
※都合により会場などが変更となる場合があります。

月 事　　　　　　　　　業　　　　　　　　　名

４月 2011年度 苫小牧地区サッカー協会理事総会

第４５回高校リーグ会長杯大会 4/16・17・23・24 地区各高校　

トレセン（Ｕ－１１・１２）交流会 4/16・17 未定

サッカー審判員新規取得研修会（３・４級） 4/23・24(予定) 市内中学校

地区トレセン Ｕ－１６ 4/24 未定

苫小牧地区・日高地区カブスリーグ　　Ｕ－１５ 4月～6月 地区内各中学校

トレセンマッチデー（４種） 4/24

５月 知事杯全道サッカー選手権地区予選 5/3・4・5 未定

高円宮杯Ｕ－１８ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ２０１１プリンスリーグ北海道（第２節） 5/7 浜厚真野原

第４５回苫民杯高校サッカー地区リーグ 5月～7月 地区各高校

ポカリスエットリーグ　in　苫小牧 5月～3月 市内小学校

苫民杯　兼　全日本少年サッカー大会苫小牧地区予選　　　　　　　　　 5/7・8 緑ヶ丘 7/2・3 空知

道南カブスリーグ Ｕ－１５ 5/14・15 緑ヶ丘

第９回道南ブロックサッカーリーグ（前期）　　　　　　（函館・室蘭・苫小牧） 前期 5/15・22、6/12・26、   　   緑ヶ丘・他

第３４回北海道サッカーリーグ（前期） 前期 5/15・22、6/11・12・19・25・26、      緑ヶ丘・他

総理大臣杯大学サッカートーナメント北海道大会 第1ﾗｳﾝﾄﾞ  5/14・15    第2ﾗｳﾝﾄﾞ 5/21･22  各地区　　準決勝・決勝　6/4・5

全日本少年サッカー大会道南ブロック予選 5/22 緑ヶ丘 7/2・3 空知

トレセンマッチデー（４種） 5/22

苫小牧地区社会人サッカーリーグ 5/22 ～ 9/11 全道ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ決勝大会  10/8.9.10  十勝

第６４回高体連室蘭支部予選 5/24～27　　　　白老東高校　他

ちびっこカップ 兼　全道少年Ｕ－１０サッカー大会苫小牧地区予選（８人制） 5/28・29　　 市内小学校 7/16～18 岩内町

道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３・１４・１５） 5/29 ﾌﾞﾛｯｸ内各会場

地区トレセン Ｕ－１６ 5/29 未定

苫小牧地区社会人選手権　兼　全国社会人選手権地区予選 5/29 、6/5 8/13～15 札幌

６月 高円宮杯Ｕ－１８ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ２０１１プリンスリーグ北海道（第３節） 6/4 浜厚真野原

