
１０ ４種委員会 

１．競技会開催事業
（１）ＪＦＡ 長野県Ｕ―１２サッカーリーグ ２０２１ 

各地域を代表する１２チームにより、新型コロナウイルス感染対策をとりながら、可能な範囲でリーグ 
戦を実施。 

（２）ＪＦＡ 長野県Ｕ―１２サッカーリーグ ２０２１／地域リーグ 
北信、千曲、上小、佐久、安曇、松本・塩尻、諏訪、上伊那、下伊那 
各地域においてＵ－１２・１１・１０年代の各リーグ戦を計画し、新型コロナウイルス感染対策を 
とりながら、可能な範囲でリーグ戦を実施。 

（３）ＪＦＡ第４５回全日本Ｕ―１２サッカー選手権大会 長野県大会 
８人制・前後半２０分ハーフ・４人制審判／県下１１８チームが参加 
開会式・抽選会 中止 
１０月１０日（日） 県下各地 
１０月１７日（日） 県下各地 
１０月２４日（日） あがた多目的広場、松本市サッカー場 
１０月３０日（土） あがた多目的広場 
１０月３１日（日） 松本平広域公園総合球技場サンプロアルウィン 
【優勝】フォルツァ松本ｊｒ 【準優勝】長野アンビシャス 【３位】松本山雅ＦＣ 
【４位】アンテロープ塩尻 

（４）第７回Ｕ－１１長野県少年サッカー選手権大会 
兼第２７回北信越少年サッカー大会新人戦長野県大会 

８人制・３ピリオド制・４人制審判／県下７５チームが参加 
１１月１４日（日） 県下各地 
１１月２１日（日） 松本市サッカー場、あがた運動公園 
１１月２７日（土）・２８日（日） 佐久総合運動公園陸上競技場 
【優勝】フォルツァ松本ｊｒ 【準優勝】松本山雅ＦＣ 【３位】ＮＰＩＣ ＨＥＲＥＮＣＩＡ 
【４位】山形少年サッカークラブ 
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JFA
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JFA U12 安曇サッカーリーグ 2021

JFA U11 安曇サッカーリーグ 2021
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JFA U12 諏訪サッカーリーグ 2021

JFA U11 諏訪サッカーリーグ 2021
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JFA U10 諏訪サッカーリーグ 2021
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2021年 上伊那5年生リーグ 星取表
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１１ 女子委員会 

１．競技会開催事業 
（１） 皇后杯ＪＦＡ第４３回全日本女子サッカー選手権 長野県大会 
  ①日程 ７月１１日（日）・１８日（日）・２５日（日）  
  ②会場 松本市広域多目的球技場・アルウィン（決勝） 

優勝 ＡＣ長野パルセイロ・シュヴェスター 
準優勝 松商学園高校  

      北信越大会の結果  コロナの影響で北信越大会は実施しなかった 

（２） ＪＦＡ第２５回全日本Ｕ―１８女子サッカー選手権 長野県大会 
①日程 ９月２０日（月・祝）   
②会場 大町市運動公園陸上競技場  

優勝 ＡＣ長野パルセイロ・シュヴェスター  準優勝 アンテロープ塩尻 ＢｅｌＦｉｏｒｅ 

（３） ＪＦＡ第２６回全日本Ｕ―１５女子サッカー選手権 長野県大会 
 ①日程 １０月３日（日）・１７日（日） 
 ②会場  大町サッカー場・松本市広域多目的球技場（決勝） 
    優勝 ＡＣ長野パルセイロ・シュヴェスター  準優勝 ＦＣシュロス松本 

（４） ＭＧプレス杯 第１９回ガールズエイト（Ｕ－１２）サッカー長野県大会 
①日程 １１月６日（土）・７日（日） 
②会場 塩尻市中央スポーツ公園人工芝グランド  
     優勝 トップストーンロゼッタ   準優勝 波田ＦＣバンビーナ  

