
一社 四国サッカー協会     　2020年度 事業計画　 案 　      
 2019年11⽉29⽇ 現在 

備考

2020年 2021年 2022年 2023年 2020年度全国⼤会情報等

30000000 2020年度 (⼀社)四国 ー協会 会議
30000000 事務局 第 回理事会 6/6 香川 徳島 徳島 高知
30000000 事務局    定時社員総会 6/27 徳島 徳島 高知 高知
30000000 事務局 第 回理事会 2/6 徳島︖ 徳島 高知 高知
30000000 事務局    臨時理事会 6/27 徳島
30000000 事務局    常務理事会
30000000 事務局    事務局連絡会
11010000 種(⼀般)
11010010 1種 四国1種委員⻑会議

4/5 4/12 4/26 5/17 5/31 6/7 6/14 予備日 7/5

6/21 7/12 7/19 8/30 9/6 9/13 9/20 予備日

12/5 12/6

1/19 1/26

11010040 1種 第56回全国社会人 ー選手権⼤会 四国⼤会 7/25 7/26 愛媛 香川 徳島 高知
11010050 1種 第27回全国 チー ー選手権⼤会 四国⼤会 9/6 高知 愛媛 香川 徳島
11010070 1種 日本 ー ター 2020 ー競技会 四国 ⼤会 6/7 oィ 6/14 oィ 6/21 徳島 高知 愛媛 香川
自治体職員 1種 第49回全国自治体職員 ー選手権⼤会 四国地区予選会
11010000 ⼤学・高専

2020四国⼤学 ー ー 部 ー 4/11 4/25 5/2 5/5 5/16 9/12 9/19 9/26 10/3 10/17

 兼 第69回全日本⼤学 ー選手権⼤会       四国地区予選 部 ー 予備日 5/23 10/10 10/11 10/24

  ン 部 部入替戦 11/14 11/21 香川
1種 6/27 6/28 7/4 7/11 予備日 7/12 徳島 香川 愛媛 高知
1種 2020 ン ペン ン ー 四国 Ⅰ ー
1種 四国⼤学 ー新人戦 仮称

男子 6/13 6/14 6/20 6/21 高知 徳島 香川 愛媛
⼥子 高知 徳島 香川 愛媛
男子 高知 徳島 香川 愛媛
⼥子 高知 徳島 香川 愛媛

第57回四国地区高等専門学校体育⼤会 ー競技 7/4 7/5 愛媛 香川 徳島 愛媛 R1高知・R2新居浜・R3詫間・R4阿南・R5弓削

 兼 第53回全国高等専門学校 ー選手権⼤会 四国⼤会 (新居浜 詫間 阿南 弓削
11020000 種(高校⽣年代)
11020010 2種 四国2種委員⻑会議

4/4 4/11 4/18 4/25 4/29 6/27 7/4 7/11 7/18 8/29 9/5 ※ ㈱へ委託

9/12 9/19 9/26 10/3 11/21 11/28 12/5 5/2 9/22 11/23

決定戦 ←削除 12/6

参入戦 12/12 12/13 12/19

男子 香川 徳島 高知 愛媛
⼥子 香川 徳島 高知 愛媛

11030000 ー
2種 第44回日本 ー ー選手権 U-18 ⼤会 四国⼤会

ﾙ 5/23 5/24 6/6 6/7

7/11 7/12

ﾙ

⼥子 XF でUP2020 第2回日本 ー ⼥子 ー⼤会 U-18 四国⼤会
11030000 種(中学⽣年代)
11030010 3種 四国3種委員⻑会議 愛媛 高知 徳島 香川

