
2020年度　活動計画

本活動計画（案）は総会資料として作成したものです。

日程／場所等に関しては最終調整後に案内をさせて頂きますのでお含み置き下さい。

（１） 一般行事

１． 第34回読売旗争奪中西讃地区ジュニアサッカー大会 六年生の部

予選リーグ 月日／場所 ７月１１日(土) ／ 宝山湖 抽選会 ６月下旬

決勝トーナメント 月日／場所 ７月１２日(日) ／ 宝山湖

２． 第34回読売旗争奪中西讃地区ジュニアサッカー大会 五年生の部

予選リーグ 月日／場所 ３月２１日（土） ／ 土器川・飯山 抽選会 ２月２３日(日)

決勝トーナメント 月日／場所 ３月２２日（日） ／ 土器川・飯山

３． 第34回読売旗争奪中西讃地区ジュニアサッカー大会 四年生の部

予選リーグ 月日／場所 １月９日(土) ／ 宝山湖 抽選会 １０月下旬

決勝トーナメント 月日／場所 １月１０日(日) ／ 宝山湖

４． 第34回読売旗争奪中西讃地区ジュニアサッカー大会 三年生の部

予選リーグ 月日／場所 １２月５日(土) ／ 宝山湖 抽選会 １０月下旬

決勝トーナメント 月日／場所 １２月６日(日) ／ 宝山湖

５． 潮製作所カップ第3回中西讃地区ジュニアサッカー連盟杯　六年生卒業大会

予選リーグ 月日／場所 ２月２７日(土) ／ 土器川・飯山 抽選会 １０月下旬

決勝トーナメント 月日／場所 ２月２８日(日) ／ 土器川・飯山

6． 潮製作所カップ第６回中西讃地区ジュニアサッカー連盟杯　五年生サッカー大会

予選リーグ 月日／場所 ８月２２日(土) ／ 宝山湖 抽選会 ６月下旬

決勝トーナメント 月日／場所 ８月２３日(日) ／ 宝山湖

７． パッションカップ第15回中西讃地区ジュニアサッカー連盟杯　四年生サッカー大会

予選リーグ 月日／場所 ９月１９日(土) ／ 宝山湖 抽選会 ６月下旬

決勝トーナメント 月日／場所 ９月２０日(日) ／ 宝山湖

８． Ｊフット丸亀カップ第11回中西讃地区ジュニアサッカー連盟杯　三年生サッカー大会

予選リーグ 月日／場所 ５月５日(火・祝) ／ 宝山湖 抽選会 ２月２３日(日)