（５） 第２２回ガールズエイトＵ－１２サッカー選手権 長野県大会 
①日程 コロナ感染拡大のため中止  
②会場 塩尻市中央スポーツ公園人工芝グランド 

（６） 長野県女子サッカーリーグ 
  ①日程 期間 ４月１１日（日）～６月２７日（日）  
  ②会場 県内芝生グランド 

（７） 長野県女子社会人リーグ 
  ①日程 期間 ５月１５日（土）～１０月９日（土）  
  ②会場 かりがねサッカー場 

（８） 長野県女子Ｕ－１５サッカーリーグ 
  ①日程 期間 ５月９日（日）～１１月２３日（火・祝） 
  ②会場 県内芝生グランド 大町市・塩尻市・宮田村 

２．育成強化事業 
（１） 長野県女子トレセンＵ―１２ 
①選考会  
日程 ６月１２日（土） 
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会場 長野県フットボールセンター 
６４名参加・１６名合格（ＧＫ０名） 
【ガールズエイト選考会】 → 大会中止に伴い選考会も中止 

②トレーニング  
日程 ７月１０日（土） 
会場 長野県フットボールセンター
日程 １０月２３日（土） 

     会場 長野県フットボールセンター
日程 １１月３日（水・祝日） 

     会場 塩尻中央スポーツ公園グランド人工芝グランド 
日程 １２月１１日（土） 
会場 筑北サッカー場

（２） 長野県女子トレセンＵ―１３・１４・１５ 
①選考会 
【Ｕ－１３】  日程 ６月１２日（土） 
        会場 長野県フットボールセンター 
        ８名参加・３名合格（ＧＫ０名） 
【Ｕ－１４】  日程 ６月１２日（土） 
       会場 長野県フットボールセンター 
        １７名参加・５名合格（ＧＫ０名） 
【Ｕ－１５】  日程 ６月１２日（土） 
        会場 長野県フットボールセンター 
        １７名参加・７名合格（ＧＫ１名） 
②トレーニング 
Ｕ－１３・Ｕ－１４・Ｕ－１５ 
日程 ７月１０日（土） 

      会場 長野県フットボールセンター
日程 １０月９日（土） 

      会場 アルウィン芝生グランド 
日程 １１月３日（水） 

      会場 塩尻市中央スポーツ公園人工芝グランド 
日程 １２月１１日（土） 
会場 筑北サッカー場

（３） 長野県女子トレセンＵ－１６ 
   ①Ｕ１６北信越女子トレセンリーグ（前期１） 
      日程 ４月２４日（土）・２５日（日） → 新型コロナ感染拡大の影響を受けて中止 
      会場 福井県 三国 
   ②Ｕ１６北信越女子トレセンリーグ（前期２） 
      日程 ６月２６日（土）・２７日（日） → 新型コロナ感染拡大の影響を受けて中止 
      会場 長野県 木島平 
   ③Ｕ１６北信越女子トレセンリーグ（後期） 
      日程 １１月１４日（日） → 新型コロナ感染拡大を考慮して一日開催に変更して実施 
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      会場 新潟県 グランセナ新潟サッカースタジアム 
    参加選手・スタッフ スタッフ ７名 選手 １５名 
    結果  長野県 ０－２ 新潟県   長野県 ０－３ 福井県 

（４） 長野県女子レディーストレセン 
ＪＦＡ第３３回全日本Ｏ－３０女子サッカー大会 北信越大会 → 大会は中止 

（５） 育成女子アカデミー 
① 中信アカデミー 
日程  ６月～１２月第１月曜日（９月はコロナ感染拡大により無し） 

   会場 長野県フットボールセンター 
①  北信アカデミー 
日程  ６月～１２月第４月曜日（８，９月はコロナ感染拡大により無し） 

   会場  長野日大富竹グランド 
②  東信アカデミー 
   日程 ６月～１２月（８，９月はコロナ感染拡大により無し） 
   会場 千曲サッカー場 
③  南信アカデミー 
   日程 ６月～１２月第２火曜日（８，９月はコロナ感染拡大により無し） 
   会場 東海大諏訪高校グランド 

