
 

HSFA 事業計画 2017 

2017. 4. 1 ~ 2018. 3. 31 

（一社）北信越サッカー協会 



【1】第38回 北信越国民体育大会 サッカー競技日程

１）期　　間 2017年8月11日（金）～13日（日）　　

２）会　　場　 丸岡スポーツランドサッカー場　【略称：丸スポ】 成年男子

丸岡スポーツランド多目的グラウンド北側（人工芝）　【略称：丸スポ北】 少年男子

丸岡スポーツランド多目的グラウンド南側（人工芝）　【略称：丸スポ南】 少年男子

三国運動公園補助競技場（人工芝）　【略称：三国】 女 　子

３）試合日程

日 記号 種 別 開始時間

イ 少年男子 13:30 ＶＳ

A 成年男子 11:00 ＶＳ

B 成年男子 13:30 ＶＳ

ロ 少年男子 13:30 ＶＳ

ハ 少年男子 13:30 ＶＳ

あ 女　子 11:00 ＶＳ

い 女　子 13:30 ＶＳ

C 成年男子 11:00 ＶＳ

ニ 少年男子 13:30 ＶＳ

ホ 少年男子 13:30 ＶＳ

う 女　子 11:00 ＶＳ

▼少年男子の部 第１位

　 ホ イ

第４位 第５位
　

ハ ロ

第３位 第２位
ニ

▼成年男子の部
長野

　Ｃ 代　表
新潟

　　Ａ 
福井

富山
　Ｂ 代　表

石川

▼女子の部　　　
新潟

　う 代　表
長野

　あ 
富山

福井
　い 代　表

石川

２．第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会
◆北信越各県選手権大会決勝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～４月９日
◆第９７回天皇杯全日本サッカー選手権大会　　　　　　　４月２２・２３日～２０１８年１月１日

会 　場 対　　　　　　　戦 備　　考

11日
（金）

丸スポ北 第1位 第5位 変則対戦

12日
（土）

丸スポ 新潟 福井 準　決　勝

丸スポ 富山 石川

丸スポ南 第3位 第4位 変則対戦

代表決定戦

丸スポ北 第2位 第5位 変則対戦

第3位 変則対戦

丸スポ南

三国 長野 富山 準　決　勝

三国 福井 石川 代表決定戦

注）ベンチは上段表の左側チームがピッチに向かって左側とする。

競技組み合わせ

第1位 第4位 代表決定戦

三国 新潟 あ　勝者 代表決定戦

13日
（日）

丸スポ 長野 Ａ　勝者 変則対戦

丸スポ北 第2位
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１．規律・フェアープレー委員会 ８月１１日(金）～１３日(日）　　　福井県

２．第３８回北信越国民体育大会 ８月１１日(金）～１３日(日）　　　福井県

３．規律・審判委員会合同研修会 ２０１８年３月１０日(土)～１１日(日)　　　　長野県

(1)  審判委員会（第1回～第3回） 8月・12月・2018年3月（富山）

(2)  強化部会 4月（石川）・7月（長野）11月（新潟）

(3)  育成部会 6月（石川）・9月（石川）

(4)  指導者部会 6月（石川）・2018年3月（長野）

(5)  女子部会 9月（石川）・2018年3月（石川）

(6)  フットサル部会 10月（富山）

(7)  審判員研修会（第1回～第3回） 6月（石川）・8月（福井）・2018年3月（長野）

(8)  強化審判員研修会（第1回～第4回） 4月（石川）・5月（新潟）・7月（長野）・11月（新潟）

(9)  育成審判員研修会 6月（石川）・9月（石川）

(10) 指導者研修会 6月（石川）・8月（福井）・2018年3月（長野）

(11) 女子審判員研修会　　　　　　　　　　　　　　　　 9月（石川）・2018年3月（石川）

(12) フットサル審判員研修会 8月（新潟）・2018年1月（富山）

(13) フットサル審判指導者研修会 5月（石川）、11月（富山）

(14) フットサル女子審判員研修会 11月（富山）

(15) ビーチサッカー審判員研修会 8月（石川）

(16) 地域審判指導者トレセン 4月～7月・9月～12月（各地）

(17) 地域レフェリーアカデミー 4月～12月（長野・新潟・富山）

(18) ユース審判員研修会 11月（長野）・2018年3月（新潟）

(1) サッカー2級審判員認定審査（アセッサー派遣） 5月～12月（各地）

(2) サッカー2級インストラクター認定審査 5月（福井）

(3) フットサル2級審判員認定審査 6月（新潟）・12月（石川）

(4) フットサル2級審判インストラクター認定審査 10月（富山）

第1次～第2次

5月～6月（各地）・10月～11月（各地）

(1) 北信越フットボールリーグ（強化審判員の派遣） 4月～ 9月（各地）

(2) 北信越プリンスリーグ(強化・育成審判員の派遣) 4月～11月（各地）

(3) 北信越高校選手権 6月（石川）

(4) 北信越国民体育大会 8月（福井）

(1) 北信越フットボールリーグ 4月～ 7月（各地）

(2) 北信越プリンスリーグ 4月～11月（各地）

(3) 北信越フットサルリーグ 5月～2018年1月（各地）

(4) 北信越女子フットサルリーグ 5月～2018年1月（各地）

【２】規律・ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員会

５.アセッサー派遣

【３】審判委員会

１.会議・研修会

２.2級審判員・インストラクター認定審査

３.サッカー1級審判員認定審査

４.審判員派遣
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【４】技術委員会

１.会議

■技術委員会

8月12日(土) 福井県　坂井市

12月 2日(土)　3日(日)富山県

■U-12担当者会議

10月28日(土) 新潟県　上越市　ワークパル上越

■U-14担当者会議

4月1日(土) 未定

11月25日(土) 長野県

■U-16担当者会議

8月11日(金) 福井県坂井市

■女子担当者会議

期日場所未定

２． トレセン関連事業

■U-12

①2017　U-12北信越トレセン前期

期日6月24日(土)、25日(日)　 場所新潟県　妙高市　新井総合運動公園

②2017　U-12北信越トレセンスタッフ研修会（ナショトレシミュレーション）

期日9月9日(土)10日(日) 場所富山県　滑川市　滑川市スポーツ健康の森多目的芝生広場

③2017　ナショナルトレセンU-12北信越

期日10月6日(金)　～　9日(月) 場所石川県　七尾市　能登島グラウンド

④2017　U-12北信越トレセン後期

期日12月16日(土)17日(日) 場所富山県　富山市　アイザック

■U-14

①2017　U-13北信越トレセン対抗戦

期日7月22日(土)　23日(日) 場所長野県　木島平村　木島平ジュニアサッカー場

②2017　U-14北信越トレセン

期日10月20日(金)　21日(土)　22日(日) 場所石川県　七尾市　　和倉温泉多目的グラウンド

※20日はスタッフシミュレーション

③2017　U-13北信越トレセン

期日2018年3月17日(土)　18日(日)　 場所新潟県　新潟市　グランセナスタジアム
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④2017ナショナルトレセンU-14中日本前期

期日5月25日(木)～28日(日) 場所大阪府　J-GREEN堺

⑤2017ナショナルトレセンU-14地域対抗戦

期日11月23日(木)～26日(日) 場所静岡県　時之栖（予定）

■U-16

①2017　U-16北信越トレセンリーグ　前期

第１節　4/9(日)　　 場所長野県 （中野　予定）

第2節　4/23(日)　　 場所新潟県 （刈羽　予定）

第3節　5/14(日)　　　 場所富山県 (岩瀬　予定）

第4節　6/18(日)　　 場所福井県 （三国　予定）

第5節　7/9(日) 場所石川県 （未定）

※　北信越国体　8/11～13　福井県

②2017　U-16北信越トレセンリーグ　後期

期日2018年3月17日(土)　18日(日)　 場所新潟県　聖篭町　聖籠スポーツセンターアルビレッジ

5県による１回戦総当り形式

③2017　U-15北信越トレセンリーグ

期日11月25日(土)　26日(日) 場所長野県（未定）

○技術と審判の協調(ディスカッション） 場所 長野県（未定）

期日11月25日(土)　U-15北信越トレセンリーグ第1日目　終了後

■U-17

①U-17北信越選抜トレーニングキャンプ

期日7月12日(水)～14日(金) 場所新潟県　聖篭町　聖籠スポーツセンターアルビレッジ

■女子

①女子トレセンスタッフ研修会

期日4月1日(土)2日(日)

場所富山県

②2017　第１回北信越トレセン女子U-15①

期日6月10日(土)、11日(日)　

場所石川県　　七尾市　　和倉温泉多目的グラウンド

③2017　第1回北信越トレセン女子U-12

期日6月24日(土)、25日(日)

場所石川県　　七尾市　　和倉温泉多目的グラウンド
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④2017　第2回北信越トレセン女子U-15②

期日8月18日(金)、19日(土)、20日（日)

場所新潟県　妙高市　新井総合運動公園

⑤2017　北信越トレセン女子U-14

期日10月28日(土)　29日(日)

場所長野県　木島平村

⑥2017　北信越トレセン女子U-14

期日2018年3月3日(土)、4日(日)

場所富山　または　新潟

■北信越ＧＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄトレーニングキャンプ

①Ｕ-14GKキャンプ

期日10月21日(土)　22日(日)

場所石川県　七尾市　　和倉温泉多目的グラウンド

②U-16ＧＫキャンプ

期日2018年3月17日(土)18日(日)
場所新潟県　聖篭町　聖籠スポーツセンターアルビレッジ

■9地域トレセンスタッフ研修会

北信越トレセンスタッフ研修会（Ｕ-12／14／16／女子　合同）

期日2018年3月10日(土)11日(日)

