
新型コロナウイルスの影響により、日程等の変更が生じる場合がございます。

8月1日以降の事業については、内閣府・北海道・JFA等の情勢を考慮しながら、

(公財)北海道サッカー協会新型コロナウイルス対策本部にて協議・検討します。 2021年1月28日更新

※更新箇所を赤字表記しています。

＜公益目的事業＞

Ⅰ普及振興・啓発事業

１．加盟団体連携強化
（１） 評議員会 (９)会計担当者会議
（２） 理事会 (１０)各専門委員会会議
（３） 業務執行理事会
（４） 総合企画会議

２．幼稚園・保育園への巡回指導

（１） キッズ巡回指導

札幌/札幌圏 未定

（２） キッズ大学巡回指導（北海道教育大学旭川校）　

旭川 ８月～１２月

（３） キッズキャラバンカーの保守管理 通年

（４） キッズ会議・研修会派遣

９地域研修会（東北）、インストラクター養成研修会（静岡）、JFAキッズミーティング（道外） 通年

（５） 地区主催のキッズ巡回指導支援

小樽・釧路・十勝・室蘭・苫小牧・根室（2018年度実績） 通年

３．各カテゴリー別サッカー教室

（１） ガールズサッカースクール札幌地区

札幌 ９月～１０月

（２） ガールズサッカースクール空知地区

空知 １０月～２０２１年２月

（３） レディース・ガールズサッカースクール in てっぺん

宗谷 ９月～２０２１年２月

（４） ガールズサッカースクール千歳地区

千歳 ９月～２０２１年３月

（５） ガールズサッカースクール北空知地区

北空知 ９月～２０２１年３月

（６） １５地区ＧＫ技術研修会

３～５地区にて開催 未定

（７）

 札幌 ※中止  ６月～１０月

旭川 ９月１９日(土)～１０月４日(日)

宗谷 １１月２９日（日）

公益財団法人 北海道サッカー協会　２０２０年度事業計画書

※

Ⅰ普及振興・啓発事業   Ⅱ競技力向上事業   Ⅲ競技会開催事業   Ⅳ指導者・審判員養成事業　　

(５)ブロックジョイントミーティング
(６)１５地区協会代表者会議
(７)２０２５プロジェクト会議
(８)ユースプロジェクト会議

U-６・８・１０キッズサッカースクール　
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４．全道市町村サッカーフェスティバル

（１）  エグザイルカップ２０２０北海道大会

 札幌 ※中止

（２） ユニクロサッカーキッズ！in札幌ドーム ※JFA事業採択ならず

札幌　（札幌ドーム）

（３）  ２０２１“コンサドーレ・エスポラーダカップ”全道市町村サッカー・フットサル大会

 札幌　（札幌ドーム） ※中止  ２０２１年２月予定

（４） ＪＦＡキッズ（Ｕ-６・Ｕ-８・Ｕ-１０）サッカーフェスティバル２０２０

各地区 ８月～２０２１年３月

（５） ＪＦＡレディース・ガールズサッカーフェスティバル２０２０

各地区 ８月～２０２１年３月

（６） フットサルフェスティバル２０２０

各地区 ８月～２０２１年３月

（７） ＪＦＡフットボールデー２０２０

各地区 ８月～２０２１年３月

新規 （８） ＪＦＡ女子サッカーデー

札幌 ２０２１年１月～３月に１回

（９）  チャレンジドサッカーフェスティバル

 札幌 ※中止  ８月１日（土）

（１０） ビーチサッカーフェスティバル

札幌 ２０２０年９月２１日（月祝）～２２日(火祝)

（１１）  第２回北海道Ｕ－１３（中学生）女子８人制サッカーフェスティバル

 札幌 ※中止  ４月１１日（土）～１２日（日）

（１２）  北海道女子８人制リーグフェスティバル「北海道レディースエイトリーグ」

 札幌 ※中止

（１３）  第１６回全道シニア８人制サッカーオープン大会

 札幌 ※中止  ５月４日（月祝）～５日（火祝）

（１４）  第７回北海道シニア８（エイト）サッカーツアーオープン大会　

 北空知 ※中止  ６月６日（土）～７日（日）

（１５） 第２０回北海道シニアサッカーオープン大会

空知 ８月２２日（土）～２３日（日）

（１６）  カレッジフットサル・華リーグ

 札幌 ※中止  １０月～１１月

（１７）  悠々フットサル

 札幌 ※中止  ７月～１０月

（１８）  第２０回北海道チャレンジドフットサル大会　

 札幌 ※中止  ２０２１年３月１３日（土）

５．公益法人全般に関する広報・事業活動

（１） 北海道サッカー協会賞表彰・祝賀会 ※未定

（２） 公式ホームページ運営 通年

（３） Web会議の運用 通年

（４） HKFA「要覧」発行 ６月初旬

（５） ２０２５プロジェクト 通年

（６） Ｕ-１５女子チーム創出支援制度（継続のみ）*2022年度終了 通年

（７） 北海道サッカーミュージアムの一般無料開放 ４月～１０月

（８） 全国都道府県対抗eスポーツ選手権2020　北海道代表決定戦 ※未定

新規 （９） 第３２回オリンピック競技大会（2020／東京）サッカー札幌開催１次ラウンド ※延期
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Ⅱ　競技力向上事業

