
1 第45回福井県サッカーリーグ 4/10～11/13 日東シンコースタジアム丸岡 他

  1部・2部入替戦 11/13 三国運動公園人工芝G

　2部順位決定戦 10/2～30 日東シンコースタジアム丸岡 他

2 第58回全国社会人サッカー選手権　福井県大会 3/13～6/12 テクノポート福井 他

3 第29回全国クラブチームサッカー選手権　福井県大会 3/20～7/17 テクノポート福井 他

4 社会人部会　会議 適時(5～6回） 県協会事務所他

坂井市民リーグ 4月～11月 日東シンコースタジアム丸岡 他

第48回北信越フットボールリーグ 4/10～9/18 北信越各地

第45回北信越サッカー県リーグ決勝大会 10/2～11/6 北信越各地

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2022　１次Ｒ 11/11～13 群馬県、新潟県、徳島県

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　決勝Ｒ 11/23～27 埼玉県熊谷市

第58回全国社会人サッカー選手権　北信越大会 7/9～10 長野県松本市

　　　　　　　　〃　　　　　　　全国大会 10/15～19 鹿児島県志布志市

第29回全国クラブチームサッカー選手権　北信越大会 9/10～11 石川県能美市

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　全国大会 10/28～11/1 三重県鈴鹿市

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2022ｻｯｶｰ競技 北信越予選会 5/28～29 新潟県新発田市

　　　　　　　　〃　　　　　全国大会 9/23～26 岩手県遠野市

1 第26回福井県学生サッカーリーグ 5月～10月 福井工大北潟グラウンド他

第50回北信越大学サッカーリーグ 4月～11月 北信越各地

第71回全日本大学サッカー選手権大会 12月 東京各地

第46回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 5/29～6/27 北信越各地

　　　　　　　　　　　〃　　　 　　　　 全国大会 8/26～9/5 関西圏

令和4年度インディペンデンスリーグ北信越大会 8月～11月中旬 北信越各地

第55回全国高等専門学校サッカー選手権北信越大会 7/16～18 富山県

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　全国大会 8/20～24 香川県

第1種委員会

2022年度事業計画

社会人部会

《参考》

大学・高専部会

《参考》



1 第37回福井県高校サッカーフェスティバル 中止

2 高円宮杯JFA U－18サッカーリーグ2021福井オザキスポーツリーグ 4/3～9/19（予定） 県内　各会場

兼　県民スポーツ祭高校の部

3 第101回全国高校サッカー選手権大会　福井県大会 9/23～（予定） 日東シンコースタジアム丸岡 他

　　　〃　　　　　　　　　　決勝戦 11/6(予定） テクノポート福井スタジアム

　全国高校サッカー選手権大会 12/28～1/10 国立競技場など

4 顧問会議・2種部会 10/12 丸岡高校・県協会など

　高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2022プレーオフ 11/19・20・23（予定） 石川県和倉市能登島グランド

　高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2022北信越 4/3～10/9（予定） 北信越各県　各会場

　高円宮杯JFA U-18サッカープレミアリーグ2022 4/3～12/5（予定） 全国　各会場

高体連事業

　2022年度福井県春季高校総合体育大会　 5/28・29 6/2･4･5 テクノポート福井スタジアム 他

　北信越高校総合体育大会 6/18～6/20 石川県七尾市

　全国高校総合体育大会　 7/23～7/30 徳島県徳島市　他

　2022年度福井県高校新人大会　 11/12～15 日東シンコースタジアム丸岡　他

1 「水仙」 交歓試合 （県内交流戦） 5/3 県内各地

2 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022　福井県 4/9～11/19 県内各地

3 福井県U-13サッカー選手権大会 11/3･6･19 日東シンコースタジアム丸岡他

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022 第14回北信越リーグ 4/3～10/24 北信越各県　各会場

