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補助 社会人連盟 県リーグ（１部･２部･３部） 4/1 ～ 11/4 県内各会場 78チーム 指導・普及 ４種委員会 巡回指導 6/4 ～ 2/28 東西南北各会場 1,800人

主催 大学連盟 第45回埼玉県大学サッカーリーグ戦 4/7 ～ 12/2 各大学グラウンド 19チーム 指導・普及 ４種委員会 JFAキッズU-6サッカーフェステバル　その１ 未定 埼玉スタジアム 未定

主催 ３種委員会 第５回埼玉県ユース(U-15)サッカーリーグ 3月 ～ 11月 県内会場 10チーム 指導・普及 ４種委員会 JFAキッズU-6サッカーフェステバル　その２ 未定 埼玉スタジアム 未定

主催 Ｕ－１５クラブ 第２６回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－15)大会県予選 4/7 ～ 6/3 埼玉県内各地 65チーム 指導・普及 ４種委員会 JFAキッズU-8サッカーフェステバル 未定 坂戸市第一多目的グランド 300人

主催 女子連盟 第34回関東女子サッカー選手権大会(兼)第34回全日本女子サッカー選手権関東予選 4/28 ～ 7/29 さいたま市駒場補助競技場　各中学校会場　他 385チーム 指導・普及 ４種委員会 JFAキッズU-10サッカーフェステバル 未定 熊谷市文化公園グランド 300人

主催 ４種委員会 第３６回全日本少年サッカー大会 4/7 ～ 6/17 県内各地、埼玉スタジアム他 500チーム 指導・普及 技術委員会 公認C級コーチ養成講習会 5/2 ～ 6/3 リコー東松山研修センター 40人

主催 ４種委員会 第６回埼玉県第４種サッカーリーグ戦・選手権大会 4/22 ～ 12/23 県内各地、埼玉スタジアム他 450チーム 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 4/1 リコー東松山研修センター 40人

主催 女子連盟 第17回埼玉県女子ユース(U15)サッカー大会(兼)関東女子ユース(U15)サッカー大会埼玉県予選 4/14 ～ 5/13 大島新田多目的グラウンド他 未定 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 4/15 リコー東松山研修センター 40人

指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 4/28 リコー東松山研修センター 40人

指導・普及 技術委員会 Ｕ－１６トレセン 4/1 ～ 3/31 駒場サブＧ・ＳＦＡグラウンド 150人

指導・普及 技術委員会 第３種トレーニングセンター 4/22 ～ 3/17 ＳＦＡグラウンド 90人

指導・普及 審判委員会 フットサル4級審判資格認定講習会講師派遣　10回 4/1 ～ 3/31 川越市、他 平均30人

指導・普及 審判委員会 フットサル3級審判資格認定講習会　4回 4/1 ～ 3/31 川越市、他 数名/回

指導・普及 審判委員会 フットサル2級審判資格予備講習会　2回 4/1 ～ 3/31 川越市、他 数名/回

指導・普及 審判委員会 フットサル3級インストラクター資格認定講習会　1回 4/1 ～ 12/31 川越市、他 数名

指導・普及 審判委員会 フットサル審判派遣事業　160回 4/1 ～ 3/31 川越市、他 -

指導・普及 審判委員会 フットサルインストラクター派遣事業　80回 4/1 ～ 3/31 川越市、他 -

指導・普及 審判委員会 フットサル審判指導・育成事業　4回 4/1 ～ 3/31 川越市、他 5名/回

指導・普及 審判委員会 フットサルインストラクター指導・育成事業　1回 4/1 ～ 3/31 川越市、他 数名

指導・普及 審判委員会 CIトレーニングセンター　１２回 4/1 ～ 3/30 リコー東松山研修センター 平均３０人

第4回埼玉県サッカー協会会長杯　県シニアサッカー選手権（O-40）兼関東シニアサッカー選手権埼玉県予選 指導・普及 審判委員会 女子審判員研修会　３回 4/1 ～ 3/30 埼玉スタジアム他 平均１５人