（６） 指導者研修会 
日程 ４月４日 塩尻中央スポーツ公園人工芝グランド 
講師 西村（ＪＦＡ）諏訪雄大（ＪＦＡ）県内女子チーム指導者が参加 

（７） 国スポ強化 
【国体少女（長野県女子Ｕ－１５選抜）】 
  ① 強化練習会 
 日程 ４月３日（土） 
会場 塩尻市中央スポーツ公園人工芝グランド 
 日程 ５月２３日（日） 

     会場 長野県フットボールセンター 
 日程 ６月１９日（土） 

     会場 長野県フットボールセンター 
 日程 ７月２２日（木）・２３日（金）・２４日（土） 《トレーニングキャンプ（２泊３日）》 
会場 白馬村 切久保館グラウンド 
 日程 ９月２６日（日） → 日程過密のため中止 
 日程 １０月１６日（土） 

     会場 長野県フットボールセンター 
 日程 １１月３日（水） 

     会場 塩尻市中央スポーツ公園人工芝グランド 
    日程 １２月１９日（日）（予定） 
     会場 長野県フットボールセンター 
  ② Ｕ１５北信越女子トレセンリーグ 
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      日程 １１月１３日（土） 
      会場 新潟県 グランセナ新潟サッカースタジアム 
      参加選手・スタッフ スタッフ ８名 選手 １９名 
      結果 長野県 ０－０ 新潟県   長野県 １－２ 石川県   長野県 １－０ 富山県 

【国体成年女子】 
  ① 強化練習会 
 日程 ７月２３日（金） 練習試合 ｖｓ ＡＣハリマアルビオン 
会場 長野Ｕスタジアム 
 日程 ７月３１日（土） 練習試合 ｖｓ ＡＣ長野パルセイロレディース 

     会場 リバーフロント
 日程 ８月３日（火） 練習 
  会場 リバーフロント
 日程 ８月５日（木） 練習 

     会場 長野県フットボールセンター 
  ② 国体北信越予選 
      日程 ８月６日（金） 
      会場 長野県 松本市広域公園球技場 
      参加選手・スタッフ スタッフ ９名 選手 １６名 
      結果 長野県 ２－４ 新潟県 

（８） 視察 
   北信越女子リーグ（１部、２部）北信越女子Ｕ１５リーグ、９月に開幕した日本初の女子プロサッカーリ
ーグのほか、各種北信越大会や新規発足のなでしこひろばなど多岐に渡る視察を行った。  

３．広報普及事業
（１） ＪＦＡガールズ＆レディースサッカーフェスティバル 
日程 ２０２１年６月２７日（日） 
会場 東海大学付属諏訪高校人工芝サッカー場（茅野市）
内容 コロナ禍のため、定員を例年の半分以下に制限。ＡＣ長野パルセイロレディースのトップ選手と 

育成コーチらをゲストに招き、園児～高校生までがグラスルーツ形式のサッカー教室、ミニゲーム、 
お楽しみ抽選会などを楽しんだ。 

日程 ２０２１年１２月１８日（土） 
会場 飯田市総合運動場天然芝（飯田市）
内容 コロナ禍ではあったが、感染レベルが下がっていたため、全県からチームを募集した。大会形式にて、Ｕ

Ｕ１１の部（６人制）４チーム。Ｕ１３の部（８人制）４チームが交流ゲームを楽しんだ。 

（２）女子サッカーレガシープログラム 
国内初の女子プロサッカーリーグの開幕を控えたレガシーとして、ＡＣ長野パルセイロレディースをゲスト招聘し
たフェスティバルを開催した。（２０２１年６月２７日（日）茅野市） 

（３）女子サッカーデー 
    日程  コロナ感染拡大のため中止 
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（４）登録拡大事業 
    「ＪＦＡなでしこひろば」を実施した県内のクラブチームや少年団連合会などの団体に一回３０００円の

補助金を支給し、女子サッカーの底辺拡大を図った。 

（５）女子委員会 会議ほか 
リモート含め、年間４～６回役員ならびに全体会議を実施 
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１２ シニア委員会 
１．競技会開催事業 
（１）長野県シニア選手権大会 
 ①長野県シニア（４０歳以上）サッカーリーグ（ＮＳ４０リーグ） 
    日程 ２０２１年４月～１１月 
    会場 長野県フットボールセンター 他 

