 愛媛/西条市、新居浜市 

 

(23) 第24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28日(土)～31日(火) 岩手/遠野市 

 

(24) 第27回全国専門学校サッカー選手権大会 

開会式 10月2日(月)  大阪/J-GREEN堺 

競技期間 10月2日(月)～7日(土) 

 

(25) 第50回全国高等専門学校サッカー選手権大会 

開会式 8月22日(火) 東京/駒沢陸上競技場他 

競技期間 8月23日(水)～27日(日) 

 

(26) 平成29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28日(金)  宮城/仙台市他 
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 女子 7月30日(日)  

競技期間 男子 7月29日(土)～8月4日(金)  

 女子 7月31日(月)～8月4日(金)  

 

(27) 2017Jユースカップ 第25回Jリーグユース選手権大会 

10月～11月 各都道府県 

 

(28) 第17回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 

6月3日(土)～5日(月)   静岡/藤枝市 

 

(29) 第16回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 

6月24日(土)～26日(月)   大阪/J-GREEN堺 

 

(30) 第5回全国シニア(40歳以上)サッカー大会 

11月3日(金・祝)～5日(日)  大阪/J-GREEN堺 

 

(31) 日本スポーツマスターズ2017兵庫大会(サッカー競技会)  

開会式 9月15日(金)  

競技期間 9月16日(土)～19日(火)  兵庫/三木市 

 

(32) SuperSports XEBIO Ｆリーグ2016/2017 プレーオフ 

  2月末       未定 

 

(33) Ｆリーグオーシャンカップ（仮称） 

  5月中旬       未定 

 

(34) 日本女子フットサルリーグ2017 

5月～2018年1月     未定 

 

(35) SuperSports XEBIO Ｆリーグ2017/2018 

6月～2018年1月     各本拠地 

 

(36) SuperSports XEBIO Ｆチャレンジリーグ2017/2018 

6月～12月                        各本拠地 

 

(37) 第13回全日本大学フットサル大会 

8月25日(金)～27日(日)  大阪/岸和田市総合体育館 

 

(38) 第4回全日本ユース（U-18）フットサル大会 

8月17日(木)～20日(日)                     宮城/ｾﾞﾋﾞｵｱﾘｰﾅ、仙台市体育館 

 

(39) 第12回全国ビーチサッカー大会 

9月8日(金)～10日(日) 兵庫/大蔵海岸 

 

(40) 第14回全日本女子フットサル選手権大会 

11月10日(金)～12日(日) 北海道/北海きたえーる 

 

(41) バーモントカップ第27回全日本少年フットサル大会 

        8月18日(金)～20日(日)                            東京/駒沢体育館 

 

(42) 第22回全日本ユース(U-15)フットサル大会 

   1月7日(土)～9日(月・祝) 三重/サンアリーナ 
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(43) 第7回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 

   1月8日(日)～9日(月・祝) 三重/サンアリーナ 

 

(44) 第22回全日本フットサル選手権大会 

１次ラウンド  3月10日(金)～12日(日) 静岡､大阪､兵庫 

決勝ラウンド  3月18日(土)～20日(月・祝) 東京/代々木競技場第一体育館 

 

(45) 2017プレナスなでしこリーグ １部 

      3月25日(土)～10月7日(土) ※カップ戦の開催中は中断  各本拠地 

 

(46)  2017プレナスなでしこリーグカップ１部 

4月8日(土)～7月30日(日)  ※第1節のみリーグ戦中に開催 各本拠地 

 

(47)  2017プレナスなでしこリーグカップ１部 準決勝・決勝 

準決勝 8月 5日(土)または8月 6日(日) 

決勝  8月11日(金･祝)または8月12日(土)または8月13日(日） 開催地未定 

 

(48)  2017プレナスなでしこリーグ２部 

3月25日(土)～10月7日(土) ※カップ戦の開催中は中断 各本拠地 

 

(49)  2017プレナスなでしこリーグカップ２部 

6月 3日(土)～8月 6日(日) 各本拠地 

 

(50)  2017プレナスなでしこリーグカップ２部 決勝 

決勝  8月11日(金･祝)または8月12日(土)または8月13日(日) 開催地未定 

 

(51) 2017プレナスチャレンジリーグEAST・WEST 

4月15日(土)～7月23日(日) 各本拠地 

 

(52)  2017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 

9月 2日(土)～9月17日(日) 各本拠地 

 

(53)  2017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 

9月 2日(土)～9月17日(日) 各本拠地 

 

(54)  2017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 

9月 2日(土)～9月17日(日) 各本拠地 

 

