
Ⅰ　公益目的事業　１　（大会運営事業）
１．県内競技会（主催大会）

１） 事業委員会

1． 第23回茨城県サッカー選手権大会
開 催 日 4月15日、19日 決勝：5月9日（土） 笠松運動公園他

2） 第1種委員会

1． 令和2年度社会人サッカーリーグ（1、2、3部）
開催期間 4月～11月 県内各地

1部リーグ参入戦
開 催 日 12月6日予定 未定

2. マスターズ2021茨城予選会
開 催 日 1月予定 未定

3． 第31回県知事杯サッカー総合選手権大会
開 催 日 4月12、26、決勝：5月17日 県内各地、ひたちなか総合運動公園

　第32回　3月7、14、21日

4. 第27回全国クラブチームサッカー選手権大会茨城県大会
開 催 日 5月10、24、31、7月5日決勝：7月12日 県内各地、ひたちなか総合運動公園

3） 第2種委員会

1. 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020「ＩＦＡリーグ」
開催期間 3月～12月 県内各地　

2. 第9回関東高校女子サッカー大会県予選兼県高校総体
開 催 日 5月3、5日、9日 未定

3. 第63回関東高校サッカー大会県予選
開 催 日 4月24、28、5月2、5、9、10日 未定

4． 令和２年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会県予選兼県高校総体兼県民総体
開 催 日 6月3、6、10、13、17、20or21or23日 未定

5. 第29回関東高校女子サッカー選手権大会県予選
開 催 日 9月13、16、20、26日 未定

6. 第99回全国高校サッカー選手権大会茨城県大会
開 催 日 8月25、26、27日9月2、3、4日（予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ）

10月18、24、28日、11月1、7or8、14or15日（決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ）県内各地　他

7 令和２年度茨城県高校サッカー新人大会
開 催 日 1月15、16、23、24日 未定

8. 令和２年度茨城県高校女子サッカー新人大会
開 催 日 1月28、30日、2月1、2日 未定

4） 第3種委員会

【中体連】

1． 令和２年度茨城県民総合体育大会（中学校サッカーの部）
開 催 日 7月18、19、22日( 23日予備日） ひたちなかスポーツ広場　

2． 令和２年度茨城県中学校新人体育大会（サッカーの部）
開 催 日 10月27、28日（29日予備日） ひたちなか地区多目的広場

ツインフィールド
【クラブ連盟】

　公益財団法人茨城県サッカー協会

2020年度　事業計画

 



