
（一社）四国サッカー協会     　2021年度 事業計画　（案）

  県 場　　所

2021 国体（少年男子）四国ブロック予選 8/6 (金) ～ 8/8 (日) 徳島 徳島スポーツビレッジ 香川(2020)→徳島(2021)→高知(2022)→愛媛(2023)→香川(2024)

12400021 U-14四国トレセン研修大会① 10/10 (日) 徳島 徳島市球技場 会場固定: 徳島（芝2面）

12400022 U-14四国トレセン研修大会② 3/19 (土) ～ 3/20 (日) 香川 東部運動公園（人工芝） 会場固定: 香川（芝1面）※2019年度より3月第3土日に変更

12400030 U-12ナショナルトレセン 1/21 (金) ～ 1/23 (日) 高知 調整中 会場固定: 高知（芝1面）※1月第4金土日の3日間

12400041 U-16トレセン指導者研修会 6/19 (土) ～ 6/20 (日) 日程調整中 愛媛 北条スポーツセンター球技場 U17四国トレセンキャンプと併催（2019年度から）

12400042 U-14トレセン指導者研修会 10/9 (土) 徳島 徳島市球技場　サブ U-14四国トレセン研修大会①の前日に行う。

12400043 U-12トレセン指導者研修会 5/30 (日) 愛媛 桜井ふれあい海浜 4県合同開催 ※U-12NTシュミレーション兼ねる

5/23 (日) 愛媛 調整中 各FA開催 4～5月開催（1.5日:レクチャー／実技／実践）

5/3 (月) 高知 高知県立青少年センター 各FA開催 4～5月開催（1.5日:レクチャー／実技／実践）

6/6 (日) 香川 RE;SPO宇多津 各FA開催 4～5月開催（1.5日:レクチャー／実技／実践）

4/29 (木) 徳島 徳島文理大学グランド 各FA開催 4～5月開催（1.5日:レクチャー／実技／実践）

12400053 女子トレセン指導者研修会(NTC) 11/26 (金) ～ 11/29 (月) 大阪 J-green堺 11月25日研修会

12400054 女子トレセン指導者研修会 2/12 (土) ～ 2/13 (日) 愛媛 桜井ふれあい海浜 会場固定: 愛媛　※ナショナルトレセン落とし込み　

12400070 公認A級ライセンス四国トライアル 3/6 (日) 愛媛 新居浜グリーンフィールド 各県でグラウンド確認

四国トレセンキャンプ

12400081 U-17四国トレセンキャンプ 6/19 (土) ～ 6/20 (日) 日程調整中 愛媛 北条スポーツセンター球技場 ※各県インターハイ予選終了後の日程で考慮。2019年度よりU16トレセン指導者研修会と併催（会場は4県反時計回り）

12400082 U-14四国トレセンキャンプ 6/12 (土) ～ 6/13 (日) 日程調整中 愛媛 桜井ふれあい海浜 会場固定: 愛媛（芝1面）

U-14ナショナルトレセン 事前キャンプ 10/24 (日) 香川 東部運動公園（人工芝） 2020年度から新規事業（2020年度は新型コロナウイルス感染対策のため中止）

12400083 U-13四国トレセンキャンプ 8/28 (土) ～ 8/29 (日) 高知 春野運動公園（多目的グランド） 会場固定: 高知（芝１面）※四国トレセンスタッフで運営（2019年度から高知県）

12400085 U-12四国トレセンキャンプ① 7/17 (土) ～ 7/18 (日) 愛媛 レインボー 会場固定: 愛媛（芝1面）

12400086 U-12四国トレセンキャンプ② 10/16 (土) ～ 10/17 (日) 徳島 16日鳴門球技場、17日ポカリスエットサブ 会場固定: 徳島（芝1面）

地域女子トレセンキャンプ

12400095 女子U-12四国トレセンキャンプ 9/20 (月) 愛媛 調整中 会場固定: 愛媛（芝1面）

12400097 女子U-16四国トレセンキャンプ 8/20 (金) ～ 8/22 (日) 香川 RE;SPO宇多津

12400098 女子U-14四国トレセンキャンプ① 7/22 (木) ～ 7/23 (金) 高知 高知県立青少年センター 会場固定: 高知（芝2面）

12400099 女子U-14四国トレセンキャンプ② 10/23 (土) ～ 10/24 (日) 愛媛 桜井ふれあい海浜

12400100 U-11近県地区トレセン対抗戦 2/19 (土) ～ 2/20 (日) 香川 東部運動公園（天然芝・人工芝） 会場固定: 香川　※女子U12四国トレセン参加

12400400 　 U-11/U-12女子トレセン対抗戦 12/12 (日) 香川 東部運動公園（人工芝） 会場固定: 香川

12400120 U-13/14トレセン対抗戦 2/26 (土) ～ 2/27 (日) 愛媛 北条スポーツセンター陸上競技場、球技場 2日間芝2面＊4県で回す高知(2020)→愛媛(2021)→香川(2022)→徳島
(2023)   ※2019年度より2月第4土日に変更