4/4 4/25 5/6 9/26 10/17

4/18 5/2 9/19 10/10

入替戦
ー 戦
参入戦 高知 愛媛 香川 徳島
1回戦 11/3 徳島・高知 徳島・香川 香川・愛媛 愛媛・高知

準決勝 11/7 愛媛 高知 徳島 香川
決勝戦 11/8 愛媛 高知 徳島 香川

四国中学校
体育連盟主催 3種 第58回四国中学校総合体育⼤会 ー競技 8/3 8/4 香川 徳島 高知 愛媛

11040000 種(⼩学⽣年代)
11040010 4種 四国4種委員⻑会議 4/4 10/17 1/30

11040020 4種 JA全農杯 全国⼩学⽣選抜 ーＩＮ四国 チ ン 2020 4/4 4/5 高知 愛媛 香川 徳島 ※主催︓各県FA 

11040030 4種 SKFA2020 ンでUP 第3回四国Ｕ－ ー⼤会 9/12 9/13 徳島
11050090 4種 ン ー ・エ  第18回JFA四国 ー ・エ U-12 ー⼤会 3/13 3/14 徳島 香川 愛媛 高知 ※主催︓各県FA

11050100 4種 第11回四国⼥子 U-12  8人制 ー⼤会 12/5 12/6 香川 愛媛 高知 徳島
11050000 ⼥子
11050010 ⼥子 四国⼥子委員⻑会議

ー 戦 4/5 4/19 5/3 5/17 6/14 7/5 7/12 7/19 10/4 11/15

参入戦 1/24 1/31 愛媛
入替戦 2/7 徳島
ー 戦 4/18 4/25 5/9 5/17 6/7 6/14 7/19 9/6 9/20 10/4 ※2020年度か ター

参入戦 1/23 1/30 愛媛
入替戦 2/7 徳島

11050030 ⼥子 JFA 第25回全日本U-15⼥子 ー選手権⼤会 四国⼤会 (四国第二代表決定 11/7 11/8 11/14 11/15 愛媛oィ高知 徳島 香川 愛媛
11050040 ⼥子 第29回全日本高等学校⼥子 ー選手権⼤会 四国⼤会 11/7 11/8 愛媛 香川 高知 徳島
11050050 ⼥子 JFA 第32回全日本O-30⼥子 ー⼤会 四国⼤会 12/6 香川 愛媛 高知 徳島
11050060 ⼥子 第29回全日本⼤学⼥子 ー選手権⼤会 四国⼤会 ン 徳島
11050070 ⼥子 皇后杯 JFA 第42回 全日本⼥子 ー選手権⼤会 四国⼤会 9/12 9/13 高知 徳島 香川 愛媛
11050080 ⼥子 JFA 第24回全日本U-18⼥子 ー選手権⼤会 四国⼤会 10/18 11/3 徳島 高知 愛媛 香川
11050110 ⼥子 第5 回四国⼥子 ー U-15 ー選手権⼤会 四国⼤会 U-15 ー 開設に 中止

11060000

11060010 四国 委員⻑会議 4/19 oィ 4/26 11/22 oィ 11/29 徳島・高知

11060020 JFA 第8回全日本O-40 ー⼤会 四国⼤会 6/14 oィ 6/24 徳島 徳島 高知 高知
JFA 第19回全日本O-50 ー⼤会 四国⼤会 4/19 oィ 4/26 徳島 徳島 高知 高知
JFA 第20回全日本O-60 ー⼤会 四国⼤会 4/19 oィ 4/26 徳島 徳島 高知 高知
JFA 第14回O-70 ー ー ン⼤会 四国⼤会 4/19 oィ 4/26 徳島 徳島 高知 高知

11060050 第14回 四国チ ン ン 11/22 oィ 11/29 高知 高知 愛媛 愛媛
11070000

11070010 ﾙ 四国 委員⻑会議
11070020 ﾙ JFA 第26回全日本 選手権⼤会 四国⼤会 12/12 12/13 愛媛 香川 徳島 高知
11070040 ﾙ JFA 第7回全日本U-18 選手権⼤会 四国⼤会 高知 愛媛 香川 徳島
11070030 ﾙ JFA 第26回全日本U-15 選手権⼤会 四国⼤会 11/15 香川 徳島 高知 愛媛
11070050 ﾙ JFA 第11回全日本U-15⼥子 選手権⼤会 四国⼤会 11/22 香川 徳島 高知 愛媛
11070060 ﾙ 第16回全日本⼤学 ⼤会 四国⼤会 7/18 7/19 徳島 高知 愛媛 香川
11070070 ﾙ JFA 第17回全日本⼥子 選手権⼤会 四国⼤会 高知 愛媛 香川 徳島
LとH主催 ﾙ EXILE でUP 2020 4種 高知 愛媛 香川 徳島 ※主催︓LとH