(55)  2017プレナスなでしこリーグ１部・２部入替戦 

12月9日(土)、10日(日) / 12月16日(土)、17日(日) 各本拠地 

 

(56)  2017プレナスなでしこリーグ２部・チャレンジリーグ入替戦 

12月9日(土)、10日(日) / 12月16日(土)、17日(日) 各本拠地 

 

(57)  2017プレナスチャレンジリーグ入替戦 

12月9日(土)、10日(日) / 12月16日(土)、17日(日) 各本拠地 

 

(58)  2017プレナスチャレンジリーグ入替戦予選大会 

11月23日(木･祝)～11月26日(日) 開催地未定 

 

(59)  U-15なでしこアカデミーカップ2017 EAST・CENTRAL・WEST 

開催期間未定    各本拠地 
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(60) U-15なでしこアカデミーカップ2017 決勝トーナメント 

準々決勝・準決勝 開催期間未定 開催地未定 

決勝             開催期間未定                               開催地未定 

 

(61)  第39回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 

10月28日(土)～12月24日(日) 各都道府県 

 

(62)  第25回全日本大学女子サッカー選手権大会 

1回戦～準々決勝 2016年12月24日(土)～28日(水) 兵庫/三木市 

準決勝・決勝 1月13日(金) ・15日(日) 東京/味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘 

 

(63)  第22回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

7月下旬 大阪/J-GREEN堺 

 

(64)  第31回デンソーカップチャレンジサッカー 

2月17日(金)～19日(日)  愛知/刈谷市 

 

(65)  第25回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

    2016年12月30日(金)～1月8日(日)                兵庫/神戸市他 

 

(66)  JOCジュニアオリンピックカップ 第20回全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会 

  1月3日(火)～7日(土) 大阪/J-GREEN堺 

 

(67)  第28回全国レディースサッカー大会 

  3月18日(土)～20日(月･祝) 静岡/時之栖 

 

(68)  第28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18日(土)～20日(月･祝) 兵庫/三木市 

 

(69) キヤノン ガールズ・エイト～第14回JFA地域ガールズ･エイト(U-12)サッカー大会～ 

2016年9月～2017年3月 各地域 

 

(70) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 プリンスリーグ 

4月～12月 各地域 

 

(71) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 都道府県リーグ 

1月～12月 各都道府県 

 

(72) 高円宮杯U-15サッカーリーグ2017 地域リーグ 

     1月～10月 各地域 

 

(73) 高円宮杯U-15サッカーリーグ2017 都道府県リーグ 

     1月～10月 各都道府県 

 

(74) U-13地域サッカーリーグ 

     1月～12月 各地域 

 

(75) こくみん共済U-12サッカーリーグ 

    4月～12月 各都道府県 

 

(76) 2016/2017 JFAエンジョイ5 ～JFAフットサルエンジョイ大会～ 

          2016年11月～2017年2月5日(日)                 愛知/ﾃﾊﾞｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ他 
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2 国内競技会（後援） 

 

(1) 第46回全国自治体職員サッカー選手権大会 

開会式 8月4日(金)                    三重/伊勢市 

競技期間 8月5日(土)～9日(水) 

 

(2) 第51回全国自衛隊サッカー大会 / 第5回自衛隊女子フットサル大会（仮称） 

女子開会式    4月22日(土) 

男子開会式    4月22日(土) 

女子競技期間   4月22日(土)～23日(日) 東京/朝霞駐屯地 

男子競技期間   4月22日(土)～29日(土・祝) 東京/味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘他 

 

(3) 第30回全国健康福祉祭あきた大会(ねんりんピック秋田2017)  

開会式 9月9日(土) 

競技日 9月10日(日)～11日(月) 秋田/にかほ市、秋田市 

 

(4) 第27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(水・祝)  神奈川/日産スタジアム 

競技期間 5月3日(水・祝)～5日(金・祝) 神奈川/日産スタジアム 

 

(6) 第4回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ supported by GAViC 

 2月2日(木)～4日(土)  栃木/宇都宮市 

 

(7) SuperSports XEBIO 第17回地域Ｆチャンピオンズリーグ 

2月17日(金)～19日(日)   岐阜/愛知 

               

(8) GAViC CUPユースフットサル選抜トーナメント2017 

3月28日(火)～30日(木) 東京/墨田区総合体育館 

 

(9) トリムカップ2017第9回全国女子選抜フットサル大会 

3月24日（金）～26日（日） 岐阜/愛知 

 

(10) 第33回全国選抜フットサル大会 

9月末 

 

 

3 国際競技会（国内開催、派遣） 

 

