
【主催事業】　                     令和4年度総会：令和4年6月4日（土）

委員会名

令和4年4月～令和5年1月 第50回社会人リーグ

令和5年2月～令和5年3月 第23回会長杯社会人サッカー大会

第25回北区シニアサッカーリーグ 北Ｇ・赤羽ＳＧ

平日夜間練習会 赤羽ＳＧ

令和4年4月9・10・24日 春季フットサル大会 北Ｇ・浮間ＳＧ

令和4年4月23日～令和5年2月 中学年教育リーグ（4・3年生） 浮間ＳＧ

令和4年5月8日～12月 北区サッカーリーグ（高学年6～4年生） 北Ｇ・赤羽ＳＧ・新荒川ＳＧ・自然G

令和3年8月下旬（土・日） 北区招待大会（男子トレーニングセンター6年生） 北Ｇ

令和3年9月 3年生大会（3・2年生） 北Ｇ・自然G

令和4年9月下旬～10月上旬 秋季フットサル大会（1～5年生・女子・ママ） 北G・浮間ＳＧ・自然G

令和5年1月 冬季フットサル大会（1・2年生・高学年女子・ママ） 北G・浮間SG・自然G

令和5年1月～2月 第32回会長杯新人戦（5年生～3年生） 赤羽ＳＧ・北Ｇ・浮間ＳＧ・自然Ｇ

令和5年3月上旬 北区さくらのつぼみカップ（女子トレーニングセンター6～4年生） 赤羽ＳＧ

令和5年3月19日・21日 卒業記念フットサル大会（6年生） 滝野川体育館

令和4年 ・審判＆指導者講習会　・食育セミナー　・公認Ｄ級コーチ養成講習会 赤羽ＳＧ・ふれあいホール

令和4年4月～令和5年3月 北区Ｕ－18リーグ

令和4年4月～令和5年3月 北区Ｕ－15リーグ

令和4年8月 Ｕ－15・U－18サマーフェスティバル

令和4年12月 第11回ウインターサッカーフェスティバル

令和4年12月～令和5年1月 北区Ｕ－14スプリングフェスティバル

女子 令和4年4月～令和5年3月 外部団体との交流・練習試合
北Ｇ・赤羽ＳＧ・浮間ＳＧ
新荒川ＳＧ・豊島北ＳＧ

フットサル2022エンジョイ・ナイト

第5回フットサルシニアリーグ

第22回北区フットサルリーグ

第4回女子フットサルリーグ

審判指導者派遣 北Ｇ・浮間ＳＧ・滝野川体育館

令和4年4月3日 令和4年度第2回web・集合型サッカー4級審判員資格新規認定講習会

令和4年5月15日 令和4年度第3回web・集合型サッカー4級審判員資格新規認定講習会

令和4年6月11日 令和4年度審判実技講習会

令和4年4月～令和5年3月 審判員・講師派遣（社会人・ユース・中体連・少年少女委員会） 北区内グランド

令和4年9月3日 令和4年度フットサル４級審判員資格新規認定講習会 滝野川体育館・会議室

－1－

フットサル 令和4年5月～令和5年3月

滝野川体育館

審判

WEB
赤羽ＳＧ
ふれあいホール

シニア 令和4年2月～令和5年3月

少年少女

ユース
北Ｇ
赤羽ＳＧ
新荒川ＳＧ

一般社団法人 東京都北区サッカー協会

                                     【 令和4年度 事 業 計 画 書 】　 令和4年4月～令和5年3月

開催日 大会・事業名 会場

社会人
赤羽ＳＧ
北Ｇ
新荒川ＳＧ

令和4年度総会：令和4年6月4日（土）



一般社団法人 東京都北区サッカー協会

【派遣事業】　

委員会名

令和4年5月・令和5年3月
北区体育協会
：第75回東京都民体育大会結団式・開会式

滝野川会館
武蔵野の森総合スポーツプラザ

令和4年6月12日・7月30日
・12月4日

北区・北区教育委員会
：知的障害者サッカー・フットサル教室・フットサル大会

滝野川体育館

令和4年10月10日・令和5年2月
北区・北区体育協会
：第70回北区民体育大会開会式・閉会式表彰式

滝野川体育館
滝野川会館

令和5年3月
東京都サッカー協会・東京朝鮮高校サッカー部ＯＢ会
：第32回イギョラ杯国際親善U－18大会役員

西が丘ＳＧ他

【参加事業】　

委員会名

令和4年5月1日～6月5日
東京都・北区体育協会
：第75回東京都民体育大会サッカー大会：RDP参加

令和4年7月
東京都サッカー協会
：第15回東京都区市町村選手権大会：assieme参加予定

令和4年2月～4月
全日本シニア東京都大会予選：Over40’ｓ
①FC40 　②FC45

令和4年2月～4月
全日本シニア東京都大会予選：Over50’ｓ
①FC50　②FC55

令和4年8月～9月
全日本シニア東京都大会予選：Over60’ｓ
①FC60　②FC65

東京サッカー協会シニアサッカー連盟：Over40’s
①1部：FC40（代表）　②3部：FC45（選抜）

東京サッカー協会シニアサッカー連盟：Over50’s
①1部：FC50（代表）　②3部：FC55（選抜）