1. 2020年度関東ユース(U-15)サッカーリーグ
開催期間 3月～10月 関東各地

2． 第35回日本クラブユースサッカー選手権大会（U-15)県予選
開 催 日 4月5日～5月10日 県内各地

5） 第4種委員会

1. IFA U-12・U-11・U-10サッカーリーグ
開催期間 4月～3月 県内各地（地区別開催）

2. 第16回茨城県少女サッカー県リーグ
開催期間 4月～3年1月 県内各地

3． JFA第44回全日本少年サッカー大会茨城県大会
開 催 日 11月10、17、22日 未定

4. 第18回茨城県少女U-12サッカー大会
開 催 日 6月6、7、14日 県内各地

5． 茨城県少女U-10サッカーフェスティバル
開 催 日 10月17日、1月6日、3月17日 県内各地

6． JA共済カップ2020第47回茨城県学年別少年サッカー大会
開 催 日 6月14、23、30日、7月7、14日 県西地区他

7． スポーツデポCUP第41回少年サッカー大会
開 催 日 1月24、31、2月7日、予備費：2月11日 県東地区他

8． ガールズサッカーキャンプ
開催日 夏：8月29、30日 ＪＡ農村研修館

春：3月27、28日

6） 女子委員会

1. 第26回茨城県女子サッカー県リーグ（1部、2部）
開催期間 4月～12月 セキショウスタジアム、他

2. マーメイド杯（U-18の部）
開 催 日 4月3～5日 ひたちなか陸上、他

3. 第16回茨城県女子U-15サッカー選手権大会兼第16回関東女子U-15サッカー選手権大会県予選
開 催 日 9月～10月 ひたちなかスポーツ広場、他

4. 令和2年度茨城県女子サッカー選手権大会兼第42回関東女子サッカー選手権大会県予選
開 催 日 7月19、25、26日 水戸ツインフィールド、他

5. 第7回レディース北関東大会 フットパシオ水戸内原
開 催 日 6月28日

6. 第24回茨城県女子U-18サッカー選手権大会兼第24回関東女子U-18サッカー選手権大会県予選
開 催 日 8月～9月 セキショウスタジアム

7. 第18回茨城県レディースサッカー大会兼第30回関東レディースサッカー大会県予選
開 催 日 8月30日 笠松運動公園

8. 茨城県女子サッカー冬季交流戦
開 催 日 1月～2月 水戸ツインフィールド、他

9． 第16回マーメイド杯(U-15)
開 催 日 5月2、3日 ひたちなかスポーツ広場、他

10. 第5回茨城県女子U-14サッカーリーグ
開催期間 4月～12月 ひたちなか地区多目的、他

11. 茨城県女子中学生練習会
開催期間 4月～2月 タスパ、他

7） シニア委員会

1. IFA第11回O-40サッカーリーグ
 



開催期間 4月～10月 県内各地

2. IFA第11回O-50サッカーリーグ
開催期間 4月～10月 県内各地

3. IFA第7回O-60サッカーリーグ
開催期間 4月～10月 県内各地

4. 第9回ねんりんスポーツ大会選手選考会
開 催 日 4月　4日 未定

5. 第18回Gリーグ茨城大会
開 催 日 7月11、12日 未定

6. 第3回茨城O-40・O-50サッカー交流会
開 催 日 11月15日又は22日 未定

7. 第5回茨城O-40・O-50サッカー選手権大会
開 催 日 3月7、14日又は21日 未定

8. KTFA第8回関東O-70サッカー大会
開 催 日 12月5、6日 未定

8） フットサル委員会

1. 第22回茨城県フットサルリーグ2020
開催期間 6月～12月 麻生体育館 他

2． 第13回茨城県女子フットサルリーグ2020
開催期間 7月～12月 アツマーレ体育館 他

3. 第16回全日本大学フットサル大会茨城県大会
開 催 日 5月5日 たつのこアリーナ

4. JFA第7回全日本ﾕｰｽ(U-18)フットサル大会茨城県大会
開 催 日 5月16日・23日 アツマーレ体育館

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茨城県大会
開 催 日 6月6日・13日・20日 水海道総合体育館 他

6. ＪＦＡ第17回全日本女子フットサル選手権大会茨城県大会
開 催 日 7月5日 アツマーレ体育館

7. ＪＦＡ第26回全日本ユース（U-15)フットサル選手権大会茨城県大会
開 催 日 8月8日・9日 水海道総合体育館

グリーンスポーツセンター取手
8. ＪＦＡ第11回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)フットサル大会茨城県大会

