
 2020年度 事業報告（案）

定款第4条1号　サッカーの普及を通して地域交流及び国際大会を促進するための事業
事業
No.

日　程 運営形態 会　場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

1 第11回神奈川県地域交流サッカー大会 中止 主催
県立スポーツセンター、柳島スポーツ
公園、綾瀬スポーツ公園他

登録なし可

2 第15回神奈川県地域対抗サッカー大会 2020年11月1日～11月15日 主催
県立スポーツセンター、保土ケ谷公園
サッカー場

11チーム 登録なし可 0 円 パジャッソ（平塚市） ラフェノメノ（綾瀬市）
南海老名SC（海老名市）
FC赤羽根（茅ヶ崎市）

3 三県省道青少年スポーツ交流事業 中止
派遣

（神奈川県）
韓国　京畿道 登録チーム

4 * JFAトレセン神奈川U13　海外遠征(韓国) 中止 主催 韓国 登録チーム

5 中学生ポジション別研修会 中止 主催 神奈川大学 登録なし可

6 O-70神奈川交流会 2020年7月14日～2021年3月30日 主催 馬入ふれあい公園サッカー場 2080名 登録なし可 350 円（税込） 29回開催

7 * JFAキッズ(U-8)サッカーフェスティバル 2020年10月31日
主催

（JFA）
かもめパーク 8チーム 登録なし可 1,000 円（税込） フレンドリーマッチのため順位なし

8 * JFAキッズ(U-6)サッカーフェスティバル 2021年2月27日
主催

（JFA）
かもめパーク 4チーム 登録なし可 0 円 フレンドリーマッチのため順位なし

9 * JFAキッズ(U-10)サッカーフェスティバル 中止
主催

（JFA）
保土谷公園サッカー場 登録なし可

10 * JFAガールズ＆レディ－スフェスティバル
2020年9月26日（U-12）
※U-15、レディ－スは中止

主催
（JFA）

大和ゆとりの森大規模グラウンド 70名 登録なし可 0 円 フレンドリーマッチのため順位なし

11 * JFAファミリーフットサルフェスティバル 中止
主催

（JFA）
かもめパーク 登録なし可

12 * フットボールデー 中止
主催

（JFA）
かもめパーク 登録なし可

13 * 障がい者サッカー関連 中止
主催

（JFA）
かもめパーク 登録なし可

14 KANAGAWA FUTSAL FESTIVAL 16 中止 主催 公営体育館、民間フットサル施設 中止 登録なし可

15 SMCサテライト講座 中止 主催 神奈川県サッカー協会　会議室他 登録なし可

16 エバラキッズサッカーフェスタ＆セミナー 中止 主催 県内各地 登録なし可

17 神奈川県女子サッカーアウォ－ズ 中止 主催 県内各地 登録チーム

18 なでしこ広場 中止 主催 県内各地 登録なし可

19 神奈川県女子海外遠征 中止 主催 スペイン　バルセロナ 登録チーム

20 * 施設への用具等補助（ゴール寄贈） 2020年4月1日～2021年3月31日 主催

川崎市：古市場サッカー場
相模原市：高田橋グラウンド
横須賀市：電力中央研究所グラウンド
小田原市：小田原市立報徳小学校

21
神奈川県幼児サッカーフェスティバル
（リスト杯争奪神奈川県幼児サッカー大会）

中止 主催 横浜スタジアム 登録なし可

22 * JFA女子サッカーデー 中止 主管 かもめパーク 登録なし可

定款第4条2号　サッカー競技の運営主体として県民スポーツの振興に貢献する事業
事業
No.

日　程 運営形態 会場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

23 神奈川県社会人サッカーリーグ　１部 2020年8月2日～11月1日 主催 かもめパーク他 10チーム 登録チーム 0 円 日本工学院F･マリノス 品川CC横浜 YOKOHAMA FIFTY CLUB

23 神奈川県社会人サッカーリーグ　２部 2020年9月13日～12月20日 主催 かもめパーク他 28チーム 登録チーム 0 円
神奈川大学SC

FCグラシア相模原
鎌倉インターナショナルFC

はやぶさイレブン

23 神奈川県社会人サッカーリーグ　３部 2020年9月6日～2021年4月18日 主催 かもめパーク他 113チーム 登録チーム 0 円 14ブロックに分かれて実施

24 第27回全国クラブチームサッカー選手権大会　神奈川県大会 中止 主催 かもめパーク他 登録チーム

25 第40回神奈川県社会人サッカー選手権大会 2021年1月17日～2月21日 主催 保土ヶ谷公園サッカー場他 16チーム 登録チーム 0 円 品川CC横浜 日本工学院F・ﾏﾘﾉｽ
FCグラシア相模原
Y.S.C.C.セカンド

26 第56回全国社会人サッカー選手権 中止 主管 県立スポーツセンター他 登録チーム

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料

参　加　料
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事業
No.