１．北海道トレーニングキャンプ

（１）  北海道トレセンＵ-１１キャンプ南  室蘭（洞爺） ※中止  １１月６日（金）～８日（日）

（２） 北海道トレセンＵ-１１キャンプ北 旭川（東川） １０月３０日（金）～１１月１日（日）

（３） 北海道トレセンＵ-１１エリートキャンプ 空知（三笠・北村） ２０２１年２月５日（金）～７日（日）

（４）  北海道トレセンＵ-１２キャンプ  札幌 ※中止  ４月１７日（金）～１９日（日）

（５） 北海道トレセンＵ-１２エリートキャンプ 札幌 ※未定

（６）  北海道トレセンＵ-１２全道選抜大会  十勝 ※中止  ７月４日（土）～５日（日）

（７） 北海道フューチャートレセンＵ-１２キャンプ 札幌 ※未定

（８）  北海道トレセンＵ-１３・Ｕ-１４キャンプ　  札幌 ※中止  ４月２４日（金）～２６日（日）

（９）  北海道トレセンＵ-１３・Ｕ-１４エリートキャンプ　  札幌 ※中止  ９月２５日（金）～２７日（日）

（１０）  北海道フューチャートレセンＵ-１３・Ｕ-１４キャンプ  札幌 ※中止  ９月２６日（土）～２７日（日）

（１１）  札幌 ※中止  ７月１０日（金）～１２日（日）

（１２）  北海道トレセンＵ-１７キャンプ  札幌 ※中止  １１月４日（水）～６日（金）

（１３） 北海道トレセン女子U-１２エリートキャンプ　 空知（三笠・北村） ２０２１年２月５日（金）～７日（日）

（１４） 北海道トレセン女子Ｕ－１２・Ｕ-１５キャンプ

 Ⅰ期（Ｕ－１３・１４）  十勝（中札内） ※中止  ７月１７日（金）～１９日（日）

Ⅱ期（Ｕ－１５） 札幌 ８月２１日（金）～２３日（日）

Ⅲ期（Ｕ－１３・１４） 空知（栗山） １０月９日（金）～１１日（日）

 Ⅳ期（Ｕ－１２・１５ ）  札幌 ※中止  １１月７日（土）～１１月８日（日）

Ⅴ期（Ｕ－１５） 札幌 ※未定

（１５） 国体少年女子年代対象 夏季スポーツジュニア 札幌（ＳＳＡＰ） ※未定

アスリート育成事業（道ス協） 空知（栗山） ※未定

道外遠征（未定） ※未定

（１６） 女子対象 競技力向上推進事業（道ス協） 未定 ※未定

（１７） 北海道トレセン女子Ｕ-１７キャンプ　 札幌 ２０２１年３月１２日（金）～１４日（日）

（１８） 北海道ＧＫ育成事業キャンプ

Ⅰ期 札幌 未定

Ⅱ期 室蘭（伊達） ２０２１年３月２０日（土）～２１日（日）

（１９） 札幌ブロックトレセン

Ｕ－１２

Ｕ－１４

Ｕ－１６

女子

（２０） 道央ブロックトレセン

Ｕ－１２

Ｕ－１４

Ｕ－１６

女子

（２１） 道南ブロックトレセン

Ｕ－１２

Ｕ－１４

Ｕ－１６

女子

（２２） 道東ブロックトレセン

Ｕ－１２

Ｕ－１４

Ｕ－１６

女子

（２３） 道北ブロックトレセン

Ｕ－１２

Ｕ－１４

Ｕ－１６

女子

 北海道トレセンＵ-１６トレセンリーグ兼国体予選　

６月～３月２２日（月）

６月～３月２２日（月）

６月～１１月８日（日）

６月～３月２２日（月）

６月～１０月１８日（日）

６月～１２月２７日（日）

６月～７月１２日（日）

６月～１０月１８日（日）

７月１８日（土）～９月２７日（日）

６月～１１月３日（火）

６月～７月１９日（日）

６月～９月２７日（日）

７月１８日（土）～９月２７日（日）

６月～１１月３日（火）

６月～７月１９日（日）

６月～９月２７日（日）

７月１８日（土）～９月２２日（火）

８月３日（月）～１２月２８日（水）

６月～７月１９日（日）

６月～９月２７日（日）
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（２４） ブロックＧＫ指導者研修会兼トレセンキャンプ 道央・道南・道東・道北ブロック ７月～２０２１年３月

