
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.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

1 2種クラブ 2021年度神奈川県クラブユースU-18合同セレクション 2021年6月 主催 かもめパーク他 30名 登録なし可 0 円 新規

2 2種クラブ
2021年度神奈川県クラブユースU-18合同セレクション
(タウンクラブ)

2022年3月 主催 かもめパーク他 30名 登録なし可 0 円 新規

3 キッズ * JFAキッズ(U-8)サッカーフェスティバル 2021年8月 主催 保土ヶ谷公園サッカー場 16チーム 登録なし可 1,000 円（税込）

4 キッズ * JFAキッズ(U-6)サッカーフェスティバル 2021年9月 主催 保土ヶ谷公園サッカー場 130名 登録なし可 0 円

5 キッズ * JFAキッズ(U-10)サッカーフェスティバル 2022年1月 主催 保土ヶ谷公園サッカー場 16チーム 登録なし可 1,000 円（税込）

6 幼児 *
JFAユニクロ・サッカーキッズ
又は　第2回リストpresent幼児サッカー大会

2022年2月6日 主催 横浜スタジアム 100チーム 登録なし可 8,000 円（税込）

7 女子 なでしこ広場 2021年4月25日～2022年3月31日 主催 県内各地 200名 登録なし可 0 円

8 女子 神奈川県女子サッカーアウォ－ズ 2022年2月1日 主催 県内（未定） 100名 登録チーム 0 円

9 女子 * JFAレディ－ス＆ガ－ルズフェスティバル 2021年4月～2022年3月 主催 県内各地 100名 登録なし可 0 円

10 女子 * 女子サッカーデー 2022年3月6日 又は 13日 主催 かもめパ－ク 200名 登録なし可 0 円

11 シニア O-70神奈川交流会 2021年4月～2022年3月 主管 馬入ふれあい公園サッカー場（人工芝） 2,000名 登録なし可 350 円（税込）

12 フットサル KANAGAWA FUTSAL FESTIVAL 17 2021年5月～2022年2月 主催 公営体育館・民間フットサル施設

U18：12ﾁｰﾑ
セレブ：4ﾁｰﾑ
女子：12ﾁｰﾑ
ef：8ﾁｰﾑ
大学：8ﾁｰﾑ

登録なし可

U18：10,000
セレブ： 9,000

女子：10,000
ef：59,000

大学：50,000

円（税込）
円（税込）
円（税込）
円（税込）
円（税込）

13 市町村 第12回神奈川県地域交流サッカー大会 2021年9月12日・19日 主催 県立スポーツセンター他 14チーム 登録なし可 10,000 円（税込）

14 市町村 第16回神奈川県地域対抗サッカー大会 2021年11月21日～12月5日 主催 県立スポーツセンター他 14チーム 登録なし可 10,000 円（税込）

15 事務局 SMCサテライト講座 2021年9月 主催 県サッカー協会会議室他 16名 登録なし可 32,000 円（税込）

16 事務局 * JFAファミリーフットサルフェスティバル 2021年12月4日 共催（県） 県立スポーツセンター 200名 登録なし可 0 円

17 事務局 * フットボールデー 2021年12月4日 共催（県） 県立スポーツセンター 200名 登録なし可 0 円

18 事務局 * 障がい者サッカー関連 2021年10月9日 共催（県） 県立スポーツセンター 200名 登録なし可 0 円

19 事務局 中学生ポジション別練習会 2021年12月 主催 県内中学校 120名 登録チーム 0 円

20 事務局 * ゴール寄贈事業 2021年4月～2022年3月 主催 県内各地

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.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

21 社会人 神奈川県社会人サッカーリーグ　1部 2021年4月～2022年1月 主催 かもめパーク他 12チーム 登録チーム 130,000 円（非課税）



事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

22 社会人 神奈川県社会人サッカーリーグ　2部 2021年4月～2022年1月 主催 かもめパーク他 30チーム 登録チーム 50,000 円（非課税）

23 社会人 神奈川県社会人サッカーリーグ　3部 2021年4月～2022年1月 主催 かもめパーク他 130チーム 登録チーム 5,000 円（非課税）

24 社会人 第11回神奈川県社会人サッカー1部リーグカップ 2021年10月～2022年1月 主催 かもめパーク他 12チーム 登録チーム 15,000 円（非課税）

25 社会人 第28回全国クラブチーム選手権神奈川県大会 2021年5月～2021年7月 主催 県立スポーツセンター他 16チーム 登録チーム 30,000 円（非課税）