U-13 サッカーリーグ2022 第9回北信越リーグ 5/3～10/30 北信越各県　各会場

　北信越U-13・U-15リーグ入替戦 11/3･5･6 日東シンコースタジアム丸岡

　福井県U-15リーグ順位決定戦 10/29,11/19 日東シンコースタジアム丸岡

高円宮杯 JFA 第34回全日本U-15サッカー選手権大会 北信越大会 11/3･5･6･12･13 新潟県（刈羽ぴあパーク他）

高円宮杯 JFA 第34回全日本U-15サッカー選手権大会 12/10～27 味の素フィールド西ヶ丘

5 第30回福井県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 4/23～6/19 日東シンコースタジアム丸岡他

6 福井県クラブユースサッカー(U-14)大会 8/11～9/24 日東シンコースタジアム丸岡他

7 福井県クラブユースサッカー(U-13)大会 10/2～16 日東シンコースタジアム丸岡他

8 クラブユース部会運営会議 適宜

9 第3種委員会 適宜

10 第3種加盟チーム代表者会議 2023/3/5

第34回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 6/26,7/2･3･9･10 新潟県（十日町クロアチアピッチ他）

北信越クラブユースサッカー（U-15）デベロップ大会 7/2･3 石川県（能登島G）

第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 8/15～24 北海道（帯広の森球技場他）

2022JCYインターシティカップ（U-15）ＷＥＳＴ 8月 予定 大阪府（Ｊ－ＧＲＥＥＮ）

第17回北信越クラブユースサッカー(U-14)新人大会 10/8～10 石川県

第32回北信越クラブユースサッカー(U-14)フェスティバル 10/8～10 石川県

中体連事業

　第60回福井県中学校夏季総合競技大会 7/8･9･16 日東シンコースタジアム丸岡

第43回北信越中学校総合競技大会 8/1～3 長野県（アルウィン他）

第53回全国中学校サッカー大会 8/17～22 山形県(庄内町八幡スポーツ公園サッカー場他)

　第17回福井県中学校秋季新人競技大会 10/15･16 日東シンコースタジアム丸岡

第２種委員会　

第３種委員会

クラブユース部会

《参考》

《参考》

《参考》



1 JFA U-12福井県サッカーリーグ 2022

U-10、U-11、U-12リーグ 4/2～12/11 県内各会場

2 法人会カップ2022

U-12福井県少年サッカー選手権大会

県トーナメント 　 1,2回戦 7/2～3 日東シンコースタジアム丸岡

3,4回戦 7/9～18 丹南地区会場

準決勝・三決・決勝 7/16～24 丹南地区会場

（予備日） 丹南地区会場

3 日東シンコー杯2022

U-10福井県少年サッカー選手権大会

県トーナメント  1,2回戦 9/3～4 日東シンコースタジアム丸岡

3,4回戦 9/10～11 日東シンコースタジアム丸岡

準決勝･決勝 9/17 日東シンコースタジアム丸岡

4 ガールズスモール広場 9/23～24 日東シンコースタジアム丸岡

5 JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会 福井県大会

県トーナメント　1,2回戦 10/8～9 日東シンコースタジアム丸岡

3回戦 10/15 日東シンコースタジアム丸岡

4回戦 10/22 日東シンコースタジアム丸岡

準々決勝・準決勝 10/23 日東シンコースタジアム丸岡

三決・決勝 10/29 日東シンコースタジアム丸岡

（予備日） 10/30 日東シンコースタジアム丸岡

JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会 決勝大会 12/末 鹿児島ふれあいスポーツランド他