決勝トーナメント 月日／場所 ５月６日(水・祝) ／ 宝山湖

９． 第17回中西讃地区ジュニアサッカー連盟杯　二年生サッカー大会

予選リーグ 月日／場所 ６月６日(土) ／ 土器川 抽選会 なし

決勝トーナメント 月日／場所 ６月７日(日) ／ 土器川

（２） トレセン （日本サッカー協会登録選手が対象となります。）

１． Ｕ－１２

選考会（前期） 日時／場所 ４月２６日（日） ／

選考会（後期） 日時／場所 ９月２２日（火） ／

参加者 現在地区Ｕ-11トレセンの参加者　及び

各チーム指導者が県トレ選考会に参加可能と推薦できる選手

選考者数 地区トレの選考人数　中讃ＴＣ、西讃ＴＣ　各２０名（予定）

練習（中讃ＴＣ） 日時／場所 第一、三土曜日／１６：００～１８：００(前期）／土器川グランドほか

第一、三土曜日／１５：００～１７：００(後期）／土器川グランドほか

練習（西讃ＴＣ） 日時／場所 第一、三日曜日／１６：３０～１８：００(前期）／山田G

第一、三日曜日／１５：３０～１７：００(後期）／山田G

遠征 県TC県外遠征　 （１泊２日）：８月中旬／神戸カップ

県TC県外遠征　 （１泊２日）：12月上旬／八咫烏カップ

地区TC県外遠征（１泊２日）：２月下旬／（福山）

その他 県TC選考会 ２０２０年３月２８日／（東部運動公園）

四国トレセンキャンプ ７月１８日～１９日／（愛媛県）

県TC選考会 ８月２９日～３０日／（東部運動公園・りんくう公園）

四国トレセンキャンプ １０月１７日～１８日／（徳島県）

土器川（中讃・西讃）

土器川（中讃・西讃）



Ｕ-12ナショナルトレセン四国 １月２９日～３１日／（高知県）

２． Ｕ－１１・Ｕ－１０

選考会（前期） 日時／場所 Ｕ－１１：４月２５日（土）土器川（中讃・西讃）

日時／場所 Ｕ－１０：４月２６日（日）土器川（中讃・西讃）

選考会（後期） 日時／場所 Ｕ－１１：９月２１日（月）土器川（中讃・西讃）

日時／場所 Ｕ－１０：９月２２日（火）土器川（中讃・西讃）

参加者 各チーム指導者が県トレ選考会に参加可能と推薦できる選手

選考者数 地区トレの選考人数　中讃ＴＣ、西讃ＴＣ　各２０名（予定）

練習（中讃ＴＣ） 日時／場所 第一、三土曜日／１６：００～１８：００(前期）／土器川グランドほか

日時／場所 第一、三土曜日／１５：００～１７：００(後期）／土器川グランドほか

練習（西讃ＴＣ） 日時／場所 第一、三日曜日／１５：００～１６：３０(前期）／山田G

日時／場所 第一、三日曜日／１４：００～１５：３０(後期）／山田G

遠征（Ｕ－１１） 県TC県外遠征　 （１泊２日）：1月中旬／ミズノカップ

その他 県TC選考会 ２０２０年３月２８日／（東部運動公園）

県TC選考会 ８月２９日～３０日／（東部運動公園・りんくう公園）

四国４県トレセン対抗戦(Ｕ－１１・女子) １２月１３日／（東部運動公園）

四国地区トレセン対抗戦(Ｕ－１１) ２月２０日～２１日／（東部運動公園）

県TC選考会(新Ｕ－１２・１１・女子) ３月２７日～２８日／（東部運動公園）

３． ガールズスクール

練習（中讃ＴＣ） 日時／場所 土曜日（月２回）／１６：００～１８：００(夏期）／土器川グランドほか

日時／場所 土曜日（月２回）／１４：３０～１６：３０(冬期）／土器川グランドほか

練習（西讃ＴＣ） 日時／場所 第一、三日曜日／１５：００～１６：３０(前期）／山田G

日時／場所 第一、三日曜日／１４：００～１５：３０(後期）／山田G

その他 ガールズスクール地区対抗戦 ８月２日／東部運動公園、１月１１日生島サブ

（３） フットサル

１．  ＣＶＣ杯U-12フットサル大会 日時／場所 6月27日（土）／Ｊフット丸亀

２． 中西讃U-7ミニサッカー大会 日時／場所 3月27日（土）／Ｊフット丸亀

３． 中西讃U-9ミニサッカー大会 日時／場所 3月28日（日）／Ｊフット丸亀

(参考)県主催大会

バーモントカップ 日時／場所 6月28日(日）・7月4日(土）7月5日(日）／Ｊフット丸亀　

 ちゅうぎんカップ（5年生の部） 日時／場所 9月5日(土)・6日(日)／Ｊフット丸亀

 ちゅうぎんカップ（3年生の部） 日時／場所 9月19日(土)・20日(日)／Ｊフット丸亀

ファミリーフットサル8月大会 日時／場所 8月23（日）／Ｊフット丸亀

ファミリーフットサル12月大会 日時／場所 12月13日(日)／Ｊフット丸亀

ファミリーフットサル3月大会 日時／場所 3月7日(日)／Ｊフット丸亀

香川県U-11フットサルリーグ 日時／場所 2020年8月～9月、2021年2月～3月/Jフット丸亀他

（４） Ｕ-９・Ｕ-８・Ｕ-７・Ｕ-６（キッズ）

県協会主催

U-９ ＪＦＡキッズグラスルーツ 日時／場所 9月13日／宝山湖公園多目的広場

U-８ ＪＦＡキッズグラスルーツ 日時／場所 10月4日／宝山湖公園多目的広場

U-７ ＪＦＡキッズグラスルーツ 日時／場所 11月23日／生島メイン

U-７ カーニバル 日時／場所 １月11日／生島メイン

U-６ ＪＦＡキッズグラスルーツ 日時／場所 2月11日／東部運動公園

地区移管大会

U-６・U-９ 日時／場所 7月26日／宝山湖公園多目的広場

U-８ 日時／場所 7月12日／宝山湖公園多目的広場

中西讃地区ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾘｰｸﾞ

中西讃地区ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾘｰｸﾞ



（５） その他

指導者向上研修会（４種義務化講習） ９/５　東部運動公園

JFA公認指導者向上研修会 ９/６　東部運動公園

ナショナルトレセンキャンプ伝達講習会 １１/３・２/６　東部運動公園

Ｕ-１２ＮＴＣ四国指導者講習会 １/２９～１/３１　高知県

４級審判新規講習会 (審判委員会より案内）

3・４級審判更新講習会 (審判委員会より案内）

フットサル４級新規、３・４級更新講習会(同時開催) (フットサル委員会より案内)