(1) 第25回 日・韓・中ジュニア交流競技会 

8月24日(木)～27日(日) 茨城/ひたちなか市 

 

(2) JFAプレミアカップ2017海外遠征 

（JFAプレミアカップ2016優勝チーム） 

日程未定 開催地未定 

  

(3) ■2017Jリーグインターナショナルユースカップ 

       12月                         開催地未定 

 

(4) スルガ銀行チャンピオンシップ2017SAITAMA 
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8月   埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

浦和レッズ(日本/2016JリーグYBCルヴァンカップ優勝チーム) 

  対 シャペコエンセ(ブラジル/コパ・スダメリカーナ2016優勝チーム) 

 

(5) 日本高校選抜 欧州遠征 

第55回デュッセルドルフ国際ユースサッカー大会 

遠征期間 4月8日(土)～19日(水) ドイツ 

 

(6) デンソーカップサッカー第14回大学日韓(韓日)定期戦 韓国 

3月12日(日)  

 

(7) AFCチャンピオンズリーグ2017 

日本から 2016 Jリーグチャンピオンシップ優勝チーム（鹿島アントラーズ）、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（浦和レッズ）の 3チームが本大会より出場し、

チャンピオンシップ優勝及び準優勝チームを除く、J1 リーグの年間勝点最上位のチーム(川崎

フロンターレ/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＝ガンバ大

阪)がプレーオフに出場する。 

※天皇杯決勝は、2017年 1月 1日（日）開催 

① プレーオフ 

東地区プレーオフ 2：2月 7日(火）開催地日本 

第 4 代表（日本） 対  

バンコク・ユナイテッド（タイ）またはジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）  

② グループステージ（MD＝マッチデー） 

グループ E：  

 日本からの参加クラブ：鹿島アントラーズ 

【MD1】2月 21日（火） 

【MD2】2月 28日（火） 

【MD3】3月 14日（火） 

【MD4】4月 12日（水） 

【MD5】4月 26日（水） 

【MD6】5月 10日（水） 

 グループ F：  

 日本からの参加クラブ：第 2代表 

【MD1】2月 21日（火） 

【MD2】2月 28日（火） 

【MD3】3月 15日（水） 

【MD4】4月 11日（火） 

【MD5】4月 26日（水） 

【MD6】5月 10日（水） 

グループ G：  

 日本からの参加クラブ：第 3代表 

【MD1】2月 22日（水） 

【MD2】3月 1日（水） 

【MD3】3月 14日（火） 

【MD4】4月 12日（水） 

【MD5】4月 25日（火） 

【MD6】5月 9日（火） 

グループ H：  

 東地区プレーオフ 2勝者 

【MD1】2月 22日（水） 

【MD2】3月 1日（水） 

【MD3】3月 15日（水） 

【MD4】4月 11日（火） 
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【MD5】4月 25日（火） 

【MD6】5月 9日（火） 

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 23日（火）・24日（水） 

 【第 2戦】5月 30日（火）・31日（水） 

準々決勝： 【第 1戦】未定 

 【第 2戦】未定 

準 決 勝： 【第１戦】未定 

 【第 2戦】未定 

決    勝： 【第１戦】11月 18日(土) 

 【第 2戦】11月 25日(土) 
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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2日(水)～6日(日)  静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

(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25日(木)～28日(日)  東日本：栃木/那須スポーツパーク 

      中日本：大阪/J-GREEN堺  

      西日本：大分/大分スポーツ公園 

   後期 11月23日(木・祝)～26日(日)  対抗戦：静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

(3) ナショナルトレセンコーチ研修会（U-12/U-14/U-16） 

    3月13日(月)～16日(木)  静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

(4) 47FAユースダイレクター研修会 

  日程未定    9地域開催 

    12月8日(金)～10日(日)            静岡/帝人アカデミー富士 

 

(5) M4 育成環境の充実  

4月～2018年3月                  47都道府県 

①47FAユースダイレクター活動 

②キッズエリート 

③トレセン活動 

   

(6) M1 普及施策の推進（リーグ文化のより一層の推進） 

①U-10/U-11/U-12 都道府県リーグ 

 4月～2018年3月                   47都道府県 

②U-13/U-15/U-18都道府県リーグ 

 1月～12月                     47都道府県 

③U-13/U-15地域リーグ  

1月～12月                     9地域 

 

(7) 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） 

 

(8) ナショナルGKキャンプ 

2月10日(金)～12日(日)  大分/大分スポーツ公園 

 

(9) JFAエリートプログラム 

① U-14トレーニングキャンプ 

    3月16日(木)～3月20日(月・祝)  開催地未定 

② AFCU-14フェスティバル 

 日程未定   中国（予定） 

③  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) 

