
月 事　　　　　　　　　業　　　　　　　　　名

４月 ２０１０年度  苫小牧地区サッカー協会理事総会

苫小牧・日高カブスリーグ（Ｕ－１５） 4/17～6/27 各地区中学校

第４４回高校リーグ会長杯大会 4/17・18・24・25 駒大苫、工業、静内 優勝：苫工

トレセン（Ｕ－１１・１２）交流会　 4/17・18 苫小牧市

サッカー審判員３・４級新規取得研修会 4/24・25 カブスＵ-15会場

道南カブスリーグ（Ｕ－１５） 4/29～7/25 ３地区

５月 第２８回知事杯全道サッカー選手権地区予選 5/3・4 駒澤大学 優勝：駒澤OB・FC

第４４回苫民杯高校サッカー地区リーグ 5月～7月 市内高校 優勝：苫南

苫民杯　兼　全日本少年サッカー苫小牧地区予選　　　（道南ブロック予選  5/23  室蘭）　　　5/8・9 緑ヶ丘            地区代表：高静、白老、新冠、ﾕｰﾍﾞﾙ

２０１０北海道サッカーリーグ 第8回 道南ブロックサッカーリーグ（函館・室蘭・苫小牧） 5/16～9/19 緑ヶ丘 優勝：駒澤OB・FC

第６３回高体連室蘭支部予選 5/18・19・24・25 室蘭市

ポカリスエットリーグ　ｉｎ　苫小牧 5月～9月 市内小学校　　

ちびっこカップ 兼　全道Ｕ－１０サッカー大会苫小牧地区予選 5/29・30 安平はだしの広場 代表： 白老、様似、山手

苫小牧地区社会人サッカーリーグ 5/23～9/12 苫東・他

地区トレセン（Ｕ－１６） 5/23 駒大苫・他

北海道シニアサッカーリーグ道南ブロック（第１節） 5/23 緑ヶ丘 苫小牧シニア40 ・50　　　２位

６月 第16回苫小牧地区社会人ｻｯｶｰ選手権大会　兼　第46回全道社会人ｻｯｶｰ選手権地区予選6/6

北海道女子サッカーリーグ（第５節） 6/13 浜厚真野原

中体連苫小牧地区・日高地区予選 6/15・16・17       7/3・4 緑ヶ丘・浦河町ｱｴﾙ

地区トレセン（Ｕ－１６） 6/12・13 苫工・苫西

道南ブロックトレセンＵ－１６ 6/19・20 室蘭入江

７月 レディースガールズフェスティバル 7/3 SSAP

北海道女子サッカーリーグ（第６節） 7/4 浜厚真野原

北海道トレセンＵ－１６（兼 国体少年の部１次選考会） 7/9～11 SSAP

道新スポーツ旗北電カップ全道サッカー少年団大会苫小牧地区予選 7/10・11 明野・泉野小　　 代表：泉野、白老

道南ブロックトレセンＵ－１２ 7/17～19 洞爺

◎第２７回知事杯全道サッカー選手権大会 7/24・25・、8/8　 緑ヶ丘

苫小牧ライオンズ杯サッカー大会 7/17・18 緑ヶ丘

道南トレセン（Ｕ－１２）交流会 7/17・18 洞爺

苫小牧カブスリーグ（Ｕ－１４） 7/31～9/26 市内中学校

道南ブロックカブスリーグ（Ｕ－１４） 7/31～10/17 道南ブロック３地区運営

８月 高校サッカーフェスティバル（苫小牧大会） 8/2～4 市内高校・緑ヶ丘

道南ブロックトレセン（Ｕ－１３・１４・１５） 8/7～9 八雲

北海道トレセン（Ｕ－１２）交流会 8/10～12 帯広の森

ＴＦＡキッズサッカーフェスティバル（Ｕ－６・８） 8/22 緑ヶ丘 優勝：沼ノ端

第46回全道社会人サッカー選手権苫小牧地区予選 緑ヶ丘

高円宮杯苫小牧地区代表決定戦　　　　　　　　　　　道南ブロック代表決定戦　　9/18～20 7/24 静内左岸

第８９回全国高等学校サッカー選手権苫小牧地区予選 8/28・29、9/4・5 浜厚真 代表：駒大苫・苫工

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 8/28・29 明徳小・緑小 代表：白老

全道少年(Ｕ－１１）８人制サッカー大会　兼　ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸサッカー大会苫小牧地区予選 8/28 豊川小 代表：ﾕｰﾍﾞﾙ

９月 日高地区８人制リーグ　Ｕ－１３ 9/4・5 静内中

◎ＪＦＡフットボールデー２０１０ 9/6 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 緑ヶ丘 ２６チーム参加

トヨタ自動車北海道カップジュニアサッカー大会 9/11・12 市内各小学校 優勝：ＤＴＵ

第３９回全道高校ユース（U-17）サッカー大会苫小牧地区予選 9/18～20 緑ヶ丘 優勝：駒大苫

サッカー４級審判員新規取得講習会(３種) 9/20・23 明野中・他

◎ＪＦＡレディース／ガールズサッカーフェスティバル２０１０ 9/23 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 緑ヶ丘 ｸﾘﾆｯｸ 実施

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 9/25・26 泉野小

サッカー２級審判員、強化指定審判員体力テスト 9/25 緑ヶ丘

◎ＪＦＡファミリーサッカーフェスティバル２０１０ 9/26 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 緑ヶ丘 ８チーム参加

第２２回苫小牧社会人サッカーリーグカップ（ＴＳＬ） 9/26・10/3・24 王子G・苫港Ｇ          優勝：渡部工業ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ

１０月 北ロータリー杯争奪苫小牧小学生サッカー大会 10/2・3 緑ヶ丘 優勝：泉野

第２２回苫小牧サッカーフェスティバル 10/11 緑ヶ丘

コンサドーレＵ－１５ VS 苫小牧トレセンU－１５交流 10/11 緑ヶ丘

◎ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル２００９ｉｎ北海道 10/11 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 緑ヶ丘

道南ブロック８人制　Ｕ－１３ 10/16・17 緑ヶ丘

第13回北海道女子ﾕｰｽ（U－18）サッカー選手権　兼　全日本女子ﾕｰｽ（Ｕ－18）北海道予選10/16～19 緑ヶ丘 ９チーム参加

第８９回全国高等学校サッカー選手権北海道予選（１～３回戦） 10/16～19 浜厚真・日本製紙

北海道トレセンＵ－１５交流会（全道中学選抜） 10/23～25 ＳＳＡＰ

女子道南ブロックトレセン 10/24 小樽

さたスポ講師派遣（苫小牧市教委事業） 10/30

                              優勝：渡部工業ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
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月 事　　　　　　　　　業　　　　　　　　　名

１１月 Ｕ－１４強化練習 11/3 駒澤大学

道南ブロックトレセン（Ｕ－１２） 11/13

道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３） 11/14 駒澤大学

１２月 女子トレセンミニサッカー交流会 12/28 SSAP

１月 北海道トレセン（Ｕ－１３）冬季交流大会 1/7～9 つどーむ

北海道トレセン（Ｕ－１５）冬季交流大会 1/13～15 つどーむ

２月 道央ブロックトレセン強化交流会 2/12・13 三笠ドーム

サッカー審判員登録更新研修会（２・３・４級） 2/13・20 駒澤大学

３月 苫小牧地区指導者研修会 3/5 駒澤大学

サッカー審判員登録更新研修会（４級）U－１５ 3/5 明野中学校

【フ　ッ　ト　サ　ル　関　連】
月 事　　　　　　　　　業　　　　　　　　　名

小学生フットサル教室 7/7～8/5 川沿体育館

９月 苫小牧フットサルリーグ2010（新規) 9月～2月 ﾄﾖﾀ･ﾊｽｶｯﾌﾟﾎｰﾙ 優勝：トヨタクレセル

１０月 会長杯争奪 第３回 苫小牧フットサル大会 10/24 駒澤大学 優勝：トヨタクレセル

フットサル審判員新規取得研修会(３・４級) 10/23・24 駒澤大学

バーモントカップ第２０回全日本少年（Ｕ－１２）フットサル大会地区予選       北光小・緑小　　代表：YELL、様似、ﾕｰﾍﾞﾙ、山手

４種委員長杯争奪（Ｕ－１２）フットサル大会 北光小・緑小 優勝：YELL

１１月 全道ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ　兼　全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル地区予選 11/6～7 市内中学校・他 代表：ＡＳＣ・明野中

バーモントカップ第２０回全日本少年（Ｕ－１２）フットサル大会道南ブロック予選       11/7 ウトナイ小

第２２回　全道ユース（Ｕ－１８）フットサル選手権予選 11/13・14 駒澤大学 代表：駒大苫

１２月 全道フットサル選手権２０１１（Ｕ－１４）地区予選 12/4・5 苫高専 優勝：静内第３中

PUMA　CUP　2011　全日本フットサル選手権（一般の部）北海道地域大会地区予選 12/11・12 駒澤大学 代表：トヨタクレセル

◎全道ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 兼 第16回全日本ユース（U－１５）フットサル北海道予選 12/11・12 市総合体育館 優勝：ｽﾌﾟﾚｯﾄ･ｲｰｸﾞﾙFC

アーバン杯総合選手権（Ｕ－１１）大会予選　 拓勇小・緑小 ベスト８選出

４種委員会杯争奪（Ｕ－１１）フットサル大会 拓勇小・緑小 優勝：ＹＥＬＬ

アーバンαスポーツ杯フットサル総合選手権（Ｕ－１３)予選 12/18・19 青翔中・他 ベスト８選出

全道フットサル選手権２０１１（一般の部） 地区予選 12/25・26 駒澤大学 代表：トヨタクレセル

１月 小学生フットサル教室 1/7～1/17 川沿体育館

全道フットサル選手権 ２０１０ （Ｕ－１２)地区予選 泉野小・ｳﾄﾅｲ小 代表：ＹＥＬＬ

教育長杯争奪（Ｕ－１２）フットサル大会 泉野小・ｳﾄﾅｲ小 優勝：ＹＥＬＬ

アーバンαスポーツ杯フットサル総合選手権（一般の部） 1/29 ・30　 市総合体育館 優勝：トヨタクレセル

アーバンαスポーツ杯フットサル総合選手権（Ｕ－１３)決勝大会 1/29 ・30　 市総合体育館 優勝：ﾕｰﾍﾞﾙ

アーバンαスポーツ杯フットサル総合選手権（Ｕ－１１)決勝大会 1/30　 市総合体育館 優勝：ＹＥＬＬ

２月 第２回 Ｕ－９ フットサル大会 2/12・13 日新小・北光小 優勝：白老

ＴＦＡキッズ（Ｕ－８）フットサルフェス 2/20 駒澤大学 ２０チーム参加

TFAフットサルチャレンジデー 2/27 駒澤大学 １７チーム参加

フットサル審判員登録更新研修会（２級・３級・４級） 2/27・3/6 駒澤大学

３月

（そ　の　他）

Ｆリーグ 11/ 3・7 市総合体育館

キッズ巡回指導実施 9～10月 ８園
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