（２５） 札幌・十勝

２．各種トレセン交流大会

（１） U-１１冬季交流大会　 空知（三笠・北村） ２０２１年２月５日（金）～７日（日）

（２） 札幌 ８月２２日（土）～２３日（日）

（３） U-１３冬季交流大会　 札幌 ※未定

（４） 札幌 １０月３１日（土）～１１月２日（月）

（５） 札幌 １０月３１日（土）～１１月２日（月）

（６） ４７ＦＡユースダイレクター活動（女子含む）　 ５ブロック 通年

新規 （７） テクニカルダイレクター活動（技術担当者専任化） 通年

（８） トレーナー派遣 通年

３．国民体育大会サッカー競技派遣（道ス協）

（１） 国体少年男子 鹿児島 延期

（２） 国体成年男子 鹿児島 延期

（３） 国体女子 鹿児島 延期

（４） スポーツ医・科学トータルサポート事業（国体ｻﾎﾟｰﾄ） 鹿児島 延期

４．北海道選抜チーム強化合宿

（１） 国体少年男子強化合宿 札幌（予定） 延期

（２） 国体少年道外遠征（道ス協） 関西（予定） 延期

（３） 国体少年男子キャンプ 札幌（予定） 延期

（４） 国体少年男子直前キャンプ 関東（予定） 延期

（５） 国体成年男子キャンプ 未定 延期

（６） 国体成年女子キャンプ 未定 延期

５．ナショナルトレセン（地域開催）

（１） Ｕ-１２ 札幌 １０月１６日（金）～１９日（月）

（２）  Ｕ-１４（東日本派遣）

 前期（地域開催） 栃木（那須スポーツパーク）※中止  ５月２１日（木）～２４日（日）

 後期（対抗戦）  苫小牧 ※中止  １１月２１日（土）～２３日（月）

（３）  女子Ｕ-１４  苫小牧 ※中止  １１月２１日（土）～２３日（月）

通年

７．東雁来公園サッカー場（東・西）管理 札幌 通年

札幌

ユース（Ｕ１５・Ｕ１８）年代フットサルテクニカルスクール １１月～２０２１年２月

U-１２・U-１３・Ｕ-１４夏季交流大会

U-１５秋季交流大会

U-１６秋季交流大会

６．北海道トレーニングセンターハウス「夢きたれ」管理・運営
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Ⅲ　競技会開催事業

１．全道選手権大会

【サッカー】

1種（社会人/大学/専門学校）

（１） 北海道サッカーリーグ　第９回札幌ブロックリーグ

札幌 ８月２３日（日）～９月２７日（日）

（２） 北海道サッカーリーグ　第２回道央・道北ブロックリーグ

千歳・小樽・空知・旭川・北空知 ８月１６日（日）～９月２０日（日）

（３） 北海道サッカーリーグ　第１８回道南ブロックリーグ

室蘭・函館・苫小牧 ８月２日（日）～９月２７日（日）

（４） 北海道サッカーリーグ　第１８回道東ブロックリーグ

十勝・釧路・オホーツク・根室 ８月２３日（日）～９月２７日（日）

（５）  第２５回北海道専門学校サッカーリーグ

 札幌 ※中止  ５月～７月

（６）

 札幌  ６月２７日（土）～２８日（日）

（７）  第３８回知事杯全道サッカー選手権大会

 空知・ 旭川・十勝・室蘭 ※中止

 札幌

（８） 第１８回北海道サッカーリーグ　ブロックリーグ決勝大会

旭川 １０月９日（金）～１１日（日）

（９）  第１１回全道高等専門学校（Ｕ－１９）サッカー新人大会

 苫小牧 ※中止  １０月３日（土）～４日（日）

２種（高校/クラブ）

（１） 高円宮杯ＪＦＡＵ－１８サッカー２０２０北海道ブロックリーグ札幌

札幌 ８月２３日(日)～１１月１日(日)

（２） 高円宮杯ＪＦＡＵ－１８サッカー２０２０北海道ブロックリーグ道央

千歳・小樽・空知・北空知 ９月１９日(土)～１０月４日(日)

（３） 高円宮杯ＪＦＡＵ－１８サッカー２０２０北海道ブロックリーグ道南

函館・室蘭・苫小牧 ８月８日(土)～１０月１７日(土)

（４） 高円宮杯ＪＦＡＵ－１８サッカー２０２０北海道ブロックリーグ道東

十勝・釧路・オホーツク・根室 ９月１２(日)～９月２６日

（５） 高円宮杯ＪＦＡＵ－１８サッカー２０２０北海道ブロックリーグ道北

旭川・道北・宗谷 ８月２２日(土)～１０月１１日(日)

（６）  高円宮杯ＪＦＡＵ－１８サッカープリンスリーグ２０２０北海道プレーオフ　

 札幌 ※中止  １１月３日（火）、７日（土）～８日（日）

３種（中学校/クラブ）

（１） 第１２回北海道カブスリーグＵ－１３　１部リーグ・２部リーグ

Ｈ＆Ａで実施 ８月２３日（日）～１０月２５日（日）

（２）  第２回北海道カブスリーグＵ－１３　３部リーグ

 各地区 ※中止

（３） 第１２回札幌ブロックカブスリーグＵ－１５

札幌 ８月８日（土）～１０月２５日（日）

（４） 第１２回道央ブロックカブスリーグＵ－１５/Ｕ－１３

小樽・千歳・空知・北空知 ８月２９日（土）～１０月

（５） 第１２回道南ブロックカブスリーグＵ－１５/Ｕ－１３

苫小牧・函館・室蘭 ８月２９日（土）～１０月

（６） 第１２回道東ブロックカブスリーグＵ－１５/Ｕ－１３

十勝・釧路・オホーツク・根室 ８月８日（土）～１０月３日（土）

（７） 第１２回道北ブロックカブスリーグＵ－１５/Ｕ－１３

旭川・道北・宗谷 ８月１日（土）～１０月１０日（土）

 第１２回全道ミドル（３０ Ｏｖｅｒ）サッカー選手権大会　兼　日本スポーツマスターズ２０２０愛媛大会北海道予選
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（８）  第７回地区カブスリーグ決勝大会