26 社会人 第41回神奈川県社会人サッカー選手権大会 2021年12月～2022年3月 主催 県立スポーツセンター 49チーム 登録チーム 35,000 円（非課税）

27 社会人 第57回全国社会人サッカー選手権大会関東予選 2021年6月 主催 県立スポーツセンター 5チーム 登録チーム 30,000 円（非課税）

28 社会人 日本スポーツマスターズ選考会・関東予選 2021年4月～2022年2月 主催 柳島スポーツ公園他 20名 登録チーム 500
円/回
（非課税）

29 社会人 日本スポーツマスターズ岡山大会練習会・選手派遣 2021年4月～2021年9月 主催 柳島スポーツ公園他・岡山県美作市 20名 登録チーム 500
円/回
（非課税）

30 自治体 第49回全国自治体職員サッカー選手権大会神奈川予選会 2021年5月7日～5月29日 主催 等々力第一サッカー場・綾瀬市スポーツ公園 13チーム 登録チーム 16,500 円（非課税）

31 自治体 第48回関東自治体職員サッカー選手権大会神奈川予選会 2021年8月13日～9月4日 主催 等々力第一サッカー場・綾瀬市スポーツ公園 13チーム 登録チーム 16,500 円（非課税）

32 自治体 第49回全国自治体職員サッカー選手権大会南関東予選会 2021年6月25日～7月3日 主催 川崎市内グラウンド 8チーム 登録チーム 50,000 円（非課税） 新規

33 大学
2021年度第45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

2021年4月 主催 各校グラウンド 6チーム 登録チーム 20,000 円（非課税）

34 大学 2021年度　神奈川県大学サッカーリーグ　前期リーグ戦 2021年5月〜2021年7月 主催 各校グラウンド 6チーム 登録チーム 120,000 円（非課税）

35 大学 2021年度　神奈川県大学サッカーリーグ　後期リーグ戦 2021年8月〜2021年10月 主催 各校グラウンド 6チーム 登録チーム 120,000 円（非課税）

36 大学 2021年度　第61回 神奈川県知事杯争奪戦 2022年2月〜2022年3月 主催 各校グラウンド・かもめパーク 12チーム 登録チーム 30,000 円（非課税）

37 専門学校 第31回全国専門学校サッカー選手権大会神奈川大会　予選会 2021年7月4日・7月11日 主催 馬入ふれあい公園サッカー場（天然芝） 2チーム 登録チーム 35,000 円（非課税）

38 高校（全日） *
令和3年度第100回全国高等学校サッカー選手権大会
神奈川県予選会

2021年7月17日～11月13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（非課税）

39 高校（全日） 令和3年度第100回全国高等学校サッカー選手権大会 2021年12月28日～2022年1月10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

40 高校（全日）
令和3年度第64回関東高等学校サッカー大会
神奈川県予選会

2021年4月3日～5月5日
共催

（県高体連）
県内各校他 190チーム 登録チーム 7,000 円（非課税）

41 高校（全日）
令和3年度第59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

2021年4月24日～6月20日
共催

（県高体連）
県内各校他 190チーム 登録チーム 10,000 円（非課税）

42 高校（全日）
令和3年度　神奈川県高等学校サッカー新人大会
兼　令和4年度第65回関東高等学校サッカー大会第一次予選会

2021年10月20日～2022年1月29日
共催

（県高体連）
県内各校他 190チーム 登録チーム 6,000 円（非課税）

43 高校（定通）
令和3年度第31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

2021年5月22日～6月19日
共催

（県高体連）
県内各校 14チーム 登録チーム 9,000 円（非課税）

44 高校（定通）
令和3年度第36回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会
予選会

2021年9月18日～10月23日
共催

（県定通教）
県内各校 13チーム 登録チーム 7,000 円（非課税）

45 2種クラブ 2021年度神奈川県クラブユースサッカーリーグ 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク・綾瀬スポーツ公園他 18チーム 登録チーム 1部：40,000
2部：75,000

円（非課税）
円（非課税）

46 2種クラブ 2021年度神奈川県クラブユース新人戦 2022年1月8日～2022年3月31日 主催 かもめパーク・綾瀬スポーツ公園他 18チーム 登録チーム 11,000
円/試合
（非課税）

47 2種大会 *
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021
第13回神奈川県U-18リーグ