6 2022 U-11福井県少年サッカー選手権大会

県トーナメント　1,2回戦 11/19～27 嶺南地区会場

3,4回戦 11/26～12/3 嶺南地区会場

準決勝・決勝 12/3～4 嶺南地区会場

7 第43回日本海カップ少年サッカー大会　　 3/18 日東シンコースタジアム丸岡

8 フクイスモールチャレンジ 随時開催 日東シンコースタジアム丸岡他

9 第４種委員会代表者会議及び抽選会 3月,8月,9月,11月 福井市内

10 第４種委員会 随時開催 県協会他

11 各部会･地区会議 随時開催 県内各所

第４種委員会



1 皇后杯JFA第44回全日本女子サッカー選手権大会福井県大会 7/10 日東シンコースタジアム丸岡

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　北信越大会 9/3～11 石川県

2 JFA第26回全日本U-18女子サッカー選手権大会福井県大会 8/28 日東シンコースタジアム丸岡

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　北信越大会 10/15～10/23 富山県

3 JFA第27回全日本U-15女子サッカー選手権大会福井県大会 9/19・25 日東シンコースタジアム丸岡

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　北信越大会 10/29～11/6 新潟県

4 2022福井県女子サッカーリーグ　　　全６節 4/17・5/22・7/17

8/7・10/10・11/20

5 ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル 6/5 三国運動公園人工芝

2022/2/18 大野市エキサイト広場体育館

2022/3/26 みどりの村体育館

6 女子育成事業

2022福井県レディースゲーム交流大会 5/22・6/19・7/17

全５節　　　 11/20・2023/3/12

7 女子サッカースクール（なでしこひろば） 毎月開催 県内各地

8 少女スクール 通年 県内各地

9 女子委員会会議 適宜 県協会他

10 各大会運営会議 適宜 県協会他

JFA第33回全日本O-30女子サッカー大会北信越大会 10/22～10/30 日東シンコースタジアム丸岡

JFA U-12ガールズゲーム2022北信越 9/23～24 日東シンコースタジアム丸岡

1 福井県シニアO-40,50サッカーリーグ2022 4月～10月 県内各地

2 福井県シニアサッカー選手権2022 10月～11月 県内各地

3 シニア委員会会議 適宜 県協会他

4 各大会運営会議 適宜 　　〃

ＪＦＡ第10回全日本O-40サッカー大会

　　　　　　　北信越大会 7/23～24 長野県　松本平広域公園総合球技場

　　　　　　　全国大会 11/5～7 静岡県藤枝市

ＪＦＡ第21回全日本O-50サッカー大会

　　　　　　　北信越大会 ４月 石川県

　　　　　　　全国大会 6/25～27 未定

ＪＦＡ第22回全日本O-60サッカー大会

　　　　　　　全国大会 6/18 愛媛県松山市

ＪＦＡ第16回全日本O-70サッカー大会

　　　　　　　全国大会 6/19～20 愛媛県松山市

ＪＦＡ第23回全日本O-60サッカー大会

