平成29年度 苫小牧地区サッカー協会事業報告
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5/14（日）、6/4（日）

知事杯全道サッカー選手権大会苫小牧地区予選

日本製紙サッカー場

6/25（日）、7/2（日）

第23回苫小牧地区社会人選手権大会兼全道社会人選手権大会地区予選

緑ヶ丘公園サッカー場 他

6/4（日）

全国クラブチーム選手権大会苫小牧地区予選

緑ヶ丘公園サッカー場 他

5/28（日）～8/27（日）

平成29年度苫小牧地区社会人リーグ 1部

日本製紙サッカー場 他

5/21（日）～9/3（日）

平成29年度苫小牧地区社会人リーグ 2部

出光興産グラウンド 他

5/21（日）～8/27（日）

平成29年度苫小牧地区社会人リーグ 3部

日本製紙サッカー場 他

5/21（日）～9/3（日）

平成29年度苫小牧地区社会人リーグ 4部

静内川左岸ウンド 他

10/8（日）～9（月）

第8回全道高専新人（U-19）サッカー大会

日高町森の広場サッカー場

10/1（日）、15（日）、29（日）

第30回苫小牧地区社会人サッカーリーグカップ（ＴＳＬカップ）

日本製紙サッカー場 他

4/22（土）～4/30（日）

第49回苫小牧地区会長杯争奪春季サッカー大会

苫小牧駒澤大学 他

4月～7月

第2回苫小牧報杯U-18サッカー大会

参加各高校グラウンド

8/26（土）～9/3（日）

第96回全国高校サッカー選手権苫小牧地区予選

緑ヶ丘公園サッカー場 他

9/16（土）～18（月）

第5回苫小牧地区高校ユースサッカー大会

うらかわ優駿ビレッジアエル

4/23（日）～6/4（日）

苫小牧地区チャレンジリーグU-15

明野中学校グラウンド 他

5/3（水）～9/10（日）

苫小牧地区カブスリーグU-15

柏原サッカー場 他

6/10（土）、11（日）、17（土）

中体連 東胆振地区大会

緑ヶ丘公園サッカー場

7/8（土）～9（日）

中体連 日高地区大会

日高地区グラウンド 他

8月

苫小牧地区チャレンジリーグU-14

明野中学校グラウンド

10/14（土）、15（日）、21（土）

苫小牧地区11人制新人サッカー大会

沼ノ端中学校グラウンド

5月上旬～9月上旬

こくみん共済リーグU-12兼第50回苫小牧地区小学生サッカー交歓会兼
第27回苫民杯争奪少年サッカー交歓会兼第41回全日本少年サッカー大会
苫小牧地区予選

管内小学校グラウンド 他

5/20（土）～21（日）

第26回ちびっこカップサッカー大会兼第5回とまこまい・あそび塾杯少年
サッカー大会兼第14回岩内町長杯全道少年（U-10)サッカー岩内大会
苫小牧地区予選

左岸緑地公園サッカー場

7/1（土）～2（日）

道新杯争奪第51回苫小牧地区小学生サッカー交歓会兼道新スポーツ旗
第49回全道サッカー少年団大会苫小牧地区予選

緑ヶ丘公園サッカー場 他

6/24（土）～25（日）

第5回ウエストホームズ杯少年サッカー大会

緑ヶ丘公園サッカー場

8/5（土）～6（日）

第2回丸紅新電力杯（U-10）少年サッカー大会

苫小牧港開発サッカー場

8/19（土）～20（日）

第29回トラック協会杯全道少年団（U-11)サッカー大会苫小牧地区予選

管内小学校グラウンド 他

9/2（土）

第16回苫小牧市スポーツ少年団本部長フットボールフェスティバル

緑ヶ丘公園サッカー場

9/16（土）～17（日）

第21回トヨタ北海道カップジュニアサッカー大会

日本製紙サッカー場 他

9/23（土）～24（日）

第6回緑豊建設杯U-9サッカー大会

緑ヶ丘公園サッカー場

10/14（土）～15（日）

平成30年度全道少年（U-11)8人制サッカー大会兼
第14回JA全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー大会苫小牧地区予選