2021年4月～12月 主催 県内各地 292チーム 登録チーム

K1：145,000
K2：145,000
K3： 40,000
K4： 26,500

円（非課税）
円（非課税）
円（非課税）
円（非課税）

48 中学 第3回 春季中学校交流大会 2021年5月8日～6月27日 主管 県内各地 64チーム 登録チーム 0 円

49 中学 第55回 神奈川県中学校総合体育大会 2021年6月19日～8月25日
共催

（県中体連）
城山陸上競技場他 32チーム 登録なし可 0 円



事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

50 中学 第71回 神奈川県中学校サッカー大会 2021年10月10日～2022年1月29日
共催

（県中体連）
県立スポーツセンター他 32チーム 登録なし可 0 円

51 3種クラブ
第36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12回神奈川県クラブジュニアユースサッカー選手権大会

2021年4月10日～5月23日 主管 県内各地 103チーム 登録チーム 21,000 円（非課税）

52 3種クラブ 2021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 2021年4月24日～10月31日 主管 県内各地 65チーム 登録チーム 25,000 円（非課税）

53 3種クラブ
2021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

2021年11月6日～2021年12月19日 主管 県内各地 16チーム 登録チーム 20,000 円（非課税）

54 3種クラブ 2021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12月4日～2022年3月20日 主管 県内各地 18チーム 登録チーム 20,000 円（非課税）

55 3種大会 高円宮杯　JFA 第33回全日本U-15サッカー選手権　神奈川県大会 2021年9月4日～10月23日 主管 県内各地 100チーム 登録チーム 20,000 円（非課税）

56 3種大会 JFA U-13サッカーリーグ 2021 神奈川県大会　1stステージ 2021年6月5日～10月3日 主管 県内各地 90チーム 登録チーム 19,600 円（非課税）

57 3種大会 JFA U-13サッカーリーグ 2021 神奈川県大会　2ndステージ 2021年10月30日～2022年3月20日 主管 県内各地 90チーム 登録チーム 20,500 円（非課税）

58 3種大会 *
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2021 神奈川県大会
1部・2部リーグ

2021年3月6日～12月26日 主管 県内各地 29チーム 登録チーム 25,000 円（非課税）

59 3種大会 *
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2021 神奈川県大会
1stステージ 3部・4部リーグ

2021年3月6日～7月31日 主管 県内各地 98チーム 登録チーム 19,700 円（非課税）

60 3種大会 *
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2021 神奈川県大会
2ndステージ　3部・4部リーグ

2021年9月4日～12月26日 主管 県内各地 98チーム 登録チーム 19,700 円（非課税）

61 3種大会 2021年度　神奈川県3種対抗戦 2021年12月12日 主管 県内各地 2チーム 登録なし可 70,000 円（非課税）

62 3種大会 2021/2022 神奈川県中学生リーグ 2021年10月2日～2022年3月31日 主管 県内各地 120チーム 登録チーム 0 円

63 少年・少女 * JFA U-12サッカーリーグ2021 2021年4月～12月 主催 県内各地 500チーム 登録チーム 20,000 円（非課税）

64 少年・少女 * U-11リーグ 2021年4月～12月 主催 県内各地 90チーム 登録チーム 0 円

65 少年・少女 * U-10リーグ 2021年4月～12月 主催 県内各地 250チーム 登録チーム 0 円

66 少年・少女
第41回神奈川県チャンピオンシップU-12
兼　第45回関東少年サッカー大会予選

2021年7月17日～7月22日 主催 綾瀬スポーツ公園多目的広場他 32チーム 登録チーム 8,000 円（非課税）

67 少年・少女 第13回神奈川県チャンピオンシップU-10 2021年7月17日～7月22日 主催 海老名中野公園他 32チーム 登録チーム 8,000 円（非課税）

68 少年・少女 JFA第45回全日本U-12サッカー選手権大会神奈川県大会 2021年11月7日～11月23日 主催 県立スポーツセンター他 128チーム 登録チーム 10,000 円（非課税）

69 少年・少女 第19回神奈川県U-11サッカー大会 2021年12月4日・5日 主催 海老名中野公園他 24チーム 登録チーム 8,000 円（非課税）

70 少年・少女 神奈川新聞社旗争奪第46回神奈川県選抜U-12サッカー大会 2021年12月11日・12日・19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（非課税）

71 少年・少女 日産CUP争奪第48回神奈川県U-12サッカー選手権 2022年1月9日～2月13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（非課税）
円（非課税）

72 少年・少女 第41回神奈川県少女サッカー選手権大会 2021年10月23日・24日・31日 主催 県立スポーツセンター他 24チーム 登録なし可 7,000 円（非課税）