日　程 運営形態 会　場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料

27 1部リーグリーグカップ 2020年11月15日～12月20日 主催 かもめパーク他 10チーム 登録チーム 0 円 YOKOHAMA FIFTY CLUB 日本工学院F・ﾏﾘﾉｽ

28 関東自治体職員サッカー選手権大会神奈川予選会 中止 主催 綾瀬市スポーツ公園 登録チーム

29 神奈川県自治体職員サッカー選手権 中止 主催 綾瀬市スポーツ公園 登録チーム

30
2020年度第44回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
神奈川県予選

2020年8月17日 主催 各校グラウンド 4チーム 登録チーム 20,000 円 第1代表：東海大学 第2代表：松蔭大学 第3代表：防衛大学校

31 2020年度　神奈川県大学サッカーリーグ　前期リーグ戦 中止 主催 各校グラウンド 登録チーム

32 2020年度　神奈川県大学サッカーリーグ　後期リーグ戦 2020年10月10日〜12月6日 主催 各校グラウンド 7チーム 登録チーム 120,000 円 東海大学 防衛大学校 横浜国立大学

33 2020年度　第60回　神奈川県知事杯争奪戦 2021年2月13日〜2月26日 主催 かもめパーク、各校グラウンド 12チーム 登録チーム 30,000 円 第1代表：専修大学 第2代表：関東学院大学
第3代表：産業能率大学
第4代表：神奈川大学

34
第30回全国専門学校サッカー選手権大会
神奈川大会　予選会

中止 主催 平塚馬入ふれあい公園　人工芝G 登録チーム

35
令和2年度第63回関東高等学校サッカー大会
神奈川県予選会

中止
共催

（県高体連）
県内各校他 登録チーム

36
令和2年度第58回全国高等学校総合体育大会
サッカー競技大会神奈川県予選会

中止
共催

（県高体連）
県内各校他 登録チーム

37 *
令和2年度第99回全国高等学校サッカー選手権大会
神奈川県予選会

2020年9月13日～11月28日 主催 ニッパツ三ツ沢球技場　他 200チーム 登録チーム 10,000 円 桐蔭学園 桐光学園
日大藤沢
横浜創英

38
令和2年度　神奈川県高等学校サッカー新人大会
兼　令和3年度第64回関東高等学校サッカー大会第一次予選会

2020年10月3日～2021年1月23日
共催

（県高体連）
県内各校 184チーム 登録チーム 6,000 円

関東予選のシード権獲得のための地区
予選であり、県大会の実施なし

39 令和2年度第99回全国高等学校サッカー選手権大会 2020年12月30日～2021年1月11日
共催

（全国高体連）
等々力陸上競技場他 48チーム 登録チーム 山梨学院 青森山田

帝京長岡
矢板中央

40
令和2年度第30回全国高等学校定時制通信制体育大会
サッカー大会予選会

中止
共催

（県高体連）
県内各校 登録チーム

41
令和2年度第35回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会
予選会

2020年9月19日～10月24日
共催

（県定通教）
県内各校 13チーム 登録チーム 7,000 円 横浜総合 秀英

相模向陽館
合同

42 令和2年度第35回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会 2020年11月28日～11月29日
共催

（関東定通教）
保土ケ谷公園サッカー場　他 8チーム 登録チーム 7,000 円 星槎国際（東京） 学悠館（栃木）

横浜総合（神奈川）
秀英（神奈川）

43 2020年度神奈川県クラブユースサッカーリーグ 2020年10月1日～12月31日 主催 横山公園　他 18チーム 登録チーム 0 円
※5試合消化時点で打ち切りのため順

位なし

44 2020年度神奈川県クラブユースサッカー新人戦 中止 主催 かもめパーク　他 登録チーム

45 *
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020
第12回神奈川県U-18リーグ

2020年8月29日～2020年12月13日 主催 県内各地 255チーム 登録チーム

K1：40,000
K2：40,000
K3：20,000
K4：10,000

円
円
円
円

K1：桐光学園A
K2：横浜F・マリノスB

K3A：横浜隼人A
K3B：桐蔭学園B
K3C：横浜商大

K3D：東海大相模B
K4：28グループで実施

K1：日大藤沢A
K2：桐光学園B
K3A：横浜創英B
K3B：厚木北B

K3C：日大藤沢C
K3D：湘南工科B

K1：横浜創英A
K2：東海大相模A
K3A：湘南学院A
K3B：星槎国際A
K3C：日大A
K3D：桜丘A

46 第2回 春季中学校交流大会 中止 主管 神奈川県内各グラウンド 登録チーム

47 第54回 神奈川県中学校総合体育大会 中止
共催

（県中体連）
Shonan BMW スタジアム平塚 他 登録なし可

48 2020/2021 神奈川県中学生リーグ 中止 主管 神奈川県内各グラウンド 登録チーム

49 第70回 神奈川県中学校サッカー大会 中止
共催

（県中体連）
神奈川県立スポーツセンター 他 登録チーム

50
第35回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会　神奈川県大会
兼　第11回神奈川県クラブジュニアユースサッカー選手権大会

中止 主管 県内各会場 登録チーム

51 2020年度　神奈川県クラブジュニアユース(U-14)サッカーリーグ 2020年9月5日～12月20日 主管 県内各会場 62チーム 登録チーム 0 円 10グループで実施

52 2020年度　神奈川県クラブジュニアユース(U-15)サッカーリーグ 2021年1月17日～3月21日 主管 県内各会場 17チーム 登録チーム 0 円
A：クラブテアトロJY

B：瀬谷インターナショナルフット
ボール

A：FCヴィアージャ
B：ヴィクトワールS.C

A：横須賀シーガルズFC
B：FOOTBALL CLUB 66

53
2020年度　神奈川県クラブジュニアユース(U-14)サッカー選手権大
会

中止 主管 県内各会場 登録チーム

54 *
高円宮杯　JFA　U-15サッカーリーグ2020神奈川県大会
1部・2部リーグ

2020年9月5日～12月20日 主管 県内各会場 30チーム 登録チーム 25,500 円
1部：バディーJY

2部B：クラブテアトロJY
2部C：シュートJY FC

1部：FC川崎CHAMP JY
2部B：FC厚木JY DREAMS

2部C：東急 S レイエス FC U-15 2nd

1部：横須賀シーガルズFC
2部B：横浜FC JY B

2部C：湘南ベルマーレWEST

55 *
高円宮杯　JFA　U-15サッカーリーグ2020神奈川県大会
1stステージ　3部・4部リーグ

中止 主管 県内各会場 登録なし可
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事業
No.