場所石川県　七尾市　　和倉温泉多目的グラウンド

３．指導者養成事業

■Ａ級ジェネラルトライアル(B級リフレッシュ研修会）

期日2018年3月3日(土)4日(日)

場所石川県　七尾市　和倉温泉多目的グラウンド
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【5】医学委員会

１．医事運営

(１) 第３８回北信越国民体育大会サッカー競技（成年男子、少年男子、女子） 福井県

(２) 第５３回全国社会人サッカー選手権大会北信越大会 長野県

(３) 第２４回全国クラブチームサッカー選手権大会北信越大会 石川県

(４) 第４１回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 新潟県

(５) 第５３回北信越高等学校サッカー選手権大会　（準決勝･決勝） 石川県

(６) 高円宮杯第２９回全日本ユース（Ｕ-15）サッカー選手権北信越大会 新潟県

(７) 第３９回皇后杯全日本女子サッカー選手権北信越大会 石川県

(８) ２０１７年度北信越シニア（４０歳以上）サッカー選手権大会 長野県

(９) ２０１７年度北信越シニア（50歳以上）サッカー選手権大会 長野県

(1０) ２０１７年度北信越シニア（６０歳以上）サッカー選手権大会 長野県

（１１）第２１回北信越クラブユースサッカー選手権（Ｕ-１８）大会 富山県

（１２）第２９回北信越クラブユースサッカー選手権（Ｕ-１５）大会 新潟県

（1３）Ｊユースカップ２０１７北信越地域大会（Ｕ－１８） 石川県

（1４）２０１７ ナショナルトレセンU-12北信越 石川県

２．北信越医学委員会及び研修会 福井県

３．その他

(１)全国医学委員長会議 東京

(2) 第６１／６２回サッカードクターセミナー 未   定
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  Ⅰ　社会人連盟

４月　９日(日) 県選手権決勝戦(各県)

４月１６日(日) 第１回北信越社会人サッカー連盟常任理事会(富山)

４月２２日(土)、２３日（日） 天皇杯全日本選手権１回戦

４月３０日(日) 第４３回北信越フットボールリーグ開幕(各県)

６月　３日(土)～　４日(日) 日本スポーツマスターズ2017サッカー競技　北信越予選会（新潟）

６月１８日(日) 社会人決勝戦(各県)

６月２１日(水) 天皇杯全日本選手権２回戦

７月１２日(水) 天皇杯全日本選手権３回戦

７月２２日(土)～２３日(日) 第５３回全国社会人サッカー選手権北信越大会(長野)

７月２２日(土) 第２回北信越社会人サッカー連盟常任理事会(長野)

８月１１日(金)～１３日(日) 第３８回北信越国民体育大会サッカー競技(福井)

９月１７日(日) 第４３回北信越フットボールリーグ閉幕(各県)

９月１６日(土)～１９日(火) 日本スポーツマスターズ２０１７サッカー競技（兵庫）

９月２３日(土)～２４日(日) 第２４回全国クラブチームサッカー選手権北信越大会(石川)

９月３０日(土)～１０月４日(水) 第７１回国民体育大会(愛媛)

１０月１日(日) 第４０回北信越チャレンジリーグ開幕(各県)（担当富山）

１０月１３日(金)～１０月１８日(水) 第５３回全国社会人サッカー選手権大会(福井)

１０月２７日(金)～１０月３１日(火) 第２４回全国クラブチーム選手権大会(岩手)

１１月１２日(日) 第４０回北信越チャレンジリーグ閉幕(各県)

１１月１０日(金)～１１月１２日(日) 第４１回全国地域サッカーチャンピオンリーグ１次ラウンド

（兵庫、栃木、鹿児島）

１１月２４日(金)～１１月２６日(日) 第４１回全国地域サッカーチャンピオンリーグ決勝ラウンド（千葉）

１２月　２日(土)～１２月　３日(日) 第３回北信越社会人サッカー連盟常任理事会(富山)

１２月　３日(日) 北信越フットボールリーグ実行委員会(富山)

２０１８年１月２７日(土)～２８日(日) 北信越社会人サッカー連盟理事総会(富山)

１月２７日(土) 北信越フットボールリーグ総会(富山)

【6】第1種
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Ⅱ 第１種
１．第４３回北信越フットボールリーグ（ＨＦＬ）

<ＨＦＬ１部リーグ>
節 月日 ＮＯ 開催地 会場 開始時間 ホーム アウェイ

1 長野県 佐久総合陸上競技場 11:00 アルティスタ東御 － ’09経大ＦＣ

2 福井県 武生東運動公園陸上競技場 13:00 サウルコス福井 － アンテロープ塩尻

3 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 11:00 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ － 富山新庄クラブ

4 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 ＦＣ北陸 － 坂井フェニックスＳＣ

5 長野県 アルウィン 11:00 アンテロープ塩尻 － アルティスタ東御

6 新潟県 経大フィールド 11:30 ’09経大ＦＣ － サウルコス福井

7 福井県 丸岡スポーツランド(天然) 11:00 坂井フェニックスＳＣ － ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ

8 石川県 北陸大学フットボールパーク 10:30 ＦＣ北陸 － 富山新庄クラブ

9 長野県 佐久総合陸上競技場 11:00 アルティスタ東御 － 富山新庄クラブ

10 福井県 丸岡スポーツランド(天然) 13:00 サウルコス福井 － 坂井フェニックスＳＣ

11 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 11:00 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ － アンテロープ塩尻

12 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 ＦＣ北陸 － ’09経大ＦＣ

13 福井県 丸岡スポーツランド(天然) 11:00 坂井フェニックスＳＣ － アルティスタ東御

14 福井県 敦賀市運動公園陸上競技場 13:00 サウルコス福井 － 富山新庄クラブ

15 新潟県 経大フィールド 11:30 ’09経大ＦＣ － ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ

16 長野県 アルウィン芝生 11:00 アンテロープ塩尻 － ＦＣ北陸

17 長野県 佐久総合陸上競技場 11:00 アルティスタ東御 － ＦＣ北陸

18 福井県 おおい町総合運動公園球技場 13:00 サウルコス福井 － ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ

19 福井県 丸岡スポーツランド(人工） 11:00 坂井フェニックスＳＣ － ’09経大ＦＣ

20 富山県 日医工スポーツアカデミー 11:00 富山新庄クラブ － アンテロープ塩尻

21 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 11:00 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ － アルティスタ東御

22 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 ＦＣ北陸 － サウルコス福井

23 長野県 松本広域公園球技場 13:00 アンテロープ塩尻 － 坂井フェニックスＳＣ

24 新潟県 経大フィールド 11:30 ’09経大ＦＣ － 富山新庄クラブ

25 福井県 おおい町総合運動公園球技場 13:00 サウルコス福井 － アルティスタ東御

26 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 ＦＣ北陸 － ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ

27 福井県 丸岡スポーツランド(天然) 11:00 坂井フェニックスＳＣ － 富山新庄クラブ

28 長野県 松本市サッカー場 10:30 アンテロープ塩尻 － ’09経大ＦＣ

29 新潟県 経大フィールド 11:30 ’09経大ＦＣ － アルティスタ東御

30 長野県 アルウィン 11:00 アンテロープ塩尻 － サウルコス福井

31 富山県 岩瀬スポーツ公園 11:00 富山新庄クラブ － ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ

32 福井県 丸岡スポーツランド(天然) 11:00 坂井フェニックスＳＣ － ＦＣ北陸

33 長野県 佐久総合陸上競技場 11:00 アルティスタ東御 － アンテロープ塩尻

34 福井県 奥越ふれあい公園陸上競技場 13:00 サウルコス福井 － ’09経大ＦＣ

35 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 11:00 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ － 坂井フェニックスＳＣ

36 富山県 岩瀬スポーツ公園 11:00 富山新庄クラブ － ＦＣ北陸

37 富山県 岩瀬スポーツ公園 11:00 富山新庄クラブ － アルティスタ東御

38 福井県 丸岡スポーツランド(天然) 11:00 坂井フェニックスＳＣ － サウルコス福井

39 長野県 アルウィン芝生 13:30 アンテロープ塩尻 － ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ

40 新潟県 経大フィールド 11:30 ’09経大ＦＣ － ＦＣ北陸

41 長野県 佐久総合陸上競技場 11:00 アルティスタ東御 － 坂井フェニックスＳＣ

42 富山県 岩瀬スポーツ公園 13:00 富山新庄クラブ － サウルコス福井

43 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 11:00 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ － ’09経大ＦＣ

44 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 ＦＣ北陸 － アンテロープ塩尻

45 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 ＦＣ北陸 － アルティスタ東御

46 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 11:00 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ － サウルコス福井

47 新潟県 経大フィールド 11:30 ’09経大ＦＣ － 坂井フェニックスＳＣ

48 長野県 アルウィン芝生 13:30 アンテロープ塩尻 － 富山新庄クラブ

49 長野県 佐久総合陸上競技場 11:00 アルティスタ東御 － ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ

50 福井県 武生東運動公園陸上競技場 13:00 サウルコス福井 － ＦＣ北陸

51 福井県 三国運動公園（人工） 13:00 坂井フェニックスＳＣ － アンテロープ塩尻

52 富山県 岩瀬スポーツ公園 13:30 富山新庄クラブ － ’09経大ＦＣ

53 長野県 佐久総合陸上競技場 13:30 アルティスタ東御 － サウルコス福井

54 新潟県 新発田市五十公野陸上競技場 13:30 JAPANサッカーカレッジ － ＦＣ北陸

55 富山県 岩瀬スポーツ公園 13:30 富山新庄クラブ － 坂井フェニックスＳＣ

56 新潟県 経大フィールド 13:30 ’09経大ＦＣ － アンテロープ塩尻

3 5月21日

4 5月28日

5月14日

9 7月9日

10 7月30日

8 7月2日

1 4月30日

2

5 6月4日

6 6月11日

7 6月25日

11 8月27日

12 9月3日

13 9月10日

14 9月17日

※　予備日 8月20日　9月24日
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<ＨＦＬ２部リーグ>
節 月日 ＮＯ 開催地 会場 開始時間 ホーム アウェイ