1/17 徳島 高知 愛媛 香川
入替戦 1/24 香川 徳島 高知 愛媛

ﾙ 第36回全国選抜 ⼤会 男子 5/24 香川 徳島 高知 愛媛
ﾙ 日本 Pィらイらntイ 第13回全国⼥子選抜 ⼤会 ⼥子 1/24 香川 徳島 高知 愛媛
ﾙ

11070000 ( ーチ ー)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11070080 ﾙ JFA 第15回全日本 ーチ ー⼤会 四国⼤会 愛媛 香川 徳島 高知
ﾁ 連盟 ﾙ 四国 ーチ ー ー 2020
ﾁ 連盟 ﾙ 第2回U-12四国 ーチ ー⼤会
ﾁ 連盟 ﾙ 第3回てらach Soccらィ地域⼥子チ ン ン

11090000 国体
成年男子 8/15 8/16 香川 徳島 高知 愛媛

⼥子 8/15 8/16 香川 徳島 高知 愛媛
少年男子 8/8 ~ 8/10 香川 徳島 高知 愛媛

11080000

11080010 四国 委員⻑会議
11100000 規律・裁定委員会 2020年日付→黒字　2021年日付→青字

11100000 規律 四国規律・裁定委員⻑会議 変更点
11200000 ン ー
11200000 ﾙ 四国 ン ー 委員⻑会議

ﾙ 第20回全国障害者 ー ⼤会 ー競技 広島
ﾙ 第21回全日本知的障害者 ー選手権⼤会 愛媛

各県

各県

各県

各県

四国地区予選
中・四国 ー

11010020

1種 第44回四国 ー ー
ー 戦

11010060
1種

⼤学 ー
連盟

2020四国⼤学 ー ー ン  兼 第44回 総理⼤⾂杯 全日本⼤学 ー ー ン  四国地区予選

1種

第71回四国地区⼤学総合体育⼤会 四国 ン
ー競技

事業No 種別

各県

社会人連盟
チ ン チー 代表決定戦

入替戦 2021 各県

2020  日  程 開催場所

2021

7/26.9/27.10/4

ﾙ 競技  

高専 1種

高等学校
体育連盟

2種
第69回四国高等学校 ー選手権⼤会
第8回四国高等学校 ー選手権⼤会 兼 2020全国高等学校総合体育⼤会 ー競技 ( ンター

11020020 2種 高円宮杯 JFA U-18 ー ン ー  2020 四国

3種 第35回日本 ー ー選手権 U-15)⼤会 四国⼤会

3種 第23回四国 ー ー新人⼤会 U-15

ー 戦

11030020 3種 高円宮杯 JFA U-15 ー ー  2020四国 ー ー ー
各県

各県に 11⽉〜12⽉ 開催予定

11030030 3種 U-13四国 ー ー  2020 ン ー

2021

2021

ー
ー連盟

2020年4〜11⽉ 開催予定

2021

ー 戦

各県

各県

高知県

徳島

11060030

2021

2021

11050020 ⼥子 2020四国⼥子 ー ー
各県

2021

2021

11050120 ⼥子 JFA U-15 ⼥子 ー ー  2020 四国
各県

2021

2021

10/17 oィ10/18

9/5 oィ 9/6

10⽉中

各県

ﾙ
チ ン チー 決定戦 2021

2021

ﾙ 四国⼥子 ー 2020 (第4回) 各県

2021
ﾙ

SupらィSpoィtイ XEてIO 四国 ー  2020  第17回
ー 戦

参入戦予備

予備

国体時

2021

Aてらam Sオイtらmイ Pィらイらntイ 四国⼤学 ー 2020 (第4回)