73 少年・少女 第22回神奈川県少女サッカーU10大会 2021年12月4日・5日 主催 県内各地 30チーム 登録なし可 登　録：4,000
未登録：8,000

円（非課税）
円（非課税）

74 少年・少女 第4回神奈川県少女サッカーフェスティバル 2021年7月24日・25日・8月1日 主催 県立スポーツセンター他 30チーム 登録なし可 7,000 円（非課税）

75 キッズ * 第11回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-8 2021年5月 主催 日産フィールド小机 16チーム 登録チーム 2,000 円（非課税）

76 キッズ * 第10回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-9 2021年6月 主催 日産フィールド小机 16チーム 登録チーム 2,000 円（非課税）

77 幼児 * 第42回神奈川県幼稚園サッカー春大会 2021年5月22日 又は 29日 主催 日産フィールド小机 70チーム 登録チーム 8,000 円（非課税）



事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

78 幼児 * 第42回神奈川県幼稚園サッカー秋大会 2021年11月13日 主催 保土ヶ谷公園サッカー場 64～70チーム 登録チーム 6,000 円（非課税）

79 幼児 * 第20回中萬学院チャイルドサッカー大会 2022年2月26日 主催 横浜国際プール 40チーム 登録チーム 6,000 円（非課税）

80 女子 第40回神奈川県女子サッカーリ－グ 2021年5月1日～12月31日 主催 県内各グラウンド 23チーム 登録チーム
1部：80,000
2部：60,000
3部：50,000

円（非課税）
円（非課税）
円（非課税）

81 女子
第43回神奈川県女子サッカー選手権大会
兼 皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会

2021年6月6日～7月17日 主管 かもめパ－ク他 16チーム 登録チーム 40,000 円（非課税）

82 女子
JFA　第25回全日本U-18女子サッカー選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ神奈川県大会

2021年7月1日～9月10日 主催 県立スポ－ツセンター他 6チーム 登録チーム 50,000 円（非課税）

83 女子 第4回　神奈川県女子ユ－ス（U-18)リ－グ 2021年10月1日～2022年1月31日 主催 県立スポ－ツセンター他 6チーム 15,000 円（非課税）

84 女子
第37回神奈川県レディ－スサッカー選手権大会
兼 第33回関東レディ－スサッカー大会予選

2021年7月～8月 主催 県内各グラウンド 4チーム（予定） 登録チーム 20,000 円（非課税）

85 女子 第11回　神奈川県レディ－ス8人制リ－グ 2021年5月～2022年2月 主催 県内各グラウンド 12チーム（予定） 登録なし可 2,000 円（非課税）

86 女子
第30回神奈川県高等学校女子サッカｰ選手権大会
兼 第30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

2021年6月19日～10月24日
共催

（高体連）
かもめパ－ク・湘南学院・星槎スタジアム他 18チーム 登録チーム 10,000 円（非課税）

87 女子 神奈川県高校女子サッカーリ－グ 2021年4月～2022年3月 主催 県内高校グラウンド 23チーム 登録チーム 0 円

88 女子 第14回神奈川県U-15女子サッカーリ－グ 2021年4月～12月 主催 県内各グラウンド 31チーム 登録チーム 25,000 円（非課税）

89 女子
第20回神奈川県U-15女子サッカー選手権大会
兼 JFA第26回全日本U-15女子サッカー選手権大会神奈川県予選

2021年8月28日～10月10日 主催 かもめパ－ク他 16チーム 登録チーム 30,000 円（非課税）

90 女子 第26回神奈川県女子中学生サッカー大会 2022年1月15日～2月13日 主催 保土ヶ谷公園サッカー場他 25チーム 登録なし可 18,000 円（非課税）

91 シニア
O-40神奈川リーグ兼JFA第10回全日本O-40サッカー大会
関東大会神奈川県予選会

2021年4月～2022年3月 主管 かもめパ－ク他 30チーム 登録チーム 210,000 円（非課税）

92 シニア
O-50神奈川リーグ兼JFA第21回全日本O-50サッカー大会
関東大会神奈川県予選会

2021年4月～2022年3月 主管 かもめパ－ク他 35チーム 登録チーム 200,000 円（非課税）

93 シニア
O-60神奈川リーグ兼JFA第16回全日本O-60サッカー大会
関東大会神奈川県予選会

2021年5月～2022年3月 主管 かもめパ－ク他 24チーム 登録チーム 160,000 円（非課税）

94 シニア
O-70神奈川リーグ兼JFA第17回全日本O-70サッカー大会
関東大会神奈川県予選会

2021年4月～11月 主管 県立スポーツセンター（人工芝） 6チーム 登録チーム 100,000 円（非課税）

95 シニア KTFA第15回関東O-40サッカー大会 2021年12月11日～12月12日 主管 神奈川県立スポーツセンター（人工芝・天然芝） 8チーム 登録チーム 50,000 円（非課税） 新規