12400130 U-15四国地区トレセン対抗戦 11/20 (土) 高知 西南大規模公園　人工芝 会場固定:  高知（芝2面）※2018年度より11月第3土曜日の1日開催に変更

高知 春野運動公園　補助競技場

徳島 鳴門・大塚スポーツパーク球技場

愛媛 桜井海浜スポーツ広場サッカー場

徳島 鳴門・大塚スポーツパーク球技場

愛媛 グリーンフィールド新居浜

香川 高松市東部運動公園　第１サッカー場

愛媛 伊予市しおさい公園

香川

高知 高知県立青少年センター

香川 香川県営第2サッカー・ラグビー場

徳島 TSV 人工芝

高知 スポーツパークさかわ

高知 春野運動公園　補助競技場 ※男子U-16トレセンリーグと併催

徳島 鳴門・大塚スポーツパーク球技場

愛媛 桜井海浜スポーツ広場サッカー場 ※男子U-16トレセンリーグと併催

徳島 鳴門・大塚スポーツパーク球技場

愛媛 グリーンフィールド新居浜 ※男子U-16トレセンリーグと併催

香川 高松市東部運動公園　第１サッカー場

12400323 女子U-14トレセンリーグ① 4/10 (土) ～ 4/11 (日) 香川 東部運動公園（人工芝） 会場固定: 香川（芝2面）

12400322/
12400324

女子U-16トレセンリーグ②/U-14トレセンリーグ② 2/26 (土) ～ 2/27 (日) 香川 26日香川県営サッカーラグビー場、27日東部運動公園 女子分散／会場確認（芝2面／4県持ち回り?）

11050090 4種 四国ガールズエイト(U-12) 3/12 (土) ～ 3/13 (日) 香川 東部運動公園（天然芝・人工芝） ※3月第2土曜日を含む週末

12400181 U-16/18GKキャンプ 6/19 (土) ～ 6/20 (日) 日程調整中 香川 東部運動公園（人工芝） 四国高校総体　開催日　※ゴール2対

12400182 U-13/14GKキャンプ 10/30 (土) ～ 10/31 (日) 愛媛 グリーンフィールド新居浜 ※ゴール2対

12400190 GK四国スタッフ研修会 2/12 (土) ～ 2/13 (日) 香川 りんくうスポーツ公園（人工芝）

12400183 GK-L1養成講習会（JFA事業） 12/23 (木) ～ 12/26 (日) 香川 東部運動公園（人工芝） JFA事業　2019年度は愛媛で実施

12400501 女子2県合同トレセン（徳島/愛媛） 11/27 (土) 調整中 ※FA組み合わせ／U-16・U-14共催の検討

12400502 女子2県合同トレセン（香川/高知） 11/27 (土) 香川 りんくうスポーツ公園（人工芝） ※FA組み合わせ／U-16・U-14共催の検討

12400503  女子2県合同トレセン（香川/愛媛） 2021年度は行わない ※FA組み合わせ／U-16・U-14共催の検討

12400504  女子2県合同トレセン（徳島/高知） 2021年度は行わない ※FA組み合わせ／U-16・U-14共催の検討

　　　　　 1/8 (土) ～ 1/9 (日) 愛媛、高知共催 高知 東部運動公園しらさぎドーム

2/12 (土) ～ 2/13 (日) 香川、徳島共催 徳島 徳島県で調整中

　　　　　技術委員⾧会議① 4/3 (土) WEB プリンスリーグ開幕日・プリンスリーグ開催県で

　　　　　技術委員⾧会議② 8/7 (土) 徳島 TSV会議室 国体四国ブロック中日

　　　　  技術委員⾧会議（グラウンド調整）③ 12/4 (土) 未定 調整中 ※2018年度より12月第1土曜日

　　　　　技術委員⾧会議④ 2/19 (土) ～ 2/20 (日) 未定 全国技術委員⾧会議中

　　　　　U-14ナショナルトレセン前期 5/20 (木) ～ 5/23 (日) 大分 大分スポーツ公園

U-13ナショナルトレセン 前期（JFA事業地域開催） 5/15 (土) ～ 5/16 (日) 日程調整中 香川 東部運動公園 2021年度より新設　JFA事業　U-13選手のみ

　　　　　U-14ナショナルトレセン後期 11/18 (木) ～ 11/21 (日) 静岡 裾野グランド ※地域対抗戦

予算外 　　　　　女子U-14ナショナルトレセン 11/26 (金) ～ 11/29 (月) 大阪 J-green堺

11050100 4種 JFA U-12 ガールズゲーム 2021 四国 12/4 (土) ～ 12/5 (日) 愛媛 愛媛県総合運動公園球技場 ※2015、16年度の2年間で検証　←続行　　（元　四国女子U12　8人制大会）

　　　　　ＪＦＡユースダイレクター研修前期 7/17 (土) or 7/18 (日) 愛媛 レインボー U12四国①と併催

ＪＦＡユースダイレクター研修後期 ～

新規 削除箇所（延期または中止による） 日程調整中:新型コロナ感染防止のため、日帰りもしくは1日開催 変更点・注意点

12400010

12400600

予算外

GKキャンプ

女子2県合同トレセン

その他

12400060 四国C級インストラクター研修会 2022年度は1泊2日

12400321 女子U-16トレセンリーグ①　第2節 5/9 (日)

12400321 女子U-16トレセンリーグ①　第3節 6/27 (日)

12400150 U-16トレセンリーグ②　第1節 11/14 (日)

12400321 女子U-16トレセンリーグ①　第1節 4/25 (日)

12400150 U-16トレセンリーグ②　第3節 12/5 (日)

12400150 U-16トレセンリーグ②　第2節 11/28 (日)

2019年度スタート

4月～7月の各月第4週（5月は第2週）を基本に
プリンスリーグの翌日（日曜日）あたりで実施。

選手登録は、各試合16名とする。12400140 U-16トレセンリーグ①　第2節 5/9 (日)

12400140 U-16トレセンリーグ①　第3節 6/27 (日)

2021年度スタート

各トレセン対抗戦

12400140 U-16トレセンリーグ①　第1節 4/25 (日)

各トレセンキャンプ

 2021年4月12日　現在　

技術委員会

事業名 開催日 備　　考

四国トレセン研修大会

トレセン／9地域指導者スタッフ研修会

JFA

女子トレセン指導者研修会（委託）
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