指導・普及 審判委員会 審判委員会運営　１２回 ４月 ～ ３月 未定 156人

指導・普及 審判委員会 ユース審判育成会議　5回 未定 未英 40人

指導・普及 審判委員会 審判研修派遣 ４月 ～ 3月 未定 20人

指導・普及 審判委員会 埼玉県社会人リーグ1部～2部　審判員派遣 4/1 ～ 12/16 県内各地 未定

指導・普及 審判委員会 埼玉県社会人トーナメント戦（彩の国、県民、クラブ選手権
1種選手権、入替戦）　審判員派遣 4/1 ～ 12/16 県内各地 未定

指導・普及 審判委員会 埼玉県大学リーグ、トーナメント戦(総理大臣杯、彩の国、入換え戦　審判員派遣 4/1 ～ 11/25 県内各地 未定

指導・普及 審判委員会 埼玉県ユース大会　審判員派遣 4/1 ～ 12/16 県内各地 未定

指導・普及 審判委員会 関東社会人リーグ、関東ユース大会、関東女子リーグ、トーナメント　審判員派遣 4/1 ～ 12/16 県内各地 未定

指導・普及 事務局 大学生によるスポーツインターンシップ 4月 ～ 3月 県内各中学校（さいたま市内除く） 約40名

補助 社会人連盟 第１９回全国クラブチームサッカー選手権大会 埼玉県大会 5/27 ～ 7/8 県内各会場 50チーム 指導・普及 ４種委員会 栄養学 5/12 ～ 2/16 東西南北各会場 600人

主催 大学連盟 平成24年度埼玉県大学サッカー選手権兼総理大臣杯埼玉県予選 5/3 ～ 5/27 各大学グラウンド 14チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 5/4 リコー東松山研修センター 30人

主催 自治体連盟 第４１回全国自治体職員サッカー選手権大会埼玉県予選 5/5 ～ 5/26 さいたま市駒場サブグランド他 12チーム 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 5/19 リコー東松山研修センター 40人

主催 高体連２種 埼玉県U-16サッカーリーグ 5/6 ～ 12/31 各学校会場 100チーム 指導・普及 技術委員会 ＧＫトレセン 5/1 ～ 2/28 県内各地 未定

指導・普及 ４種委員会 埼玉県サッカー協会キッズリーグ戦（U－８） 5/26 ～ 12/22 東西南北各会場 ２０００人 指導・普及 審判委員会 3級審判インストラクターステップアップ研修会　4回 5/1 ～ 11/30 志木市民会館他 平均20人

補助 シニア連盟 第1回埼玉スーパーシニアサッカー（O-70）大会 5/23 埼玉スタジアム2002他 10チーム

主催 女子連盟 第32回埼玉県女子サッカー大会(兼)第34回全日本選手権(兼)第24回全国レディースサッカー大会予選 5/20 ～ 7/1 埼玉スタジアム第3他 未定

主催 女子連盟 第9回埼玉県女子(U15)サッカーリーグ大会 5/19 ～ 12/23 大島新田多目的グラウンド他 未定

補助 フットサル連盟 第12回　埼玉県フットサルリーグ　１部　2012 5/1 ～ 11/30 埼玉県内の体育館 10チーム

補助 フットサル連盟 第10回　埼玉県フットサルリーグ　２部　2012 5/1 ～ 11/30 埼玉県内の体育館 10チーム

補助 フットサル連盟 第９回　埼玉県女子フットサルリーグ　2012 5/1 ～ 11/30 埼玉県内の体育館 10チーム

受託 社会人連盟 第４８回全国社会人サッカー大会関東予選 6/24 ～ 7/8 関東各地 28チーム 指導・普及 技術委員会 公認D級コーチ養成講習会 6/30 ～ 7/1 リコー東松山研修センター 40人

主催 Ｕ－１５クラブ 第２３回高円宮杯全日本ユース（Ｕ－15)サッカー選手権大会県クラブ予選 6/9 ～ 7/14 埼玉県内各地 51チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 6/2 リコー東松山研修センター 30人

補助 Ｕ－１５クラブ 第２２回埼玉県クラブユース（Ｕ－１４)サッカー選手権大会 6/17 ～ 1/26 埼玉県内各地 65チーム 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 6/23 リコー東松山研修センター 40人

補助 Ｕ－１２クラブ 埼玉県クラブユースサッカー選手権Ｕ-12会長杯 6/16 ～ 6/30 埼玉スタジアム第２Ｇ他 44チーム 指導・普及 審判委員会 上級審判員研修会　１回 6/1 ～ 6/30 リコー東松山研修センター 35人

指導・普及 審判委員会 総務部会運営　1回 6月 ～ 未定 4人

受託 社会人連盟 第１３回東日本社会人サッカー大会 7/14 ～ 7/16 埼玉県内 6チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 7/1 リコー東松山研修センター 30人