    日程未定   韓国 

④  U-13トレーニングキャンプ 

    4月22日(土)～26日(水)   開催地未定 
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⑤  U-13トレーニングキャンプ 

    6月21日(水)～25日(日)   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  国内 

 

(10) S級コーチ養成講習会 

前期： 国内短期講習会 

5月13日(土)～18日(木) 開催地未定 

 国内集中講習会 東京都内他 

5月22日(月)～25日(木) 

5月29日(月)～6月1日(木) 

6月5日(月)～8日(木) 

6月12日(月)～15日(木) 

6月19日(月)～22日(木) 

中期： 国内短期講習会  開催地未定 

                        9月4日(月)～7日(木) 

国内集中講習会 東京都内他 

9月11日(月)～14日(木) 

9月19日(火)～21日(木) 

9月25日(月)～28日(木) 

10月2日(月)～5日(木) 

10月10日(火)～12日(木) 

10月16日(月)～19日(木) 

後期：国内集中講習会 東京都内他 

   12月4日(月)～7日(木)  

指導実践試験  開催地未定 

 12月11日(月)～14日(木) 

インターンシップ （3週間）：前期終了後から2018年8月31日（木）まで 

 

(11) 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 

 

(12) A級コーチU-12養成講習会 4コース： 前期5泊6日、中期3泊4日、後期4泊5日 

   静岡コース ：日程未定 静岡/JFAアカデミー福島 

 熊本宇城コース：日程未定 熊本/JFAアカデミー熊本宇城 

      大阪FAコース  ：日程未定 大阪府内 

      山梨FAコース  ：日程未定 山梨県内 

      S級ショートコース：4泊5日（静岡コースの最終日を除いた日程）静岡/JFAアカデミー福島 

 

(13) A級コーチU-15養成講習会 2コース： 5泊6日×3期 

   静岡コース 日程未定 静岡/JFAアカデミー福島 

      大阪コース  日程未定 開催地未定 

 

(14) B級コーチ養成講習会 

（専門科目10コース：5泊6日×2期）日程未定 開催地未定 

 （現役選手Eﾗｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ：2泊3日) 日程未定 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 

■（教員2年コース前期：5泊6日）日程未定   開催地未定 

 

(15) 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 
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(16) D級コーチ養成講習会 

    1月～12月  47都道府県/教育機関 

 

(17) 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 

 

(18) ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 

      前期：1月11日(水)～16日(月) 茨城/鹿島ハイツ 

      後期：6月以降 開催地未定 

 

(19) ゴールキーパーB級コーチ養成講習会 

            1月18日(水)～22日(日) 茨城/鹿島ハイツ 

 

(20) ゴールキーパーC級コーチ養成講習会（3泊4日×6コース） 

日程未定 開催地未定 

 

(21) ■フットサルA級コーチ養成講習会 

       前期：4月13日(木)～17日(月)              神奈川/箱根ﾚｲｸｱﾘｰﾅ 

       中期：7月10日(月)～14日(金)              神奈川/箱根ﾚｲｸｱﾘｰﾅ 

       後期：10月30日(月)～11月3日(金・祝)          神奈川/箱根ﾚｲｸｱﾘｰﾅ 

 

(22) フットサルB級コーチ養成講習会 

   [関東コース] 

  前期：1月23日(月)～29日(日) 神奈川/箱根ﾚｲｸｱﾘｰﾅ 

  後期：2月20日(月)～26日(日） 神奈川/箱根ﾚｲｸｱﾘｰﾅ 

[関西コース] 

前期：2月7日(火)～13日(月) 大阪/ﾏｸﾞﾌｯﾄｻﾙｽﾀｼﾞｱﾑ 

後期：3月6日(月)～3月12日(日) 大阪/ﾏｸﾞﾌｯﾄｻﾙｽﾀｼﾞｱﾑ 

[東海コース] 

前期：3月21日(火)～27日(月) 愛知/ｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

後期：4月17日(月)～23日(日) 三重/鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 

 

(23) フットサルC級コーチ養成講習会 

    [通常コース] 

① 1月22日(日)、2月5日(日)、2月11日(土・祝) 北海道/青少年会館ｺﾝﾊﾟｽ 

② 1月27日(金)～29日(日) 三重/鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 

③～⑩ 日程未定 開催地未定 

  [ダイレクトコース] 

   ⑪～⑯ 日程未定 開催地未定 

 

(24) S級/A級ジェネラルインストラクター研修会 

    4月17日(月)～19日(水) 山梨/山梨学院大学 

 

