
（一社）浦安市サッカー協会　２０２１年度事業報告

協会本部

実施項目 時期 内容

社員総会 2021/06/06 定例総会（オンライン会議）

理事会

定例
2021/4、5，7，10
2022/1，3
臨時　2021/6
　　　2022/3

定例理事会（オンライン会議）
4/29，5/23、7/11、10/10、1/9、3/13
臨時理事会（オンライン会議）6/6、3/26

千葉県サッカー協会総会 2021/06/26 委任状

浦安市スポーツ協会
　　　　臨時理事会
　　　　評議員会、表彰式

2021/04/06
2021/04/24

会長出席
松尾評議員出席

（一社）浦安市スポーツ協会
　　　　社員総会

            理事会

　　　　業務執行理事会

青少年スポーツ交流、推進委員会

定例2021/5
臨時2021/8,10, 2022/2

臨時2021/5 ,8,10
      2022/1
定例2021/5, 7, 11
       2022/3

定例2021/10, 11
      2022/1, 1, 2, 3

2021/7、10

会長出席

通常　5/12　臨時8/20，10/18，2/2

定例　5/26，7/7，11/24，3/4
臨時　5/10，8/13、１０/４、1/12

定例　10/1，11/10、1/5、2/2、3/3

定例　7/21，10/20

スポーツ協会交流会 コロナにより中止

スポーツ協会研修会 コロナにより中止

スポーツ協会新年会 コロナにより中止

総合体育館日程調整会議 2021/12 12/15　（バルドラール）

陸上競技場日程調整会議 2022/01 1/13　　（ブリオベッカ、市民大会、セレイアス）

規程の整備 通年 会員規程など



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１年度事業計画

一種委員会

実施項目 時期 内容

春季市民大会抽選会 4/上旬～ 春季大会の組み合わせ抽選会

春季市民大会 4/上旬～ コロナの為、３節中止  

トレセン 毎月第一土曜日 コロナの為、中止 

エンジョイリーグ 毎月２回（３回の場合、有）  事業報告（エンジョイ）に記載

ハーフコート大会 ７/下旬～ コロナの為、中止 

浦安市花火大会 ７/下旬～ コロナの為、中止 

秋季市民大会抽選会 ９/上旬～ 秋季大会の組み合わせ抽選会

秋季市民大会 ９/中旬～ コロナの為、大会ではなく交流戦として開催

浦安市スポーツフェア １０/上旬～ コロナの為、中止

県民大会強化練習 １月中 練習試合を実施

県民大会 ２/上旬～ コロナの為、中止

浦安市ハーフマラソン大会 ２/上旬～ コロナの為、中止

代表者会議 ２/中旬～ コロナの為、中止

ハーフコート大会 ３/下旬～ コロナの為、中止

委員会スタッフの充実 通年 継続的に勧誘活動中

大会運営スタッフの確保 通年 コロナの為、大会中止・変更の為、委員会スタッフで対応



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１年度事業報告

（エンジョイ） 一種委員会

実施項目 時期 内容

エンジョイリーグ　トーナメント戦 ４月～9月
総合公園球技場　2020年度の未開催分を実施　28
試合（コロナで中断時期あり）

エンジョイリーグ　リーグ戦 9月～1月
総合公園球技場　2021年度のリーグ戦を実施　42
試合（1/29以降はコロナで中断）

3 ページ



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１年度事業報告

二種委員会

実施項目 時期 内容

浦安市2種交流戦 4月～3月
コロナ禍のためほぼ中止。3回ほど市内高校との交流
戦実施。



（一社）浦安市サッカー協会　２０２０年度事業報告

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　２０２１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 代わりに無観客で交流戦を実施

U-12サッカーリーグin千葉1st 4/25～ 無観客で実施

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

6～9月
例年は１ブロック全体で実施するが、人数を絞るため
市川市と浦安市を分けて実施

千葉県U-10サッカー選手権大会
　１ブロック予選

6～9月
例年は１ブロック全体で実施するが、人数を絞るため
市川市と浦安市を分けて実施

千葉県U-11サッカー選手権大会
　１ブロック予選

6～9月
例年は１ブロック全体で実施するが、人数を絞るため
市川市と浦安市を分けて実施

関東少年サッカー大会千葉県大会 7/4～ 県内球技場

千葉県ブロックトレセンリーグ（U-11） コロナにより中止 県内球技場

浦安市トーナメント大会 コロナにより中止 ブリオベッカフィールド明海、市内小学校

U-12サッカーリーグin千葉2nd コロナにより中止 ブリオベッカフィールド明海、県内球技場、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

コロナにより中断、中止 ブリオベッカフィールド明海、県内球技場、県内小学校

千葉県U12ガールズサッカー選手権大会 10/23～ 県内球技場

千葉県U-10サッカー選手権大会 コロナにより中止 ブリオベッカフィールド明海、県内球技場、県内小学校

全日本U-12サッカー選手権大会千葉県大会 11/7～ ブリオベッカフィールド明海、県内球技場、県内小学校

千葉県U-11サッカー選手権大会 11/21～ ブリオベッカフィールド明海、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 代わりに無観客で交流戦を実施

