
平成２９年度 富山市サッカー協会 活動計画 
 

１ 役員氏名 

 （１）会 長  遠藤 忠洋  （２）副 会 長   前田 清一  西能 淳  

（３）理事長   酒井 康光  副理事長  久留 健太郎  

（４）事務局長  桑島 隆司  副事務局長 森 康朗 （５）連絡責任者 桑島 隆司  

 

２ 活動目標 

  富山市におけるサッカー競技力向上と普及・振興・発展並びに会員相互の親睦融和を図る。 

  サッカーを通して町つくりを考える。 

 

３ 主な活動 

 （１）富山市民体育大会サッカー競技及び協会主催事業の開発及び運営 

 （２）ジュニア選手強化練習会の実施 

 （３）幼稚園児・小学生低学年・一般サッカー愛好者・シニア各種大会の開催 

 

４ 県内・国内・国際大会 

（１） 第６７回 ローソンカップ カターレ富山 春季幼児ソフトサッカー大会 

会場：富山県総合運動公園ファミリー広場  

平成２９年５月２０日（土）、２１日（日） 

参加チーム数 ２２チーム  優勝 晴雲ドラゴン  ２位 みなみFC ３位 本江ファイヤー 

 

（２） 平成２９年度富山県スポーツフェスタ 第２７回富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会 

会場：富山県総合運動公園 ファミリー広場 

平成２９年６月２４日（土）、２５日（日） 

優勝 砺波北部サッカースポーツ少年団  ２位 新庄スポーツ少年団 

３位 桜井サッカースポーツ少年団・中田ＪＦＣスポーツ少年団 

 

（３） 第１３回富山市民体育大会 サッカー競技 中学生の部  

平成２９年７月１日（土）、２日（日） 市内中学校 ２か所  

     五福サブグランド、興南中学校 

 

（４） 第３回とやまＰＫ 選手権大会 

会場：富山県総合運動公園 ファミリー広場 

平成２９年８月１９日（土） 

参加チーム数 とやま最強コース ６４チーム 

なでしこコース  １２チーム 

Ｕ－１２コース  １６チーム / Ｕ－９コース ２２チーム 

キッズコース   １１チーム  合計 １２５チーム 



 

（５） 第６８回 ローソンカップ カターレ富山 秋季幼児ソフトサッカー大会 

会場：富山県総合運動公園 ファミリー広場 

平成２９年１０月１４日（土）、１５日（日） 

参加チーム数 ５６チーム 優勝 ボアソルチ  ２位 住吉kids A ３位 コスモ氷見FC 

 

（６） 第２３回 源杯 小学２・３年生６人制サッカー大会  

会場：アイザックスポーツドーム 

平成２９年１１月２５日（土）、２６日（日）、１２月３日（日） 

参加チーム数： ２年生大会  ２７チーム ３年生大会  ３２チーム 

大会結果  ： ２年生 優勝 グランザスＡ   ３年生 優勝 ＢＳｊｒ 

２位 神通ＳＣ         ２位 グランザスＡ 

３位 住吉サッカー       ３位 大久保ＳＳＣ 

ＢＳｊｒ            エヌスタイル 

 

（７） 第７回 源杯 小学４・５年生フットサル大会  

会場：アイザックスポーツドーム 

平成３０年１月２７日（土）、２８日（日）、２月１０日（日） 

参加チーム数： ４年生大会  ２３チーム  ５年生大会  ２３チーム 

大会結果  ： ４年生 優勝 大久保ＳＳＣ  ５年生 優勝 ヴァリエンテＡ 

２位 富山中央ＦＣ      ２位 ヴァリエンテＢ 

３位 富山新庄ＦＣ      ３位 ＢＳｊｒＭ 

小杉イエロー         住吉サッカー 

 

（８） サタディナイトフットサルフェスティバル  

    会場：アイザックスポーツドーム 

第１ステージ 

平成２９年１０月７日（土）、１０月２１日（土）、１１月４日（土） 

１８日(土)､１２月２日(土)、１６日（土） 

大会結果  ：決勝リーグ  優勝 ＦＣ ＵＰ  ２位 ナイトメア  ３位 にななん 

チャレンジリーグ １位 レッドクールズ ２位 ＧＡＲＵＤＡ ＦＣ 

                     ３位 クリムゾン 

 