(25) A級U-12インストラクター研修会 

    日程未定  開催地未定 

   

(26) A級U-15インストラクター研修会 

    日程未定 開催地未定 

 

(27) B級インストラクター研修会 

前期：3月28日(火)～30日(木) 開催地未定 

後期：9月6日(水)～8日(金) 
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(28) GK-A級インストラクター研修会 

          11月26日(日)～27日(月)            神奈川/横浜市 

 

(29) GK-B級インストラクター研修会 

             8月27日(日)～28日(月)             神奈川/横浜市 

 

(30) GK-C級インストラクター研修会 

 5月8日(月)～9日(火) 静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

(31) ■フットサルA級インストラクター研修会 

   4月8日(土)～11日(火)  東京/ﾐｽﾞﾉﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ千住 

 

(32) ■フットサルB級インストラクター研修会 

   日程未定   開催地未定 

 

(33) フットサルC級インストラクター研修会 

  4月6日(木)～8日(土)  東京/ﾐｽﾞﾉﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾗｻﾞ千住 

 

(34) 47FAチーフインストラクター研修会 

 6月10日(土)～11日(日)  東京/JFAハウス 

 

(35) 47FAインストラクター研修会 

    1月～4月 47都道府県 

 

(36) キッズリーダーチーフインストラクター研修会 

6月3日(土)～4日(日)  静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

 

(37) キッズリーダーインストラクター研修会 

5月19日(金)～21日(日) 静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

 

(38) 小学校体育サポート 

  インストラクター講習会 

   3月25日(土)～26日(日)  静岡/J-STEP 

  大学教員向け研修会  

   日程未定  開催地未定 

  教員研修会  

   3月28日(火)  開催地未定 

 

(39) 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 

 

(40) 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 

 

(41) ゴールキーパーコーチリフレッシュ研修会 

 11月11日(土)～12日(日) 静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

(42) 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 

 

(43) ■フットサル指導者クリニック 

  1月～12月   開催地未定 
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(44) ■フットサル選手育成事業 

  1月～12月   開催地未定 

 

(45) ビーチサッカー日本代表監督 地域巡回クリニック 

  1月～12月  開催地未定 

 

(46) 全国医学委員長会議 

    1月9日(月・祝)  東京/JFAハウス 

 

(47) グラスルーツショートコース 

    日程未定（1回）  開催地未定 

 

(48) ■スポーツ救命ライセンス講習会 

 1月5日(木)、7日(土)  東京/JFAハウス 

  

(49) NF Representative（NF Rep：協会代表者）会議 

   1月29日(日) 東京/JFAハウス 

 

(50) 第60回サッカードクターセミナー 

         3月11日(土)～12日(日) 静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 

(51) 第61回サッカードクターセミナー 

         日程未定 開催地未定 

 

(52) アスレティックトレーナー研修会 

    2月5日(日)  東京/JFAハウス 

 

(53) 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 各検定団体 

 

(54) 全国技術委員長会議  

2月18日(土)～19日(日) 東京/JFAハウス 

 

(55) JFAフィジカル・コンディショニング担当コーチ研修会 

           12月 東京/JFAハウス 

 

(56) M1普及施策の推進 JFAキッズミーティング 

日程未定 東京/JFAハウス 

 

(57) FIFAビーチサッカーコーチングコース 

  日程未定   開催地未定 

 

(58) ■AFCフットサルGKコーチングコースレベル1 

  日程未定   開催地未定 

 

(59) ■AFCフットサルフィットネスコーチングコースレベル1 

  日程未定  開催地未定 

 

(60) ■AFCビーチサッカーコーチングコースレベル1 

  日程未定          開催地未定 
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(61) AFCフィットネスコーチングコースレベル2（パート2） 

           12月 開催地未定 

 

(62) AFCフィットネスコーチングコースレベル1（パート2） 

           12月 開催地未定 

 

(63) 指導者国内研修会 

   第10回フットボールカンファレンス      

  1月7日(土)～9日(月・祝)  広島/広島国際会議場 

   全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 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(2日間) 静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

   ナショナルトレセンU-14後期地域対抗戦 11月(2日間）  静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

   コンディショニングリフレッシュ研修会 日程未定(1日間) 開催地未定 

   アカデミーリフレッシュ研修会【福島】 日程未定(2日間) 静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

   フットサル国内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関連研修会 随時(1日間) 開催地未定 

   高円宮U-15リフレッシュ研修会 随時(1日間) 開催地未定 

   高円宮U-18リフレッシュ研修会 随時(1日間) 開催地未定 

   ■女子代表関連リフレッシュ研修会 日程未定(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 

   キッズコーチ研修会 日程未定(3日間) 開催地未定 

 