　　　　　　　北信越大会（2023年度代表決定戦） 10/29～30 福井県　日東シンコースタジアム丸岡

ＪＦＡ第17回全日本O-70サッカー大会

　　　　　　　北信越大会（2023年度代表決定戦） 10/29～30 福井県　日東シンコースタジアム丸岡

第14回北信越O-35カップサッカー大会 未定 石川県

第13回北信越O-45カップサッカー大会 10/8～9 富山県　射水市フットボールセンター

第11回北信越O-55カップサッカー大会 未定 新潟県

第10回北信越O-65カップサッカー大会 未定 新潟県

ねんりんピック 11/12～11/14 神奈川県横浜市

第10回北信越O-65カップサッカー大会 未定 富山県

ねんりんピック 10/30～11/1 岐阜県飛騨市

《参考》

女子委員会

シニア委員会

未定

未定

《参考》



1 ＪＦＡ第28回全日本フットサル選手権大会 　12月 福井地区

2 ＪＦＡ第19回全日本女子フットサル選手権大会 　12月 福井地区

3 ＪＦＡ第9回全日本U-18フットサル選手権大会 　6月 県内会場

4 ＪＦＡ第28回全日本U-15フットサル選手権大会 　11月 県内会場

5 ＪＦＡ第13回全日本女子U-15フットサル選手権大会 　11月 県内会場

6 JFAﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第32回全日本U-12フットサル選手権大会 　４月 坂井地区

7 第18回全日本大学フットサル大会 　6月 県内会場

8 ＪＦＡフットサルフェスティバル 　8月～3月 各地区

　第9回芝生deフットサル 　10月 ゆうゆうパークあわら

　JFAガールズ・キッズフットサルフェスティバル 2023年1月

　U15・U18フットサルフェスティバル

　JFAファミリーフットサルフェスティバル 2023年3月

9 第18回福井県フットサルリーグ（社会人） 　6月～1月 県内各地区

10 第17回福井県フットサルリーグ（U-9・U-10・U-15・女子） 　6月～12月 県内各地区

11 第14回FUTSAL CHAMPIONSHIP2022 　1月 県内会場

12 第17回福井県フットサル選手権大会 　2月 県内会場

13 フットサル選抜

　第38回全国選抜フットサル大会 　7/30～31 新潟県

　第15回全国女子選抜フットサル大会 　7/16～17 富山県

　第17回長野オープンU23選抜フットサル大会 北信越大会   2/4～5 富山県

15 運営会議 　適時（6回） 県協会

ＪＦＡ第28回全日本フットサル選手権大会北信越大会 　1/21～22 富山県

ＪＦＡ第19回全日本女子フットサル選手権大会北信越大会 　1/14～15 長野県

ＪＦＡ第9回全日本U-18フットサル選手権大会北信越大会 　6/18～6/19 長野県

ＪＦＡ第28回全日本U-15フットサル選手権大会北信越大会 　12/3～4 石川県

ＪＦＡ第13回全日本女子U-15フットサル選手大会北信越大会 　11/26～27 福井県

第5回北信越U-12フットサル大会 　7/16～17 富山県

JFAﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第32回全日本U-12フットサル選手権大会 　8/5～7 駒沢オリンピック会場他