東京サッカー協会シニアサッカー連盟：Over60’s
①2部：FC60（代表）　②3部：FC65（選抜）

令和4年8月～9月
東京都・北区体育協会
：都民生涯スポーツサッカー大会・北区シニアリーグ選抜

駒沢第二競技場他

令和4年10月～11月
スポーツフェスティバルTOKYO：Over６０’s　※ねんりんピック東京都予選
北区シニアリーグ選抜　※東京都民限定

駒沢第二競技場他

令和4年4月～令和5年3月
女子トレーニングセンター
：ニーニャス杯、葛飾菖蒲杯、荒川クリエーション大会、荒川区招待大会他

令和4年4月～令和5年3月
男子トレーニングセンター
：荒川クリエーション大会、荒川区招待大会他

令和4年4月～令和5年3月
JFL・J２・大学（関東・全日女子）：前座試合・サッカー教室
・エスコートキッズ・ボールパーソン・観戦・他

西が丘ＳＧ

令和4年5月29日
三菱養和会（豊島区サッカー協会）
：国際交流ジュニアフットサル大会（5・6年生の部）

三菱養和巣鴨Ｇ

令和4年11月
葛飾区サッカー協会
：葛飾剛三郎杯（4年生）

葛飾区G

委員会名

令和4年12月
北区地域振興部スポーツ推進課シルバースポーツウイーク
：第12回シルバーサッカー大会

令和5年2月
東京都・北区体育協会シニアスポーツ振興
：第7回地域交流シニアサッカー競技会

令和4年4月9日～令和5年2月
東京都・北区体育協会ジュニア育成地域推進
：女子ジュニアトレーニングセンター(小学生）

令和4年4月16日～令和5年2月
東京都・北区体育協会ジュニア育成地域推進推進
：男子ジュニアトレーニングセンター（5年生ＧＫ・6年生）

令和4年10月上旬（土・日）
北区体育協会都市間スポーツ交流（男子トレーニングセンター）
：群馬県甘楽町・北区少年サッカー交流

甘楽町総合公園Ｇ
甘楽ふるさと館

令和4年11月6日または13日～
令和5年1月8日(予備日1月22日）

北区・北区体育協会青少年スポーツ振興
：第56回北区少年少女サッカー大会
※開会式～決勝大会・表彰式

北Ｇ・赤羽ＳＧ・浮間ＳＧ
自然Ｇ・西が丘ＳＧ

・令和4年12月下旬
・令和5年1月15日

東京都・北区体育協会ジュニア育成地域推進
・5年生サッカー教室　・3年生サッカー教室

浮間ＳＧ・滝野川体育館

－2－

シニア 赤羽ＳＧ

少年少女

北Ｇ・赤羽ＳＧ
浮間ＳＧ・新荒川ＳＧ
豊島北ＳＧ・自然Ｇ

少年少女

北区・都内・埼玉県のＧ・ＳＧ

【委託・主管事業】　

開催日 大会・事業名 会場

開催日 大会・事業名 会場

社会人 駒澤競技場他

シニア

　
駒沢公園球技場
府中の森サッカー場
代々木公園
赤羽ＳＧ
他

令和4年2月～12月

開催日 大会・事業名 会場

協会

【 令和4年度 事 業 計 画 書 】　令和4年4月～令和5年3月



一般社団法人 東京都北区サッカー協会

【委託・主管事業】　

委員会名

令和4年4月～令和5年2月
北区体育協会
：長期スポーツ教室（Ｕ－15）

北Ｇ

令和4年12月～令和5年2月
東京都・北区体育協会ジュニア育成地域推進
：北区Ｕ－14サッカー選手権大会

赤羽ＳＧ

女子 令和3年4月～令和4年2月
東京都・北区体育協会ジュニア育成地域推進
：女子ジュニアトレーニングセンター(中学生）

北Ｇ・赤羽ＳＧ・浮間ＳＧ
新荒川ＳＧ・豊島北ＳＧ

令和4年8月6・7日
北区・北区体育協会
：第70回区民体育大会

滝野川体育館

令和4年9月3日
北区体育協会
：指導者講習会

滝野川体育館

【その他事業１】　グラスルーツ事業

委員会名

令和4年4月～令和5年2月
シニア委員会・少年少女委員会・フットサル委員・女子委員会共催事業
：交流サッカー会（引退なし、補欠ゼロ、女子サッカーの展開及び支援）

赤羽ＳＧ、北Ｇ他

令和4年4月～令和5年3月
JFA グラスルーツ推進・賛同パートナーとして団体認定の取得を継続し、
各種グラスルーツを推進する。

【その他事業２】　東京北区渋沢栄一プロジェクト推進事業(助成対象事業）

委員会名

協会 令和4年4月～令和5年3月

北区サッカー協会は、北区より東京北区渋沢栄一プロジェクト推進事業の
事業に選定された。（平成４年度からの継続事業）
横断幕「渋沢×北区×スポーツ」みんなで学んでＷＩＮ－ＷＩＮ！を
各サッカー会場に掲示し、渋沢翁と北区との深い繋がりをアピールすると
共に地域貢献する事業を継続。

北Ｇ・赤羽ＳＧ・浮間ＳＧ
滝野川体育館

開催日 大会・事業名 会場

－3－

ユース

フットサル

開催日 大会・事業名 会場

協会

開催日 大会・事業名 会場

【 令和4年度 事 業 計 画 書 】　令和4年4月～令和5年3月