    結果 優勝 アルフット安曇野シニア 
        準優勝 いなのかんたろう    優勝、準優勝チームが２０２２年度北信越大会へ出場 
 ②長野県シニア（５０歳以上）サッカーリーグ（ＮＳ５０リーグ） 
    日程 ２０２１年４月～１１月 
    会場 長野県フットボールセンター 他 

    結果 優勝 アルフット安曇野シニア 
        準優勝 アザリー飯田シニア     優勝チームが２０２２年度北信越大会へ出場 
 ③長野県シニア（６０歳以上）サッカーリーグ（ＮＳ６０リーグ） 
    日程 ２０２１年４月～８月 
    会場 長野県フットボールセンター 他 
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    結果 優勝 セレソン長野６０ 
        準優勝 サンワ．Ｆ．Ｔ   優勝チームが２０２２年度北信越大会へ出場 

（２）長野県シニアカップ 
 ①ＮＳ３５カップ 
    日程 ２０２１年８月２１日（土）、９月２３日（木）、１１月２０日（土） 
    会場 サンプロアルウィン 他 
    結果 優勝 ドラーゴ 
        準優勝 アンテロープシニア 
        新型コロナウイルス感染拡大の影響で北信越３５カップは中止 
 ②ＮＳ４５カップ 
    日程 ２０２１年８月８日（日）、１０月１６日（土）、１１月２０日（土） 
    会場 サンプロアルウィン 他 
    結果 優勝 アルフット安曇野シニア 
        準優勝 フォルツァ松本シニア 
        新型コロナウイルス感染拡大の影響で北信越４５カップは中止 
 ③ＮＳ５５カップ 
    日程 ２０２１年８月７日（土）、８月２１日（土）、１１月２０日（土） 
    会場 サンプロアルウィン 他 
    結果 優勝 ＦＣリョウ 
        準優勝 アルフット安曇野シニア 
        新型コロナウイルス感染拡大の影響で北信越５５カップは中止 

（３）地区リーグ 
 ①ＮＳ中信３５リーグ 
    日程 ２０２１年４月～１１月 
    会場 長野県フットボールセンター 他 
 ②ＮＳ南信３５リーグ 
    日程 ２０２１年７月～１１月 
    会場 美和湖サッカー場 他 
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２．広報普及事業 
①長野県高校ＯＢシニアサッカー交流大会 
    目的 高校ＯＢチームによる交流大会を開催し、未登録選手にもプレーの機会をつくり、新

たな選手の掘り起こしをはかる。 
    日程 ２０２１年８月２９日（日） 
    会場 長野県フットボールセンター 
②木島平カップシニアサッカー親善大会 
    目的 サッカーを通じて県外チームとの交流親善をはかる。 
    新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 
③和倉いで湯カップシニアサッカー大会 
    目的 サッカーを通じて県外チームとの交流親善をはかる。 
    新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 
④ねんりんピック岐阜２０２１ 
    目的 高齢者の生きがいと健康づくりを目的に厚生労働省が主催する同大会に、長野県チ

ームを編成し参加する。 
    新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止 

３．強化育成事業 
①北信越／全国シニア大会に向けた強化 
    日程 ２０２１年４月～１１月 
    会場 長野県フットボールセンター 他 
    内容 ４０／５０／６０／７０年代ごとの強化練習会、遠征等 
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１３ フットサル委員会 

１．協議会開催事業
（１） ＪＦＡバーモントカップ 第３１回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会 第２７回長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 中止 
ｂ 第３回北信越少年フットサル大会 中止 
ｃ 優勝チームは東京都で開催される同全国大会参加 中止 

（２） ＪＦＡ第８回全日本Ｕ－１８フットサル大会 長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 中止 
ｂ 北信越大会・全国大会 中止 

（３） ＪＦＡ第１７回全日本大学フットサル大会 長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 中止 
ｂ 北信越大会・全国大会 中止 

（４） ＪＦＡ第１５回全日本ビーチサッカー大会 第１０回長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 長野県参加チーム無く中止、全国大会はコロナ感染拡大のため中止 