96 フットサル 第24回神奈川県フットサルリーグ2021　1部・2部 2021年5月～2022年3月 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：12チーム
2部：12チーム

登録チーム 156,000 円（非課税）

97 フットサル JFA第27回全日本フットサル選手権大会神奈川県大会 2021年9月～12月 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 36,000 円（非課税）

98 フットサル
JFA第27回全日本U-15フットサル選手権大会神奈川県大会
JFA第12回全日本女子U-15フットサル大会　神奈川県大会

2021年9月～10月 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

男子：16チーム
女子： 5チーム

登録チーム
男子：20,000
女子：24,000

円（非課税）
円（非課税）

99 フットサル 第24回神奈川県フットサルリーグ2021　2部昇格戦 2022年1月～2月 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

4チーム 登録チーム 27,000 円（非課税）

100 フットサル
JFA第18回全日本女子フットサル選手権大会
神奈川県大会

2021年6月～8月 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

12チーム 登録チーム 40,000 円（非課税）

101 フットサル
神奈川新聞社杯
第41回神奈川県女子フットサル大会

2021年11月 主催 茅ケ崎市総合体育館 16チーム 登録なし可 20,000 円（非課税）

102 フットサル
JFAバーモントカップ
第31回全日本少年フットサル大会　神奈川県大会

2021年5月 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

32チーム 登録チーム 22,000 円（非課税）

103 フットサル
第16回神奈川県女子
フットサルリーグ2021　1部・2部

2021年5月～2022年3月 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：8チーム
2部：8チーム

登録チーム
160,000
150,000

円（非課税）
円（非課税）

104 フットサル 第16回神奈川県U-12フットサルリーグ2021 2021年5月～2022年1月 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

36チーム 登録チーム 29,000 円（非課税）

105 フットサル 第14回神奈川県U-18フットサルリーグ2021 2021年5月～2022年2月 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：8チーム
2部：8チーム

登録チーム 64,000 円（非課税）



事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

106 フットサル 第16回神奈川県ユース（U-18）フットサル大会 2021年8月 主催 平沼記念体育館 16チーム 登録チーム 19,000 円（非課税）

107 フットサル 第16回全日本大学フットサル大会　神奈川県大会 2021年5月 主催 横浜市立大学体育館 4チーム 登録チーム 25,000 円（非課税）

108 フットサル 第24回神奈川県フットサルリーグ2021　3部 2020年6月～2021年2月 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

109 フットサル
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

2021年5月 主催 平沼記念体育館・横須賀北体育館他 12チーム 登録チーム 23,000 円（非課税）

110 フットサル 第9回神奈川県U-15フットサルリーグ2021 2021年5月～2022年2月 主催 かもめパーク・公共施設体育館 8チーム 登録チーム 72,000 円（非課税）

111 フットサル 第12回神奈川県女子U-18フットサルリーグ2021 2021年5月～2022年2月 主催 かもめパーク・公共施設体育館 12チーム 登録チーム 78,000 円（非課税）

112 フットサル
PENALTY CUP 第6回神奈川県高等学校
女子フットサル選手権大会

2021年5月 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

8チーム 登録チーム 15,000 円（非課税）

113 フットサル 第8回神奈川県ビーチサッカー大会 2021年6月 主催 湘南ベルマーレひらつかビーチパーク(仮) 8チーム 登録チーム 20,000 円（非課税）

114 フットサル 第5回神奈川県ビーチサッカーオープンリーグ 2021年10月開幕 主催 湘南ベルマーレひらつかビーチパーク・鵠沼海岸 10チーム 登録チーム 30,000 円（非課税）

115 フットサル 神奈川県女子ビーチサッカー大会2021 2021年8月1日 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) 8チーム 登録チーム 10,000 円（非課税）