11090000 国体 第75回国⺠体育⼤会 第41回四国 ⼤会 ー競技  ( 国体)

四国地区予選
四国地区予選

四国 ﾙ
連盟

JOで ン

11030040 3種 高円宮杯 JFA 第32回全日本U-15 ー選手権⼤会 四国⼤会
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  県 場 所

国体Uエガ6大会 四国 ッ 予選 8/8 (土) 〜 8/ガカ (月) 香川 香川(キカガゴ)→香川(キカキカ)→徳島(キカキガ

ガキクカカカキガ Uエガク四国 ン研修大会 ガカ/ク (日) 徳島 会場固定サ 徳島 芝キ面

ガキクカカカキキ Uエガク四国 ン研修大会 3/キカ (土) 〜 3/キガ (日) 香川 会場固定サ 香川 芝ガ面 ※キカガゴ年度 3月第3土日 変更

ガキクカカカ3カ Uエガキ シ ン ガ/キキ (⾦) 〜 ガ/キク (日) 高知 会場固定サ 高知 芝ガ面 ※ガ月第ク⾦土日 3日間

ガキクカカカクガ Uエガ6 ン指導者研修会 ガガ/ガク (土) 〜 ガガ/ガグ (日) 高知 Uガ7四国 ン ャン 併催 キカガゴ年度

ガキクカカカクキ Uエガク ン指導者研修会 グ/ガ7 (日) 未定 調整中 シ ンUエガク前期 前 ⾏う (ガ日開催

ガキクカカカク3 Uエガキ ン指導者研修会 グ/3ガ (日) 愛媛 ク県合同開催 ※UエガキドTシ シ ン兼

ク/キゴ (水) 愛媛 各チA開催 ク〜グ月開催 ガ.グ日︓ ャ ／実技／実践

高知 各チA開催 ク〜グ月開催 ガ.グ日︓ ャ ／実技／実践

グ/ガ6 (土) 香川 各チA開催 ク〜グ月開催 ガ.グ日︓ ャ ／実技／実践

ク/キゴ (水) 徳島 各チA開催 ク〜グ月開催 ガ.グ日︓ ャ ／実技／実践

ガキクカカカグ3 ⼥⼦ ン指導者研修会(ドTC) ガガ/キカ (⾦) 〜 ガガ/キ3 (月) 大阪 JエGRダダド堺

ガキクカカカグク ⼥⼦ ン指導者研修会 キ/6 (土) 〜 キ/7 (日) 愛媛 会場固定サ 愛媛 ※ シ ン落 し込

ガキクカカカ7カ 公認A級 イ ン 四国 イア 3/ガ3 (土) 愛媛 各県 ン 確認

四国 ン ャン

ガキクカカカ8ガ Uエガ7四国 ン ャン ガガ/ガク (土) 〜 ガガ/ガグ (日) 高知 和泉 徳島 ※各県選⼿権予選終了後 日程 考慮 キカガゴ年度 Uガ6 ン指導者研修会
併催 会場 ク県時計回