北海道シニアサッカーリーグ道南ブロック（第２節） 6/5 緑ヶ丘 5/15、8/7 室蘭・函館

地区トレセン Ｕ－１６ 6/11・12 未定

第６回北海道女子サッカーリーグ交流戦 6/12 浜厚真野原

中体連苫小牧地区予選　兼　日高地区予選 6/15・16・17　　      緑ヶ丘、静内左岸

全道自治体職員サッカー選手権大会 6/18～21 緑ヶ丘　他

北海道カブスＵ－１３ 6/25 　　　 緑ヶ丘

道南ブロックトレセン Ｕ－１６ 6/25・26 室蘭

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 6/25・26 市内小学校 7/30～8/2 十勝

道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３・１４・１５） 6/26 ﾌﾞﾛｯｸ内各会場

トレセンマッチデー（４種） 6/26

７月 第６回北海道女子サッカーリーグ 7/3 浜厚真野原

第９回道南ブロックサッカーリーグ（後期）　　　　　　（函館・室蘭・苫小牧） 後期 7/3・31、8/21・28、9/11　　　緑ヶ丘・他

第３４回北海道サッカーリーグ（後期） 後期 7/3・31、8/21・、9/11・18・25、10/9　　　　緑ヶ丘・他

北海道トレセン Ｕ－１６（兼 国体少年の部１次選考会） 7/8～10 SSAP

第１８回全国クラブチームサッカー選手権大会地区予選 7/10 ・17 未定　　　　　　8/7  道南ﾌﾞﾛｯｸ  函館、　　9/3・4　　網走

道南ブロックトレセン Ｕ－１２ 7/16・17 八雲町

苫小牧ライオンズカップ 7/16・17 緑ヶ丘

トレセンマッチデー（４種） 7/18

工業高等専門学校サッカー大会北海道大会 7/16・18 釧路

◎知事杯全道サッカー選手権大会 7/23・24・8/7 苫小牧緑ヶ丘

高円宮杯Ｕ－１８ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ２０１１プリンスリーグ北海道（第７節） 7/23 浜厚真野原

道南カブスリーグ Ｕ－１５ 7/23・24 緑ヶ丘

高円宮杯苫小牧地区代表決定戦 7/23 静内左岸

Ｕ－１４　リーグ 7月～10月 市内中学校

全道レディースサッカー大会　兼　全国レディースサッカー大会北海道予選 7/30 ・31 苫小牧緑ヶ丘

北海道カブスＵ－１３ 7/30 ・31 緑ヶ丘

８月 ＴＦＡキッズ（Ｕ－８）サッカーフェスティバル大会 未定 緑ヶ丘

高校サッカーフェスティバル（苫小牧大会） 8/1・2・3 緑ヶ丘

道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３・１４・１５） 8/6～8 八雲運動公園

北海道トレセン（Ｕ－１２）交流会 8/9～11 未定

北海道少年選抜サッカー選手権大会 8/9 ・10 未定

北海道カブスＵ－１３ 8/20 ・21 緑ヶ丘

第２３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 8/27 ・28 市内小学校 10/8～10 札幌

第23回全道少年(Ｕ－１１）８人制サッカー大会　兼　第9回ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸサッカー大会苫小牧地区予選 8/27 ・28 市内小学校 10/8～10 札幌