116 県選手権
第26回神奈川県サッカー選手権大会 兼 天皇杯JFA第101回
全日本サッカー選手権大会神奈川県代表決定戦

2021年3月6日～5月9日 主催
かもめパーク・レモンガススタジアム平塚・ニッパツ三
ツ沢球技場

10チーム 登録チーム 40,000 円（非課税）

117 事務局 天皇杯第101回全日本サッカー選手権大会 2021年5月22日～12月 主管 レモンガススタジアム平塚・ニッパツ三ツ沢球技場　他

118 事務局 2020東京オリンピック競技大会サッカー競技運営 2021年7月22日～8月7日 主管 横浜国際総合競技場

119 事務局 その他国内大会・国際大会の運営受託 2021年4月～2021年3月 主管 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.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

120 高校（全日） 神奈川県U-17選抜強化 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク他 50名 登録チーム 0 円

121 高校（全日） 2種高校部会地区選抜強化練習 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク他 8名 登録チーム 0 円

122 高校（全日） 神奈川県U-16ユースサッカー研修会 2021年10月24日～2022年2月26日 共催（県高体連） 横須賀リーフスタジアム他 8名 登録チーム 0 円

123 高校（全日） 2種高校部会　技術委員会会議 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 神奈川県サッカー協会 2種高校部会 登録チーム 0 円

124 高校（定通） 神奈川県定時制通信制高等学校選抜研修大会 2021年12月11日～2022年2月5日 主催 市立川崎高校 4名 登録なし可 0 円

125 2種クラブ 2021年度神奈川県クラブユース選手育成事業(クラブ選抜) 2021年8月1日～2022年1月31日 主催 綾瀬スポーツ公園他 30名 登録チーム 18,000 円（非課税）

126 中学 *
地区中学校選抜事業
（U13・U14・U15・女子）

2021年4月1日～2022年3月31日 主管 県内各グラウンド 144名 登録チーム 0 円

127 中学 神奈川県中学校選抜事業 2021年9月～12月 主催 川崎市立東橘中学校 他 20名 登録チーム 32,000 円（非課税）

128 中学 第8回 春季技術講習会（3種中学） 2021年2月19日・2月20日・3月5日
共催

（県中体連）
馬入ふれあい公園サッカー場他 144名 登録チーム 1,500 円（非課税）

129 キッズ * キッズプログラム・巡回指導 2021年4月1日～2022年2月28日 主催 県内幼稚園・保育園・小学校 20名/回 登録なし可 0 円

130 キッズ キッズエリートプログラム 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 未定 320名 登録なし可 1,000 円（税込）



事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

131 女子 女子トレ－ニングセンター 2021年4月4日～2022年3月31日 主催
かもめパーク・県スポーツセンター・馬入サッカー場・
秋葉台公園球技場他

150名 登録チーム 10,000 円（非課税）

132 フットサル 第37回全国選抜フットサル関東大会への派遣 2021年8月 主催 県立スポーツセンター 20名 登録チーム 10,000 円（非課税）

133 フットサル 神奈川県リーグ選抜強化練習会 2021年4月～2022年2月 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

200名 登録チーム 1,000 円（非課税）

134 フットサル かながわオープン　選抜フットサル大会 2021年4月～2022年3月 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

80名 登録チーム 7,000 円（非課税）

135 フットサル
日本トリムPersents第14回全国女子選抜フットサル大会
関東大会への派遣

2021年11月1日 主催 山梨県 14名 登録チーム 10,000 円（非課税）

136 フットサル 2021第16回長野オープンU23選抜フットサル大会への派遣 2022年2月 主催 南長野運動公園・軽井沢風越公園体育館 20名 登録チーム 20,000 円（非課税）

137 技術 JFAトレセン神奈川各地区（Ｕ13/Ｕ14/Ｕ15） 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 県内各地(9地区) 540名 登録チーム 20,000 円（非課税）

138 技術 * JFAトレセン神奈川U-12 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク他 260名 登録チーム 8,000 円（非課税）

139 技術 * JFAトレセン神奈川U13/U14 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク他 50名 登録チーム 0 円 県スポ協補助金

140 技術 * JFAトレセン神奈川U15 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 秋葉台公園球技場他　県内外各地 20名 登録チーム 0 円

141 技術 * JFAトレセン神奈川GKトレセン 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 秋葉台公園球技場 54名 登録チーム 0 円

142 技術 * JFAトレセン神奈川U16 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク他 20名 登録チーム 0 円

143 技術 関東トレセン交流会男子U13/U14 2021年10月1日～2022年2月27日 派遣
押原公園・前橋フットボールセンター・ジャーニーグラ
ウンド土合他