(64) JFA/Jリーグ協働プログラム 

1月～12月 47都道府県他 

 

(65) JFAアカデミー福島 

    1月～12月  静岡/御殿場市、裾野市 

 

(66) JFAアカデミー熊本宇城 

    1月～12月  熊本/宇城市 

 

(67) JFAアカデミー堺 

    1月～12月  大阪/堺市 

 

(68) JFAアカデミー今治 

    1月～12月  愛媛/今治市 

 

(69) 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 

 

(70) 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 

 

(71) 地域女子トレセンスタッフ研修会 

    1月～12月 9地域 

 

(72) 女子：GKコーチ研修会 

    3月11日（土）～ 12日（日）  大阪/J-GREEN堺 

 

(73) 地域トレセン女子U-15・12支援 
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1月～12月 9地域 

 

(74) 女子GKキャンプ 

① セレクションキャンプ 

   6月30日（金）～ 7月2日（日）  大阪/J-GREEN堺 

② トレーニングキャンプ 

   2月2日（木）～ 4日（土）  静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

   8月（2泊3日）  開催地未定 

   11月（2泊3日）  開催地未定 

 

(75) 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 2017 

   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～10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 

 

(76) 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 

 

(77) 女性C級コーチ養成講習会 

4コース：6泊7日 日程未定  開催地未定 

 

(78) 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 

 

(79) 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 

 

(80) ■女子フットボールカンファレンス 

日程未定 開催地未定 

 

(81) ■女子委員長会議 

日程未定 開催地未定 

 

(82) 2016年度サッカー審判員・審判指導者表彰式 

2月12日(日)  神奈川/横浜市 

 

(83) 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10日(金)～12日(日) 神奈川/横浜市 

7月29日(土)～30日(日) 開催地未定  

② J1J2担当主審研修会 

3月25日(土)～26日(日) 開催地未定 

10月9日(月・祝) 開催地未定 
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③ J3担当審判員研修会 

2月10日(金)～12日(日) 千葉/市原市他 

8月4日(金)～6日(日) 開催地未定 

10月8日(日)～9日(月・祝) 開催地未定 

④ JFL担当審判員研修会 

2月10日(金)～12日(日) 千葉/市原市他 

3月25日(土)～26日(日)＊リザーブ担当 大阪/堺市 

4月1日(土)～2日(日)＊リザーブ担当 神奈川/横浜市 

6月24日(土)～25日(日) 大阪/堺市 

7月1日(土)～2日(日)＊主審・リザーブ担当合同 神奈川/横浜市 

9月2日(土)～3日(日)＊主審・リザーブ担当合同 神奈川/横浜市 

9月9日(土)～10日(日)＊リザーブ担当 大阪/堺市 

 

(84)  審判員（男子）国際交流 

【派遣】オーストラリア 日程未定 未定 

 ポーランド 日程未定 未定 

 アメリカ ダラスカップ 3月（予定）   アメリカ/テキサス州 

 香港 日程未定 未定 

【招聘】オーストラリア 日程未定 各地 

 ポーランド 日程未定 各地 

 香港 日程未定 各地 

 

(85) トップレフェリー育成プロジェクト 

① プロフェッショナルレフェリー／トレーニングキャンプ 

通年（2日間/8回、日帰り/1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15日(土)～17日(月・祝) 新潟/新潟市他 

8月 広島/広島市 

8月9日(水)～13日(日) 静岡/静岡市他 

③ 国際プレゼンス力強化コース 

4月 東京/JFAハウス 

7月 東京/JFAハウス 

10月 東京/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 

5月 東京/JFAハウス 

7月 東京/JFAハウス 

9月 東京/JFAハウス 

11月 神奈川/横浜市 

 

(86) 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 9月下旬～11月中旬（各地域社会人・大学リーグ) 各地域 

 

(87) 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 

2月 開催地未定 

6月 開催地未定 

9月 開催地未定 

11月 開催地未定 
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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20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(月・振休)～7日（土） 大阪/J-GREEN堺 

 

(88) 審判員（女子）国際交流 

【派遣】 アメリカ ダラスカップ 3月 アメリカ/テキサス州 

 

(89) 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48回全国中学校サッカー大会） 熊本 

第3次審査 10月～12月（関東女子リーグ、関東大学女子リーグ他） 関東 

 