補助 社会人連盟 県リーグ選抜交流戦及び選抜選考会 7/21 ～ 1/13 埼玉県内 4チーム 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 7/7 リコー東松山研修センター 40人

補助 社会人連盟 市町村対抗戦兼県民総合体育大会 7/22 ～ 9/2 県内各会場 30チーム 指導・普及 技術委員会 ＧＫキャンプ 7/7 ～ 未定 未定

主催 中体連 高円宮杯全日本ユース（U１５）選手権埼玉県中学校第２次予選 7/30 ～ 8/8 さいたま市駒場補助競技場　各中学校会場　他 52チーム 指導・普及 審判委員会 市町審判委員長会議　1回 ７月 ～ さいたま共済会館 55名

主催 女子連盟 第8回埼玉県女子ユース(U18)サッカー選手権大会(兼)第16回関東女子ユース(U18)サッカー選手権大会予選 7/8 ～ 8/19 埼玉スタジアム第4他 未定 指導・普及 審判委員会 3級審判インストラクター研修会　3回 7/1 ～ 3/31 さいたま市他 平均40名

主催 女子連盟 第10回JFA関東ガールズエイト(U-12)サッカー大会埼玉県予選決勝大会 7/7 ～ 7/8 熊谷スポーツ文化公園西多目的広場 12～13チーム 指導・普及 審判委員会 高円宮杯、Ｊユース大会　審判員派遣 7/1 ～ 12/16 県内各地 未定

主催 １種委員会 彩の国カップ第１７回埼玉県サッカー選手権大会 7/22 ～ 8/26 埼玉スタジアム他 8チーム

主催 高体連２種 第91回全国高等学校サッカー大会埼玉県大会兼埼玉県高校サッカー選手権大会 8/7 ～ 11/18 埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ2002 他 176ﾁｰﾑ 指導・普及 技術委員会 公認C級コーチ養成講習会 8/16 ～ 8/20 リコー東松山研修センター 40人

主催 女子連盟 平成24年度埼玉県高等学校女子サッカー選手権大会 8/21 ～ 9/23 各学校グラウンド他 未定 指導・普及 技術委員会 トレセンキャンプＣ１ 8/4 ～ 8/5 ＳＦＡグラウンド ３０人

補助 Ｕ－１２クラブ 埼玉県クラブユースサッカー選手権大会Ｕ-10大会 8/25 ～ 8/26 鴻巣市上谷総合公園他 32チーム 指導・普及 技術委員会 トレセンキャンプＣ３ 8/18 ～ 8/20 県外 ３０人

指導・普及 技術委員会 トレセンキャンプＣ２ 8/21 ～ 8/23 ＳＦＡグラウンド ３０人

指導・普及 審判委員会 2、3級資格更新講習会　5回 8/1 ～ 10/31 東部、西部、南部、北部 計1,300名

主催 ３種委員会 第２１回埼玉県ユース(U-15)サッカー選手権大会 9/1 ～ 10/13 埼玉スタジアム第３G　他 35チーム 指導・普及 技術委員会 公認D級コーチ養成講習会 9/1 ～ 9/2 リコー東松山研修センター 40人 代表関連 技術委員会 第６７回国民体育大会（成年） 9/30 ～ 10/4 大垣市・養老町 21人

主催 シニア連盟 第9回埼玉県シニアサッカー選手権（O-50）兼第11回全国シニア（O-50）大会埼玉県予選 9/2 ～ 11/25 熊谷文化ｽﾎﾟｰﾂ公園補助競技場他 21チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 9/2 リコー東松山研修センター 30人 代表関連 技術委員会 第６７回国民体育大会（女子） 9/30 ～ 10/4 大垣市・養老町 21人

主催 シニア連盟 県民総合体育大会（シニアの部）兼日本マスターズサッカー2012（O-40）埼玉県予選 9/2 ～ 11/25 熊谷文化ｽﾎﾟｰﾂ公園補助競技場他 33チーム 指導・普及 技術委員会 関東トレセンリーグ 9/23 ～ 2/24 ＳＦＡグランド、他 66人 代表関連 技術委員会 第６７回国民体育大会（少年） 9/30 ～ 10/4 飛騨市 21人

主催 ３種委員会 第１回埼玉県ユース(U-13)サッカーリーグ 9/8 ～ 12/16 県内各会場 8チーム 指導・普及 審判委員会 フットサル各級審判資格更新講習会　4回 9/1 ～ 12/31 川越市、他 平均30人