泉野小学校グラウンド

10/21（土）～22（日）

第37回北ロータリー杯争奪苫小牧小学生サッカー大会

緑ヶ丘公園サッカー場

11/5（日）

第3回苫小牧女子サッカー交流会

むかわ町体育館

5/22（月）～11/21（火）

幼稚園・保育園巡回指導

苫小牧、白老、日高の
幼稚園・保育園

(苫小牧地区)
6/12,6/26,7/10,7/24,
8/28, 9/11, 9/25
(日高地区)
7/1,9/23,11/3,12/9

サッカーしたい子、あ～つまれ！

緑ヶ丘公園サッカー場
静内山手公園
平取小学校
三石スポーツセンター
浦河スポーツセンター等

6/24（土）

キッズリーダー講習会

苫小牧中央高校

7/23（日）～11/26（日）

苫小牧地区フットサルリーグ

11/11（土）～12（日）

第29回全道ユース（U-15）兼第23回全日本フットサル大会苫小牧地区予選

9/17（日）～10/8（日）

第23回全日本フットサル選手権大会苫小牧地区予選

苫小牧駒澤大学体育館
苫小牧市内中学校体育館
静内中学校他
苫小牧市総合体育館 他

11月上旬～1月中旬

こくみん共済リーグU-11（フットサル）

管内小学校体育館 他

12/16（土）～17（日）

全道フットサル選手権2018（U-14の部）苫小牧地区予選

苫小牧市内中学校体育館
静内中学校他

12/16（土）～17（日）

第28回苫小牧フットサル総合選手権大会（U-12の部）予選

管内小学校体育館 他

12/16（土）～17（日）

第17回4種委員会杯争奪フットサル大会

管内小学校体育館 他

12/23（土）～24（日）

第28回全道ユース（U-18）フットサル選手権苫小牧地区予選

苫小牧高専体育館
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12/10（日）～2/3（土）

全道フットサル選手権2018（一般の部）苫小牧地区予選

苫小牧市総合体育館 他

1/13（土）、28（日）

U-13 室内サッカー大会

苫小牧市内中学校体育館

1/13（土）～14（日）

全道フットサル選手権2018（U-12の部）苫小牧地区予選

管内小学校体育館 他

1/13（土）～14（日）

第31回教育長杯争奪苫小牧市スポーツ少年団フットサル大会

管内小学校体育館 他

1/27（土）～28（日）

苫小牧フットサル総合選手権大会2018（一般の部、U-14の部、U-12の部）

苫小牧市総合体育館

2/3（土）

TFAキッズ（U-6/U-8）フットサルフェスティバル

門別総合町民センター

2/10（土）～11（日）

第9回U-9フットサル交歓会

管内小学校体育館 他

2/24（土）～25（日）

バーモントカップ第29回全日本少年フットサル大会苫小牧地区予選

管内小学校体育館 他

2/24（土）～25（日）

第16回4種委員長杯争奪フットサル大会

管内小学校体育館 他

2/25（日）

苫小牧地区フットサル2018チャレンジデー

苫小牧市総合体育館

1/27（土）～28（日）

第10回会長杯争奪苫小牧フットサル大会

苫小牧市総合体育館

4/9（日）

サッカー4級ユース審判員新規取得講習会

駒大苫小牧高校

4/29（土）～30（日）

サッカー3、4級審判員新規取得講習会

苫小牧市民会館

5/3（水）～4（木）

サッカー3、4級審判員新規取得講習会（日高開催）

静内中学校

5/7（日）

サッカー4級ユース審判員新規取得講習会

苫小牧東中学校

5/27（土）

サッカー4級ユース審判員新規取得講習会

啓明中学校

7/22（土）

サッカー4級ユース審判員新規取得講習会

駒大苫小牧高校

8/6（日）

サッカー4級ユース審判員新規取得講習会

明野中学校

9/17（日）

サッカー4級ユース審判員新規取得講習会（日高開催）

静内中学校

9/23（土）、11/5（日）

フットサル3、4級審判員新規取得講習会

苫小牧駒澤大学

12/9（土）

フットサル4級ユース審判員新規取得講習会

明野中学校

12/16（土）

フットサル4級審判員新規取得講習会

苫小牧東高校

2/4（日）

2017年度 サッカー2級審判員資格更新講習会

苫小牧駒澤大学

2/4（日）

2017年度 サッカー3級審判インストラクター更新講習会

苫小牧駒澤大学

2/4（日）

2017年度 フットサル2級審判員資格更新講習会

苫小牧駒澤大学

2/4（日）

2017年度 フットサル3級審判インストラクター更新講習会

苫小牧駒澤大学

2/11（日）

2017年度 サッカー3、4級審判員資格更新講習会

苫小牧駒澤大学

2/11（日）

2017年度 フットサル3、4級審判員資格更新講習会

苫小牧駒澤大学

2/18（日）

2017年度 サッカー3、4級審判員資格更新講習会

アイビー・プラザ

2/18（日）

2017年度 フットサル3、4級審判員資格更新講習会

アイビー・プラザ

3/10（土）

2017年度 サッカー4級ユース審判員資格更新講習会

駒大苫小牧高校

3/10（土）

2017年度 フットサル4級ユース審判員資格更新講習会

駒大苫小牧高校

3/17（土）

2017年度 サッカー3、4級審判員資格更新講習会（日高地区）

新ひだか町公民館

3/17（土）

2017年度 フットサル3、4級審判員資格更新講習会（日高地区）

新ひだか町公民館

4月～3月

苫小牧地区トレーニングセンター（U-10～U-12）

明野小学校 他

4月～3月

苫小牧地区トレーニングセンター（U-13～U-15）

駒大苫小牧高校 他

6/17（土）

苫小牧地区U-16セレクション

苫小牧東高校 他

3/3（土）

苫小牧地区指導者研修会

駒大苫小牧高校 他

9/9（土）

JFAキッズ（U-6/U-8）サッカーフェスティバル

緑ヶ丘公園サッカー場

9/10（日）

JFAフットボールデー2017

緑ヶ丘公園サッカー場