 空知 ※中止  １０月１０日（土）～１１日（日

（９）  北海道ブロックカブスリーグ決勝大会　兼　道カブス２部リーグ参入戦

 札幌 ※中止  １０月２４日（土）～１１月１日（日）

４種（少年団）

（１）  フジパングループPresents 2020ロバパンCUP 第52回全道U-12サッカー大会

 十勝 ※中止  ７月２３日（木祝）～２６日（日）

（２）  ＪＦＡ第４４回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会北海道札幌ブロック大会

 札幌 ※中止

（３）  ＪＦＡ第４４回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会北海道道央ブロック大会

 北空知 ※中止

（４）  ＪＦＡ第４４回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会北海道道南ブロック大会

 苫小牧 ※中止

（５）  ＪＦＡ第４４回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会北海道道東ブロック大会

 根室 ※中止

（６）  ＪＦＡ第４４回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会北海道道北ブロック大会

 道北（士別） ※中止

（７）  トラック協会杯第３２回全道Ｕ－１１サッカー大会

 札幌 ※中止  ９月１９日（土）～２１日（月祝）

（８）  第１７回岩内町長杯全道少年Ｕ－１０サッカー南北海道大会

 小樽（岩内） ※中止  ８月８日（土）～１０日（月祝）

（９）  第１７回全道少年Ｕ－１０サッカー北北海道大会

 旭川 ※中止  ８月８日（土）～１０日（月祝）

（１０） キヤノンガールズ・エイト　第１７回　ＪＦＡ北海道ガールズ・エイト（Ｕ－１２）サッカー大会

苫小牧 １０月３日（土）～４日（日）

（１１） Ｕ-１２リーグ　

各地区 ８月～１０月

（１２） Ｕ-１１リーグ　

各地区 ８月～１０月

（１３） Ｕ-１０リーグ　

各地区 ８月～１０月

（１４）  冬季プレミアＵ－１２サッカー大会

 札幌（札幌ドーム） ※中止

女子

（１）  第８回熊谷・高瀬杯ガールズ（Ｕ－１２）サッカー大会　

 札幌 ※中止  ８月８日（土）～９日（日）予定

（２）  北海道女子サッカーリーグ参入戦

 札幌 ※中止  １０月２４日（土）

新規 （３） JFA　U-１５女子サッカーリーグ２０２０北海道

札幌他 ８月１日（土）～１０月２４日（土）

チャレンジド

（１）  第１９回北海道チャレンジドサッカー大会　

 空知（栗山） ※中止  ６月１４日（日）

（２）  第１２回北海道高等養護学校サッカー大会　

 札幌（新篠津） ※中止  ７月５日（日）

（３）  第１９回北海道チャレンジドサッカー８人制大会

 空知（栗山） ※中止  ９月１３日（日）
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【フットサル】

（１） 第２１回北海道フットサルリーグ２０２０

各地区 ９月６日（日）～１２月２７日（日）

（２） 北海道フットサルリーグ ２０２０年度第４回札幌道央ブロックリーグ

札幌 １１月８日（日）～２０２１年１月２４日（日）

（３） 北海道フットサルリーグ ２０２０年度第４回道南ブロックリーグ２０２０

各地区 ９月１３日（日）～１２月１３日（日）

（４） 北海道フットサルリーグ ２０２０年度第４回道東ブロックリーグ２０２０

各地区 １０月３日(土)～２０２１年１月３１日(日)