補助 フットサル連盟 Puma Cup 2012　全日本フットサル選手権大会　埼玉県大会 9/1 ～ 12/31 埼玉県内の体育館 32チーム 指導・普及 審判委員会 フットサル3級インストラクター資格更新講習会　1回 9/1 ～ 12/31 川越市、他 5人
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補助 社会人連盟 各地区ブロックリーグ決勝大会 10/28 ～ 11/18 県内各会場 40チーム 指導・普及 技術委員会 公認C級コーチ養成講習会 10/5 ～ 11/4 リコー東松山研修センター 40人

主催 Ｕ－１５クラブ 第１５回埼玉県ユース（Ｕ－13)サッカー選手権大会クラブ予選 10/20 ～ 1/19 埼玉県内各地 60チーム 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 10/27 リコー東松山研修センター 40人

主催 中体連 埼玉県ユース（U13）大会中学校第1次予選 10/27 ～ 12/28 さいたま市駒場補助競技場　各中学校会場　他 348チーム 指導・普及 技術委員会 強化審判員研修会　１回 10/1 ～ 10/30 リコー東松山研修センター 20人

受託 シニア連盟 関東シニア６０・６５・７０埼玉大会 10/21 熊谷文化ｽﾎﾟｰﾂ公園陸上競技場他 25チーム

受託 女子連盟 第34回関東女子サッカー選手権大会(兼)第34回全日本女子サッカー選手権関東予選 10/6 ～ 10/14 埼玉スタジアム第2.4他 未定

主催 女子連盟 第24回埼玉県サッカー大会県中央大会 10/6 ～ 10/7 毛呂山町総合公園グラウンド 12-13チーム

補助 Ｕ－１２クラブ 埼玉県クラブユースサッカー選手権大会Ｕ-12会長杯 10/20 ～ 10/28 埼玉スタジアム第2Ｇ他 44チーム

主催 社会人連盟 第３回埼玉県社会人トーナメント会長杯（予選） 11/25 ～ 1/6 県内各会場 110チーム

受託 社会人連盟 第４６回関東社会人サッカー大会 11/9 ～ 11/25 県内各会場 16チーム

補助 社会人連盟 県リーグ1･2･3部昇降格決定戦 11/18 ～ 12/9 県内各会場 6チーム

主催 少年連盟 スポーツ少年団大会 11/4 11/18 埼玉スタジアム他 400チーム

主催 ４種委員会 第６回埼玉県第４種新人戦 11/18 ～ 2/17 県内各地、埼玉スタジアム他 500チーム

主催 女子連盟 第4回埼玉県女子サッカーU-14(エイト)秋季リーグ 11/17 ～ 12/2 大島新田多目的グラウンド他 未定

主催 中体連 埼玉県ユース（U13）大会中学校第2次予選 12/9 ～ 12/9 さいたま市駒場補助競技場　各中学校会場　他 42チーム 指導・普及 技術委員会 公認D級コーチ養成講習会 12/1 ～ 12/2 リコー東松山研修センター 40人

受託 シニア連盟 第6回関東シニアサッカー選手権大会（O-40） 12/15 ～ 12/16 熊谷文化ｽﾎﾟｰﾂ公園補助競技場他 8チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 12/2 リコー東松山研修センター 30人

主催 女子連盟 第5回会長杯(兼)第34回埼玉県女子サッカー選手権大会 12/16 ～ 12/23 埼玉スタジアム他 未定 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 12/8 リコー東松山研修センター 40人

主催 女子連盟 2012年度(第18回)埼玉県U-10少女サッカー育成・交流大会(申請中事業) 12/22 ～ 12/23 ＳＦＡグラウンド 25チーム 指導・普及 技術委員会 ＧＫキャンプ 12/9 ～ 未定 未定

主催 社会人連盟 第３回埼玉県社会人トーナメント会長杯 1/27 ～ 3/10 熊谷文化スポーツ公園 陸上競技場 他 46チーム 指導・普及 技術委員会 公認C級コーチ養成講習会 1/11 ～ 2/3 リコー東松山研修センター 40人

主催 シニア連盟 第4回埼玉県サッカー協会会長杯　県シニアサッカー選手権（O-40）兼関東シニアサッカー選手権埼玉県予選 1/14 埼玉スタジアム2002公園第3グラウンド 2チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 1/13 リコー東松山研修センター 30人