関東8都県 登録チーム 0 円 県スポ協補助金

144 女子 * 関東トレセンマッチ女子U13 2022年2月27日 派遣 鹿島ハイツ 関東8都県 登録チーム 0 円 県スポ協補助金

145 女子 * 関東トレセンマッチ女子U14 2022年2月27日 派遣 鹿島ハイツ 関東8都県 登録チーム 0 円 県スポ協補助金

146 女子 * 関東トレセンマッチ女子U16リーグ 2021年4月1日～2022年2月27日 派遣
鹿島ハイツ・ひたちなか市総合運動公園競技場・押原
サッカー場他

関東8都県 登録チーム 0 円
新規
県スポ協補助金

147 国体 * 第76回国民体育大会強化活動 2021年4月1日～9月22日 主催 かもめパーク他
成年男子
/女子/少年

登録チーム 0 円 県スポ協補助金

148 国体 * 第76回国民体育大会強化活動視察 2021年4月1日～9月22日 主催 かもめパーク他 登録チーム

149 国体 * 第76回国民体育大会関東ブロック大会
少年男子：2021年7月11日
成年男子・女子：2021年8月21日～23日

派遣
栃木グリン―スタジアム・矢板運動公園陸上競技場・真
岡市総合運動運動公園陸上競技場他

関東8都県 登録チーム 800 円（非課税） 県スポ協補助金

150 国体 * 第76回国民体育大会関東ブロック大会視察・スカウティング
少年男子：2021年7月11日
成年男子・女子：2021年8月21日～23日

派遣
栃木グリン―スタジアム・矢板運動公園陸上競技場・真
岡市総合運動運動公園陸上競技場他

登録チーム

151 国体 第76回国民体育大会 2021年9月26日～30日 派遣
三重県三重交通Gスポーツの杜・四日市市中央陸上競技
場・上野運動公園競技場他

成年男子・女
子：
16チーム
少年男子：
24チーム

登録チーム 県スポ協補助金

152 国体 第76回国民体育大会視察・スカウティング 2021年9月26日～30日 派遣
三重県三重交通Gスポーツの杜・四日市市中央陸上競技
場・上野運動公園競技場他

登録チーム

153 技術 * FAコーチ（技術担当専任者）配置事業 2021年4月1日～2022年3月31日 主催

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.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

154 高校（全日） 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 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 2種高校部会 登録チーム 0 円

155 高校（全日）
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

2021年4月1日～2022年3月31日 主催 2種高校部会 登録チーム 0 円



事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

156 高校（全日） 2種高校部会　競技委員会　審判割当編成事業 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 県内各地 2種高校部会 登録チーム 0 円

157 3種クラブ 指導者講習会（3種クラブ） 2021年4月3日～2022年3月27日 主管 県内各地 109 登録チーム 10,000 円（非課税）

158 技術 トレセンコーチ研修会 2021年8月下旬 主催 神奈川工科大学 150名 登録チーム 135,000 円（非課税）

159 技術 B級コーチ養成講習会 2021年4月1日～2022年3月31日
共催

（JSPO/JFA）
かもめパーク・星槎箱根キャンパス 64名 登録チーム 121,000 円（非課税）

160 技術 C級コーチ養成講習会 2021年4月1日～2022年3月31日
共催

（JSPO/JFA）
かもめパーク他 240名 登録なし可 33,000 円（税込）

161 技術 D級コーチ養成講習会 2021年4月1日～2022年3月31日
共催

（JFA）
しんよこフットボールパーク他　県内各地 400名 登録なし可 9,000 円（税込）

162 技術 キッズリーダー養成講習会 2021年4月1日～2022年3月31日
共催

（JFA）
かもめパーク他 120名 登録なし可 6,600 円（税込）

163 技術 リフレッシュ研修会 2021年4月1日～2022年3月31日
共催

（JFA）
かもめパーク他 660名 登録チーム 4,000 円（非課税）

164 スポーツ医科学 JFAスポーツ救命講習会 2021年10月～2022年3月 主催 かもめパーク他 20人 登録なし可 6,000 円（税込）

165 審判 * サッカー4級審判資格取得講習会 2021年2月・4月～9月 主催 かながわ県民サポートセンター他 6000 一般・ユース：1,100 円（非課税）