1 長野県 佐久総合陸上競技場 14:00 アルティスタグランデ － FC上田ジェンシャン

2 石川県 北陸大学フットボールパーク 10:30 北陸大学フューチャーズ － ’05加茂ＦＣ

3 長野県 中野市多目的サッカー場 13:00 中野エスペランサ － テイヘンズＦＣ

4 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 － ASジャミネイロ

5 新潟県 経大フィールド 14:00 ’05加茂ＦＣ － FC上田ジェンシャン

6 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 北陸大学フューチャーズ － アルティスタグランデ

7 新潟県 アルビレッジ 11:00 ASジャミネイロ － 中野エスペランサ

8 石川県 県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズＦＣ － CUPS聖籠

9 長野県 中野市多目的サッカー場 11:00 FC上田ジェンシャン － テイヘンズＦＣ

10 石川県 北陸大学フットボールパーク 10:30 北陸大学フューチャーズ － ASジャミネイロ

11 長野県 中野市多目的サッカー場 14:00 中野エスペランサ － ’05加茂ＦＣ

12 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 －  アルティスタグランデ

13 新潟県 太夫浜運動公園球技場 12:00 ASジャミネイロ － FC上田ジェンシャン

14 石川県 県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズＦＣ － 北陸大学フューチャーズ

15 長野県 中野市多目的サッカー場 14:00 中野エスペランサ － アルティスタグランデ

16 新潟県 経大フィールド 14:00 ’05加茂ＦＣ － CUPS聖籠

17 長野県 松本市営かりがねサッカー場 14:00 FC上田ジェンシャン － CUPS聖籠

18 石川県 北陸大学フットボールパーク 13:30 北陸大学フューチャーズ － 中野エスペランサ

19 長野県 佐久総合陸上競技場 14:00 アルティスタグランデ － ASジャミネイロ

20 石川県 県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズＦＣ － ’05加茂ＦＣ

21 長野県 中野市多目的サッカー場 10:30 中野エスペランサ － FC上田ジェンシャン

22 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 － 北陸大学フューチャーズ

23 新潟県 経大フィールド 14:00 ’05加茂ＦＣ － ASジャミネイロ

24 石川県 県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズＦＣ － アルティスタグランデ

25 石川県 北陸大学フットボールパーク 10:30 北陸大学フューチャーズ － FC上田ジェンシャン

26 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 11:00 CUPS聖籠 － 中野エスペランサ

27 新潟県 新発田中央公園人工芝グラウンド 14:00 ASジャミネイロ － テイヘンズＦＣ

28 新潟県 経大フィールド 12:00 ’05加茂ＦＣ －  アルティスタグランデ

29 長野県 アルウィン芝生 11:00 FC上田ジェンシャン － アルティスタグランデ

30 新潟県 経大フィールド 14:00 ’05加茂ＦＣ － 北陸大学フューチャーズ

31 石川県 県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズＦＣ － 中野エスペランサ

32 新潟県 アルビレッジ 14:00 ASジャミネイロ － CUPS聖籠

33 長野県 中野市多目的サッカー場 10:00 FC上田ジェンシャン － ’05加茂ＦＣ

34 長野県 佐久総合陸上競技場 14:00 アルティスタグランデ － 北陸大学フューチャーズ

35 長野県 中野市多目的サッカー場 13:00 中野エスペランサ － ASジャミネイロ

36 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 － テイヘンズＦＣ

37 石川県 県営根上サッカー場 11:00 テイヘンズＦＣ － FC上田ジェンシャン

38 新潟県 アルビレッジ 11:00 ASジャミネイロ － 北陸大学フューチャーズ

39 新潟県 経大フィールド 14:00 ’05加茂ＦＣ － 中野エスペランサ

40 長野県 アルウィン芝生 11:00  アルティスタグランデ － CUPS聖籠

41 長野県 千曲市サッカー場 13:00 FC上田ジェンシャン － ASジャミネイロ

42 石川県 北陸大学フットボールパーク 10:30 北陸大学フューチャーズ － テイヘンズＦＣ

43 長野県 佐久総合陸上競技場 14:00 アルティスタグランデ － 中野エスペランサ

44 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 － ’05加茂ＦＣ

45 新潟県 JAPANサッカーカレッジ 14:00 CUPS聖籠 － FC上田ジェンシャン

46 長野県 中野市多目的サッカー場 13:00 中野エスペランサ － 北陸大学フューチャーズ

47 新潟県 鳥屋野球技場 14:30 ASジャミネイロ － アルティスタグランデ

48 新潟県 経大フィールド 14:00 ’05加茂ＦＣ － テイヘンズＦＣ

49 長野県 アルウィン芝生 14:00 FC上田ジェンシャン － 中野エスペランサ

50 石川県 北陸大学フットボールパーク 11:00 北陸大学フューチャーズ － CUPS聖籠

51 新潟県 経大フィールド 13:30 ASジャミネイロ － ’05加茂ＦＣ

52 長野県 佐久総合陸上競技場 14:00 アルティスタグランデ － テイヘンズＦＣ

53 長野県 中野市多目的サッカー場 10:00 FC上田ジェンシャン － 北陸大学フューチャーズ

54 長野県 中野市多目的サッカー場 13:00 中野エスペランサ － CUPS聖籠

55 石川県 県営根上サッカー場 13:30 テイヘンズＦＣ － ASジャミネイロ

56 長野県 佐久総合陸上競技場 10:30  アルティスタグランデ － ’05加茂ＦＣ

1 4月30日

2 5月14日

3 5月21日

4 5月28日

5 6月4日

6 6月11日

7 6月25日

8 7月2日

9 7月9日

10 7月30日

14 9月17日

※　予備日 8月20日　9月24日

11 8月27日

12 9月3日

13 9月10日
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２．第４０回北信越サッカー県リーグ決勝大会（北信越チャレンジリーグ2017）

節 月／日 時間 ホーム ｖｓ アウェイ 開催会場

１３：３０ 福井 ｖｓ 石川 福井

１３：３０ 新潟 ｖｓ 長野 新潟

１３：３０ 石川 ｖｓ 長野 石川

１３：３０ 富山 ｖｓ 新潟 富山

１３：３０ 石川 ｖｓ 新潟 石川

１３：３０ 福井 ｖｓ 富山 福井

１３：３０ 新潟 ｖｓ 福井 新潟

１３：３０ 長野 ｖｓ 富山 長野

１３：３０ 富山 ｖｓ 石川 富山

１３：３０ 長野 ｖｓ 福井 長野

※予備日：１１／19（日）

３．第５３回全国社会人サッカー選手権大会　北信越大会
７月２２日（土）～２３日（日）長野県

※第一、第二代表が全国大会出場

■全国大会 （福井県）  １０月１３日（金）～１０月１８日（水）

４．第２４回全国クラブチームサッカー選手権大会　北信越大会
９月２３日（土）～２４日（日）石川県

（開催県） ※１位・２位が全国大会出場

■全国大会 （岩手県）  １０月２７日（土）～1０月３１日（火）

　　　新潟県

　　　富山県

　　石川県

       （開催県）

ＹＳエストレーラ
(第２３回大会準優勝)

　　　福井県

　　　長野県

　　　長野県

アルティスタ東御
       （前年度ＨＦＬ優勝）

第一代表
　　　富山県

第二代表

　　　福井県

　　　新潟県

　　　石川県

４ 11/5（日）

５ 11/12（日）

１ 10/1（日）

２ 10/8（日）

３ 10/22（日）
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５．日本スポーツマスターズ２０１７サッカー競技　北信越予選会
６月３日（土）～４日（日） 新潟県

　　　石川県

　　　富山県

　　　長野県

　　　福井県

※１位が全国大会出場

■全国大会 （兵庫県）  ９月１６日（土）～９月１９日（火）

（開催県）
新潟県
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Ⅱ　自治体職員連盟

第４６回自治体職員サッカー選手権北信越大会
　　　期　日 ５月２７日、２８日
　　　場　所 福井県丸岡市

　　第４６回自治体職員サッカー選手権大会
　　　期　日 ８月４日（金）～９日（水）
　　　場　所 三重県伊勢市

Ⅲ　大学連盟

２０１７年度  北信越大学サッカー連盟   事業計画 

 

1． 平成 29 年度 北信越大学サッカー選手権大会 兼 

       第 41 回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 

期 日     5 月 20 日～6 月 25 日（開催予定） 

 

２．第 41 回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 

  期 日    9 月～（開催予定） 

  開 催    関西集中開催 

 

３．第 45 回北信越大学サッカーリーグ（前期・後期） 

  期 日    4 月 16 日～11 月 5 日（開催予定） 

 

４．第 66 回全日本大学サッカー選手権大会 

  期 日    12 月上旬（予定） 

  開 催    関東周辺開催 

 

５．第 7 回 インディペンデンスリーグ北信越大会 

  期 日    8 月～10 月（開催予定） 

         ※信越・北陸ブロックに分かれての予選なので、開催日に変更あり 

         北信越代表決定戦  10 月 22 日（富山県にて開催予定） 

 

６．インディペンデンスリーグ第 15 回全日本大学サッカーフェスティバル 

  期 日    11 月中旬開催予定 

 