（５） 北海道フットサルリーグ ２０２０年度第４回道北ブロックリーグ２０２０

各地区 ９月６日（日）～１２月１３日（日）

（６）  第９回北海道フットサルリーグカップ

 札幌 ※中止  ５月９日（土）～１０日（日）

（７） Abeam Systems Presents 第１６回北海道地域大学フットサルリーグ２０２０

札幌他 １０月１０日（土）～２０２１年２月１３日（日）

（８） 第１０回北海道女子フットサルリーグ２０２０（１部・２部・３部）

各地区 １０月１１日（日）～２０２１年１月２４日（日）

（９）  Ｕ-８・Ｕ-１０フットサルリーグ

 札幌 ※中止  １０月３日（土）～２０２１年１月９日（土）

（１０）  第１６回全道自治体職員フットサル大会

 北空知（北ブロック） ※中止  １１月７日（土）～８日（日）

 函館(南ブロック） ※中止  ２０２１年２月６日（土）～７日（日）

（１１）  第３２回全道Ｕ－１５フットサル選手権大会札幌ブロック予選 

 札幌 ※中止(ブロック予選中止)  １１月１４日（土）～１５日（日）

（１２）  第３２回全道Ｕ－１５フットサル選手権大会道央ブロック予選 

 北空知 ※中止(ブロック予選中止)  １１月２１日（土）～２２日（日）

（１３）  第３２回全道Ｕ－１５フットサル選手権大会道南ブロック予選

 苫小牧 ※中止(ブロック予選中止)  １１月１４日（土）～１５日（日）

（１４）  第３２回全道Ｕ－１５フットサル選手権大会道東ブロック予選 

 十勝 ※中止(ブロック予選中止)  １１月１４日（土）～１５日（日）

（１５）  第３２回全道Ｕ－１５フットサル選手権大会道北ブロック予選 

 道北 ※中止(ブロック予選中止)  １１月１４日（土）

（１６）  全道フットサル選手権２０２１（女子の部）

 十勝 ※中止  ２０２１年２月２０日（土）～２１日（日）

（１７）  第３１回全道少女フットサル大会

 小樽 ※中止  １２月１９日（土）～２０日（日）

（１８） 北海道フットサルブロックリーグ決勝大会

札幌 ２０２１年２月２０日（土）～２１日（日）

（１９）  全道フットサル選手権２０２１（Ｕ－１２）

 札幌 ※中止  ２０２１年３月６日（土）～７日（日）

（２０）  全道フットサル選手権２０２１（一般の部）

 札幌 ※中止  ２０２１年２月２７日（土）～２８日（日）

（２１）  全道フットサル選手権２０２１（Ｕ－１４）

 釧路 ※中止  ２０２１年３月６日（土）～７日（日）

（２２）  第９回全道シニアフットサルオープン大会

 北空知 ※中止  ２０２１年３月６日（土）～７日（日）

（２３）  第３０回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会北海道予選札幌ブロック大会

 札幌 ※中止

（２４）  第３０回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会北海道予選道央ブロック大会

 北空知 ※中止

（２５）  第３０回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会北海道予選道南ブロック大会

 函館 ※中止

（２６）  第３０回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会北海道予選道東ブロック大会

 根室 ※中止

（２７）  第３０回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会北海道予選道北ブロック大会

 道北 ※中止
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２．全国大会北海道予選

【サッカー】

１種（社会人/大学/専門学校）

（１） 第３９回北海道学生サッカーリーグ（第６８回全日本大学サッカー選手権大会）

各地区 ９月５日(土)～１１月１日(土)

（２） 第１２回北海道インデペンデンスリーグ

各地区 ８月２２日(土)～１０月２４日(土)

（３） HKFA第２回北海道サッカー選手権大会　兼　天皇杯JFA第９９回全日本サッカー選手権大会代表決定戦

札幌 ８月８日（土）～８月９日（日）

（４）  第４４回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北海道大会 ※中止

 １～４回戦  各地区  ７月４日（土）、５日（日）、１１日（土）、１２日（日）

 準決勝/決勝  札幌  ７月１８日（土）、１９日（日）

（５） 第４３回北海道サッカーリーグ（全国地域サッカーチャンピオンズリーグ２０２０）

札幌・空知・十勝・室蘭 ８月２３日（日）～１０月４日（日）

（６）  第５０回全道自治体職員サッカー選手権大会　　 *2020年度は五輪のため全国大会なし

 室蘭 ※中止

（７）  第５３回全国高等専門学校サッカー選手権北海道予選会

 苫小牧 ※中止  １１月７日(土)～８日(日)

（８） 全道自衛隊サッカー大会　兼　第５５回全国自衛隊サッカー大会北海道予選

千歳 ８月８日（土）～９日（日）

（９）  全道社会人サッカー選手権大会　兼　第５６回全国社会人サッカー選手権北海道予選

 苫小牧  ８月８日（土）～１０日（月祝）

（１０）  第３０回北海道専門学校サッカー選手権大会　兼　第３０回全国専門学校サッカー選手権大会北海道地区予選会

 札幌 ※中止  ８月１８日（火）～２１日（金）

（１１）  第２７回全国クラブチームサッカー選手権北海道大会

 空知  ８月２９日（土）～３０日（日）

２種（高校/クラブ）

（１） 高円宮杯ＪＦＡＵ－１８サッカープリンスリーグ２０２０北海道

各地区（H＆A） ９月６日(日)～１１月７日(土)

（２）  第７３回北海道高等学校総合体育大会（サッカー競技）　兼　全国高等学校総合体育大会（サッカー競技）北海道予選

 十勝 ※中止

（３） 第９９回全国高等学校サッカー選手権大会北海道大会

札幌 １～３回戦　　１０月１７日（土）～１９日（月）

準決勝、決勝　　１０月２４日（土）～２５日（日）

（４） 第２３回北海道クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会　兼　第４４回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会北海道大会

札幌・旭川 １０月１１日(日)～１１月１日(日)

３種（中学校/クラブ）

（１） 第１４回北海道カブスリーグＵ－１５　兼　高円宮杯ＪＦＡU－１５サッカーリーグ２０２０北海道（１部リーグ・２部リーグ）

Ｈ＆Ａで実施 ８月２３日（日）～１０月２５日（日）

（２） 第２６回北海道クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会

各地区 ８月１日（土）～１１月８日（日）

（３）  北海道中学校体育大会第５９回北海道中学校サッカー大会（全国中学校体育大会/第５１回全国中学校サッカー大会）

 千歳 ※中止  ７月２９日（水）～３１日（金）

４種（少年団）

（１）  全道少年(U-12)8人制サッカー大会 兼 第17回 JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN北海道