日　程 運営形態 会　場 参　加 登録可否
結　果
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結　果

（準優勝）
結　果
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事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料

56
JFA　U-13サッカーリーグ2020神奈川県大会
1stステージ

中止 主管 県内各会場 登録チーム

57 *
高円宮杯　JFA　U-15サッカーリーグ2020神奈川県大会
2ndステージ　3部・4部リーグ

2020年9月5日～12月20日 主管 県内各会場 99チーム 登録チーム
19200

※消化試合数に
応じて返金

円
3部：4グループで実施
4部：5グループで実施

58
高円宮杯　JFA　第32回全日本U-15サッカー選手権神奈川県大会
兼　第11回神奈川県U-15サッカー選手権大会

2020年9月5日～10月24日 主管 かもめパーク他 101チーム 登録チーム 0 円 第1代表：湘南ベルマーレWEST 第2代表：湘南ベルマーレEAST
第3代表：横浜FC戸塚
第4代表：豆度FC JY
第5代表：SC相模原

59 *
JFA　U-13サッカーリーグ2020神奈川県大会
2ndステージ

2020年9月5日～2021年3月14日 主管 県内各会場 97チーム 登録チーム 0 円

1部：横須賀シーガルズFC
2部B：横浜FC鶴見JY
2部C：バディーJY横浜
3部：4グループで実施
4部：5グループで実施

1部：シュートJY FC
2部B：カルペソール湘南JY
2部C：FC川崎CHAMP JY

1部：湘南ベルマーレWEST
2部B：FstudioいのやまJY
2部C：FC Kanaloa U-15

60 2020年度　神奈川県3種対抗戦 中止 主管 県内各会場 登録なし可

61 高円宮杯　JFA　神奈川県中学生リーグ　2020／2021 中止 主管 県内各会場 登録チーム

62 * JFA　U-12サッカーリーグ2020 2020年9月5日～2021年2月12日 主催 県内各会場 471チーム 登録チーム 0 円 各地区で実施

63 * U-11リーグ 2020年9月5日～2021年2月12日 主催 県内各会場 90チーム 登録チーム 0 円 各地区で実施

64 * U-10リーグ 2020年9月5日～2021年2月12日 主催 県内各会場 250チーム 登録チーム 0 円 各地区で実施

65 第3回神奈川県少女サッカーフェスティバル 中止 主催 県内各会場 登録なし可

66
第40回神奈川県チャンピオンシップU-12
兼　第44回関東少年サッカー大会予選

中止 主催 綾瀬スポーツ公園多目的広場他 登録チーム

67 第12回神奈川県チャンピオンシップU-10 中止 主催 海老名中野公園他 登録チーム

68 第40回神奈川県少女サッカー選手権大会 2020年10月24・25日・11月1日 主催 県内各会場 24チーム 登録なし可 7,000 円

69 JFA第44回全日本 U-12サッカー選手権大会神奈川県大会 2020年11月8日～11月23日 主催 大和なでしこスタジアム他 64チーム 登録チーム 10,000 円

70 第18回神奈川県U-11サッカー大会 2020年12月5日・6日 主催 海老名中野公園他 24チーム 登録チーム 8,000 円

71 第21回神奈川県少女サッカーU10大会 2020年12月5日・6日 主催 県内各会場 27チーム 登録なし可
登　録：4,000
未登録：8,000

円
円

72 神奈川新聞社旗争奪　第45回神奈川県選抜少年サッカー大会 2020年12月12日・13日・20日 主催 綾瀬スポーツ公園多目的広場他 24チーム 登録チーム 18,000 円

73 日産CUP争奪　第47回神奈川県少年サッカー選手権 2021年1月10日～2月14日 主催 日産スタジアム他 950チーム 登録なし可
登　録： 7,000
未登録：10,000

円
円

74 * 第9回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-9 中止 主催 日産小机フィールド 登録チーム

75 * 第10回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-8 中止 主催 日産小机フィールド 登録チーム

76 * 第41回神奈川県幼稚園サッカー春大会 中止 主催 日産スタジアム 登録チーム

77 * 第41回神奈川県幼稚園サッカー秋大会 2020年11月14日 主催 保土ヶ谷公園サッカー場 64チーム 登録チーム 0 円 フレンドリーマッチのため順位なし

78 * 第20回中萬学院チャイルドサッカー大会 中止 主催 横浜国際プール 登録チーム

79 第39回神奈川県女子サッカーリ－グ 2020年9月15日～2021年3月31日 主管 県内各地
1部：6チーム
2部：8チーム
3部：7チーム

登録チーム 0 円
神奈川大学Fortuna2016
※2部、3部は順位なし

ノジマステラ神奈川相模原ドゥ－エ
※2部、3部は順位なし

日体大FIELDS横浜サテライト
※2部、3部は順位なし

80
第42回神奈川県女子サッカー選手権大会
兼　皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会神奈川県予選