（５） ＪＦＡ第１８回全日本女子フットサル選手権大会 長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ ２０２１年８月８日、９日 塩尻市体育館 
ｂ ３チーム参加でＡＣ信州大学ＡＣ信州大学が長野県代表として石川県で１月１５日１６日
に開催の北信越大会に出場。 

（６） ＪＦＡ第１２回全日本Ｕ－１５女子フットサル大会 長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 ２０２１年１０月１７日（日）・１０月２４日（日）塩尻市体育館 
ｂ 優勝した４チームで開催、アンテロープ塩尻ＢｅｌＦｉｏｒｅが長野県代表として、 
新潟県で１１月２７日２８日に開催の北信越大会に出場 

（７） ＪＦＡ第２７回全日本フットサル選手権大会 長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 ２０２１年１２月２５日（土）～１２月２６日（日）塩尻市ユメ

ックスアリーナ 
ｂ 優勝したボアルース長野ヴェルメリオは２０２２年１月２２日（土）・１月２３日（日）福井
県で開催される北信越大会に出場。 

（８） ＪＦＡ第２７回全日本Ｕ－１５フットサル選手権大会 長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 ２０２１年１１月６日（土）・７日（日）信州スカイパーク体育館 
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ｂ 優勝したＦ．Ｃ．中野エスペランサーＵ－１５が長野県代表として富山県で１２月４日５日
開催の北信越大会に出場。 

（９） ＪＦＡバーモントカップ第３１回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会 第２７回長野県大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 開催日及び開催場所 中止 
ｂ 全国大会 中止 

関連事業
（１） 第３７回全国選抜フットサル大会 北信越大会 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ ２０２１年８月７日（土）８日（日） ユメックスアリーナ  
ｂ 全国大会 中止 

２．広報普及事業
（１） フットサルクリニック 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ ２０２１年１１月２０日（土） 筑北村本城体育館 
ｂ 指導者講習会及び一般～少年のクリニックを開催 

（２） ファミリーフットサルフェスティバルの開催 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ 小谷地区 ７月１８日、１０月２３日、１１月２３日 

南信地区 ７月１８日、１１月７日 
筑北地区１２月２５日 未開催１月３０日・１月１６日・２月６日 

（３） Ｕ－１８年代（男子・女子）へのフットサルの普及・拡大 
① 日時・会場等の内容を箇条書き 
ａ Ｕ－１８リーグ １１月１３日～１２月５日まで筑北村本城体育館 ８節開催 
Ｕ－１８女子リーグ １１月２０日～１２月４日まで塩尻市体育館 ４節開催 

ｂ 女子フェスティバル コロナ感染症拡大中止 

３．育成強化事業
（１） Ｕ－２３を主体とした年間を通したトレセン活動 コロナ感染症拡大中止 
（２） 選抜チーム（トップ・Ｕ－２３・女子・Ｕ－１８） コロナ感染症拡大中止  
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１４ グラスルーツ委員会 

１．広報普及事業
（１）保育園・幼稚園等巡回指導

 各郡市協会、地域クラブと連携を図り、各地区で巡回指導を行った。昨年度に続き、今年度も新型コロ
ナウイルス感染症の影響も受けながらも、巡回先との連絡連携を顕密に行い実施することができた。但し、
昨年度と違い、若年層での感染増加、保育園等でのクラスター発生も見受けられた事や１月２７日から
県内初のまんえん防止措置期間になったことから、ボール、備品等の消毒、巡回担当者の健康管理チェック
などの感染対策については確実に行うよう徹底した上で各団体取り組んでいただいた。今年度より、諏訪地
域少年サッカー連合会による同地域の巡回も始まり、巡回範囲も広がりつつある。 
  小学校、養護学校への巡回も含め、今年度は、延べ実施数６４２回、巡回箇所３０２箇所、延べ
参加２２，３６３人（男１２，２９３人、女１０，６７０人）だった。前年度と比較すると実施数
＋１２２回、実施箇所＋５１箇所、参加人数＋４，４７０人）となり、増加している。コロナ前と比
較すると６割程度の回数ではあるが、各郡市協会、地域クラブの尽力のもと継続することができた。 
コロナ禍においても巡回指導の要望は多数あった。実施の可否については地域や園ごと様々だが、安全に
楽しめるコンテンツとしての重要性も感じている。 