166 審判 サッカー4級審判資格更新講習会 2022年1月～2月 主催 かながわ労働プラザ他 1500 一般：1,650
ユース：　  0

円（非課税）
円

167 審判 * サッカー4級審判トレーニングセンター 2021年4月～2022年2月 主催
県内各高等学校・中学校
・かながわ県民サポートセンター

5000

168 審判 * サッカー3級審判資格取得講習会 2021年6月・11月・2022年2月 主催 海老名運動公園他 110 5,500 円（非課税）

169 審判 サッカー3級審判資格更新講習会 2022年1月～2月 主催 かながわ県民サポートセンター他 50 1,650 円（非課税）

170 審判 * サッカー3級審判トレーニングセンター 2021年4月～2022年3月 主催 県サッカー協会会議室・かもめパーク他 700

171 審判 サッカー2級審判資格推薦講習会 2021年8月・2022年2月 主催 かながわ県民サポートセンター 10 5,500 円（非課税）

172 審判 サッカー2級審判資格更新講習会 2022年1月・2月 主催 かながわ労働プラザ他 150 1,650 円（非課税）

173 審判 * サッカー2級審判トレーニングセンター 2021年4月～2022年2月 主催 県内各サッカー場 300

174 審判 * サッカー女子審判トレーニングセンター 2021年4月～2022年3月 主催 県内各サッカー場 500

175 審判 レフェリーアカデミー 2021年4月～2022年2月 主催 かもめパーク他 20

176 審判 * JFA審判トレセン 2021年6月～12月 主催 かもめパーク他 100

177 審判 * JFA審判トレセン女子トレセン 2022年2月1日 主催 県内各地 2級3級対象

178 審判 サッカー3級審判インストラクター資格取得講習会 2021年11月1日 主催 かながわ県民サポートセンター 8 5,500 円（非課税）

179 審判 サッカー3級審判インストラクター資格更新講習会 2021年11月・2022年2月 主催 かながわ県民サポートセンター 150 1,650 円（非課税）

180 審判 サッカーインストラクタートレーニングセンター 2021年4月～2022年3月 主催 大和生涯学習センター他 140

181 審判 県イントレ 2021年4月～2022年3月 主催 かもめパーク他 100

182 審判 フットサル4級審判資格取得講習会 2021年2月・4月～9月 主催 秩父宮記念体育館他 320 1,100 円（非課税）

183 審判 フットサル4級審判資格更新講習会 2022年1月～2月 主催 かながわ県民サポートセンター 20 1,650 円（非課税）



事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

184 審判 フットサル4級審判トレーニングセンター 2022年4月～2022年2月 主催 県内フットサル試合会場 100

185 審判 フットサル3級審判資格取得講習会 2022年1月～2月 主催 秩父宮記念体育館他 12 5,000 円（非課税）

186 審判 フットサル2級3級審判資格更新講習会 2021年1月～2月 主催 かながわ県民サポートセンター他 40 1,650 円（非課税）

187 審判 フットサル2級3級審判トレーニングセンター 2021年4月～2022年2月 主催 県内フットサル試合会場 260

188 審判 フットサル3級審判インストラクター資格取得講習会 2021年11月～12月 主催 県内フットサル試合会場 5 5,000 円（非課税）

189 審判 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～2月 主催 県内フットサル試合会場 12 1,650 円（非課税）

190 審判 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 2021年4月～2022年2月 主催 県内フットサル試合会場 30

191 審判 * 審判派遣事業 2021年4月～2022年3月 派遣

192 審判 * 審判登録事業 2021年4月～2022年2月 主催

193 事務局 ウェルフェアオフィサー認定講習会 2021年4月～2022年3月 主催 県内各地 350名 登録チーム 10,000 円（非課税）

定款第4条5号　サッカー環境の整備・充実に関する事業

事業
No.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

194 事務局 JFA施設整備助成事業 2021年4月～2022年12月 主催 南足柄市体育センター（人工芝）

195 かもめ * フットボールセンター運営事業 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク

196 かもめ * フットボールセンター整備事業 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク

197 かもめ フットボールセンター利用促進事業 2021年4月1日～2022年3月31日 主催 かもめパーク

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.

部会名 事　業　名（*：JFA一括補助金活用事業） 日　程 運営形態 会　　場 参　加 登録可否 参加料 備　考

198 広報 * ホームページ運営事業 2021年4月1日～2022年3月31日 主催

199 事務局 会員の集い 2022年3月 主催

200 事務局 * 競技会賠償保険 2021年4月1日～2022年3月31日

201 事務局 * 競技会コロナ対策 2021年4月1日～2022年3月31日
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