 函館 ※中止  ４月１１日（土）～１２日（日）

（２） ＪＦＡ第４４回　全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会北海道大会

北空知 ９月２６日(土)～１０月１１日（日）
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女子

（１） 第１５回北海道女子サッカーリーグ兼皇后杯ＪＦＡ第４２回全日本女子サッカー選手権大会北海道大会

札幌 ８月２９日（土）～９月２０日（日）

（２）  第９回北海道高等学校総合体育大会（サッカー競技）　兼　全国高等学校総合体育大会（サッカー競技）北海道予選　*女子

 十勝 ※中止

（３） 第３２回全道Ｏ－３０女子サッカー大会　兼　ＪＦＡ第３２回全日本Ｏ－３０女子サッカー大会北海道大会

室蘭 ８月２３日（日）

（４） 第２７回北海道大学女子サッカー選手権大会　兼　第２９回全日本大学女子サッカー選手権大会北海道予選　

室蘭 ８月２３日（日）

新規 （５）  （仮称）道新カップ　第１回全道女子８人制サッカー選手権大会 ※中止

 札幌  ８月２９日（土）～３０日（日）

（６） 第２８回北海道Ｕ－１５女子サッカー選手権大会　兼　ＪＦＡ第２５回全日本Ｕ－１５女子サッカー選手権大会北海道大会

釧路 １・２回戦　９月５日（土）～６日（日）

札幌 準決勝・決勝　９月１２日（土）～１３日（日）

（７） 第２９回北海道高等学校女子サッカー選手権大会　兼　第２８回全日本高等学校女子サッカー選手権大会北海道予選

旭川 ９月２６日(土)～２７日(日)

札幌 １０月３日(土)～４日(日)

（８） 第２３回北海道Ｕ－１８女子サッカー選手権大会　兼　ＪＦＡ第２４回全日本Ｕ－１８女子サッカー選手権大会北海道予選

小樽 ９月２６日（土）～２７日（日）

札幌 １０月４日（日）

シニア

（１） 第９回全道Ｏ－７０サッカーオープン大会　兼　ＪＦＡ第１５回Ｏ－７０サッカーオープン大会北海道予選

札幌 ８月２２日(土)～２３日(日)

（２） 第４５回全道Ｏ－４０サッカー大会　兼　ＪＦＡ第８回全日本Ｏ－４０サッカー大会北海道予選　

十勝 ９月１２日(土)～１４日(月)

（３） 第２８回全道Ｏ－６０サッカーオープン大会　兼　ＪＦＡ第２１回全日本Ｏ－６０サッカー大会北海道予選

道北 ８月２２日(土)～２４日(月)

（４） 第３６回全道Ｏ－５０サッカー大会　兼　ＪＦＡ第２０回全日本Ｏ－５０サッカー大会北海道予選

十勝 ９月１９日（土）～２１日（月祝）

【フットサル/ビーチ】

（１） ＪＦＡ第２６回全日本フットサル選手権大会北海道代表決定戦

十勝 ２０２１年１月９日（土）～１０日（日）

（２）  第１５回全道大学フットサル大会　兼　第１６回全日本大学フットサル大会北海道代表決定戦

 岩見沢 ※中止  ６月２７日（土）

（３） 第３２回全道Ｕ－１８フットサル選手権大会　兼　ＪＦＡ第８回全日本Ｕ－１８フットサル選手権大会北海道予選

十勝 ２０２１年１月２３日（土）～２４日（日）

（４）  第３２回全道Ｕ－１５フットサル選手権大会　兼　ＪＦＡ第２６回全日本Ｕ－１５フットサル選手権大会北海道代表決定戦

 苫小牧 ※中止  １２月５日（土）～６日（日）

（５）  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　北海道大会

 岩見沢 ※中止  ７月１１日（土）

（６） 第１９回北海道女子フットサル選手権大会　兼　ＪＦＡ第１７回全日本女子フットサル選手権大会北海道代表決定戦

札幌 ９月２０日（日）～２２日（火祝）

（７）  第１２回全道Ｕ－１５女子フットサル選手権大会　兼　ＪＦＡ第１１回全日本Ｕ－１５女子フットサル選手権大会北海道決定戦

 千歳 ※中止  １１月２８日(土)～２９日(日)

（８） 第１５回全道ビーチサッカー大会in苫前　兼　ＪＦＡ第１５回全日本ビーチサッカー大会　北海道代表決定戦

苫前 ８月９日(日)