① 保育園・幼稚園 巡回指導 

延べ回数 園数 
参加者 

男 女 計 
長野市ＦＡ ４３ ５ １４２０ １４２０ ２８４０ 
塩尻市ＦＡ ５７ １３ １３６８ １３３５ ２７０３ 
松本市ＦＡ ４１ ３６ ８１４ ７５０ １５６４ 
須坂市ＦＡ ７８ １７ ２９４７ １５５２ ４４９９ 
佐久ＦＡ ２ １ ４０ ４０ ８０ 
箕輪町ＦＡ ５０ ８ ５４７ ５２７ １０７４ 
辰野町ＦＡ ２１ ７ ２１５ ２３１ ４４６ 
松本山雅ＦＣ １３３ ７３ １９９１ １９０２ ３８９３ 
ＦＣセダック １５ ６ １６２ １５４ ３１６ 
ＡＣ長野パルセイロ ５９ ５３ ９４９ ９８５ １９３４ 
白馬アラグランデ １ １ ２０ ２５ ４５ 
アルティスタ浅間 ７１ ２９ ９２６ ９３６ １８６２ 
アビエス １６ １４ ４０８ ３３３ ７４１ 
大町タフィタ １５ ８ １８４ １８２ ３６６ 
諏訪地域連合会 １２ １２ ３０２ ２９８ ６００ 

合計 ６１４ ２８３ １２２９３ １０６７０ ２２３６３ 

② 小中学校巡回指導 

延べ回数 校数 
参加者 

男 女 計 
ＡＣ長野パルセイロ ２４ １７ ９９６ ９６５ １９６１ 

合計 ２４ １７ ９９６ ９６５ １９６１ 
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③ 養護学校巡回指導 

延べ回数 校数 
参加者 

男 女 計 
ＡＣ長野パルセイロ ４ ２ ５２ ５３ １０５ 

合計 ４ ２ ５２ ５３ １０５ 

（２）ＪＦＡキッズフェスティバル 
巡回指導同様に、各郡市協会、地域チーム及び団体連携を図り、各地区でキッズフェスティバルを開催

しサッカーを通してスポーツ好きな子どもの育成、普及につとめた。２０２１年度は９回実施。 
開催にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底して行うほか、参加者への事前確認等も

実施して、安全に開催できたと考える。コロナ禍で、屋外での活動や日常の外遊びにも制限がある状態のた
め、フェスティバル開催は、例年以上にニーズが高かったように感じる。 
３月１２日に開催したキッズフェスティバルはＪＦＡフットボールデーの一環として実施したが、ブラインド

サッカー体験会、まぜこぜサッカー（ウォーキングフットボール）を合わせると１０５名の方にご参加をいただ
いた。（内キッズフェス参加者３３名） まんえん防止措置期間解除後ではあったが、まだ感染警戒レベ
ルも高い中での開催の為、感染防止対策については、参加者含め会場来場者全員に健康観察シートの
提出の他、申込時の健康調査、参加条件の確認をＧｏｏｇｌｅフォームにより実施した上で行い、感染
者もなく無事実施することができた。今回の取組は、「ｗｉｔｈコロナ」のフェスティバル開催としてモデルケー
スになると考えている。 

主管協力 
団体 

開催日 
会場 

参加 
人数 備考 

年 月 日 
１ 佐久市協会 ２０２１ ７ １１ 佐久市総合運動公園 陸上競技場 ２２ Ｕ６、８ 
２ 長野市協会 ２０２１ １０ ２ 長野市南長野運動公園Ｕスタジアム ４０ Ｕ６～１０