７．第 32 回デンソーカップチャレンジサッカー 

  ＜北信越選抜選考会＞ 11 月中旬開催予定 

  ＜関東 B・北信越選抜＞11 月下旬開催予定 

  ＜本大会＞      2018 年 2 月中旬開催予定 

12



Ⅳ　高専連盟

（北信越関係）

○　平成２９年度北信越高専サッカー連盟会議

７月

○　第５０回全国高等専門学校サッカー選手権予選北信越大会

７月８・９日

富山県

○　平成２９年度北信越高専サッカー新人大会

１０月～１１月

各高専グラウンド

（全国大会）

■ 第５０回全国高等専門学校サッカー選手権大会

８月

都立産業技術高専主管
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【７】第２種

１．第96回全国高等学校サッカー選手権大会

▼北信越各県決勝 長野県大会   １１月  ４日（土）
新潟県大会   １１月１２日（日）
富山県大会   １１月  ５日（日）
石川県大会   １１月  ４日（土）
福井県大会   １１月  ５日（日）

▼全国大会 １２月３０日（木）～２０１８年１月８日（月・祝） 首都圏

２．第53回北信越高等学校サッカー選手権大会
兼　平成29年度北信越高等学校体育大会サッカー競技（男子）

6月１６日(金)～１８日(日)　 石川県・能登島グラウンド

平成29年度北信越高等学校体育大会サッカー競技（女子）
6月１６日(金)～１８日(日)　 石川県・能登島グラウンド

３．平成29年度全国高等学校総合体育大会

▼北信越各県決勝 男子 女子
長野県大会 ６月４日（日） ６月  ４日（日）
新潟県大会 ６月４日（日） ５月２８日（日）
富山県大会 ６月４日（日） ５月２８日（日）
石川県大会 ６月５日（月） ６月  ４日（日）
福井県大会 ６月４日（日） 推薦出場

■全国大会 男子
女子

４．プリンスリーグＵ－１８北信越2017　　４月２日（日）～１０月９日（月）　　 北信越各県会場

※別シート

７月２９日（土）～８月４日（金）ユアテックスタジアム仙台　他
７月３１日（月）～８月４日（金）ユアテックスタジアム仙台　他

新潟 １位

長野 １位

石川 ２位

富山 2位

福井 2位

新潟 1位

長野 1位

石川 １位

長野 2位

新潟 2位

富山 1位

福井 １位

富山 1位

石川 1位

福井 1位
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節 日時 開催県 試合No. 会場名 節 日時 開催県 試合No. 会場名

0101 10:30 新潟U18 － 日本文理 1001 10:30 日本文理 － 新潟U18 日本文理

0102 13:00 新潟西 － 富山第一 1002 10:30 北越 － 新潟明訓 北越

0103 10:30 新潟明訓 － 北越 1003 10:30 長岡向陵 － 帝京長岡 長岡NT

0104 13:00 帝京長岡 － 長岡向陵 石川県 1004 10:30 鵬学園 － 星稜 能登島

石川県 0105 10:30 星稜 － 鵬学園 星稜 富山県 1005 11:00 富山第一 － 新潟西 富山第一

0201 10:30 北越 － 新潟U18 北越 1101 10:30 新潟明訓 － 鵬学園

0202 10:30 日本文理 － 長岡向陵 1102 13:00 新潟U18 － 北越

0203 13:00 新潟西 － 帝京長岡 1103 10:30 帝京長岡 － 新潟西

0204 10:30 鵬学園 － 新潟明訓 1104 13:00 長岡向陵 － 日本文理

0205 13:00 星稜 － 富山第一 富山県 1105 10:30 富山第一 － 星稜 富山第一

0301 10:30 日本文理 － 新潟西 1201 10:30 新潟西 － 日本文理

0302 13:00 新潟明訓 － 富山第一 1202 13:00 新潟U18 － 長岡向陵

0303 10:30 北越 － 鵬学園 北越 1203 10:30 鵬学園 － 北越

0304 10:30 帝京長岡 － 星稜 1204 13:00 星稜 － 帝京長岡

0305 13:00 長岡向陵 － 新潟U18 富山県 1205 11:00 富山第一 － 新潟明訓 富山第一

0401 10:30 鵬学園 － 新潟U18 1301 10:30 新潟明訓 － 帝京長岡

0402 13:00 星稜 － 日本文理 1302 13:00 新潟U18 － 鵬学園

0403 10:30 長岡向陵 － 新潟西 1303 10:30 日本文理 － 星稜

0404 13:00 帝京長岡 － 新潟明訓 1304 13:00 新潟西 － 長岡向陵

富山県 0405 11:00 富山第一 － 北越 富山第一 1304 10:30 北越 － 富山第一 北越

0501 10:30 新潟U18 － 新潟西 1401 10:30 新潟明訓 － 日本文理

0502 13:00 長岡向陵 － 星稜 1402 13:00 新潟西 － 新潟U18

0503 10:30 日本文理 － 新潟明訓 1403 10:30 帝京長岡 － 北越 帝京長岡

0504 13:00 北越 － 帝京長岡 富山県 1404 11:00 富山第一 － 鵬学園 富山第一

石川県 0505 10:30 鵬学園 － 富山第一 能登島 石川県 1405 11:00 星稜 － 長岡向陵 星稜

富山県 0601 11:00 富山第一 － 新潟U18 富山第一 9月16日 新潟県 1501 10:30 北越 － 日本文理 北越

0602 10:30 日本文理 － 北越 1502 10:30 新潟明訓 － 長岡向陵

0603 13:00 新潟西 － 星稜 1503 13:00 新潟U18 － 富山第一

0604 10:30 長岡向陵 － 新潟明訓 1504 10:30 鵬学園 － 帝京長岡

0605 13:00 帝京長岡 － 鵬学園 1505 13:00 星稜 － 新潟西

5月13日 富山県 0701 11:00 富山第一 － 帝京長岡 富山第一 1601 10:30 鵬学園 － 日本文理

0702 10:30 新潟U18 － 星稜 1602 13:00 星稜 － 新潟U18

0703 13:00 新潟明訓 － 新潟西 1603 10:30 新潟西 － 新潟明訓 新潟明訓

0704 10:30 日本文理 － 鵬学園 1604 10:30 長岡向陵 － 北越

0705 13:00 北越 － 長岡向陵 1605 13:00 日本文理 － 富山第一

0801 10:30 新潟明訓 － 星稜 1701 10:30 新潟U18 － 帝京長岡

0802 13:30 日本文理 － 富山第一 1702 13:00 新潟西 － 北越

0803 10:30 帝京長岡 － 新潟U18 1703 10:30 鵬学園 － 長岡向陵

0804 13:00 長岡向陵 － 鵬学園 1704 13:00 星稜 － 新潟明訓

0805 10:30 北越 － 新潟西 北越 富山県 1705 11:00 富山第一 － 日本文理 富山第一

0901 10:30 帝京長岡 － 日本文理 1801 11:00 新潟明訓 － 新潟U18 新潟明訓

0902 13:00 長岡向陵 － 富山第一 1802 11:00 日本文理 － 帝京長岡 日本文理

0903 10:30 新潟U18 － 新潟明訓 1803 11:00 星稜 － 北越 星稜

0904 13:00 新潟西 － 鵬学園 1804 11:00 鵬学園 － 新潟西 能登島

0905 10:30 北越 － 星稜 北越 富山県 1805 11:00 富山第一 － 長岡向陵 富山第一

アルビレッジ

新潟県

帝京長岡 石川県 能登島

第9節

新潟県 帝京長岡

10月9日

新潟県

新潟県

アルビレッジ 石川県

9月30日

新潟県

新潟明訓

長岡NT 石川県 能登島

第7節 9月23日

石川県 能登島

新潟県

新潟明訓

新潟県
日本文理 長岡NT

9月17日

新潟県

4月29日
新潟県

アルビレッジ

第14節

新潟県

新潟明訓

日本文理

9月10日

第13節 9月2日

9月9日

4月22日

石川県 能登島

新潟県 日本文理

新潟県
石川県 能登島

帝京長岡

新潟県

新潟県

新潟明訓

新潟県 長岡NT 日本文理

対戦カード

4月2日
新潟県

アルビレッジ

第10節

新潟県

新潟明訓

7月15日

新潟明訓

日本文理

帝京長岡

石川県 能登島

高円宮杯U-18サッカーリーグ2017　プリンスリーグ北信越

チーム名 都道府県

新潟U18 新潟

新潟明訓 新潟

帝京長岡 新潟

星稜 石川

富山第一 富山

新潟西 新潟

鵬学園 石川

長岡向陵

第12節

第4節

第5節

第6節

4月15日

6月24日

第16節
5月21日

5月3日 第15節
新潟県

日本文理

第18節

第17節

6月10日

6月11日

6月25日

第8節

新潟県 新潟明訓

第3節

第1節

新潟

北越 新潟

日本文理

第2節

7月1日

第11節

4月16日

4月8日

新潟県

7月8日

新潟

対戦カード

新潟県 日本文理

8月20日
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

開催県 試合No.