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

コロナにより中断、中止 ブリオベッカフィールド明海、県内球技場、県内小学校

浦安招待大会 コロナにより中止 ブリオベッカフィールド明海

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

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 ブリオベッカ浦安競技場

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 総合公園、ブリオベッカフィールド明海

ハーフマラソンへの協力 コロナにより中止

花火大会の清掃協力 コロナにより中止



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１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 4月～3月
月に2回程度、登録シニアメンバーによる紅白戦等実施　総合公園
にて　→　結果、可能な限り予定通り実施。

他地域シニアチーム招待しての親善ゲーム 9月、11月、3月
近隣地域等のシニアチームを招いての親善ゲームを3回企画
→　結果、コロナ影響で見送り。

他地域遠征してのシニア大会参加 10月、11月
他地域（白井市など）遠征しての交流シニア大会に2回参加
→　結果、コロナ影響で中止。

他地域遠征の増加 通年
近隣他地域との交流の一つとして
→　結果、コロナ影響で見送り。

事務局を整備 通年
シニア委員会活動の活発化
→　シニア委員会内役員交代など実施。

平日・フットサルなど活動の機会を増やす 通年
平日やフットサルイベントなどを企画
→　結果、コロナ影響で見送り。



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１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
5/29

コロナにより中止
クラブ所属及びフリー参加のキッズ
　ブリベッカフィールド明海

「ボールで遊ぼう」 6/5　コロナにより中止 親子スポーツ(サッカー)教室　美浜南認定こども園

キッズ（U-6）サッカー大会
11/20　わくわく

サッカー(練習会)に変更
クラブ所属及びフリー参加のキッズ
　ブリベッカフィールド明海

「ボールで遊ぼう」 12/4　年中・年少 親子スポーツ(サッカー)教室　美浜南認定こども園

「ボールで遊ぼう」 2/5　コロナにより中止 親子スポーツ(サッカー)教室　美浜南認定こども園

キッズ（U-6）サッカー大会
3/12　コロナにより
市内クラブチームに開放

クラブ所属及びフリー参加のキッズ
　ブリベッカフィールド明海

ブリオ・バルドとの連携を図る
通年　コロナにより活動
できず 協会が音頭をとり、意見交換会を実施

キッズ委員会を確立する
通年　コロナにより活動
できず スタッフを増やす

スポンサーを探す
通年　コロナにより活動
できず 大会出資スポンサーの開拓



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１年度事業報告

フットサル委員会

実施項目 時期 内容

毎週水曜日　フットサル個人開放 4/7 4/28 フットサルによる交流(5月以降は感染防止のため中止）　

ファミリーフットサルフェスティバル 11/23 舞浜スポーツコート　県協会主催

スタッフの充実 通年 フットサル委員会の活性化を図る

バルドラールとの連携 通年 バルドラールへの支援及びバルドラールとの交流



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１年度事業報告

女子委員会

実施項目 時期 内容

＜U15/U18 普及・育成活動＞

浦安FAセレイアス運営 通年
中学生31名、高校生6名
火・水・金・土・日　各2時間
※コロナまん延防止期間を除く

江戸川チャレンジリーグ 通年 篠崎グラウンドで通年開催

千葉県女子U15リーグ 4月 11月
２チーム参加
・U15　1部　４勝1分２敗　4位
・sakura　2部　１勝３敗　4位

千葉県女子U15選手権 7月・9月 決勝トーナメント１回戦敗退

千葉県女子U18リーグ 6月 12月 2部　４勝２敗　2位（1部昇格）

千葉県女子ユース選手権 8月・9月 準優勝（千葉県第２代表として関東大会へ）

関東女子ユース選手権 10月 埼玉県開催　１回戦敗退

U12-U15交流事業 8月 合同練習会

＜成人 普及活動＞

women's football day 2021 6/26 10/24 12/19 3/21 のべ38名参加　＠運動公園スポーツコート

千葉県マドンナリーグ 5/30 10/30 ブリオベッカJUNO割当分の会場提供 ＠総合公園



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１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 6/6
会場：明海大学
ユース82名・一般44名受講

3級審判実技更新講習会 実施見送り

4級審判実技更新講習会 実施見送り

ブラッシュアップトレーニング 実施見送り 市内大会等を活用した実践研修会

実践トレーニング 通年
3級審判員を中心に市内3種・女子U15公式戦・TRM
へ派遣
＊26試合のべ74名を派遣

RAちば「レフリートレセン」への協力 偶数月第2水曜日
主催：RAちば　（会場提供：総合公園球技場）
＊4/14 10/13 12/8 計3回実施

派遣審判員の環境整備 通年
市民大会や県リーグ帯同、小中体連への審判派遣にお
ける傷害保険の導入
＊損害保険ジャパン株式会社 傷害総合保険を契約

市民大会への審判派遣事業 実施に至らず 2022年度着手



（一社）浦安市サッカー協会　２０２１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 UFAスクール・ブリオベッカフィールド明海

指導者育成 2022年1月～2022年2月 C級コーチ養成講習会・明海大学・8日間・22名参加

指導者育成 2022年3月5日～6日 Ｄ級コーチ養成講習会・明海大学　1ブロック限定40名参加

指導者育成 未開催 キッズリーダー講習会・明海大学

普及事業 未開催 明海大学フェスティバル

普及事業 未開催 市内中学・高校交流会

UFAスクール契約書の検討 2022年4月1日付 UFAスクール協力団体との協定書締結