３ 佐久市協会 ２０２１ １０ ２３ 佐久市総合運動公園 陸上競技
場 

８０ ※グラスル
ーツ形式 

４ 塩尻市協会 ２０２１ １２ ２５ 塩尻市立体育館 １２ Ｕ６ 
５ 塩尻市協会 ２０２１ １２ ２６ 塩尻市立体育館 ４０ Ｕ８ 

６ 
グラスルーツ委
員会 

２０２２ ３ １２ 松本市サッカー場 ３３ 
フットボール
デー 

７ 松本市協会 ２０２２ ３ １９ 松本市あがた運動公園 ８７ Ｕ１０ 

８ 
グラスルーツ委
員会 

２０２２ ３ ２０ 喬木村こども学遊館グランド ２５ Ｕ８、１０ 

９ 佐久市協会 ２０２２ ３ ２６ 小諸市総合運動場グランド ３０ Ｕ８、１０ 

     合計参加者 ３６９ 
観客・ス
タッフ除く 

   ※グラスルーツ形式・・・・ＦＩＦＡグラスルーツフェスティバル形式 

（３）グラスルーツデイ（知的障がい者サッカー） 
例年だと毎月第３土曜日に、誰でも参加してサッカーを楽しむという形式をとっていたが、新型コロナウイルス
感染症の影響により、昨年度に続き２０２１年も、知的障がい者の長野県選抜の練習会を兼ねて実施
をした。今年度は新たな取り組みとして、シニアチームとの交流試合も行った。 
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尚、知的障がい者サッカー長野県選抜は、２０２１年６月５・６日に予定されていた第２１回全国障
害者スポーツ大会「三重とこわか大会」リハーサル大会 兼第２１ 回全国障害者スポーツ大会北信越・
東海ブロック予選会（会場 三重県鈴鹿市三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿サッカー・ラグビー場）が中
止、本体自体も中止になったことにより、大会参加はできなかったが、２０２２年度の全国障害者スポー
ツ大会北信越・東海ブロック予選会（会場 静岡）出場にむけて継続して練習会を行う。 

グラスルーツデイ実施日 ５月１５日（土）、６月１９日（土）、７月１７日（土）、１０月１６
日（土）、１１月２０日（土） 全５回  参加者 各回２０～２５名 

知的障がい者長野県選抜練習会は、１１月６日（土）サンアップル交流大会にて選考の上、１１月
２８日（日）、１２月１９日（日）、１月９日（日）に本城体育館にて実施。

２．育成強化事業
（１） キッズエリートプログラム（技術委員会協働事業） 
   技術委員会と協働する事業として、サンダープロジェクト （Ｕ９対象）を松本・千曲の２地区で、計画し
ていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は中止とした。  

３．指導者養成事業
（１） 公認キッズリーダー養成講習会（技術委員会協働事業） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は未実施。 
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１５ 将来あり方委員会 

１．その他事業
（１） 国体準備委員会
① 県教育委員会スポーツ課国体推進室との情報共有と連絡 
委員会開催はせず、メール等で委員会内情報共有 

（２） ビジョン委員会
① 委員会開催 ２月２７日（日）１０ ００－１２ ３０
ａ 本年度のワーキンググループ活動の報告 
ｂ 今後の課題の検討 
ｃ ２０２２年度の活動について 

② ワーキンググループの活動 
ａ ファミリー拡大 未開催 
ｂ フットボールセンター ６／１６ ９／１４ １１／１２ ３／２２ 須坂市・高森町で補助事業 
ｃ 全国大会上位進出 １１／２０ １２／１９ 
ｄ ウエルフェアオフィサー １２／１８ 部会への移行 
ｅ Ｇｏ ｆｏｒ ２０２８ １２／１９ 
ｆ  各担当のカンファレンスでの発表 １／２９ 
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１６ 地区協会部会 

１．その他事業
（１） 郡市協会との連携 
① ２０２１年度第１回郡市全体会の開催 
ａ 日時 ２０２１年１１月２３日（祝） １０ ００～１１ ４５
ｂ 場所 サンプロアルウィン会議室
ｃ 内容 ・本年度予算配分について・各郡市課題・競技施設充実について・名簿作成について 
       ・意見交換、各郡市状況報告  県協会女子委員会からのご案内 