第18回全日本大学フットサル大会北信越大会 　7/2～3 福井県

ＪＦＡ第17回全日本ビーチサッカー大会北信越大会 6/25～26　　 福井県

北信越フットサルリーグ参入戦 　2/11～12 長野県

第18回北信越フットサルリーグ 　5月～1月 北信越各県

第6回北信越女子フットサルリーグ 　5月～1月 北信越各県

日本女子フットサルリーグ 　6月～2月 日本各地

フットサル委員会

《参考》



1 大会等への審判員及び審判インストラクターの派遣

    県内大会

北信越フットボールリーグ 4月～9月 県内各地

北信越チャレンジリーグ 9月～11月 未定

福井県サッカー選手権大会 6月～8月 県内各地

全国社会人サッカー選手権福井県大会 3月～5月 坂井市

全国クラブチームサッカー選手権福井県大会 3月～7月 坂井市

福井県社会人サッカーリーグ 4月～11月 県内各地

全国高校サッカー選手権福井県大会 9月～11月 坂井市 他

福井県高校総合体育大会 5月～6月 坂井市 他

高円宮杯ＪＦＡU-18サッカーリーグ2022福井 4月～9月 県内各地

高円宮杯ＪＦＡU-15サッカーリーグ2022北信越 4月～11月 県内各地

    北信越大会／全国

J3 3月～11月 富山県、長野県

全国社会人サッカー選手権北信越大会 7月 長野県

全国クラブチームサッカー選手権北信越大会 9月 石川県

総理大臣杯北信越大会 6月 新潟県

高円宮杯ＪＦＡU-18サッカープリンスリーグ北信越 4月～11月 北信越各地

全日本女子サッカー選手権北信越大会 9月 石川県

    その他

JFA第43回全日本U-12サッカー選手権大会（3級ユース審判員） 12月 鹿児島県

2 研修会

第1回北信越2級審判研修会(北信越高校総体) 6月 石川県

第2回北信越2級審判研修会(北信越国体) 8月 福井県

第3回北信越2級審判研修会 2023年3月 福井県（北信越各県開催）

福井県2級審判員・インストラクター研修会 4月～12月 県内各地

福井県インストラクタートレセン 4月～2023年2月 県内各地

福井県レフェリーアカデミー 4月～2023年2月 県内各地

福井県審判トレセン 4月～12月 県内各地

ユース審判研修会 4月～12月 県内各地

3 審判・インストラクター講習会

2級審判員昇級審査(体力、筆記、実技) 4月～11月 県内各地

3級審判インストラクター(新規・更新) 12月～2月 県内各地

3級審判(更新) 12月、2月 県内各地

3級審判（昇級） 5月～9月 県内各地

4級審判(新規・更新) 5月、2023年2月～3月 県内各地

4 フットサル

北信越大会(全日本、ユース、選抜、大学) 4月～2023年1月 北信越各地

県内大会 4月～2023年1月 県内各地

その他

5 委員会・打合せ等

審判委員会 5月・7月・9月 県協会

2023年1月

審判委員会



少年男子　少年女子 通年 県内各地

U-15県トレセン 通年　 県内各地

U-14/U-13県トレセン　同地区トレセン 通年 県内各地

U-12/U-11県トレセン　同地区トレセン 通年　 県内各地

U-12～U-16女子トレセン 通年　 県内各地

ＧＫプロジェクト(トレセン/スクール) 通年　 県内各地

U-10キッズエリート 通年　 県内各地

U-17北信越選抜トレーニングキャンプ 9/14～16 新潟県(聖篭町・アルビレッジ)

U-16北信越トレセンリーグ(前期） 4/10～7/4 北信越持ち回り6/19福井開催

U-16北信越キャンプ 2023/1/28～29 未定

U-16担当者会議 8/12 福井県

U-15北信越トレセンリーグ 11/26～11/27 長野県（松本市）

U-14ナショナルトレセン中日本(前期・後期） 5/19～22 11/24～27 未定

U-14北信越トレセン 10/14～16 石川県(七尾市・和倉)

U-14担当者会議 4/2　11/26 新潟県（刈羽）・未定

U-13北信越トレセン対抗戦 7/23～24 長野県(木島平)

U-13ナショナルトレセン北信越 5/28～29 長野県(木島平)

U-13北信越トレセン 10/14～16 2023/3/18～19 石川県（七尾市）新潟県(聖籠町）

U-12北信越トレセン(前期) 6/25～26 新潟県(妙高市・新井総合運動公園)

U-12ナショナルトレセン北信越 10/8～11 石川県（七尾市）

U-12ナショナルトレセン北信越トレセンスタッフ研修会 9/3～4 富山県（富山市）

U-12北信越トレセン(後期) 12/3～4 富山県（富山市）

U-12担当者会議 11/19 長野県

ＧＫプロジェクトキャンプ(U-14) 10/15～16 石川県（七尾市）

ＧＫプロジェクトキャンプ(U-13) 10/15～16 2023/3/18～19 石川県（七尾市）新潟県(聖篭町)