補助 シニア連盟 第4回シニアフェスタ（Over40、50、60、65、70） 1/14 埼玉スタジアム2002公園第3グラウンド 10チーム 指導・普及 技術委員会 北海道トレセン交流 1/12 ～ 1/14 しらこばと運動公園 44人

補助 Ｕ－１２クラブ Ｕ-12彩の国さいたまＣＵＰ　新春少年サッカー大会 1/2 ～ 1/3 埼玉スタジアム第４Ｇ他 18チーム 指導・普及 審判委員会 3級資格認定講習会　6回 1/1 ～ 12/31 東部、西部、南部、北部 平均20人

指導・普及 事務局 スポーツマネジャーズカレッジ サテライト講座in埼玉 1月 ～ 2月 埼玉県内 定員30名

主催 １種委員会 第３回　埼玉県サッカー協会　１種選手権大会 2/17 ～ 3/24 熊谷文化スポーツ公園陸上競技場 他 8チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 2/2 リコー東松山研修センター 30人

主催 大学連盟 平成25年度彩の国カップ大学代表決定戦 2/24 ～ 3/31 各大学グラウンド 19チーム 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 2/16 リコー東松山研修センター 40人

主催 高体連２種 高円宮U-18サッカーリーグ2012埼玉県リーグ 2/19 ～ 9/17 各学校会場 150チーム

主催 ３種委員会 第１５回埼玉県ユース(U-13)サッカー選手権大会 2/9 ～ 3/9 熊谷文化スポーツ公園　他 16チーム

補助 Ｕ－１２クラブ 埼玉県クラブユースサッカー選手権Ｕ-11大会 2/16 ～ 2/24 埼玉スタジアム第2Ｇ 44チーム

主催 Ｕ-18クラブ 彩の国カップ２種クラブ予選 2月 ～ 3月 レッズランド他 4チーム

補助 社会人連盟 彩の国カップ出場決定戦 3/17 熊谷文化スポーツ公園陸上競技場 2チーム 指導・普及 技術委員会 公認D級コーチ養成講習会 3/2 ～ 3/3 リコー東松山研修センター 40人 代表関連 技術委員会 U-16県高体連韓国遠征 3/26 ～ 3/29 韓国慶州 18人

補助 社会人連盟 全国社会人サッカー関東予選大会最終代表決定戦 3/24 熊谷文化スポーツ公園陸上競技場 2チーム 指導・普及 技術委員会 公認キッズリーダー養成講習会 3/2 リコー東松山研修センター 30人

補助 Ｕ－１５クラブ 第２２回埼玉県クラブユース（Ｕ－15)サッカー選手権大会 3/17 ～ 11/23 埼玉県内各地 65チーム 指導・普及 技術委員会 リフレッシュ研修会 3/20 リコー東松山研修センター 40人

主催 シニア連盟 埼玉県シニア４０南部サッカーリーグ 3/4 ～ 12/2 九里グラウンド他 17チーム

主催 シニア連盟 埼玉県シニア４０北部サッカーリーグ 3/25 ～ 11/11 熊谷運動公園他 16チーム

補助 シニア連盟 埼玉県シニア60リーグ 3/28 ～ 11/25 ＳＦＡグラウンド他 6チーム

補助 シニア連盟 埼玉県シニア65リーグ 3/28 ～ 11/25 ＳＦＡグラウンド他 2チーム

補助 シニア連盟 埼玉県シニアロイヤルサッカーリーグ（O-70） 3/28 ～ 11/25 ＳＦＡグラウンド他 3チーム

【受託国際大会】　

6/3 　　2014 FIFAワールドカップ アジア最終予選　[vsオマーン] 埼玉スタジアム2○○2

6/8 　　2014 FIFAワールドカップ アジア最終予選　[vsヨルダン] 埼玉スタジアム2○○2

9/11 　　2014 FIFAワールドカップ アジア最終予選　[vsイラク] 埼玉スタジアム2○○2

【受託国際大会/女子】　　

　　FIFA U-20女子ワールドカップ

　　　　8/19　　　2試合 さいたま市駒場スタジアム

　　　　8/22　　　2試合 さいたま市駒場スタジアム

　　　　8/27　　　2試合 さいたま市駒場スタジアム

　　　　8/31　　　2試合　　　※準々決勝 さいたま市駒場スタジアム
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