2020年8月1日～8月16日 主催
保土ヶ谷公園サッカー場
県立スポ－ツセンター　他

13チーム 登録チーム 0 円 SEISA　OSAレイア湘南FC 神奈川大学Fortuna2016 日体大FIELDS横浜サテライト

81 第3回神奈川県女子ユ－スサッカーリ－グ 2020年12月5日～2021年3月7日 主催 県立スポーツセンター　他 4チーム 登録チーム 0 円 大和シルフィ－ドU-18 横須賀シ－ガルズJOY 日体大FIELDS横浜U18

82
JFA　第24回全日本U-18女子サッカーユース選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ神奈川県予選大会

2020年7月24日～9月12日 主催 県立スポーツセンター　他 5チーム 登録チーム 40,000 円 ノジマステラ神奈川相模原ドゥ－エ 横須賀シ－ガルズJOY 日体大FIELDS横浜U18

83
第29回神奈川県高等学校女子サッカー選手権大会
兼　第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会神奈川県予選大
会

2020年9月12日～10月10日 共催
かもめパーク・湘南学院・星槎湘南ス
タジアム

18チーム 登録チーム 10,000 円 星槎国際高校湘南 湘南学院高校 藤沢清流高校

84 第13回神奈川県U-15女子サッカーリーグ 2020年7月19日～2021年2月27日 主催 県内各地 28チーム 登録チーム 0 円
1部：湘南ベルマ－レU15ガ－ルズ
2部：湘南ベルマ－レU15ガ－ルズB
3部：クラブテアトロ

1部：SCHフットボ－ルクラブU15
2部：横須賀シ－ガルズJOH

3部：ONCE　FC

1部：日体大FIELDS横浜U15BieneAoba©
2部：FC厚木ガ－ルズU15

3部：FC　CORVO　sagamihara

85
第19 回神奈川県U-15 女子サッカー選手権大会 （兼）
JFA 第25 回全日本U-15 女子サッカー選手権大会神奈川県予選

2020年9月15日～10月22日 主催 かもめパーク　他 16チーム 登録チーム 28,000 円 横須賀シ－ガルズMEG 湘南ベルマ－レU15ガ－ルズ 日体大FIELDS横浜U-15BieneAoba
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86 第25回神奈川県女子中学生サッカー大会 2021年1月17日～2月14日 主催 保土ヶ谷公園サッカー場　他 25チーム 登録なし可 12,000 円 SCHフットボ－ルクラブU-15 横須賀シ－ガルズG SCHフットボ－ルクラブU-13

87
第36回神奈川県レディ－スサッカー選手権大会
兼　第32回関東レディ－スサッカー大会予選

2020年9月6日～9月27日 主催 県内各地 4チーム 登録チーム 17,000 円 HFCレディ－ス 横須賀シ－ガルズレディ－ス FCマミ－ズ

88 第10回神奈川県レディ－ス8人制リ－グ 中止 主催 県内各地 登録なし可

89 神奈川県高校女子サッカーリーグ 2020年5月9日～2021年2月14日 主催 湘南学院・星槎湘南スタジアム　他 19チーム 登録チーム 0 円 ※未消化試合多数のため順位なし

90
O-40神奈川リーグ　兼
JFA第8回全日本O-40サッカー大会関東大会県予選会

2020年9月5日～2021年1月16日 主催
県立スポーツセンター・かもめパーク
他

27チーム 登録チーム 92,000 円 Meteor相模原 西湘Wing'sFC
横浜シニア

BonDeBola藤沢

91
O-50神奈川リーグ　兼
JFA第19回全日本O-50サッカー大会関東大会県予選会

2020年9月5日～2021年3月20日 主催
県立スポーツセンター・かもめパーク
他

31チーム 登録チーム 95,000 円 横浜シニアサッカー50 秦野シニアFC50 藤沢マスターズ50

92
O-60神奈川リーグ　兼
JFA第20回全日本O-60サッカー大会関東大会県予選会

2020年9月5日～2021年3月20日 主催
県立スポーツセンター・かもめパーク
他

21チーム 登録チーム 66,000 円 横須賀アズール60 湘南コンパーニョ
茅ヶ崎ウエスト60
いわさき60

93
O-70神奈川リーグ　兼
JFA第14回全日本O-70サッカー大会関東大会県予選会

2020年9月17日～11月12日 主催 県立スポーツセンター 6チーム 登録チーム 24,000 円 茅ヶ崎シニア70 神奈川イースト70雀 湘南ペガサスSC70