女子U-16リーグ 4/10～7/10 北信越持ち回り4/10福井開催

女子U-16リーグ（後期） 11/12～13 新潟県（新潟市）

女子U-15北信越トレセン 8/20～21 新潟県（妙高市）

女子U-15北信越トレセンリーグ 11/12～13 新潟県（新潟市）

女子U-14北信越トレセン 6/11～12 10/22～23 2023/3/4～5 石川県（七尾市）長野県（木島平村）富山県

女子U-12北信越トレセン 12/3～4　 富山県（富山市）

ガールズエイト北信越 6/25～26 石川県（七尾市）

女子トレセンスタッフ研修会 2023/3/18～19 新潟県

ナショナルトレセン女子U14 11/25～28 大阪（J-GREEN 堺）

モデル地区トレセンU-12 通年 福井地区（水）

公認Ａ級コーチ養成講習会 7コース 時之栖その他

公認Ｂ級コーチ養成講習会(JFAコース） 5コース 時之栖その他

公認Ｂ級コーチ養成講習会(FAコース） 6月～11月 日東シンコースタジアム丸岡 他

公認Ｃ級コーチ養成講習会 7月～9月 日東シンコースタジアム丸岡 他

公認Ｄ級コーチ養成講習会 11月 日東シンコースタジアム丸岡 他

公認ＧＫ-レベル2養成講習会 2コース 時之栖その他

公認ＧＫ-レベル1養成講習会 10コース 時之栖その他

福井県サッカーカンファレンス 2023/2月　 福井市

北信越トレセンスタッフ研修会 2023/3/11～12 石川県(七尾市・和倉)

技術委員会

国体強化事業/強化育成事業

トレセン活動事業

北信越トレセン

日本協会直轄トレセン

講習事業

研修事業



北信越Ａ級ジェネラルトライアル 2023/3/4～5 石川県(七尾市・和倉)

NTC U12北信越指導者研修会 9/3～4 富山県　

県ＡＢ級トライアル 11/19～20 三国運動公園人工芝

県リフレッシュ研修会 年2回 日東シンコースタジアム丸岡 他

トレセンスタッフ研修会 年2回 日東シンコースタジアム丸岡 他

県外視察 未定

47ＦＡチーフインストラクター研修会 6月 夢フィールド

47ＦＡユースダイレクター研修会 7月 12月 富山県　夢フィールド

小学校体育サポート研修会 未定 未定

会議

1 県技術委員会 通年 県協会

2 部会別会議 通年 県協会

3 全国技術委員長会 2023/2/18～19 夢フィールド

4 北信越技術委員会 8/13  2023/1/14～15 福井県・富山県(富山市)