（９） 第３回北海道ビーチサッカーリーグ大会２０２０

札幌（石狩） ９月２２日(火祝)
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３．全国競技会

（１） 天皇杯JFA第１００回全日本サッカー選手権大会

 ４回戦  厚別公園競技場  ８月２６日（水）

（２）  第３４回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会

 十勝 ※中止  ８月１５日（土）～２４日（月）

（３）  全国専門学校総合体育大会　第２９回全国専門学校サッカー選手権大会

 札幌  １０月５日（月）～１０日（土）

（４） ＪＦＡ 第１６回全日本女子フットサル選手権大会

十勝 １０月３０日（金）～１１月１日（日）

４．国際競技会

（1） ２０２０国際交流サッカー大会

未定 ※未定
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Ⅳ　指導者・審判員養成事業

１．指導者研修会・講習会

（１） ＨKＦＡ公認キッズリーダー養成講習会 （15地区サッカー協会対象）

札幌・小樽・旭川・十勝・室蘭・苫小牧・オホーツク 通年

（２） ＨKＦＡ公認キッズリーダー養成講習会 （教育機関対象）

北海道文教大学明清高等学校・北海道スポーツ専門学校 通年

（３） キッズのための栄養学・医科学講習会

札幌 １０月１７日（土）

（４）  テクニカルコーチ養成講習会　兼　キッズリフレッシュ講習会　兼　インストラクター研修会

 札幌 ※中止  １１月２１日（土）～２２日（日）

（５） ４７ＦＡインストラクターリフレッシュ研修会

札幌 ２０２１年２月２０日（土）～２１日（日）

（６） 公認Ｂ級コーチ養成講習会

①北海道ＦＡ札幌コース

前期 札幌 ９月１８日（金）～２２日（火）、９月２６日（土）～２７日（日）

 中期  札幌 ※中止  ７月２３日（木）～２７日（月）

後期 札幌 １月３日(日)～１月２４日(日)

②北海道ＦＡ遠隔地コース

前期 音更 ９月２８日(月)～１０月３日(土)

後期 三笠 ２０２１年２月１日(月)～２月６日(土)

（７） 公認Ｃ級・Ｄ級コーチ養成講習会

①Ｃ級コーチ養成講習会 札幌ブロック（札幌） ２０２１年１月～２月　（平日夜間）

道央ブロック ※未定

道南ブロック ※未定

道東ブロック（網走） ※未定

道北ブロック（旭川） ※未定

②Ｃコーチ養成講習会（教育機関対象） 北海道スポーツ専門学校（札幌） ９月２８日(月)～１１月３０日(月)

札幌スポーツ＆メディカル専門学校（札幌※未定

北海道教育大学岩見沢（岩見沢） ９月１２日(土)～１２月３１日(木)

新規 ③Ｃ級コーチ養成講習会（女子限定） 札幌ブロック（札幌） ※未定

④Ｄ級コーチ養成講習会 道央ブロック ２０２１年１月９日（土）～１月１０日（日）

道南ブロック ※未定

道東ブロック（釧路） ※未定

道北ブロック ２０２１年２月１３日（土）～１４日（日）

（８） 公認コーチリフレッシュ研修会

①Ａ・Ｂ・Ｃ級コーチ対象 札幌・道央ブロック ※未定

道南ブロック ※未定

道東ブロック（釧路） １１月２１日（土）～２２日（日）

道東ブロック（十勝） ２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）

道東ブロック（オホーツク） ２０２１年２月１１日（木祝）、１３日（土）～１４日（日）

道北ブロック ２０２１年３月２１日（日）

 ②トライアル・リフレッシュ研修会（Ａ級コーチジェネラル・Ｕ－１５・U-１２受講希望者対象）

 札幌 ※中止  １１月１日（日）～１１月２日（月）

③トライアル・リフレッシュ研修（Ｂ級コーチ受講希望者対象）

札幌・道央ブロック １０月３１日（土）～１１月８日（日）

道南ブロック 未定

道東ブロック ９月１２日(土)～１０月１１日(日)

道北ブロック（旭川） 未定

（９）  北海道フットボールカンファレンス　兼　リフレッシュ研修会

 道北ブロック（旭川） ※中止  ２０２１年１月２３日（土）～２４日（日）

（１０） 北海道トレセンスタッフ研修会 札幌 ※未定

札幌 ７月１１日（土）～１２日（日）

札幌 １０月３１日（土）～１１月１日（日）
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（１１） 北海道トレセンスタッフ会議 札幌 ２０２１年1月

（１２） Ｕ-１２指導者研修会 札幌ブロック ※未定

道央ブロック ※未定

道南ブロック（苫小牧） ※未定

道南ブロック（函館） ※未定

道南ブロック（室蘭） ２０２１年1月

道東ブロック ※未定

道北ブロック ※未定

（１３） ２種指導者研修会 札幌 ※未定

（１４） 北海道地域女子トレセンスタッフ研修会

１回目 十勝（中札内） ７月１７日（金）～１９日（日）

２回目 札幌 ８月２１日（金）～２３日（日）

３回目 空知（栗山） １０月９日（金）～１１日（日）

４回目 室蘭（伊達）予定 ２月上旬

（１５） 北海道女子フットボールミーティング 札幌 ※未定

（１６） ナショナルトレセン女子U-14伝達講習会兼北海道指導者講習会 ※未定

未定

新規 （１７） 女子指導者支援事業 各ブロック ※未定

（１８）  ナショナルトレセン北海道U-12伝達講習会

 旭川（東川） ※中止  １０月３１日（土）

（１９） ブロックGK指導者研修会兼トレセンキャンプ ※未定

未定

２．審判員研修会・講習会

（１） ２級審判員資格認定講習会

２級審判員資格認定講習会 各地区 ８月～１１月

ＨＫＦＡレフェリーカレッジ 各地区 ５月～２０２１年３月

（２） ２級審判員強化研修会（地域審判員指導） 各地区 通年

新規 （３） ＨＫＦＡプール審判員研修会

１回目 ＷＥＢ研修 ５月１０日（日）～２０２１年２月１３日(土)