開 催 日 8月8日 水海道総合体育館

9. ＪＦＡ第26回全日本フットサル選手権大会茨城県大会
開 催 日 10月25日・11月1日・8日・14日 久慈サンピア日立、笠間市民体育館 他

10. 第3回茨城カップ関東フットサル交流戦
開 催 日 1月10日・17日 久慈サンピア日立他

11. 2021第3回茨城オープンU-18フットサル大会
開 催 日 2月20日・21日 水海道総合体育館 他

12. インクルーシブフットサル2020
開 催 日 未定 未定

13. ミックスフットサル
開催期間 7月19日 取手グリーンスポーツセンター

2月11日 取手グリーンスポーツセンター

14. 選抜活動（男女）
開催期間 5月～ 県内各地

9） キッズ委員会

1. ＩＦＡ ユースキッズフェスティバル
 



開 催 日 未　定 未定
2. キッズテクニカルフェスティバル 

開 催 日 未　定 未定

10） JFA各種フェスティバル他

1．
開 催 日 未定 鹿嶋市ト伝

2．
開 催 日 2月 K'sデンキスタジアム

3． JFAキッズ(U-6/8/10)サッカーフェスティバル2020
開 催 日 未定 K'sデンキスタジアム他

4． JFAキッズ(U-6)サッカーフェスティバル2020ユニクロサッカーキッズ!
開 催 日 未定 カシマスタジアム

5． ＪＦＡレディースサッカーフェスティバル
開 催 日 5月16日 ひたちなか陸上

６． ＪＦＡレディースガールズサッカーフェスティバル
開 催 日 2月11日 ひたちなか陸上

７． ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル in カシマ
開 催 日 9月 カシマスタジアム

８． ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル茨城 in 日立
開 催 日 未定 未定

ＪＦＡミックスフットサル in 土浦
開 催 日 未定 未定

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル茨城 in 取手
開 催 日 未定 未定

２．県内競技会（主管大会）および委員会事業

１） 事業委員会

1． 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会
開催希望 5月23日（土）・24日（日） 1回戦 Ｋ's スタジアム

6月10日（水） 2回戦 Ｋ's スタジアム
7月8日（水） 3回戦 Ｋ's スタジアム
8月19日（水） ラウンド16（4回戦） カシマスタジアム
11月3日（火祝）・4日（水）準々決勝 カシマスタジアム
12月19日（土） 準決勝 カシマスタジアム

2． 第27回全国クラブチームサッカー選手権大会 ひたちなか市総合運動公園
開 催 日 10月24日（土）、25日（日）、26日（月）、27日（火）

3． 全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権 2020 茨城県予選
開 催 日 未定

２） 第1種委員会

1． 第56回全国社会人サッカー選手権大会関東予選
開 催 日 6月7、14、21日 県内各地

2. マスターズ2021関東予選
開 催 日 2月13日、14日 未定

３） 第4種委員会

1． 第36回茨城県スポーツ少年団サッカー大会
開 催 日 11月22、23日 鉾田市総合運動公園他

JFAフットボールデー2020～IBARAKI in カシマ～

いばらきサッカーフェスティバル2021

 



2. キヤノン ガールズ・エイト第18回ＪＦＡ関東ガールズ・エイトサッカー大会
開 催 日 2月27、28日 ひたちなか運動公園

４） 女子委員会

1. 第25回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会
開 催 日 11月7、8、14、15日 ひたちなか陸上、他

5） フットサル委員会

1. 第22回関東フットサルリーグ
開 催 日 6月～12月 水海道総合体育館他

2. ＪＦＡ第17回全日本女子フットサル選手権大会関東大会
開 催 日 11月30日、12月1日 水海道総合体育館他

6） 規律・フェアプレー委員会

1. 懲罰規定に基づく裁定
2． フェアプレーの奨励・啓蒙活動
3. ウェルフェアオフィサー研修会の開催

7） 広報委員会

1. JFAニュース寄稿
2. 報道機関への各種大会案内及び結果報告
3. ホームページへの各種大会告知及び結果掲載
4. キッズ活動への広報サポート

8） スポーツ医・科学委員会

1. 各種大会へのドクター、看護師派遣
2． U-14トレセンヨーロッパ遠征メンバーのメディカルチェック
3． 各カテゴリートレセンへ、トレーニングおよびゲーム時のトレーナー帯同
4． トレーナー部会の充実

9） 事業委員会

1. 第23回茨城県サッカー選手権大会の企画・運営
2． 第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会の運営
3． JFAフットボールデー2020 in カシマ・水戸の運営
4． 茨城県サッカー協会デーの運営
5． いばらきサッカーフェスティバル2021の企画・運営
6． 新規事業の開発

10） 市町村サッカー協会連携委員会

1. 情報交換会の開催（２回／年）
2． 第15回市町村サッカー協会チャンピオン大会の開催

開催日 1月～2月 セキショウ、他
3． 第12回OVER-35大会の開催

開催日 10月 未定

11） マッチコミッショナー委員会

1. マッチコミッショナーの取りまとめ
2． 研修会・伝達講習会の開催 ケーズデンキスタジアム
3． 日本プロサッカーリーグ（マッチコミッショナーアシスタント助勢） Jリーグプレシーズンマッチ他
4． 全国クラブチームサッカー選手権 県内各地全試合
5． マッチコミッショナー業務

