
（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

協会本部

実施項目 時期 内容

社員総会 2020/05/31 定例社員総会（書面表決にて実施）

理事会 2020/4,5,7,102021/1,3
定例理事会、5/16（同意書）、8/26（同意書）、11/28(オ
ンライン）、1/28（同意書）、3/28（オンライン）

千葉県サッカー協会総会 2020/06 コロナ禍により中止

スポーツ協会理事会 2020/5,7,9,112021/2,3 スポーツ協会理事（会長）出席

スポーツ協会総会、表彰式 2020/04 コロナ禍により総会は書面表決、表彰式は中止

スポーツ協会財務部会 2020/5、8、2021/3 会長出席

スポーツ協会交流会 コロナ禍により中止

スポーツ協会新年会 コロナ禍により中止

スポーツ協会研修会 コロナ禍により中止

総合体育館日程調整会議 2021/01/13 事務局出席

陸上競技場日程調整会議 2021/01/21 リモートで実施、事務局対応

関東リーグ運営手伝い 2020/04～
ホームゲーム全試合について運営手伝いを実施
8/16、9/6、9/21、9/26、10/4

Fリーグ運営手伝い 2020/05～ ホームゲーム全試合の設営準備の手伝い実施
10/17、11/22、11/29、12/13、12/26、1/11、1/30

ホームゲームコラボ企画 2020/10/11
ホームゲームコラボではなく、
スポーツフェアにて共同企画を実施

＜計画外＞
日本女子フットサルリーグ設営手伝い

2020/10/24
2021/　1/30

バルドラール浦安アリーナ開催分



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

一種委員会

実施項目 時期 内容

春季市民大会会議 ３月２９日 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 ４月４日 コロナのため、中止

春季市民大会（社会人） ４月５日～７月５日 コロナのため、中止

エンジョイリーグ（社会人） ４月１８日～６月下旬 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 ５月２日 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 ６月６日 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 7月４日 コロナのため、中止

エンジョイリーグ（社会人） ７月１１日～１月１１日 試合（月２回）

浦安花火大会 7月下旬 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 ８月１日 練習（試合）

秋季市民大会会議 ８月１０日・２９日 抽選会・審判打合せ会

県民大会一種代表チーム強化練習 ９月５日 練習（試合）

秋季市民大会（社会人） ９/２７～１２/２０ 試合

県民大会一種代表チーム強化練習 １０月３日 練習（試合）

スポーツフェア １０月１１日 ブリオベッカ浦安競技場でバルドラール・ブリオベッカと共同開催

県民大会一種代表チーム強化練習 １１月７日 練習（試合）

ファミリーフットサルフェスティバル １１月２３日 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 １２月１３日 練習（試合）