ガキクカカカ8キ Uエガク四国 ン ャン 6/6 (土) 〜 6/7 (日) 愛媛 会場固定サ 愛媛 芝ガ面

ガキクカカカ83 Uエガ3四国 ン ャン 8/キゴ (土) 〜 8/3カ (日) 高知 ※四国 ン ッ 運営 キカガ8年度 香川

ガキクカカカ8グ Uエガキ四国 ン ャン 7/ガ8 (土) 〜 7/ガゴ (日) 愛媛 会場固定サ 愛媛 芝ガ面

ガキクカカカ86 Uエガキ四国 ン ャン ガカ/ガ7 (土) 〜 ガカ/ガ8 (日) 徳島 会場固定サ 徳島 芝ガ面

地域⼥⼦ ン ャン

ガキクカカカゴグ ⼥⼦Uエガキ四国 ン ャン ゴ/キガ (月) ︖ 愛媛 会場固定サ 愛媛 芝ガ面 ※キカガグ ガ6年度 キ年間 検証 ←続⾏

ガキクカカカゴ7 ⼥⼦Uエガ6四国 ン ャン 8/キガ (⾦) 〜 8/キ3 (日) 香川

ガキクカカカゴ8 ⼥⼦Uエガク四国 ン ャン 7/キ3 (木) 〜 7/キク (⾦) 高知 ➡高知県 会場確保 出来 他県 開催予定日程も変更 会場固定サ 高知 芝キ面 ➡高知県 会場確保 出来 他県 開催予定

ガキクカカカゴゴ ⼥⼦Uエガク四国 ン ャン ガカ/キク (土) 〜 ガカ/キグ (日) 愛媛 キカキカ年度 ガ泊キ日(基本3泊キ日 実施

ガキクカカガカカ Uエガガ近県地区 ン対抗戦 キ/キカ (土) 〜 キ/キガ (日) 香川 東部運 公園 会場固定サ 香川 ※⼥⼦Uガキ四国 ン参加

ガキクカカクカカ Uエガガ/Uエガキ⼥⼦ ン対抗戦 ガキ/ガ3 (日) 香川 東部運 公園 会場固定サ 香川

ガキクカカガキカ Uエガ3/ガク ン対抗戦 キ/キ7 (土) 〜 キ/キ8 (日) 高知 キ日間芝キ面＊ク県 回 徳島 キカガゴ →高知→愛媛→香川
※キカガゴ年度 キ月第ク土日 変更

ガキクカカガ3カ Uエガグ ン対抗戦 ガガ/キガ (土) 高知 会場固定サ 高知 芝キ面
※キカガ8年度 ガガ月第3土曜日 ガ日開催 変更

ガキクカカガクカ Uエガ6 ン 第ガ節 ク/キ6 (日) 未定 調整中 キカガゴ年度

ガキクカカガクカ Uエガ6 ン 第キ節 グ/ガカ (日) 未定 調整中 キカガゴ年度

ガキクカカガクカ Uエガ6 ン 第3節 6/キ8 (日) 未定 調整中 キカガゴ年度

ガキクカカガグカ Uエガ6 ン キ/キ7 (土) 〜 キ/キ8 (日) 愛媛 高知 キカガゴ →愛媛→香川→香川→徳島
初日︓芝ガ面 キ日目︓芝キ面 ※キカガゴ年度高知