(90) 2級育成 

① U-22審判員春季研修会 

3月（TRAUM CUP） 茨城/鹿島市 

② U-20審判員春季研修会育成研修会 

3月（第9回VISSEL CUP） 兵庫 

③ U-22/U-20審判員夏季研修会 

7月（堺ユース大会） 大阪/J-GREEN堺 

7月（平成28年度全国高等学校総合体育大会） 宮城 

8月（第31回クラブユースU-15大会） 北海道/帯広市 

④ 2級審判員(女子)指導育成講習会 

7月（平成29年度全国高等学校総合体育大会） 宮城 

⑤ ユース審判員 育成講習会 

8月（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） 

 静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

11月（ナショナルトレセンU-14・後期） 静岡/時之栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

12月（第41回全日本少年サッカー大会） 鹿児島 

 

(91) S級審判インストラクター研修会 

3月25日(土)～26日(日) 東京/JFAハウス 

 

(92) S級/1級審判インストラクター研修会 

 2月11日(土・祝)～12日(日) 神奈川/新横浜 

 7月8日(土)～9日(日) 東京/JFAハウス 

 

(93) 1級審判インストラクター認定講習会 

第1次審査 6月(Web試験) 

第2次審査 7月16日(日)～17日(月･祝) 大阪/J-GREEN堺 

第3次審査 11月 各地域 

 

(94) 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 

 

(95) 新1級審判インストラクター研修会 

2月11日(土・祝) 神奈川/横浜市 
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(96) 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 アメリカ/テキサス州 

 ヨーロッパ 追加副審視等察 日程未定 未定 

【招聘】 イングランド 日程未定 JFAハウス他 

 

(97) JFA審判アセッサー研修会 

第1回 5月20日(土)、21日(日) ※分散開催 東京/JFAハウス 

第2回 10月14日(土)、15日(日)※分散開催 東京/JFAハウス 

 

(98) 新JFA審判アセッサー研修会 

 2月11日(土・祝)  神奈川/横浜市 

 

(99) JFA副審アセッサー研修会 

 5月20日(土)  東京/JFAハウス 

 

(100) ■地域審判トレーニングセンター 

RDO研修会 3月19日(日)～20日(月・祝) 東京/JFAハウス 

 8月19日(土)～20日(日) 東京/JFAハウス 

 12月9日(土)～10日(日) 東京/JFAハウス 

 

(101) ■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） 

① 地域審判指導者トレーニングセンターマネジャー推進研修会 

 1月28日(土)～29日(日) 東京/JFAハウス 

 8月26日(土)～27日(日) 東京/JFAハウス 

 12月2日(土)～3日(日) 東京/JFAハウス 

② 地域審判指導者トレーニングセンターマネジャースキルアップ研修会（Tutoring） 

 1月28日(土)～29日(日) 東京/JFAハウス 

 2月25日(土)～26日(日) 東京/JFAハウス 

 5月27日(土)～28日(日) 東京/JFAハウス 

 6月17日(土)～18日(日) 東京/JFAハウス 

③ 地域審判指導者トレーニングセンターマネジャースキルアップ研修会（assessment） 

 2月4日(土)～5日(日) 東京/JFAハウス 

④ 地域審判指導者トレーニングセンターマネジャースキルアップ研修会（Plactical） 

 3月11日(土)～12日(日) 開催地未定 

 4月22日(土)～23日(日) 開催地未定 

 7月1日(土)～2日(日) 開催地未定 

⑤ 地域審判指導者トレーニングセンターマネジャースキルアップ研修会（IT） 

 2月18日(土)～19日(日) 東京/JFAハウス 

 2月24日(金) 東京/JFAハウス 

 2月28日(火) 東京/JFAハウス 

⑥ 地域審判指導者トレーニングセンターマネジャースキルアップ研修会（Physical） 

 3月25日(土)～26日(日) 開催地未定 

 4月15日(土)～16日(日) 開催地未定 

 5月20日(土)～21日(日) 開催地未定 

 6月17日(土)～18日(日) 開催地未定 

 

(102) ■地域審判トレーニングセンター 地域レフェリーアカデミーマスター研修会 

 1月28日(土)～29日(日) 東京/JFAハウス 

 2月25日(土)～26日(日) 東京/JFAハウス 

 

(103) 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 ※分散開催 

 1月28日(土)～29日(日)、2月11日(土･祝)～12日(日)  東京/JFAハウス 
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 7月～8月（予定） 東京/JFAハウス 

② Fリーグ担当審判研修会 

 5月 東京/JFAハウス 

③ フットサル専任1級審判員研修会（リーグ担当外） 

 8月4日(金)～6日(日)（第13回全日本大学フットサル大会） 大阪 

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 東京/JFAハウス 

 