1901 10:30 －

1902 10:30 －

1903 13:30 －

1904 13:30 －

1905 10:30 －

1906 13:30 －

石川県 1907 10:30 －

参入戦 日時 組合せ

プレミア昇格 １チーム ３チームがHPLへ昇格

HPL昇格 ３・４位決定戦 HPL昇格

プレミア昇格 なし ２チームがHPLへ昇格

プレミア参入戦 プリンス残留 自動降格

1903勝 1904勝 丸岡A
2回戦 11月19日 福井県

1901勝 1902勝 丸岡A

FA 1位 FA 2位 FA 1位 FA 1位

丸岡A

FA 2位 FA 2位

FA1位 FA1位 丸岡Ｂ

FA1位 FA2位
1回戦 11月18日 福井県

FA2位 丸岡Ｂ

FA 1位

会場名

FA1位 FA2位 丸岡A

FA 1位

FA1位

1901 1902 1903 1904

参入戦組合せ

1907

1905 1906

3位決定戦 11月23日 1905負 1906負 能登島A

高円宮杯U-18サッカーリーグ2017　プリンスリーグ北信越　参入戦組合せ

HPL昇格チーム数

昇格チーム数

プレミア昇格 ２チーム ４チームがHPLへ昇格

条          件
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【８】第３種

1 ＪＦＡプレミアカップ２０１７　
■全国大会　　　　　　　５月３日（水）～５日（金）　　　　　　　　大阪・ＪＧＲＥＥＮ堺　予定
(北信越より1代表）

2 ＪＦＡプレミアカップ２０１８　北信越大会
　 期日・会場ともに未定
■全国大会　　　　　　　期日・会場ともに未定

3 高円宮杯　第９回北信越ユース(U-15)サッカーリーグ２０１７
別紙

４月１日（土）～１１月５日（日）

4 第４回北信越ユース(U-13)サッカーリーグ２０１７
別紙

５月１３日（土）～１１月５日（日）

5 高円宮杯第２９回全日本ユース（U-15）サッカー選手権北信越大会
１１月１１日（土）～１２日（日） １８日（土）　　新潟県アルビレッジ　

１１／１１（土）

１１：００～

１１／１２（日）

１０：００～

１１／１１（土）

１１：００～

１１／１８（土）

１３：００～

１１／１１（土）

１４：００～

１１／１２（日）

１３：００～

１１／１１（土） ＊第３代表の枠があるかどうかは未定
１４：００～

■全国大会　　　１２月下旬　（期日・会場とも未定）　　　　　

6 第３８回北信越中学校総合競技大会（サッカー競技）　　　　　　　　　　　　　　　　　
８月２日（水）～４日（金） 長野県　松本市

　松本平広域公園総合球技場（アルウィン）芝生グラウンド
  多目的球技場

■全国大会　　　８月１８日（金）～２３日（水）　　熊本県
　大津町運動公園競技場・球技場・多目的広場

   菊陽杉並木公園スポーツ広場
   菊池市七城運動公園サッカー場

福井県代表

北信越リーグ２部１位

北信越リーグ１部２位

北信越リーグ１部３位

富山県代表

長野県代表

新潟県代表

石川県代表

北信越リーグ1部１位

北信越リーグ１部４位

長岡ジュニアユースフットボールクラブ（新潟・北信越リーグ１位）　対　エポルブＦＣ（新潟・高円宮杯準優勝）
アルビレックス新潟（新潟・北信越リーグ２位）　対　カターレ富山Ｕ－１５（富山・高円宮杯優勝）

第１代表

第２代表

第３代表
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婦中ふれあい館ホール 15:00 U15 共通

ホテルグランテラス富山 19:00 U15 共通

9:30 U15 1部 富山 カターレ富山 - ⾧岡JYFC 新潟

11:45 U15 1部 富山 水橋FC - アルビレックス新潟 新潟

9:30 U15 1部 富山 SQUARE富山 - グランセナ新潟 新潟

11:45 U15 1部 石川 FC.SOUTHERN - エボルブFC 新潟

14:00 U15 2部 石川 エスポワール白山 - AC⾧野パルセイロ ⾧野

9:30 U15 2部 富山 FCひがし - 松本山雅FC ⾧野

11:45 U15 2部 石川 ツエーゲン金沢 - アンビシオーネ松本 ⾧野

14:00 U15 2部 福井 坂井F丸岡JY - 新潟トレジャー 新潟

⾧野 千曲川リバーフロント 14:00 U15 2部 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - 松本山雅FC ⾧野

9:40 U15 1部 富山 SQUARE富山 - 水橋FC 富山

12:00 U15 2部 富山 FC.ひがし - ツエーゲン金沢 石川

10:00 U15 1部 石川 FC.SOUTHERN - カターレ富山 富山

12:00 U15 2部 石川 エスポワール白山 - 坂井F丸岡JY 福井

10:00 U15 1部 新潟 アルビレックス新潟 - グランセナ新潟 新潟

12:10 U15 1部 新潟 ⾧岡JYFC - エボルブFC 新潟

14:20 U15 2部 新潟 新潟トレジャー - アンビシオーネ松本 ⾧野

12:40 U15 1部 富山 カターレ富山 - グランセナ新潟 新潟

15:00 U15 1部 富山 水橋FC - エボルブFC 新潟

福井 丸岡スポラン(人工芝) 14:00 U15 2部 福井 坂井F丸岡JY - 松本山雅FC ⾧野

10:30 U15 1部 新潟 ⾧岡JYFC - SQUARE富山 富山

12:40 U15 1部 新潟 アルビレックス新潟 - FC.SOUTHERN 石川

14:50 U15 2部 新潟 新潟トレジャー - ツエーゲン金沢 石川

13:00 U15 2部 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - FC.ひがし 富山

15:00 U15 2部 ⾧野 アンビシオーネ松本 - エスポワール白山 石川

13:00 U15 2部 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - 新潟トレジャー 新潟

15:00 U15 2部 ⾧野 松本山雅FC - アンビシオーネ松本 ⾧野

9:00 U15 1部 富山 カターレ富山 - SQUARE富山 富山

11:20 U15 2部 富山 FCひがし - 坂井F丸岡JY 福井

10:00 U15 2部 石川 ツエーゲン金沢 - エスポワール白山 石川

12:00 U15 1部 石川 FC.SOUTHERN - 水橋FC 富山

10:00 U15 1部 新潟 エボルブFC - アルビレックス新潟 新潟

12:10 U15 1部 新潟 グランセナ新潟 - ⾧岡JYFC 新潟

11:00 U15 1部 新潟 グランセナ新潟 - 水橋FC 富山

13:30 新潟 アルビレックス新潟 - AC⾧野パルセイロ ⾧野

15:10 新潟 エボルブFC - F.C.CEDAC ⾧野

12:40 U15 1部 富山 SQUARE富山 - アルビレックス新潟 新潟

15:00 U15 2部 富山 FCひがし - アンビシオーネ松本 ⾧野

11:00 U15 1部 石川 FC.SOUTHERN - ⾧岡JYFC 新潟

13:00 U15 2部 石川 ツエーゲン金沢 - 松本山雅FC ⾧野

15:00 U15 2部 石川 エスポワール白山 - 新潟トレジャー 新潟

安原多目的スポーツ広場 13:00 石川 ツエーゲン金沢 - グランセナ新潟 新潟

12:00 福井 坂井F丸岡JY - F.THREE 新潟

14:00 U15 2部 福井 坂井F丸岡JY - AC⾧野パルセイロ ⾧野

9:30 新潟 エボルブFC - AC⾧野パルセイロ ⾧野

11:10 新潟 アルビレックス新潟 - F.C.CEDAC ⾧野

13:00 U15 1部 新潟 エボルブFC - カターレ富山 富山

石川 安原多目的スポーツ広場 10:00 石川 ツエーゲン金沢 - F.THREE 新潟

福井 丸岡スポラン(人工芝) 10:00 福井 坂井F丸岡JY - グランセナ新潟 新潟

第４節

5月3日
(水)

⾧野 かりがねサッカー場

富山
日医工Sアカデミー
マウンテンフィールド

石川 金沢市民サッカー場

5月7日
(日)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム

日医工Sアカデミー
シーフィールド

金沢市民サッカー場

4月9日
(日)

新潟 アルビレッジ

第３節

4月29日
(土)

富山
日医工Sアカデミー

シーフィールド

4月30日
(日)

新潟 アルビレッジ

⾧野 あがた運動公園

石川第２節

4月8日
(土)

富山

高円宮杯 第9回北信越ユース(U-15)サッカーリーグ2017／第4回北信越ユース(U-13)サッカーリーグ2017

日程・組み合わせ

節
(U13)

期日 開催県 会　場  KickOff Category
対戦カード

ホーム(ホーム対応) アウェイ(アウェイ対応)

開会式・講演会(16:30頃終了予定)
※

4月1日
(土)

富山
指導者研修会

第１節
4月2日
(日)

富山

日医工Sアカデミー
シーフィールド

日医工Sアカデミー
マウンテンフィールド

高平メモリアル

U13

U13

第５節
(第１
節)
(第２
節)

5月13日
(土)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム
U13

U13

富山
日医工Sアカデミー

シーフィールド

石川
金沢市民サッカー場

福井 丸岡スポラン(人工芝)

5月14日
(日)

新潟 日本文理高校

U13

U13

U13

U13

18



9:30 U15 1部 新潟 エボルブFC - グランセナ新潟 新潟

11:30 U15 1部 新潟 ⾧岡JYFC - アルビレックス新潟 新潟

13:30 新潟 エボルブFC - ツエーゲン金沢 石川

15:10 新潟 アルビレックス新潟 - 坂井F丸岡JY 福井

13:00 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - グランセナ新潟 新潟

14:30 ⾧野 F.C.CEDAC - F.THREE 新潟

11:00 U15 1部 富山 水橋FC - カターレ富山 富山

13:20 U15 1部 富山 SQUARE富山 - FC.SOUTHERN 石川

9:30 新潟 アルビレックス新潟 - ツエーゲン金沢 石川

11:10 新潟 エボルブFC - 坂井F丸岡JY 福井

13:10 U15 2部 新潟 新潟トレジャー - FC.ひがし 富山

11:00 U15 2部 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - ツエーゲン金沢 石川

13:00 U15 2部 ⾧野 松本山雅FC - エスポワール白山 石川

15:00 U15 2部 ⾧野 アンビシオーネ松本 - 坂井F丸岡JY 福井

9:00 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - F.THREE 新潟

10:30 ⾧野 F.C.CEDAC - グランセナ新潟 新潟

10:00 新潟 アルビレックス新潟 - グランセナ新潟 新潟

12:00 U15 1部 新潟 ⾧岡JYFC - 水橋FC 富山

14:10 U15 1部 新潟 アルビレックス新潟 - カターレ富山 富山

千曲川リバーフロント 10:00 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - F.C.CEDAC ⾧野