関東サッカーリーグ（関東割当対応） 関東地域各地（1部、2部）
高円宮杯U18プレミアリーグ 鹿島アントラーズのホームゲーム全試合
茨城県選手権 県内各会場全試合
茨城県知事杯 カシマサッカースタジアム
全国クラブ選手権茨城大会 カシマサッカースタジアム
関東高等専門学校サッカー選手権大会全国大会予選 ひたちなか市総合運動公園
全国高校総体サッカー競技茨城県地区大会 カシマサッカースタジアム

 



全国高校サッカー選手権大会 カシマサッカースタジアム
茨城県女子サッカー選手権 水戸市ツインフィールド他

12） インクルーシブ委員会

１ 第２６回ほほえみカップ予選リーグ
開催日 9月中旬 未定

２ 第２５回ほほえみカップ決勝トーナメント
開催日 10月上旬 未定

3 ホーリーフェスタ２０２０
開催日 5月下旬～6月中旬 城里町アツマーレ

4 フレンドリーサッカーフェスティバル
開催日 5，7，11，1月 県内4地区

5 第19回全国障害者スポーツ大会関東ブロック予選
開催日 5月2～3日 千葉県総合スポーツセンター

6 第19回全国障害者スポーツ大会
開催日 10月24～26日 鹿児島県

7 インクルーシブフットボールフェスタ
開催日 3月上旬 県南地区予定

8 茨城ＩＤトレセン
開催日 ４～3月 水戸高等特支　他

9 関東選抜リーグ
開催日 11月中旬 場所未定

10 エンジョイフットサルフェスタ
セキショウチャレンジスタジアム

11 もうひとつの高校選手権茨城県大会
11月上旬 未定

Ⅱ　公益目的事業  ２　（指導・普及事業）
１．トレーニングセンター事業

１） ナショナルトレセン

1． U-12 1月

2） 県内トレセン・地区トレセン
1． U-16
2． U-15
3． U-14
4． U-13
5． U-12
6． 女子
7． GK

3） 県西地区レディースフットボールアカデミーの創設

2．遠征

１） 海外遠征
1． 夢プロジェクトU14欧州遠征

選手選考会 3月8日、4月26日、5月24日、6月28日、7月12日、24日、7月31日、8月7日
遠征期間 8月16日～25日 オランダ・イタリア(予定）

5月16日

 



2） 国内遠征
1. 2020東京国際ユース(U-14)大会

遠征期間 5月 福島県 Jヴィレッジ

2. 茨城県国際ユース(U-14)大会
遠征期間 3月予定 未定

3．指導者養成・研修

１） （公財）日本サッカー協会公認C級コーチ養成講習会
開催期間 未　定 県内各地

2） （公財）日本サッカー協会公認D級コーチ養成講習会
開催期間 未　定 県内各地

3） （公財）日本サッカー協会公認キッズリーダー養成講習会
開催日 未　定 県内各地

4） （公財）日本サッカー協会公認C級コーチリフレッシュ講習会
開催月 未　定 県内各地

5） （公財）日本サッカー協会公認D級コーチリフレッシュ講習会
開催月 未　定 県内各地

6） トレセンコーチ研修会
開催日 9月21日（月祝） 県内

7） ４７FAインストラクター研修会
開催日 2月13，14日 県内

8） （公財）日本サッカー協会公認A級/B級コーチトライアル
開催月 未　定 県内

9） 公認GKコーチ養成講習会参画
開催月 未　定 県内

10） （公財）日本サッカー協会公認B級コーチ養成講習会　茨城FAコース
開催月 4月17,18,24,25,26日、12月4,5,6日・1月16,17日 県内

11） Dappeプロジェクト
開催月 未定 県内

4．審判事業

１） 審判研修会
1． 関東研修会 関東各都県
2． 県内２級・３級研修会 鹿嶋市、土浦市
3． 県内フットサル審判研修会 県内各地
4． レフリートレセン（年2回） 県内各地
5. ＩＦＡレフリーキャンプ 神栖市