94
かながわシニアスポーツフェスタ2020
兼　第34回全国健康福祉祭大会（神奈川大会リハーサル）

中止 主管 県立スポーツセンター 登録チーム

95 KTFA第14回関東O-40サッカー大会 中止 主管 県立スポーツセンター 登録チーム

96
第23回神奈川県
フットサルリーグ2020　1部・2部

2020年8月2日～2021年3月31日 主催
星槎レイクアリーナ箱根、シンコース
ポーツ寒川アリーナ、ひらつかサン・
ライフアリーナ、横須賀南体育会館他

1部：13チーム
2部：14チーム

登録チーム
1部：145,000
2部：122,000

円
円

1部：アズヴェール藤沢
2部：YSCCフットサルネクスト

1部：FCまんほーる
2部：バーレスクFC

1部：ホヌ
2部：ジーラフットサルクラブ

97
JFA　第26回全日本フットサル選手権大会
神奈川県大会

2020年10月11日～11月23日 主催
星槎レイクアリーナ箱根、シンコース
ポーツ寒川アリーナ、ひらつかサン・
ライフアリーナ、横須賀南体育会館他

36チーム 登録チーム 29,000 円 SBFCロンドリーナ フェニックス横浜
ブラックショーツフットサルクラブ

バディランツァーレ

98
JFA　第26回全日本U-15フットサル選手権大会神奈川県大会
JFA　第11回全日本女子U-15フットサル大会　神奈川県大会

2020年9月26日～10月24日 主催 県立スポーツセンター

男子：14チー
ム
女子： 5チー
ム

登録チーム
男子：25,000
女子：30,000

円
円

男子：PSTCロンドリーナU-15
女子：横浜ウィンズ

男子：PSTCロンドリーナセグンド
女子：アトラクティーボ

男子：PSTCロンドリーナテルセイロ

99
第23回神奈川フットサルリーグ2020
2部昇格戦

2021年3月28日　抽選実施 主催 ZUCC FUTSALBASE大井 3チーム 登録チーム 0 円 アディシエFCY（抽選昇格） ACディレット（抽選昇格）

100 JFA　第17回全日本女子フットサル選手権大会神奈川県大会 2020年8月16日～8月23日 主催 秦野総合体育館、横須賀南体育会館他 12チーム 登録チーム 34,000 円 シュートアニージャ ヴィエントFC
カルチェットフットサルクラブレ

ディース

101
神奈川新聞社杯
第40回神奈川県女子フットサル大会

2020年10月31日～11月1日 主催 茅ケ崎市総合体育館 9チーム 登録なし可 25,000 円 桐蔭横浜大学エッグプラント アズヴェール藤沢レディース
秦野FC

リベルタ450

102
JFA　バーモントカップ
第30回全日本少年フットサル大会　神奈川県大会

中止 主催
シンコースポーツ寒川アリーナ、ひら
つかサン・ライフアリーナ、横須賀南
体育会館他

登録チーム

103
第15回神奈川県女子
フットサルリーグ2020　1部・2部

2020年8月10日～12月19日 主催
星槎レイクアリーナ箱根、シンコース
ポーツ寒川アリーナ、ひらつかサン・
ライフアリーナ、横須賀南体育会館他

1部：9チーム
2部：5チーム

登録チーム
1部：111,000
2部：97,000

円
円

1部：ヴィエントFC
2部：桐蔭横浜大学エッグプラント

1部：カルチェットフットサルクラブ
レディース

2部：リベルタ450

1部：湘南FCペローダ
2部：ヘッジホッグ

104 第15回神奈川県U-12フットサルリーグ2020 2020年9月7日～2021年2月8日 主催
ひらつかサン・ライフアリーナ、エス
タジオ横浜、フットサルクラブ横浜
、横須賀南体育会館他

30チーム 登録チーム 16,000 円 ※中央大会打ち切りのため順位なし

105 第13回神奈川県U-18フットサルリーグ2020 2020年8月23日～2021年3月14日 主催
平沼記念体育館、宮前スポーツセン
ター、横須賀北体育館、湘南工科大学
他

1部：9チーム
2部：14チーム

登録チーム 44,000 円
※14試合未消化で打ち切りのため順位

なし

106 第15回神奈川県ユース（U-18）フットサル大会 2020年8月7日～8月11日 主催 平沼記念体育館 12チーム 登録チーム 23,000 円 SBFCロンドリーナU-18 武相高等学校
エスタジオ横浜U-18
鶴見大学附属高等学校

107
第15回全日本大学フットサル大会
神奈川県大会

中止 主催 横浜市立大学体育館 登録チーム

108 第23回神奈川県フットサルリーグ2020　3部 2020年9月5日～2021年2月28日 主催

エスタジオ横浜、ZUCC FUTSALBASE大
井、ミズノフットサルプラザ藤沢、コ
スタ横浜、マリノスフットボールパー
ク東山田

34チーム 登録チーム 0 円
A：中村さん

B：アディシエFCY
C:ACディレット

A：柴田工務店FC横浜
B：横須賀ドゥーロラソ

C:サルサガミハラ

A：フォルテ湘南
B：エスフォルソーニョ

C:パズル

109
JFA　第7回全日本Ｕ-18フットサル選手権大会
神奈川県大会

中止 主催 平沼記念体育館、横須賀北体育館他 登録チーム

110 神奈川県フットサルマスタープレリーグ 中止 主催 民間フットサル施設 登録なし可

111 第8回神奈川県U-15フットサルリーグ2020 2020年9月13日～2021年12月27日 主催 かもめパーク、公共施設体育館 14チーム 登録チーム
52000

※消化試合数に
より返金あり

円

112 第11回神奈川県女子U-18フットサルリーグ2020 2020年9月13日～2021年12月6日 主催 かもめパーク、公共施設体育館 10チーム 登録チーム 57,000 円 森村学園中等部高等部A 二宮高等学校 藤沢西高等学校