13:00 U15 2部 ⾧野 アンビシオーネ松本 - AC⾧野パルセイロ ⾧野

15:00 U15 2部 ⾧野 松本山雅FC - 新潟トレジャー 新潟

石川 松任総合運動公園G 11:30 U15 2部 石川 エスポワール白山 - FC.ひがし 富山

11:00 福井 坂井F丸岡JY - ツエーゲン金沢 石川

13:00 U15 2部 福井 坂井F丸岡JY - ツエーゲン金沢 石川

9:30 新潟 エボルブFC - F.THREE 新潟

11:30 U15 1部 新潟 エボルブFC - SQUARE富山 富山

13:50 U15 1部 新潟 グランセナ新潟 - FC.SOUTHERN 石川

9:30 新潟 グランセナ新潟 - F.THREE 新潟

11:30 U15 1部 新潟 グランセナ新潟 - SQUARE富山 富山

13:50 U15 1部 新潟 エボルブFC - FC.SOUTHERN 石川

13:00 ⾧野 F.C.CEDAC - 坂井F丸岡JY 福井

14:30 U15 2部 ⾧野 松本山雅FC - 坂井F丸岡JY 福井

富山 日医工SA・シーフィールド 13:00 U15 2部 富山 FCひがし - AC⾧野パルセイロ ⾧野

11:00 石川 ツエーゲン金沢 - AC⾧野パルセイロ ⾧野

13:00 U15 2部 石川 ツエーゲン金沢 - 新潟トレジャー 新潟

15:00 U15 2部 石川 エスポワール白山 - アンビシオーネ松本 ⾧野

9:30 新潟 エボルブFC - アルビレックス新潟 新潟

11:30 U15 1部 新潟 ⾧岡JYFC - カターレ富山 富山

13:50 U15 1部 新潟 アルビレックス新潟 - 水橋FC 富山

10:00 U15 1部 新潟 グランセナ新潟 - アルビレックス新潟 新潟

12:10 U15 1部 新潟 エボルブFC - ⾧岡JYFC 新潟

14:20 U15 2部 新潟 新潟トレジャー - 坂井F丸岡JY 福井

9:40 U15 1部 富山 水橋FC - SQUARE富山 富山

12:00 U15 1部 富山 カターレ富山 - FC.SOUTHERN 石川

9:30 新潟 F.THREE - アルビレックス新潟 新潟

11:10 新潟 グランセナ新潟 - エボルブFC 新潟

11:00 U15 2部 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - エスポワール白山 石川

13:00 U15 2部 ⾧野 松本山雅FC - FC.ひがし 富山

15:00 U15 2部 ⾧野 アンビシオーネ松本 - ツエーゲン金沢 石川

13:00 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - 坂井F丸岡JY 福井

14:30 ⾧野 F.C.CEDAC - ツエーゲン金沢 石川

U13

U13

⾧野
塩尻市中央スポーツ

公園サッカー場

U13

U13

富山 県総合芝生スポーツ広場

5月21日
(日)

新潟 アルビレッジ

⾧野

千曲川
リバーフロント

塩尻市中央スポーツ
公園サッカー場 U13

U13

U13

U13

U13

U13

第７節
(第５
節)

6月3日
(土)

新潟 アルビレッジ

U13

⾧野
松本市サッカー場

福井 丸岡スポラン(人工芝)

6月4日
(日)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム

U13

第６節
(第３
節)
(第４
節)

5月20日
(土)

新潟 アルビレッジ
U13

U13

第８節
(第６
節)

第９節
(第７
節)

7月1日
(土)

新潟

6月24日
(土)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム

U13

⾧野 かりがねサッカー場

石川 金沢市民サッカー場

6月25日
(日)

新潟
⾧岡ニュータウン

サッカー場

U13

U13

U13

グランセナ新潟
スタジアム

富山
日医工Sアカデミー

シーフィールド

7月2日
(日)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム U13

⾧野
千曲川

リバーフロント
(2面)

U13
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16:00 新潟 F.THREE - エボルブFC 新潟

17:30 新潟 グランセナ新潟 - アルビレックス新潟 新潟

⾧野 かりがねサッカー場 10:00 ⾧野 F.C.CEDAC - AC⾧野パルセイロ ⾧野

石川 金沢市民サッカー場 9:30 石川 ツエーゲン金沢 - 坂井F丸岡JY 福井

9:00 新潟 F.THREE - グランセナ新潟 新潟

10:30 新潟 アルビレックス新潟 - エボルブFC 新潟

12:30 U15 1部 新潟 ⾧岡JYFC - グランセナ新潟 新潟

14:40 U15 1部 新潟 アルビレックス新潟 - エボルブFC 新潟

13:00 U15 2部 ⾧野 松本山雅FC - AC⾧野パルセイロ ⾧野

15:00 U15 2部 ⾧野 アンビシオーネ松本 - 新潟トレジャー 新潟

9:00 U15 1部 富山 SQUARE富山 - カターレ富山 富山

11:20 U15 1部 富山 水橋FC - FC.SOUTHERN 石川

14:20 石川 ツエーゲン金沢 - F.C.CEDAC ⾧野

16:00 U15 2部 石川 ツエーゲン金沢 - FC.ひがし 富山

12:00 U15 2部 福井 坂井F丸岡JY - エスポワール白山 石川

14:30 福井 坂井F丸岡JY - AC⾧野パルセイロ ⾧野

9:00 新潟 エボルブFC - グランセナ新潟 新潟

10:40 U15 1部 新潟 エボルブFC - 水橋FC 富山

12:40 U15 1部 新潟 グランセナ新潟 - カターレ富山 富山

14:40 U15 2部 新潟 新潟トレジャー - AC⾧野パルセイロ ⾧野

⾧野 松本市サッカー場 10:00 U15 2部 ⾧野 アンビシオーネ松本 - 松本山雅FC ⾧野

富山 日医工SA・シーフィールド 13:00 U15 1部 富山 SQUARE富山 - ⾧岡JYFC 新潟

13:45 U15 1部 石川 FC.SOUTHERN - アルビレックス新潟 新潟

16:00 U15 2部 石川 エスポワール白山 - ツエーゲン金沢 石川

12:00 福井 坂井F丸岡JY - F.C.CEDAC ⾧野

14:00 U15 2部 福井 坂井F丸岡JY - FC.ひがし 富山

9:00 新潟 アルビレックス新潟 - F.THREE 新潟

10:40 U15 1部 新潟 グランセナ新潟 - エボルブFC 新潟

12:40 U15 1部 新潟 アルビレックス新潟 - ⾧岡JYFC 新潟

14:40 U15 2部 新潟 新潟トレジャー - 松本山雅FC ⾧野

13:30 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - ツエーゲン金沢 石川

15:00 U15 2部 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - アンビシオーネ松本 ⾧野

11:00 U15 1部 富山 カターレ富山 - 水橋FC 富山

13:20 U15 2部 富山 FCひがし - エスポワール白山 石川

9:30 U15 1部 石川 FC.SOUTHERN - SQUARE富山 富山

11:45 U15 2部 石川 ツエーゲン金沢 - 坂井F丸岡JY 福井

石川 金沢市スポーツ交流広場 15:30 石川 ツエーゲン金沢 - エボルブFC 新潟

福井 丸岡スポラン(人工芝) 14:00 福井 坂井F丸岡JY - アルビレックス新潟 新潟

11:00 新潟 F.THREE - F.C.CEDAC ⾧野

12:40 新潟 グランセナ新潟 - AC⾧野パルセイロ ⾧野

予備節

11:00 U15 1部 新潟 アルビレックス新潟 - SQUARE富山 富山

13:00 U15 1部 新潟 ⾧岡JYFC - FC.SOUTHERN 石川

15:00 U15 2部 新潟 新潟トレジャー - エスポワール白山 石川

11:00 新潟 グランセナ新潟 - ツエーゲン金沢 石川

12:40 新潟 F.THREE - 坂井F丸岡JY 福井

11:00 U15 2部 ⾧野 アンビシオーネ松本 - FC.ひがし 富山

13:00 U15 2部 ⾧野 松本山雅FC - ツエーゲン金沢 石川

15:00 U15 2部 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - 坂井F丸岡JY 福井

13:00 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - アルビレックス新潟 新潟

14:30 ⾧野 F.C.CEDAC - エボルブFC 新潟

12:40 U15 1部 富山 カターレ富山 - エボルブFC 新潟

15:00 U15 1部 富山 水橋FC - グランセナ新潟 新潟

U13

U13

U13

U13
第13節
(第12
節)

10月14日
(土)

新潟

アルビレッジ

グランセナ新潟
スタジアム

⾧野
千曲川

リバーフロント
(2面)

富山
日医工Sアカデミー

シーフィールド

⾧野
千曲川

リバーフロント

U13

9月24日
(日)

富山 富山南総合西広場

石川 かほく市サッカー場

U-15･13ともこの日を予備節とし、ここまでで消化できなかった試合を実施する。　10月7日(土)

グランセナ新潟
スタジアム

U13

U13

U13

U13

第10節
(第９
節)

9月16日
(土)