２回目 岩見沢 ８月９日(日)～８月１０日（月祝）

３回目 札幌・十勝 ９月１１日（金）

４回目 ＷＥＢ研修 １１月１４日（土）

５回目 ＷＥＢ研修 ２０２０年１月２３日（土）

６回目 ＷＥＢ研修 ２０２０年２月１３日（土）

新規 （４） ＨＫＦＡトップリーグ担当審判員研修会

１回目 苫小牧 ８月９日(日)～８月１０日（月祝）

２回目 苫小牧 １０月

３回目 ＷＥＢ研修 ６月１４日(日)～１２月１３日(日)

４回目 ＷＥＢ研修 １２月１３日（日）

（５） １級・強化指定審判員研修会

北海道高等学校サッカー選手権大会 札幌 １０月１６日（金）～１８日（日）

（６） ユース審判員研修会

１回目 札幌 ８月２１日（金）～２３日（日）

２回目 室蘭（伊達） ２０２１年３月

（７） フットサル２級審判員資格認定講習会

１回目 釧路 ２０２１年３月６日(土)～７日(日)

 ２回目（全道自治体職員大会　南ブロック）  函館  ２０２１年２月６日（土）～７日（日）

新規 （８） フットサル２級審判員研修会

１回目（全道地区選抜大会） 札幌 １０月１０日（土）～１１日（日）

２回目（全道U15大会） 苫小牧 ※未定

３回目（全日本選手権地域予選） 帯広 ２０２１年１月９日（土）～１１日（月祝）

４回目（全道U18大会） 帯広 ２０２１年１月２３日（土）～２４日（日）

５回目（ブロックリーグ決勝大会） 札幌 ２０２１年２月２０日（土）～２１日（日）

（９） フットサル女子審判員研修会

１回目（北海道女子リーグ） 札幌 ※未定

２回目（NADESHIKOリーグ） 札幌 ※未定
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（１０）  ビーチサッカー審判員研修会  札幌（石狩） ※中止  ７月１８日（土）～１９日（日）

（１１） 学生サッカー審判員育成講習会 札幌地区・他 ７月～１１月

（１２） 審判委員会会議 札幌 通年

３．審判インストラクター・アセッサー研修会

（１） ２級審判インストラクター認定講習会

１回目 札幌 ９月５日（土）～６日（日）

２回目 札幌 ２０２１年２月１３日(土)～１４日(日)

（２） ２級審判インストラクター更新講習会

１回目 十勝 ８月３０日(日)

２回目 札幌 １０月１７日(土)

新規 （３） ＨＫＦＡプール担当インストラクタースキルアップ研修会

１回目 Web研修 ４月１８日(土)

２回目 未定 ８月８日（土）～９日（日）

３回目 未定 ※中止

（４） ３級審判インストラクター認定・更新講習会 旭川・小樽 １１月～１２月

（５） フットサル２級審判インストラクター認定講習会 札幌 １０月２４日(土)～２５日(日)

（６） フットサル２級審判インストラクター更新講習会

１回目 ＷＥＢ研修 １１月２２日（日）

２回目 ＷＥＢ研修 １１月２９日（日）

（７） 講師派遣 通年

（８） アセッサー派遣 通年

４．その他の研修会・講習会

（１）  サッカー公式記録員養成講習会 ※中止

 第１回認定講習会  札幌  講義５月１６日（土）　実技５月１７日（日）、３１日（日）、６月７日（日）

 第２回認定講習会  札幌  講義５月３０日（土）　実技５月３１日（日）、６月７日（日）

（２） フットサル公式記録員養成講習会

 第１回認定講習会  札幌 ※中止  講義６月６日（土）、実技６月７日（日）

 第２回認定講習会  旭川 ※中止  講義８月１日（土）、実技８月２日（日）

（３） 地域審判トレーニングセンター

審判指導者トレセン（１０回） 道内各地 ５月～１２月

レフェリーアカデミー（１０回） 道内各地 ５月～１２月

（４） 都道府県女子審判トレーニングセンター 道内各地 ８月～３月

（５） ブロック審判トレーニングセンター

審判指導者トレセン（１７回） 各ブロック ５月～３月

強化事業（１５回） 各ブロック ５月～３月

アカデミー（１５回） 各ブロック ８月～３月

（６） マッチウェルフェアオフィサー認定講習会

札幌ブロック 札幌 ※未定

道央ブロック 小樽 ※未定

（７） マッチコミッショナー継続認定研修会 札幌 ２０２１年２月

（８） スポーツ救命ライセンス講習会 札幌 ※未定

（９） 医学セミナー　　 ２０２1年１月

13



＜後援事業＞　*予定

（１）  第２５回北海道高等学校定時制通信制サッカー大会　兼　第２８回全国高等学校定時制通信制サッカー大会北海道代表選考会

 未定 ※中止

（２）  第１６回全道社会人選抜サッカー大会

 オホーツク（網走） ※中止  ９月１２日（土）～１３日（日）

（３）  JCYインターシティカップ (U-15) EAST -2020-

 苫小牧 ※中止  ８月１１日（月）～１３日（木）

（４）  チャレンジドサッカー教室２０２０in十勝

 十勝  ８月

（５）  チャレンジドサッカー教室２０２０in旭川

 旭川 ※中止  ９月
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