113
PENALTY CUP 第5回神奈川県高等学校
女子フットサル選手権大会

中止 主催
シンコースポーツ寒川アリーナ、ひら
つかサン・ライフアリーナ

登録チーム

114 2020第15回長野オープンU23選抜フットサル大会 中止 主催
南長野運動公園、軽井沢風越公園体育
館

登録チーム
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115 第7回神奈川県ビーチサッカー大会 中止 主催
湘南ベルマーレひらつかビーチパーク
(仮)

登録チーム

116 第4回神奈川県ビーチサッカーオープンリーグ 中止 主催
湘南ベルマーレひらつかビーチパー
ク、鵠沼海岸

登録チーム

117 神奈川県女子ビーチサッカー大会2020 中止 主催
鵠沼海岸(第7回湘南藤沢ビーチサッ
カー大会と併催)

登録チーム

118
第25回神奈川県サッカー選手権大会　兼　天皇杯JFA第100回
全日本サッカー選手権大会神奈川県大会代表決定戦

2020年7月12日～8月23日 主催 保土ヶ谷公園サッカー場　他 8チーム 登録チーム 40,000 円 桐蔭横浜大学 桐蔭横浜大学FC
専修大学

エスペランサSC

119 天皇杯JFA第100回全日本サッカー選手権大会
【1回戦】2020年9月16日
【準決勝】2020年12月27日

主管
Shonan BMW スタジアム平塚（1回戦）
等々力陸上競技場（準決勝）

【準決勝】
○2　川崎フロンターレ
●0　ブラウブリッツ秋田

【1回戦】
○4　桐蔭横浜大学
●2　山梨学院大学ペガサス

120 * 第75回国民体育大会関東ブロック大会運営事業 中止
主管

（JSPO他）
県立スポーツセンター・かもめパーク
他

121 2020東京オリンピック競技大会サッカー競技運営事業 中止
主管

（IOC/FIFA他）
横浜国際総合競技場　他

定款第4条3号　サッカー選手の育成及びサッカーの競技力向上に関する事業
事業
No.

日　程 運営形態 会場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

122 * 国体　1次強化事業 中止 主催 かもめパーク　他 登録チーム

123 * 国体　2次強化事業 中止 主催 かもめパーク　他 登録チーム

124 * 国体　強化合宿事業 中止 主催 かもめパーク　他 登録チーム

125 * 第75回国民体育大会関東ブロック大会 中止 派遣
県立保土ケ谷公園サッカー場、大和ス
ポーツセンター競技場、かもめパーク
他

登録チーム

126 * 第75回国民体育大会関東ブロック大会視察 中止 派遣
県立保土ケ谷公園サッカー場、大和ス
ポーツセンター競技場、かもめパーク
他

登録チーム

127 * 第75回国民体育大会関東ブロック大会スカウティング 中止 派遣
県立保土ケ谷公園サッカー場、大和ス
ポーツセンター競技場、かもめパーク
他

登録チーム

128 * 国体　3次強化事業 中止 主催 かもめパーク　他 登録チーム

129 * 国体　強化練習視察 中止 派遣 かもめパーク　他 登録チーム

130 * 第75回国民体育大会事業 中止 派遣
鹿児島県志布志運動公園陸上競技場、
国分運動公園陸上競技場、OSAKO YUYA
stadium　他

登録チーム

131 * 第75回国民体育大会視察 中止 派遣
鹿児島県志布志運動公園陸上競技場、
国分運動公園陸上競技場、OSAKO YUYA
stadium　他

登録チーム

132 * 第75回国民体育大会スカウティング 中止 派遣
鹿児島県志布志運動公園陸上競技場、
国分運動公園陸上競技場、OSAKO YUYA
stadium　他

登録チーム

133 国体　健康診断事業 中止 派遣 登録チーム

134 国体　Tシャツ・ポロシャツ事業 中止 主催 登録チーム

135 * 国体　4次強化事業（女子のみ） 2021年3月7日～3月14日 主催 かもめパーク 4チーム 登録チーム 0 円

135.1 国体強化部会会議 2020年7月15日～2021年3月15日 主催 県サッカー協会会議室、オンライン 0 円

136 関東トレセンマッチ女子U18 中止 派遣 鹿島ハイツ 登録チーム

137 関東トレセンマッチ女子U17 中止 派遣 サッカータウン波崎 登録チーム

138 関東トレセンマッチ女子U14 中止 派遣 サッカータウン波崎 登録チーム

139 関東トレセンマッチ女子U13 中止 派遣 サッカータウン波崎 登録チーム

140 男子U13/14強化練習および関東トレセン交流会 2020年10月13日～2021年12月13日 派遣 県外各地 8チーム 登録チーム 0 円

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料
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141 JFAトレセン神奈川各地区（U13/U14/U15） 2020年8月24日～2021年3月30日 主催 県内9地区×3カテゴリー 631名 登録チーム
8,000

～
20,000

円

円

142 * JFAトレセン神奈川U12 2020年8月29日～2021年3月29日 主催 かもめパーク他　県内各地 206名 登録チーム
6,000
5,000
3,000