新潟 アルビレッジ

U13

U13

⾧野 かりがねサッカー場

富山
日医工Sアカデミー

シーフィールド

松任総合運動公園G
U13

福井 丸岡スポラン(人工芝)
U13

石川

(第８節)
9月3日
(日)

新潟

U13

第11節
(第10
節)

9月18日
(月)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム

石川 松任総合運動公園G

福井 三国運動公園人工芝Ｇ
U13

第12節
(第10
節)

9月23日
(土)

新潟 アルビレッジ

U13

(第11節)

９月30日
(土)

U13

U13

10月1日
(日)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム

U13

U13
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9:30 新潟 F.THREE - ツエーゲン金沢 石川

11:10 新潟 グランセナ新潟 - 坂井F丸岡JY 福井

10:00 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - エボルブFC 新潟

11:30 ⾧野 F.C.CEDAC - アルビレックス新潟 新潟

12:30 福井 坂井F丸岡JY - エボルブFC 新潟

14:10 ⾧野 F.C.CEDAC - グランセナ新潟 新潟

12:30 ⾧野 AC⾧野パルセイロ - F.THREE 新潟

14:10 石川 ツエーゲン金沢 - アルビレックス新潟 新潟

15:30

和倉温泉Gクラブハウス 16:15

和倉温泉多目的G-A 10:00 U15 2部 富山 FC.ひがし - 新潟トレジャー 新潟

和倉温泉多目的G-C 10:00 U15 2部 福井 坂井F丸岡JY - アンビシオーネ松本 ⾧野

能登島G-A 10:00 U15 2部 石川 ツエーゲン金沢 - AC⾧野パルセイロ ⾧野

能登島G-B 10:00 U15 2部 石川 エスポワール白山 - 松本山雅FC ⾧野

和倉温泉多目的G-A 12:00 U15 1部 石川 FC.SOUTHERN - グランセナ新潟 新潟

和倉温泉多目的G-C 12:00 U15 1部 富山 水橋FC - ⾧岡JYFC 新潟

能登島G-A 12:00 U15 1部 富山 カターレ富山 - アルビレックス新潟 新潟

能登島G-B 12:00 U15 1部 富山 SQUARE富山 - エボルブFC 新潟

※ 和倉温泉多目的G-A 14:15 U15 共通

U13

U13

U13
(第13節)

10月15日
(日)

新潟
グランセナ新潟

スタジアム

⾧野
千曲川

リバーフロント U13

閉会式・表彰式

U15･U13 リーグ実行委員会(リーグ戦スタッフ意見交換会)

第14節 10月29日
(日)

石川

閉会式・表彰式

(第14節)
10月28日
(土)

石川

能登島G-B
U13

U13

能登島G-A

U13

U13

※
U13
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【9】第４種

１．2017ＪＡ全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー全国決勝大会

■５月３日(水）～５日(金） 横浜市・日産スタジアム

代表チーム

（２０１６年度北信越少年サッカー新人大会優勝チームが出場）

２．第４１回全日本少年サッカー大会

■北信越各県決勝 長野県大会 １１月５日(日)

新潟県大会 １１月４日(土)

富山県大会 １１月４日(土)

石川県大会 11月５日(日)

福井県大会 11月４日(土)

■北信越大会 第16回北信越Ｕ-１２少年サッカー大会 

11月18日（土）～19日（日）予定

新潟県千曲市開催

◆全国大会 １２月２５日(月）～１２月２９日(金）

鹿児島市ふれあいスポーツランド及び

鴨池陸上競技場

３．第２３回北信越少年サッカー新人大会

兼JA全農杯チビリンピック小学生８人制サッカーIN北信越

■２０１８年３月１７日(土）～１８日(日） 新潟県刈羽開催

◆全国大会；２０１８年度５月開催

９月２３日（土）～２４日（日） 長野県木島平開催

※大会は８チームで予選リーグ・決勝リーグを行い順位を決める

４．キヤノン ガールズエイト
    第１５回ＪＦＡ北信越ガールズ・エイト（Ｕ-1２）サッカー大会
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【10】女子

１．第３９回皇后杯全日本女子サッカー選手権北信越大会
９月１６日（土）～１８日（月祝）、２４日（日） 石川県　北陸大学フットボールパーク

1位

2位

北信越1位、2位が、皇后杯の全国大会への出場権を獲得する

２．２０１７北信越女子サッカーリーグ
４月９日（１節）、４月１６日（２節）、4月２３日（３節）、５月７日（４節）、５月１４日（５節）
５月２１日（６節）、６月５日（７節）、６月１８日（８節）、６月２６日（９節）７月２日（10節）

※リーグ実行委員会により組合せを決める

３．第２５回全日本大学女子サッカー選手権北信越大会

大学女子専門部による組合せ・抽選

■優勝、準優勝チームが全国大会の出場権を得る。

富山

L1位

１０月８日（日）～９日（月祝）、１０月１４日（土）～１５日（日）

CL：医療福祉

新潟

長野

L4位

L3位

L2位

石川

福井

代表2枠

長野県　大町市運動公園、松本平広域公園
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４．第２６回全日本高等学校女子サッカー選手権北信越大会
１０月７日（土）～９日(月） 長野県　大町市運動公園

高校女子専門部による組合せ・抽選

■優勝、準優勝チームが全国大会出場権を得る。

５．第２１回全日本女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権北信越大会
１０月７日（土）～９日（月） 富山県

新潟

■優勝チームが全国大会の出場権を得る。

第１代表

第２代表

代　表

福井

長野

富山第２

石川

富山第１

第３代表
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６．第２１回全日本女子ユース（Ｕ-1５）サッカー選手権北信越大会
５月２７日（土）～２８日（日）、６月３日（土）～４日（日）

新潟県

北信越1位、2位は、全国大会への出場権を得る
次年度大会、1位、2位、3位は県に出場権枠を与える
次年度大会、1位、2位、3位、4位にはシード枠を与える
その他の枠は、各県1＋ドント式による出場権枠が与えられる

1位

前年度1位：
福井1位

長野3位

前年度2位：
富山1位

福井2位

長野2位

新潟2位

前年度3位：
石川1位

長野4位

長野5位

前年度3位：
新潟1位

長野1位

富山2位

3位
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７．第２８回全国レディースサッカー北信越大会

１１月４日（土）～５日（日） 福井県

■優勝チームが全国大会の出場権を得る

福井県

長野県

代表
福井第２

富山県
代表

石川県

新潟県

長野県

石川県

新潟県

福井第１

富山県
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【11】シニア

１．２０１７年度北信越シニア（４０歳以上）サッカー選手権大会
　兼　２０１７年度全国シニア（４０歳以上）サッカー大会北信越予選会
■日程 ７月　８日（土）、９日（日）
■会場 長野県松本市 松本市サッカー場（長野県フットボールセンター）
■組合せ（予選リーグ）

Aグループ
順位 勝点 得点 失点

得
失

Bグループ
順位 勝点 得点 失点

得
失

■組合せ（決勝戦）

■全国大会　 大阪府堺市　１１月　３日（土）～　５日（月）
北信越代表　２チーム

２．２０１７年度北信越シニア（５０歳以上）サッカー選手権大会
兼　２０１７年度全国シニア（５０歳以上）サッカー大会北信越予選会
■日程 ４月２２日（土）、２３日（日）
■会場 長野県松本市 かりがねサッカー場（天然芝・人工芝）
■組合せ（予選リーグ）

Aグループ
順位 勝点 得点 失点

得
失

富山県

B3
長野県２
（開催県）

県 B2B1

A3

（前年優勝）

A2 福井県

A1
長野県１

チーム名 県 A1 A2 A3

B2 福井県

Ａ１位

Ｂ1位

チーム名 A1

A1
（前年優勝）

B1 富山県

A2 石川県

A3 新潟県

チーム名 B3

A2 A3
長野県１

県
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Bグループ
順位 勝点 得点 失点

得
失

■組合せ（決勝戦）

■全国大会　 大阪府堺市 ６月２４日（土）～２６日（月）
北信越代表 ２チーム

３．２０１７年度北信越シニア（６０歳以上）サッカー選手権大会
兼　２０１７年度全国シニア（６０歳以上）サッカー大会北信越予選会
■日程 ４月２２日（土）、２３日（日）
■会場 長野県松本市 かりがねサッカー場（天然芝・人工芝）
■組合せ

■全国大会　 静岡県藤枝市 ６月３日（土）～５日（月）
北信越代表 ２チーム

４．２０１８年度全国シニア（６０歳以上）サッカー大会北信越予選会
■日程 １０月２８日（土）、２９日（日）
■会場 長野県松本市 かりがねサッカー場（天然芝・人工芝）
■組合せ

長野の場所に応じて、他県が移動する。
■全国大会　 福島県相馬市

2 福井県

3 石川県

4 富山県

5 新潟県

6
長野県１
（開催

1
前回優

勝

長野県１
（開催

Ａ１位

Ｂ1位

福井県
（前年優

長野県２
（開催

石川県

新潟県

富山県

新潟県

長野県2
B3

（開催県）

B1

B2 石川県

チーム名 県 B1 B2 B3
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５．２０１７年度北信越シニア（７０歳以上）サッカー選手権大会
　兼　２０１８年度シニア（７０歳以上）サッカーフェスティバル北信越予選会