医学委員会　

1 全国医学委員長会議への出席 1月 高松宮記念JFA夢フィールド

2 JFAアスレティックトレーナーセミナー派遣 2月 高松宮記念JFA夢フィールド

3 医学委員会　会議 適時(2～3回） 協会事務所など

4 各種大会の医事運営・大会帯同(委員の派遣) 適時 福井県内

1 規律・フェアプレーの推進

県内各種大会の重要事項発生案件の調整、裁定 通年

各種別規律委員会からの報告事項の確認 通年

2 会議、研修

県内規律担当者会議 2回程度

北信越規律・フェアプレー委員会 8月（ミニ国時） ミニ国開催県

全国規律委員長会議 11月 JFA

北信越規律・審判委員会合同研修会 3月中 北信越審判研修開催県

1 第28回ちびっこサッカー大会 6/11 日東シンコースタジアム丸岡 

2 ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル ５月～３月迄 県内各地（14～16回予定）

嶺南、丹南、福井、奥越、吉田郡、坂井、あわら地域で開催

3 キッズリーダー養成講習会（4回開催40名～50名目標） 8月～3月 県内各地

4 キッズ普及推進事業

巡回指導　　　　　　　　　　　　280回計画 通年 県内各地

地域定期スクール　　　　　　　　130回計画 通年 嶺南、奥越・丹南・吉田郡・福井市

5 キッズコーチ、キッズチーフインストラクター研修会 6月～11月 北信越会場で開催

6 キッズリーダーインストラクター養成講習会 6/3～5 帝人アカデミー富士

7 北信越キッズミーティング 9月～11月 富山県で開催

1 市町委員会 2回／年 県協会など

2 市町協会事業支援 適時 県内各地

1 2022年福井県サッカー選手権大会 2021/10/3～2022/5/8 テクノポート福井・他

2 天皇杯ＪＦＡ第102回全日本サッカー選手権大会１回戦 5/22 テクノポート福井

3 皇后杯ＪＦＡ第44回全日本女子サッカー選手権大会２回戦 12/3～12/4 日東シンコースタジアム丸岡

キッズ委員会

市町委員会

特別事業委員会

規律・フェアプレー委員会



グラスルーツ委員会

1 登録拡大推進事業

　キッズサッカースクール FUKUI 通年 県内各地

2 ＪＦＡ女子サッカーデー

　ガールズスモールゲーム ９月 日東シンコースタジアム丸岡

3 障がい者サッカー支援事業

4 　電動車椅子サッカー支援 未定 福井市ちもり体育館

　知的障がい者サッカー支援 未定 未定

　スペシャルオリンピックス日本・福井交流大会（ユニファイドサッカー） 未定 未定

委員会 適時(3～4回） 県協会

1 北信越国民体育大会 8/12～14 坂井市

2 ＦＡコーチ事業 通年

3 県民スポーツ祭

　市町対抗の部 10/2 敦賀市総合運動公園

　交流の部 11/20 日東シンコースタジアム丸岡人工芝

11/27 テクノポート福井総合公園スタジアム

  高校の部 4/2～9/11 県内各会場

4 全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権2022TOCHIGI 福井県予選会 7/10 セーレンプラネット

　       　　 　　 〃　　　　　　　　　　　　　ブロック大会 未定 未定

　         　　 〃　　　　　　　　　　　　全国大会 未定 栃木県

5 施設に関すること（芝調整など）

6 財務運営に関すること

7 登録業務、HP総括、会議関係、その他庶務に関すること

8 会議

　総会 6/25 中小企業産業大学校

　理事会 年4回以上 県協会

　常務理事会 適宜 県協会

　委員長・連盟長会議 適宜 県協会

総務委員会



期　　間 2022年　8月12日（金）～14日（日）

会　　場　 テクノポート福井総合公園スタジアム（天然芝）

テクノポート福井総合公園芝生広場（天然芝）

三国運動公園陸上競技場（天然芝）

日東シンコースタジアム丸岡サッカー場（天然芝）

日東シンコースタジアム丸岡人工芝グラウンド北コート（人工芝）

日東シンコースタジアム丸岡人工芝グラウンド南コート（人工芝）

日 記号 種 別 開始時間

イ 少年男子 10:00 ＶＳ

Ａ 成年男子 10:00 ＶＳ

あ 少年女子 10:00 ＶＳ

い 少年女子 10:00 ＶＳ

ハ 少年男子 10:00 ＶＳ

ロ 少年男子 10:00 ＶＳ

Ｂ 成年男子 10:00 ＶＳ

Ｃ 成年男子 10:00 ＶＳ

う 少年女子 10:00 ＶＳ

ニ 少年男子 10:00 ＶＳ

ホ 少年男子 10:00 ＶＳ

Ｄ 成年男子 10:00 ＶＳ

注）ベンチは上段表の左側チームがピッチに向かって左側とする。

▼成年男子の部

▼少年男子の部

　

　

ニ

▼少年女子の部　　　

リーグ３位

　い 代表

リーグ２位

　Ｃ 

　う 

リーグ１位

代表

リーグ４位

　あ 

リーグ５位

４位 ５位

ハ ロ

３位 ２位

新潟県

　Ｂ 

福井県

１位

ホ イ

競技組み合わせ

富山県

長野県

　　Ａ 

石川県 Ｄ 代表

１位 ４位

テクノスタジアム Cの勝者 Bの勝者 代表決定戦

丸岡・人工芝 １位 あの勝者 代表決定戦

１４日
（日）

テクノ・芝生広場 ２位 ３位

三国・陸上

新潟県 福井県

丸岡・サッカー場 富山県 Aの勝者

１３日
（土）

テクノ・芝生広場 ３位 ４位

三国・陸上 ２位 ５位

テクノ・スタジアム

４位 ５位

丸岡・人工芝 ３位 ２位 代表決定戦

１２日
（金）

丸岡・サッカー場 １位 ５位

テクノ・スタジアム 長野県 石川県

丸岡・人工芝

第43回 北信越国民体育大会 サッカー競技日程

試合日程

会 　場 対　　　　　　　戦 備　　考