円×191名
円×13名
円×2名

143 * JFAトレセン神奈川U13/U14 2020年9月27日～12月13日 主催 かもめパーク 50名 登録チーム 0 円

144 * JFAトレセン神奈川U15 2020年9月9日～11月23日 主催 秋葉台公園球技場他　県内外各地 25名 登録チーム 0 円

145 * JFAトレセン神奈川U16 2020年9月30日～2021年3月17日 主催 かもめパーク他　県内各地 24名 登録チーム 0 円

146 * JFAトレセン神奈川GKトレセン 2020年10月14日～12月9日 主催 秋葉台公園球技場 60名（9地区） 登録チーム 30,000 円（地区）

147 日本スポーツマスターズ選手選考及び関東予選 2020年7月26日～2021年3月7日 主管 茨城県　ひたちなか市総合運動公園 1チーム 登録チーム 500 円 関東予選敗退

148 神奈川県U-17選抜強化 中止 主催 かもめパーク他 登録チーム

149 2種高校部会地区選抜強化練習 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 かもめパーク他 8チーム 登録チーム 0 円

150 神奈川県U-16ユースサッカー研修会 2020年10月25日～2021年2月28日
共催

（県高体連）
リーフスタジアム他 8チーム 登録チーム 0 円

北相
川崎

横三
横浜A

151 神奈川県定時制通信制高等学校選抜研修大会 中止 主催 市立川崎高校 登録なし可

152 2020年度神奈川県クラブユース選手育成事業(クラブ選抜) 2020年8月22日～2021年1月24日 主催 綾瀬スポーツ公園、他 83名 登録チーム
3,000

15,000
円
円

153 神奈川県中学校選抜事業 2020年10月1日～12月6日 主催 かもめパーク　他 32名 登録チーム 0 円
県内8地区から推薦された選手を東西

に分けて対抗戦を実施

154 第７回 春季技術講習会（3種中学） 中止
共催

（県中体連）
馬入ふれあい公園サッカー場 他 登録チーム

155 * 地区中学校選抜事業 2020年10月1日～2021年3月31日 主管 神奈川県内各グラウンド 8地区 登録チーム 0 円 県内8地区から選手を選考

156 神奈川県女子トレ－ニングセンター 2020年9月27日～2021年3月14日 主催 かもめパ－ク　他 73名 登録チーム
U-13：7,000
U-14：8,000

円
円

157 * キッズエリートプログラム 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 県内各地 203名 登録なし可 1,000 円（税込）

158 * キッズプログラム・巡回指導 2020年12月21日～2021年2月26日 主催 寒川町立一之宮小学校　他 8回開催 登録なし可 0 円

159 第36回全国選抜フットサル関東大会への派遣 中止 主催 千葉県 登録チーム

160 神奈川県リーグ選抜強化練習会 中止 主催
星槎レイクアリーナ箱根、シンコース
ポーツ寒川アリーナ、ひらつかサン・
ライフアリーナ、横須賀南体育会館他

登録チーム

161 かながわオープン　選抜フットサル大会 2021年3月27日 主催 平沼記念体育館 4チーム 登録チーム 9,000 円 みなと総合高校 武南高校 藤沢西高校

162
日本トリムPersents第13回全国女子選抜フットサル大会
関東大会

中止 主催 県立スポーツセンター 登録チーム

163 * 技術担当者専任化事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 県内各地 1名

215 ★女子U-15強化練習 2021年3月14日 主催 県立スポーツセンター 4チーム 登録チーム 0 円

定款第4条4号　サッカーの指導者及び審判の要請に関する事業
事業
No.

日　程 運営形態 会場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

164 指導者講習会（3種クラブ） 2020年9月13日～2021年2月27日 主管 県内各会場 106チーム 登録なし可 10,000 円（税込） 全5回実施

165 GK講習会（3種クラブ） 中止 主催 県内各会場 登録なし可

166 B級コーチ養成講習会 2020年9月13日～2021年4月8日 主催 かもめパーク、星槎箱根キャンパス
32名（2コー
ス）

登録チーム 110,000 円（税込）

167 C級コーチ養成講習会 2020年10月28日～2021年2月2日
共催

（JSPO/JFA）
かもめパーク、日本工学院

69名（3コー
ス）

登録なし可 33,000 円（税込）

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料
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事業
No.