■日程 １０月２８日（土）、２９日（日）

■会場 長野県松本市 かりがねサッカー場（天然芝・人工芝）

■組合せ

Ａ：石川県

③ ①

Ｅ：長野県 Ｂ：福井県

⑤ ④

Ｄ：富山県 Ｃ：新潟県

① －

② －

③ －

④ －

⑤ －

６．北信越シニアカップ

１）３５カップ ■日程 １０月１４日（土）、１５日（日）　＊未確定

■会場 石川県七尾市　和倉温泉多目的グラウンド

２）４５カップ ■日程 １１月　４日（土）、５日（日）

■会場 新潟県長岡市　長岡運動公園

３）５５カップ ■日程 １０月７日（土）、８日（日）

■会場 長野県木島平村　木島平ジュニアサッカー場

４）６５カップ ■日程 ７月８日（土）、９日（日）

■会場 福井県

10/29 Ｄ：富山県 Ｅ：長野県

10/29 Ａ：石川県 Ｅ：長野県

10/29 Ｂ：福井県 Ｃ：新潟県

②

10/28 Ａ：石川県 Ｂ：福井県

10/28 Ｃ：新潟県 Ｄ：富山県
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【12】フットサル

１．第２３回全日本フットサル選手権北信越大会
２０１８年１月２０、２１日（土、日） 魚津市ありそドーム（富山）

Ａリーグ 富山 Ｂリーグ 富山

■　全国大会　２０１８年３月２日（金） ４日（日） １次ラウンド
エコパアリーナ（静岡）、グリーンアリーナ神戸（兵庫）、（大阪または高知）

　　　　　　　　　　　　３月９日（金） １１日（日） 決勝ラウンド
会場調整中（東京）

２．第１４回全日本女子フットサル選手権大会北信越大会
９月３０日、１０月１日（土、日） 南長野運動公園体育館（長野）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■　全国大会　１１月１０日（金） １２日（日）北海きたえーる（北海道）

３．第１３回全日本大学フットサル大会北信越大会
６月１７、１８日（土、日） 福井県営体育館（福井）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■　全国大会　８月２５日（金） ２７日（日）岸和田市総合体育館（大阪）

４．第４回全日本ユース（U-18）フットサル大会北信越大会
７月１、２日（土、日） 新潟市体育館（新潟）

Ａリーグ 新潟 Ｂリーグ 新潟

■全国大会　８月１７日（木） ２０日（日）ゼビオアリーナ、仙台市体育館（宮城）

Ａ１位

Ｂ２位

Ａ２位

Ｂ１位

Ａ１位

Ｂ２位

Ａ２位

Ｂ１位
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５．第２３回全日本ユース（U-15）フットサル大会北信越大会
１２月２、３日（土、日） 加賀市スポーツセンター（石川）

Ａリーグ Ｂリーグ

優勝決定戦 ３位（代表）決定戦

■　全国大会　２０１８年１月６日（土） ８日（月・祝） スカイホール豊田（愛知）

６．第８回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北信越大会
１１月２５、２６日（土、日） 滑川市体育館（富山）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■　全国大会　２０１８年１月７日（日） ８日（月・祝） スカイホール豊田（愛知）

７．第10回北信越ビーチサッカー大会 徳光海岸（石川）
７月２２、２３日（土、日）

Ａリーグ Ｂリーグ

※ 参加チームは各県代表１チームずつと北信越ビーチサッカーリーグプレリーグ首位チーム
　合計６チーム

■全国大会　第１２回全国ビーチサッカー大会
　９月８日（金） １０日（日） 大蔵海岸（兵庫）

８．■バーモントカップ第２７回全日本少年フットサル大会
　８月１８日（金） ２０日（日）駒沢オリンピック公園体育館、同 屋内球技場（東京）

９．公認フットサルC 級コーチ養成講習会（JFA主催、地域協会主管）
３月３１日（金） ４月２日（日） 加賀市スポーツセンター（石川）
２０１８年２月２３日(金)～２５日(日) 会場未定

Ａ２位

Ｂ１位 Ｂ２位

Ａ１位

Ｂ２位

Ａ２位

Ｂ１位

Ａ１位
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[参考]
１０．SuperSports XEBIO 北信越Fリーグ2017（連盟事業）

５月１４日（日） ２０１８年１月１４日（日） 各県にて開催
白山 長野 金沢 富山 上越 SOFT 新潟 福井

cabella ASSIST RUEDA SPIRIT 長岡 松本 フロレスタ YKK

参入戦 ２０１８年２月１８日（日) 南長野運動公園（長野）

■　全国大会　SuperSports XEBIO 第18回フットサル地域チャンピオンズリーグ
２０１８年２月１６日（金） １８日（日） １次ラウンド

会場調整中

　　　　　　　　　　　　３月９日（金）日程調整中 決勝ラウンド

テバオーシャンアリーナ（愛知）

2部リーグ８位

２部前期8位
２部前期7位
２部前期6位
２部前期5位

２部後期（前期下位リーグ） ２部前期5位 ２部前期6位 ２部前期7位 ２部前期8位

２部前期4位
２部前期3位
２部前期2位

２部前期4位
２部前期1位

2部

２部後期（前期上位リーグ） ２部前期1位 ２部前期2位 ２部前期3位

1部前期8位

cabella niigata F3
ASSIST FUTSAL CLUB

RUEDA FUTSAL NIIGATA
SPIRIT南信州
レジスタ長岡
AlRosse 松本

ビークス フロレスタ
YKK

1部前期7位
1部前期6位
1部前期5位

1部後期（前期下位リーグ） 1部前期5位 1部前期6位 1部前期7位 1部前期8位

1部前期4位
1部前期3位
1部前期2位

1部前期3位 1部前期4位
1部前期1位

1部前期
ヴィンセドール白山
ボアルース長野

 グランドルフ金沢
トロブラボ富山
Primasale 上越
SOFT MOUNTAIN
新潟モナルカ
JOGARBOLA福井

1部後期（前期上位リーグ） 1部前期1位 1部前期2位
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１１．第３３回全国選抜フットサル大会supported by ＧＡＶｉＣ 北信越大会（連盟事業）
８月５、６日（土、日） かきざきドーム（新潟）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■　全国大会 ９月１６日（土）～１８日（月・祝） 春野運動公園体育館（高知）

１２．第２回北信越女子フットサルリーグ（連盟事業）
５月１４日（日） ２０１８年１月１４日(日) 各県にて開催

アンテ アロ オウン ティターニア ラウフェン ラック マレーザ サテライト

アンテロープ塩尻 （長野）
Alogar2005 （新潟）
OWN GOAL （富山）
LFCティターニア富山 （富山）
Laufen （富山）
福井丸岡RUCK （福井）
マレーザkiso （長野）
福井丸岡RUCKサテライト （福井）

■　全国大会　第5回FUTSAL地域女子チャンピオンリーグsupported by ＧＡＶｉＣ
２０１８年２月２３日（金） ２５日（日） 会場調整中

１３．トリムカップ2018第10回全国女子選抜フットサル大会北信越大会（連盟事業）
２０１８年２月１０、１１日（土、日）輪島市一本松総合運動公園体育館（石川）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■　全国大会 ２０１８年３月１６日（金）～１８日（日） 駒沢屋内球技場（東京）

１４．ＧＡＶｉＣ ＣＵＰユースフットサル選抜トーナメント2017北信越大会（連盟事業）
２０１８年２月３、４日（土、日） 福井県営体育館（福井）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■　全国大会 ２０１８年３月２３日（金）～２５日（日） 会場調整中（兵庫）

１５．第12回長野ｵｰﾌﾟﾝU23選抜ﾌｯﾄｻﾙ大会北信越大会（連盟事業）
２０１８年２月２５日（日） 会場調整中（新潟）

新　潟 富　山 石　川 福　井
新　潟
富　山
石　川
福　井

■　全国大会　 ２０１８年３月１６日（金）～１８日（日） ホワイトリング（長野）
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【13】クラブユース

１．第２１回北信越クラブユースサッカー選手権（Ｕ-18）大会
兼　第４１回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会北信越地域予選

5月27日（土）・28日（日）、6月3日（土）・4日（日） 富山県

■全国大会 ７月２３日（日）～８月２日（水） 群馬（前橋市他）・首都圏

２．Ｊユースカップ２０１７北信越地域大会　（Ｕ-18）
兼　Jユースカップ2017 第２５回Ｊリーグユース選手権大会北信越地域予選

9月3日（日）・10日（日） 石川県

■ＪＣＹ地域代表決定戦
９月１７日（日）～２４日（日）　（見込み） 東海他

■全国大会 １０月７日（土）～１１月１２日（日）　（見込み） 関西他

３．第２９回北信越クラブユースサッカー選手権（Ｕ-15）大会
兼　第３２回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会北信越地域予選

７月８日(土）・９日(日）・１５日(土）・１６日(日） 新潟県

■全国大会 ８月１５日（火）～２４日（木） 北海道（帯広市他）

[参考]
■201７ JCYインターシティカップ（Ｕ－１５）ＷＥＳＴ ※連盟主催事業

８月１0日(木）～１3日（日） ※会議 9日（水） 大阪（Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺） ※代表枠 ５

■JCYレディースサッカーフェスティバル201７　（Ｕ－１８） ※連盟主催事業
８月７日(月）～１０日（木） 新潟（吉田ふれあい広場）

※連盟主催事業
１０月７日(土）～９日（月） 長野（白馬クロスカントリー競技場他）

※連盟主催事業
７月８日(土）・９日（日） 石川（能登島グラウンド）

Ｂ

Ｅ
Ｆ

カターレ ※代表枠 ２

Ａ

アルビレックス
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

中 国 ・ 四 国 代 表 代表
九 州 代 表

Ｃ ※代表枠 １

東 海 代 表
北 信 越 代 表 代表
関 西 代 表
中 日 本 ２ 位

※代表枠 ２

※代表枠 ４

■第２８回北信越クラブユースサッカーU-14新人フェスティバル

■第７回北信越クラブユースサッカー（Ｕ-15） デベロップ大会
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