ガキクカカ3キガ ⼥⼦Uエガ6 第ガ節 ク/キ6 (日) 〜 ※男⼦Uエガ6 第ガ節 同日程 ※男⼦Uエガ6 ン 併催 日程確認中

ガキクカカ3キガ ⼥⼦Uエガ6 第キ節 グ/ガカ (日) ※男⼦Uエガ6 第キ節 同日程 ※男⼦Uエガ6 ン 併催 日程確認中

ガキクカカ3キガ ⼥⼦Uエガ6 第3節 6/キ8 (日) ※男⼦Uエガ6 第3節 同日程 ※男⼦Uエガ6 ン 併催 日程確認中

ガキクカカ3キ3 ⼥⼦Uエガク ク/ガガ (土) 〜 ク/ガキ (日) 香川 会場固定サ 香川 芝キ面

ガキクカカ3キキ/
ガキクカカ3キク ⼥⼦Uエガ6 /Uエガク キ/キ7 (土) 〜 キ/キ8 (日) 徳島 調整中 ⼥⼦分散／会場確認 芝キ面／ク県持 回 ︖

ガガカグカカゴカ ク種 四国 イ (Uエガキ) 3/ガ3 (土) 〜 3/ガク (日) 徳島 ※3月第キ土曜日を含 週末

ガキクカカガ8ガ Uエガ6/ガ8GK ャン 6/キカ (土) 〜 6/キガ (日) 香川 東部運 公園 四国高校総体 開催日 ※ キ対

ガキクカカガ8キ Uエガ3/ガクGK ャン ガカ/3ガ (土) 〜 ガガ/ガ (日) 愛媛 新居浜市営 ッ 場 高円宮杯四国 開催日 ※ キ対

ガキクカカガゴカ GK四国 ッ 研修会 キ/6 (土) 〜 キ/7 (日) 香川 東部運 公園 Uエガク四国 ン研修大会 併催

ガキクカカガ83 GKエC級ｺｰﾁ養成講習会 JチA事業 〜 JチA事業 キカガゴ年度 中国地域 隔年開催 実施
キカキカ年度 四国開催 し キカガゴ年度 愛媛 実施

ガキクカカグカガ ⼥⼦キ県合同 ン 徳島/高知 グ/キ3 (土) リロ グ/キク (日) 徳島 調整中 グ/キ3リログ/キク ※チA組 合わ ／Uエガ6 Uエガク共催 検討

ガキクカカグカキ ⼥⼦キ県合同 ン 香川/愛媛 未定 調整中 グ/キ3リログ/キク ※チA組 合わ ／Uエガ6 Uエガク共催 検討

ガキクカカグカ3 ⼥⼦キ県合同 ン 香川/徳島 ガガ/キ8 (土) リロ ガガ/キゴ (火) 徳島 調整中 ガガ/キ8リロガガ/キゴ ※チA組 合わ ／Uエガ6 Uエガク共催 検討

ガキクカカグカク ⼥⼦キ県合同 ン 愛媛/高知 未定 調整中 ガガ/キ8リロガガ/キゴ ※チA組 合わ ／Uエガ6 Uエガク共催 検討

〜

〜

技術委員⻑会議 未定 調整中 ン 開幕日 ン 開催県

技術委員⻑会議 8/ゴ (日) 香川 国体四国 ッ 中日

  技術委員⻑会議 ン 調整 ガキ/グ (土) 香川 ズ ※キカガ8年度 ガキ月第ガ土曜日

技術委員⻑会議 キ/キカ (土) 〜 キ/キガ (日) 東京 JチAハ 全国技術委員⻑会議中

Uエガク シ ン グ/キガ (木) 〜 グ/キク (日) 未定 ※グ/キカ 水 シ シ ン

Uエガク シ ン ガガ/キカ (⾦) 〜 ガガ/キ3 (月) 未定 ※地域対抗戦

予算外 ⼥⼦Uエガク シ ン ガガ/キカ (⾦) 〜 ガガ/キ3 (月) 大阪 JエGRダダド堺

ガガカクカカクカ ク種 四国⼥⼦(Uエガキ)8⼈制大会 ガキ/グ (土) 〜 ガキ/6 (日) 香川 ※キカガグ ガ6年度 キ年間 検証 ←続⾏

ＪＦＡＦＦＰ／ ン研修会 〜 未定 東日本︓未定 ⻄日本︓未定 キカガ8年度 愛媛 新居浜 →未定

ＪＦＡ イ 研修前期 7/ガゴ (日) 愛媛 Uガキ四国 併催

ＪＦＡ イ 研修後期 ガキ/ガキ (土) 〜 ガキ/ガ3 (日) 静岡 裾野市︓帝⼈ア 富⼠

新規 変更点 注意点

未定

 2019年11⽉29⽇　現在　

技術委員会

⼥⼦2県合同トレセン

各トレセン対抗戦

各トレセンキャンプ

ク月〜7月 各月第ク週 グ月 第キ週 を基本
ン 翌日 日曜日 あ 実施

けホ ＆ア イを考慮
選⼿登録 各試合ガ6名

開催日 備 考

キカガゴ年度 キ泊3日

予算外

その他

ガキクカカカガカ

GKキャンプ

四国C級イン 研修会ガキクカカカ6カ

ガキクカカ6カカ

⼥⼦ ン指導者研修会 委託

事業名

トレセン／9地域指導者スタッフ研修会

四国トレセン研修大会

JチA
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