県民大会一種代表チーム強化練習 １月９日 コロナのため、中止

エンジョイリーグ（社会人） １月下旬～３月下旬 コロナのため、中止

県民大会 １月下旬 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 ２月６日 コロナのため、中止

ハーフマラソン大会 ２月上旬 コロナのため、中止

代表者会議 ２月中旬 コロナのため、中止

県民大会一種代表チーム強化練習 ３月６日 コロナのため、中止

ハーフコート大会 ３月２１日 コロナのため、中止



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告（案）

二種委員会

実施項目 時期 内容

U-18交流戦 5月～2月 コロナまん延のため、予定の半分を実施。

自転車講習会 5月 緊急事態宣言中のため実施できず。



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告（案）

三種委員会

実施項目 時期 内容

U-15浦安3種リーグ戦 4月～3月 交流戦として5チームのリーグ戦実施。

U-14浦安3種リーグ戦 4月～3月 数試合実施。（コロナまん延のため）

U-13浦安3種リーグ戦 4月～3月 数試合実施。（コロナまん延のため）

4種シーサイドライオンズ杯派遣審判 2月下旬～ 大会が開催されず、実施できず。

自転車講習会 5月 緊急事態宣言中のため実施できず。



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

四種委員会

実施項目 時期 内容

浦安市リーグ戦前期 コロナにより中止 明海球技場、市内小学校

U-12サッカーリーグin千葉1st コロナにより中止 明海球技場、県内小学校

千葉県ケーブルテレビ杯千葉県U-9
サッカー選手権大会１ブロック予選

コロナにより中止 市内小学校

千葉県U-10サッカー選手権大会
　１ブロック予選

コロナにより中止 市内小学校

千葉県U-11サッカー選手権大会
　１ブロック予選

コロナにより中止 市内小学校

浦安市トーナメント大会 コロナにより中止 明海球技場、市内小学校

千葉県ケーブルテレビ杯千葉県U-9
サッカー選手権大会

コロナにより中止 県内球技場、県内小学校

U-12サッカーリーグin千葉2nd コロナにより中止 明海球技場、県内小学校

JFA全日本U-12サッカー
選手権大会千葉県大会

11/8～11/29 県内球技場、県内小学校

千葉県U-10サッカー選手権大会 コロナにより中止 県内球技場、県内小学校

千葉県U-11サッカー選手権大会 11/15～3/28 県内球技場、県内小学校

浦安市リーグ戦後期 コロナにより中止 明海球技場、市内小学校

U-11浦安カップ(５年生トレセン招待大会） コロナにより中止 総合公園

チバテレビ旗争奪千葉県U-12
サッカー選手権大会

コロナにより中止 県内球技場、県内小学校

千葉県U-10郡市選抜サッカー大会 コロナにより中止 県内球技場、県内小学校

浦安招待大会 コロナにより中止 明海球技場

U-12浦安ファイナル
(６年生トレセン招待大会）

コロナにより中止 陸上競技場

千葉県U-11郡市選抜サッカー大会 コロナにより中止 県内球技場、県内小学校

シーサイドライオンズクラブ杯 コロナにより中止 明海球技場

＜計画外＞千葉県U-12ガールズ
サッカー選手権大会

11/1～11/3 富津みなと公園



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

女子委員会

実施項目 時期 内容

U15女子対象　育成活動 通年 浦安FAセレイアス運営

U18女子対象　育成活動 通年 浦安FAセレイアス運営

成人女性対象　普及活動 通年 県リーグ会場提供、イベント企画運営補助　等

＜U15/U18 普及活動詳細＞

日常練習 2020/6/6～2021/3/31

参加者＝小学生1名、中学生26名、高校生5名　指導者＝3名
※2020/4/1～6/5　施設閉鎖のため活動休止
※2021/1/12～　平日の練習は休止

第6回江戸川チャレンジリーグ 2020/7/25～2021/3/27 篠崎グラウンドで通年開催

県U15エキシビジョンリーグ 2020/10/10～2020/11/11 エキシビジョンリーグ（昇降格なし）　2チーム参加

県U15女子選手権 2020/8/23～200/9/13 決勝トーナメント1回戦敗退

県U15女子フットサル選手権 2020/10/18 館山小学生1名・中学生14名参加　3戦3敗

県U18リーグ戦 2020/10/11～202012/20 （昇降格なし）2部リーグ全7節　6勝1分

県U18女子選手権 2020/8/29～2020/9/6 vsオルカ2-1、vsジェフ0-7　関東大会進出（第2代表）

関東U18女子選手権 2020/10/3～2020/10/18 1回戦敗退　vsジェフ0-19　※18日は運営補助

TRM 2020/7/4 vs市川ガンナーズ　＠北市川フットボールフィールド

TRM 2020/7/11 vsFC等々力　＠総合公園球技場

TRM 2020/7/26 vs17多摩・ジェファ　＠ブリオベッカ浦安競技場

TRM 2020/8/1 vs船橋さざんか・市船　＠高瀬球技場

TRM 2020/8/2 vs東京バルス　＠ブリオベッカ浦安競技場

TRM 2020/8/16 vs船橋さざんか　＠高瀬球技場

U13TRM 2020/8/29 vs明海FCシーサイドシーガルス　＠BF明海

TRM 2020/11/1 vs千葉西高校　＠総合公園球技場

TRM 2020/12/6 vsグラマード　＠総合公園球技場

TRM 2020/12/13 vsフェリース　＠総合公園球技場

TRM 2020/12/26 vsなのはな　＠総合公園球技場

TRM 2021/2/14 vsバルス東京　＠西新井橋緑地



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

女子委員会

実施項目 時期 内容

TRM 2021/2/21 vs越谷レディース等　＠しらこばと陸上競技場

＜成人 普及活動詳細＞

県マドンナリーグ（会場提供） 2020/10/3 総合公園にて　（ブリオベッカ浦安JUNO担当分）

異世代交流レディースフットサル 2020/11/23 30名参加　＠運動公園スポーツコート



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

キッズ委員会

実施項目 時期 内容

 キッズ（Ｕ-6）サッカー大会（夏）
5/30
コロナにより中止

 市内未就学児　ブリオベッカフィールド明海

 キッズ（Ｕ-6）サッカー大会（秋）
11/21
コロナにより中止

 市内未就学児　ブリオベッカフィールド明海

 キッズ（Ｕ-6）サッカー大会（春）
3/13
コロナにより中止

 市内未就学児　ブリオベッカフィールド明海



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

シニア委員会

実施項目 時期 内容

シニアイベント 毎月2回
(コロナで6～12月のみ実施)

シニアメンバーでの紅白戦。
他地域シニアチームを招いての交流試合。

シニアリーグ コロナ影響で見送り
シニアイベントの時間を使い、
市内9チームのリーグ戦を開催。

遠征試合 コロナ影響で見送り 他地域のシニア大会に遠征しての参加。



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

フットサル委員会

実施項目 時期 内容

水曜会フットサル
7/8～12/16まで
１９回実施

舞浜フットサルコートで延べ１６８名参加

ファミリーフットサルフェスティバル 11/23 コロナにより中止



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

技術委員会

実施項目 時期 内容

スクール事業 通年　平日開催(7月～) UFAスクール・ブリオベッカフィールド明海

指導者育成 コロナにより中止 Ｃ級コーチ養成講習会・明海大学

指導者育成 2021年3月13日～14日
Ｄ級コーチ養成講習会・明海大学
　1ブロック限定37名参加

指導者育成 コロナにより中止 キッズリーダー講習会・明海大学



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

審判委員会

実施項目 時期 内容

4級審判新規取得講習会 8月22日 60名（一般・ユース）受講　明海大学会場

4級審判更新実技講習会 9月・11月・12月・1月 開催見送り

市内クラブチームへの審判員派遣
（TRM・公式戦帯同等）

7月～12月 計20回　のべ33名