第２ステージ 

平成３０年１月１３日（土）、２１日（土）、２月３日（土）、１７日（土） 

３月１０日（土）、２４日（土） 

      

 



５ その他の特記事項 

    ・富山市民体育大会サッカー競技の主管 

・県体出場選手の強化練習会（一般、シニア） 

    ・中学生年代のトレーニングセンターの開設（毎週月曜日、）アイザックドーム 夜間   

基本強化 

・トレーニングセンター参加者の県外遠征   重点強化 

    課題 

（１） 指導者（幼児・小学・中学）の確保と技術・技能の向上 

（２） 選手（小・中）のレベルアップを図り、各種大会において上位入賞を目指す 

（３） 小学２・３年生６人制、７人制サッカーに変えるのはどうか 

（４） サタディナイトフットサルのシニアリーグを開催できれば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 富山市サッカー協会 活動計画 
 

１ 役員氏名 

 （１）会 長  遠藤 忠洋  （２）副 会 長   前田 清一  西能 淳  

（３）理事長   酒井 康光  副理事長  久留 健太郎  

（４）事務局長  桑島 隆司  副事務局長 森 康朗 （５）連絡責任者 桑島 隆司  

 

２ 活動目標 

  富山市におけるサッカー競技力向上と普及・振興・発展並びに会員相互の親睦融和を図る。 

  サッカーを通して町つくりを考える。 

 

３ 主な活動 

 （１）富山市民体育大会サッカー競技及び協会主催事業の開発及び運営 

 （２）ジュニア選手強化練習会の実施 

 （３）幼稚園児・小学生低学年・一般サッカー愛好者・シニア各種大会の開催 

 

４ 県内・国内・国際大会 

（８） 第６９回 ローソンカップ カターレ富山 春季幼児ソフトサッカー大会 

会場：富山県総合運動公園ファミリー広場  

平成３０年６月２日（土）、３日（日） 

 

（９） 平成３０年度富山県スポーツフェスタ 第２８回富山県スポーツ少年団競技別総合交流大会 

会場：富山県総合運動公園 ファミリー広場 

平成２９年６月２４日（土）、２５日（日） 

 

（１０） 第１４回富山市民体育大会 サッカー競技 中学生の部  

平成３０年６月３０日（土）、７月１日（日） 市内中学校 ２か所  

     五福公園サブグランド、興南中学校 

 

（１１） 第４回とやまＰＫ 選手権大会 

会場：富山県総合運動公園 ファミリー広場 

平成３０年８月２５日（土） 

 

（１２） 第７０回 ローソンカップ カターレ富山 秋季幼児ソフトサッカー大会 

会場：富山県総合運動公園 ファミリー広場 

平成３０年９月１５日（土）、１６日（日） 

   

 

 



（１３） 第２４回 源杯 小学２・３年生６人制サッカー大会  

会場：アイザックスポーツドーム 

平成３０年１１月２４日（土）、２５日（日）、１２月２日（日） 

 

（１４） 第８回 源杯 小学４・５年生フットサル大会  

会場：アイザックスポーツドーム 

平成３１年１月２６日（土）、２７日（日）、２月１０日（日） 

 

（８） サタディナイトフットサルフェスティバル  

    会場：アイザックスポーツドーム 

第１ステージ 

平成３０年１０月６日（土）、１０月２０日（土）、１１月３日（土） 

１７日(土)､１２月１日(土)、１５日（土） 

第２ステージ 

平成３１年１月１９日（土）、２６日（土）、２月２日（土）、１６日（土） 

３月２日（土）、１６日（土） 

      

５ その他の特記事項 

    ・富山市民体育大会サッカー競技の主管 

・県体出場選手の強化練習会（一般、シニア） 

    ・中学生年代のトレーニングセンターの開設（毎週月曜日、）アイザックドーム 夜間  基本強化 

・トレーニングセンター参加者の県外遠征   重点強化 

    課題 

（５） 指導者（幼児・小学・中学）の確保と技術・技能の向上 

（６） 選手（小・中）のレベルアップを図り、各種大会において上位入賞を目指す 

（７） 小学２・３年生６人制、７人制サッカーに変えるのはどうか 

（８） サタディナイトフットサルのシニアリーグを開催できれば 

 