第９０回全国高校サッカー選手権大会北海道苫小牧地区予選 8/27・28、9/3 浜厚真野原

トレセンマッチデー（４種） 8/28

９月 苫小牧・日高８人制リーグ　　　（10/16～17  　道南ブロック　　函館） 9/4・5 地区内各中学校

道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３・１４・１５） ﾌﾞﾛｯｸ内各会場

◎ＪＦＡフットボールデー２０１１　(未定) 9/4 緑ヶ丘 プロジェクト事業

２０１１年度　　苫小牧地区サッカー協会事業計画

地区予選期日　・　会場

4/9                  苫小牧プリンスホテル 

道予選期日　・　会場



月 事　　　　　　　　　業　　　　　　　　　名

９月 ◎北海道カブスリーグ 9/3・4 緑ヶ丘

９月 道南カブスリーグ Ｕ－１５ 9/10 緑ヶ丘

第１５回トヨタ自動車北海道カップジュニアサッカー大会 9/17・18 市内小学校

第７回全道社会人選抜サッカー選手権大会 8/17・18 札幌

サッカーユース審判員新規取得研修会（４級） 未定

第４０回全道高校ユース（Ｕ－１７）サッカー大会苫小牧地区予選 9/17～19 緑ヶ丘

高円宮杯道南ブロック代表決定戦 9/17～19 浜厚真

◎ＪＦＡファミリーサッカーフェスティバル２０１１ 9/25 緑ヶ丘 プロジェクト事業

第１０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 9/24・25 市内小学校

トレセンマッチデー（４種） 9/25

１０月 第３１回北ロータリー杯争奪苫小牧小学生サッカー大会 10/1・2 緑ヶ丘

苫小牧地区社会人サッカーリーグカップ（ＴＳＬカップ） 10/2・16・23 未定

◎ＪＦＡレディース／ガールズサッカーフェスティバル２０１１北海道 10/8 緑ヶ丘 プロジェクト事業

◎ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル２０１１ 10/9 緑ヶ丘 プロジェクト事業

第２３回苫小牧サッカーフェスティバル 10/10 緑ヶ丘

◎第１回全道高等専門学校（Ｕ－１９）サッカー新人大会 10/ 8・9 ・10 苫小牧（日高町）

北海道トレセン Ｕ－１５ （全道中学選抜） 10/22～24 SSAP

トレセンマッチデー（４種） 10/23

１１月 北海道トレセン（Ｕ－１４）秋季交流大会 11/12～13 SSAP

道南ブロックトレセン（Ｕ－１１） 11/13 大滝

トレセンマッチデー（４種） 11/27

道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３・１４・１５） ﾌﾞﾛｯｸ内各会場

１２月 トレセンマッチデー（４種） 12/18

１月 道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３・１４・１５）

北海道トレセン（Ｕ－１３）冬季交流大会 1/7・8 つどーむ

道南ブロックトレセン（Ｕ－１１・１２） 1/22 厚真ドーム

２月 トレセンマッチデー（４種） 2/26

道南ブロックトレセンマッチ（Ｕ－１３・１４・１５）

サッカー審判員更新講習会（３・４級） 2月 ｏｒ ３月

３月 地区指導者講習会 3/4 未定

トレセンマッチデー（４種） 3/25

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

１０月 苫小牧フットサルリーグ２０１１ 7月～２月 ﾄﾖﾀﾊｽｶｯﾌﾟﾎｰﾙ・他

第４回　会長杯争奪苫小牧（一般の部）フットサル大会 10/22 ・23 駒澤大学

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２１回全日本少年フットサル大会苫小牧予選      道南予選  10/30 or 11/6   10/22・23 市内小学校 11/26・27 or 12/3・4

第１１回４種委員長杯争奪フットサル大会 10/22・23 市内小学校

フットサル審判員新規取得研修会（３・４級） 10/22・23（予定） 駒澤大学

１１月 全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル苫小牧地区予選 11/12・13 静内中学校・他

ﾌﾟｰﾏｶｯﾌﾟ 第１７回　全日本フットサル選手権（一般の部）北海道地域大会予選 11/19・20 駒澤大学

１２月 ◎ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ 第２１回 全日本少年フットサル大会北海道予選 12/ 3 ・4 市総合体育館

全道フットサル選手権２０１１（Ｕ－１４）地区予選 12/ 3 ・ 4 静内町

第２３回　全道ユース（Ｕ－１８）フットサル選手権予選 12/ 3 ・ 4 駒澤大学

フットサル（Ｕ－１１)大会　兼　第２２回４種委員会杯争奪フットサル大会 12/17・18 市内小学校

苫小牧地区 Ｕ－１３ フットサル選手権 12/17～ 市内中学校

全道フットサル選手権２０１２（一般の部） 地区予選 12/10 ・11　 駒澤大学

１月 全道フットサル選手権 ２０１２ （Ｕ－１２）地区予選　兼　第２５回教育長杯争奪フットサル大会 1/14・15 市内小学校  2/25 ・26　 十勝

アーバンαスポーツ杯フットサル総合選手権は、体育館改修工事のため今年度は中止の予定

２月 第３回 Ｕ－９フットサル交歓会 2/11・12 市内小学校

ＴＦＡキッズ（Ｕ－８）フットサルフェスティバル 2/19 駒澤大学

ＴＦＡフットサルチャレンジデー２０１２ 2/25・26 駒澤大学

フットサル審判員登録更新研修会（２・３・４級） 未定 駒澤大学

３月

（そ　の　他）

道Ｆリーグ 7/17 駒沢大学

Ｆリーグ 12/17 市総合体育館

キッズ巡回指導 5月～2月

サッカーしたい子あーつまれ ! 未定

地区予選期日　・　会場 道予選期日　・　会場

駒澤大学・日高地区

地区予選期日　・　会場 道予選期日　・　会場