(104) 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 9月下旬（第33回全国選抜フットサル大会） 四国 

 

(105) フットサル2級審判員強化研修会 

 1月6日(金)～9日(月･祝)（第22回全日本ユースU-15フットサル大会） 

  三重 

 

(106) フットサル1級審判インストラクター更新講習会 

 4月～5月 東京/JFAハウス 

 8月 開催地未定 

 

(107) 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 

 

(108) 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 

 

(109) 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 

 

(110) ビーチサッカー審判講習会 

10月12日(木)～15日(日)（第12回全国ビーチサッカー大会） 沖縄 

 

(111) ビーチサッカー審判研修会（地域巡回） 

3月～9月 各地域 

 

(112) 審判トレーニングセンター 

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 

 

(113) 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 

 

(114) 全国審判委員長会議 

5月又は6月 東京/JFAハウス 

 

(115) 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 
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  1月～12月 47都道府県 約300会場 

  ※80会場程度は2018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2018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2018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 

 ⑤その他 

  1月～12月 全国 約10会場 

 

(116) JFAユニクロサッカーキッズ 

      1月～12月        全国14会場・海外1会場 

 ※2会場程度は2018年1月～3月に開催予定。 

 

(117) 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 

 

(118) JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー制度 

1月～12月 

 

(119) 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 

①日程未定 開催地未定 

②日程未定 開催地未定 

③日程未定 開催地未定 

④日程未定 開催地未定 

 

(120) 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加盟協会への派遣 

JFAが直接派遣する或いは提携している独立行政法人国際交流基金や独立行政法人国際協

力機構と連携して派遣するなど最適なオプションを選択しつつ、派遣要請先のニーズに合

った人材を選考し派遣していく。  

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加盟協会の加盟協会役員/協会スタッフ/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。 

④ AFC加盟協会の日本でのキャンプ受入れ 

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10チーム

強の受入が予想される。 

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～7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 南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）により、南アジア地域における国際大会運営力向上を目指

すべく、スリランカにて国際ユース大会開催をサポートする。また、同時に現地に講師を

派遣し、指導者養成セミナーを開催する。 



29 

⑦ 国際ユース大会/フェスティバルの開催 

外務省の「JENESYSプログラム」（21世紀東アジア青少年大交流計画）によりASEAN諸国を

招聘しユース年代の交流大会を実施する。 

⑧ AFC加盟協会の自国指導者ライセンス制度構築支援 

JFAが技術委員長等を派遣しているAFC加盟協会の要請に応じ、当該協会が自国の指導者ラ

イセンス制度を構築するための支援をAFCと相談しながら実施する。 

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。 

 

(121) 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 

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 

 

(122) 施設整備推進事業 

① JFAサッカー施設整備助成事業の実施 

② ポット苗方式芝生化モデル事業の実施 

 

(123) 地域／都道府県協会の活動推進事業 

① 都道府県サッカー協会代表者会議の実施 

② 47FAタウンミーティング/応援会議の実施 

③ 都道府県協会支援事業の実施 

④ 地域協会支援事業の実施 

⑤ 9地域訪問ワークショップの実施 

⑥ 都道府県チャートの作成 

 

(124) 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 

 

(125) JFAナショナルフットボールセンター 

千葉県千葉市美浜区（県立幕張海浜公園内）を整備用地候補として、JFAナショナルフットボ

ールセンターの設置を予定。 

【スケジュール】 

・2017年度 基本計画・基本設計/実施設計、施工者決定ならびに発注、造成工事着手 

・2018年度 建設工事 

・2019年度 建設工事・竣工検査/引き渡し・準備、開設 

 

(126) 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 

 

(127) ウェルフェアオフィサー認定研修会 

日程未定 東京/JFAハウス 

 

(128) インテグリティー協議会 

日程未定 東京/JFAハウス 

 

(129) 全国規律委員長会議 

11月 東京/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（1,900回） 

② 地方公共団体との連携の継続と拡大（150自治体） 

③ プロ野球等、他競技団体との連携を拡大・強化 

④ 熊本地震被災地における「夢の教室」の実施 

⑤ スポーツこころのプロジェクト「笑顔の教室」を中学校で更に展開（200回） 

 

(2) 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 復興支援フェスティバルの実施 

④ その他復興支援活動 

 

(3) 熊本地震復興支援活動 

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 その他復興支援活動 

 

(4) 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、腐敗防止分科会、SDGs推進分科会への参加 

 

(5) 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 

 

(6) 社会貢献委員会 

① 社会貢献活動及びCSR活動に関する研究、検討 

② 外部機関との連携 

 

 

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 

 

 