2） インストラクター研修会事業
1． JFA１級審判インストラクター研修会 JFA
2． 関東2級インストラクター研修会 未定
3． 関東審判指導者トレセン 関東各地
4． 県内インストラクター研修会 鹿嶋市、水戸市
5． レフリーフィットネスインストラクター研修会 未定

3） 審判員・インストラクター派遣事業
1． 茨城国際ユース大会 3月 茨城県　鹿嶋市
2. 関東大会

関東社会人リーグ、関東大学リーグ、関東高校サッカー大会等
3. 県内各大会

県社会人リーグ、ＩＦＡ18リーグ　ＩＦＡＵ１５リーグ　他各種大会

4） 4級審判資格取得講習会事業
開催期間 4月～2月 県内各地

5） 審判資格登録更新講習会事業
開催期間 9月～2月 県内各地

6） 昇格認定審査事業
 



1． サッカー2級審判員（関東協会）
開催月 4月、10月 4月・11月　（茨城県開催）

2． フットサル2級審判員（関東協会）
開催月 4月、10月 未定

3． サッカー3級審判員
開催月 6月、11月、２月 鹿嶋市、土浦市、他県内各地

4． 審判2級インストラクター認定講習会
開催月 10月 未定

5． 審判３級インストラクター認定講習会
開催月　　　　６月 鹿嶋市

７） ビーチサッカー審判研修会事業
開催月 7月 鹿嶋市

8） ユース審判員研修会事業（3回/年）
開催月 未定 神栖市その他

9） 強化審判研修会事業（年２回）
開催月 8月、3月 土浦市、鹿嶋市その他

10) 茨城県レフェリーアカデミー運営事業 ひたちなか市その他
開催月 5月～2月

11) 茨城県審判指導者トレセン運営事業 ひたちなか市その他

開催月 9月～11月

12) 地区別審判研修運営事業（５地区） 県北、中央、県東、県南、県西
開催期間 4月～2月

5．強化事業

１） 国体強化関連
１． 成年男子練習会
2． 少年練習会
３． 女子練習会
４． 成年男子遠征
５． 少年遠征
６． 女子遠征
７． 強化試合

6．専門委員会事業

１） 技術委員会

１． 国体強化
2． トレセン活動

２） 指導・普及委員会

１． 公認指導者養成
2． リフレッシュ研修会運営

３） 審判委員会

1． 審判資格取得講習会
２． 審判資格取得審査会の開催
３． 審判研修会の開催

４） キッズ委員会

1. キッズリーダー養成講習会
2． キッズプログラムの推進事業　の企画運営
3． エリート養成システムの確立　の企画運営
4． キッズメニュー伝達講習会「小学1・2年生が必ず食いつく２０のメニュー」

Ⅲ　収益事業
 



１） 大会プログラムの制作販売、日本代表カレンダー等の販売を行う。

Ⅳ　法人運営

１） 理事会

１． 第１回理事会の開催
期日 2020年6月7日
会場 未定
内容 令和元年度事業報告及び決算について他

2． 第２回理事会の開催
期日 2020年11月8日
会場 未定
内容 令和2年度補正予算について他

４． 第３回理事会の開催
期日 2021年3月21日
会場 未定
内容 令和3年度事業計画・会計予算について

２） 評議員会

１． 定時評議員会の開催
期日 2020年6月21日
会場 未定
内容 令和元年度事業報告・会計決算認定について

２． 臨時評議員会の開催

４） 三役会議

1． 計画事業の遂行及び計画外の突発的な事業の実施決定

２． 育成茨城関連事業の決定

３． 三役会議の開催
（専務理事・常務理事・事務局長他）

4月21日、　5月19日、　7月21日、　8月18日、　10月20日、　11月17日、
1月19日、　2月16日、　3月4日 予定

 