② ２０２１年度第２回郡市全体会の開催（中止） 
新型コロナの影響により中止 

③ 各郡市事業に対する補助金案内・取り纏め 
ａ 郡市補助金均等配分、決算報告取り纏め 

④ 地区連携基盤整備 
ａ 郡市連絡先名簿の精査 

（２） 地区協会部会活動 
① 部会開催 
  第１回部会 日時 ２０２１年６月１９日（土） 場所 キッセイ文化ホール
  第２回部会 日時 ２０２１年９月１１日（土） 開催みおくり 
  第３回部会 日時 ２０２１年１１月２３日（祝） 場所 サンプロアルウィン
  第４回部会 日時 ２０２２年３月１９日（土） 場所 サンプロアルウィン 

② 協議 
ａ 県内ＦＢＣ構想の資料調査・各地区の最新情報の収集 
ｂ 地区・郡市における新型コロナウィルスの影響と対策 
ｃ その他６地区での現状把握 
ｄ 郡市補助金の配分方法 
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１７ 事務局 

１．広報普及事業 
（１）（２） サッカーファミリー拡大活動 

近年少子化や種別移行時に登録離脱が進む中、各種別と連携し長野県協会の登録者増につながる
施策を諮る。 
また、ＪＦＡ登録制度改革（メンバーシップ）に沿った施策を取り入れ登録者減少に歯止めをかける。 

（３） 情報発信の拡充・拡大 
協会ホームページの充実を図ったことにより、試合結果、大会開催案内、ＮＦＡ新型コロナ感染症対
策ガイドライン等により、サッカーファミリーとの情報共有がよりできるようになった。 

      今後も継続してスピード感を持っての情報発信に努めていく。 

（４） 協賛企業獲得活動 
ａ 内容 ２０２１年度協賛企業活動促進のため、常務理事会・理事会・総会において協力要請及
び、セールスシートの説明を実施。県内企業を訪問して、営業活動を実施。 

ｂ 獲得協賛金 ５，０００，０００円

２．その他事業 
（１） 天皇杯ＪＦＡ第１０１回全日本サッカー選手権大会 
① １回戦【マッチナンバー１】 
ａ 日程  ５月２２日（土） １３ ００キックオフ 
ｂ 会場  南長野運動公園総合球技場 長野Ｕスタジアム 
ｃ 対戦カード  ＡＣ長野パルセイロ（Ｊ３） ３－１ 新潟医療福祉大学（新潟県代表） 
ｄ 観客数  ８７０名 

② ２回戦【マッチナンバー４４】 
ａ 日程  ６月９日（水） １９ ００キックオフ 
ｂ 会場  松本平広域公園総合球技場 サンプロ アルウィン 
ｃ 対戦カード  松本山雅ＦＣ（Ｊ２） １－０ ＦＣ琉球（Ｊ２） 
ｄ 観客数  ２，２４１名 

（２） 皇后杯ＪＦＡ第４３回全日本女子サッカー選手権大会 
① ４回戦 第一試合 【マッチナンバー３５】 
ａ 日程  １２月２５日（土） １１ ００キックオフ
ｂ 会場  南長野運動公園総合球技場 長野Ｕスタジアム 
ｃ 対戦カード  ちふれＡＳエルフェン埼玉 ０－２ アルビレックス新潟レディース 

              （ＷＥリーグ／埼玉）        （ＷＥリーグ／新潟） 
ｄ 観客数  ５５５名 

② ４回戦 第二試合 【マッチナンバー３７】 
ａ 日程  １２月２５日（土） １４ ００キックオフ
ｂ 会場  南長野運動公園総合球技場 長野Ｕスタジアム 
ｃ 対戦カード  ＡＣ長野パルセイロ・レディース  ０－４ 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 

（ＷＥリーグ／長野）            （ＷＥリーグ／東京） 
ｄ 観客数  １，０５５名 
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（３） 第４２回北信越国民体育大会長野県大会 
ａ 日程 ８月６日（金）・７日（土）・８日（日）
ｂ 会場 松本平広域公園総合球技場 サンプロ アルウィン 他 

（４）協会ビジョンの推進及び競技施設について 
ＦＡ２０２０年宣言に沿って、ＪＦＡ施設整備助成金を活用し、県内４地区にフットボールセンター
整備を計画する中で、北信、南信で計画が実現できた。 
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