日　程 運営形態 会　場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料

168 D級コーチ養成講習会 2020年8月8日～2021年3月4日
共催

（JFA）
2020年8月8日～2021年3月4日

199名（7コー
ス）

登録なし可 9,000 円（税込）

169 キッズリーダー養成講習会 2020年12月12日
共催

（JFA）
南毛利スポーツセンター

16名（1コー
ス）

登録なし可 6,600 円（税込）

170 リフレッシュ研修会 2020年4月1日～2021年2月23日
共催

（JFA）
かもめパーク、神奈川県サッカー協会
事務所

414名（2コー
ス）

登録チーム
2,000
4,000

円（税込）
円（税込）

171 トレセンコーチ研修会 2020年9月1日～2021年3月31日 主催 県内各地 9地区 登録チーム 135,000 円（税込）

172 平日リフレッシュ研修会 中止 主催 かもめパーク他　県内各地 登録チーム

173 * サッカー4級審判資格取得講習会 2020年2月1日～10月18日 主催
かながわ県民サポートセンター　他
オンライン開催

3,800名 1,100 円（税込） 60回開催

174 サッカー4級審判資格更新講習会 2021年1月16日～1月30日 主催 県民サポートセンター 218名 1,650 円（税込） 5回開催

175 * サッカー4級審判トレーニングセンター 2020年8月2日～2021年3月28日 主催 かもめパーク・県内高等学校　他 1,500名 0 円

176 サッカー3級審判資格取得講習会 2020年9月27日～11月8日 主催 綾瀬スポーツセンター　他 59名 5,500 円（税込）

177 サッカー3級審判資格更新講習会 2021年12月1日～3月25日 主催 eラーニングで実施 756名 1,650 円（税込）

178 サッカー3級審判トレーニングセンター 2020年5月1日～2021年3月31日 主催 かもめパーク、オンライン開催 944名 0 円 47回開催

179 サッカー2級審判資格推薦講習会 2021年3月8日～3月21日 主催 かもめパーク　他 11名 5,500 円（税込）

180 サッカー2級審判資格更新講習会 2021年1月23日～2月18日 主催
県民サポートセンター、eラーニング
で実施

136名 1,650 円（税込）

181 サッカー2級審判トレーニングセンター 2020年8月16日～2021年3月31日 主催 県下各サッカー場、オンライン開催 300名 0 円

182 サッカー女子審判トレセン 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 県下各サッカー場、オンライン開催 20名 0 円 6回開催

183 県レフェリーアカデミー 2020年7月1日～2021年2月28日 主催 県民サポートセンター、三浦学苑　他 55名 0 円 6回開催

184 * JFA審判トレセン 事業NO.188内で実施 主催 県内各サッカー場 0 円

185 * JFA審判トレセン（女子） 事業NO.182内で実施 主催 県内各サッカー場 60名 0 円

186 サッカー3級審判インストラクター資格取得講習会 2020年11月17日 主催 保土ヶ谷公園サッカー場 7名 5,500 円（税込）

187 サッカー3級審判インストラクター資格更新講習会 2020年11月21日～2021年2月6日 主催 オンライン開催 121名 1,650 円（税込）

188 サッカーインストラクタートレセン 2020年7月1日～2021年2月28日 主催 オンライン開催 126名 0 円

189 県イントレ 2020年7月18日～2021年12月20日 主催 かもめパーク 96名 0 円 12回開催

190 フットサル4級審判資格取得講習会 2020年2月9日～9月22日 主催 秩父宮記念体育館　他 249名 1,100 円（税込） 15回開催

191 フットサル4級審判資格更新講習会 2021年2月27日 主催 県民サポートセンター 4名 1,650 円（税込） 1回開催

192 フットサル4級審判トレーニングセンター 2020年8月8日～2021年1月23日 主催 県下フットサル試合会場 56名 0 円

193 フットサル3級審判資格取得講習会 2020年5月24日 主催 男女参画共同横浜センター 5名 5,000 円（税込）

194 フットサル2級3級審判資格更新講習会 2020年12月1日～2021年3月25日 主催 オンライン開催、eラーニングで実施 80名 1,650 円（税込）

195 フットサル2級3級審判トレーニングセンター 2020年9月20日～9月26日 主催 県民サポートセンター 70名 0 円

196 フットサル3級審判インストラクター資格取得講習会 中止 主催 神奈川県フットサル試合会場

197 フットサル3級審判インストラクター資格更新講習会 2021年1月5日 主催 ひらつか サン・ライフアリーナ 13名 1,650 円（税込）

198 フットサル3級審判インストラクタートレーニングセンター 中止 主催 神奈川県フットサル試合会場
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 2020年度 事業報告（案）

事業
No.

日　程 運営形態 会　場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料

199 * 審判派遣事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 県内各会場

200 * 審判登録事業 2020年4月1日～2021年2月28日 主催 県内各会場

201 2種高校部会　審判委員会　資格取得更新事業及び昇格事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 県内各高校　他 2種高校部会 登録チーム 0 円

202 2種高校部会　審判委員会　審判員実技研修並びに競技規則研修事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 県内各高校　他 2種高校部会 登録チーム 0 円

203 * スポーツ救命ライセンス講習会 中止 主催 かもめパーク会議室 登録なし可

204 ウェルフェアオフィサー認定講習会 中止 主催 県内各地 登録チーム

205 関東ブロックキッズリーダーミーティング 2020年11月8日 主催 オンラインで実施 35名 登録なし可

214 ★ウィメンズカレッジ（リフレッシュ研修会） 2021年2月11日 主催 オンラインで実施 14名 登録なし可 1,500 円（税込）

定款第4条5号　サッカーの環境整備・充実に関する事業
事業
No.

日　程 運営形態 会場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

206 JFA施設整備助成事業 2020年4月～2022年12月 主催 南足柄市体育センター（人工芝）

207 * フットボールセンター運営事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 かもめパーク
サッカー場利用実績

55,859名（のべ1,053団体）
フットサル場利用実績

16,003名（のべ478団体）

208 * フットボールセンター整備事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 かもめパーク

209 フットボールセンター利用促進事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催 かもめパーク
早朝営業（7～9時）の試行

7月～10月の土日祝日、8/1～16

定款第4条6号　その他この法人の目的を達成するために必要な事業
事業
No.

日　程 運営形態 会場 参　加 登録可否
結　果

（優勝）
結　果

（準優勝）
結　果
（3位）

210 * ホームページ運営事業 2020年4月1日～2021年3月31日 主催

211 会員の集い 中止 主催 ホテル横浜キャメロットジャパン

212 90周年事業 中止 主催 ホテル横浜キャメロットジャパン

213 * 競技会賠償保険 2020年4月1日～2021年3月31日

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

事　業　名
（*：JFA一括補助金活用事業 / ★追加事業）

参　加　料

参　加　料
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