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【議 題】 

１．出席確認 

２．開会宣言 

３．会長挨拶 

４．議事 

 第１号議案 令和３年度事業報告に関する件 

         第１種委員会/第２種委員会/第３種委員会/第４種委員会/女子委員会 

         技術委員会/審判委員会/キッズ委員会/フットサル委員会/情報委員会 

シニア委員会 

各地域協会（北見、網走、紋別、遠軽、斜里、美幌） 

 第２号議案 令和３年度会計報告及び会計監査報告に関する件 

 第３号議案 令和４年度事業計画に関する件 

         第１種委員会/第２種委員会/第３種委員会/第４種委員会/女子委員会 

         技術委員会/審判委員会/キッズ委員会/フットサル委員会/情報委員会 

シニア委員会/各地域協会（北見、網走、紋別、遠軽、斜里、美幌） 

第４号議案 令和４年度会計予算案に関する件 

第５号議案 役員改選 

５．その他 （１）加盟団体・選手登録の支払い方法変更について 

    （２）その他 

６．閉会宣言 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

【ＩＮＤＥＸ】 

 令和 3年度事業報告        令和 4年度事業計画 

       加盟登録チーム               第１種委員会 

       事務局                   第２種委員会 

       第１種委員会                第３種委員会 

       第２種委員会                第４種委員会 

       第３種委員会                女子委員会 

       第４種委員会                技術委員会 

       女子委員会                 審判委員会 

       技術委員会                 キッズ委員会 

       審判委員会                 フットサル委員会 

       キッズ委員会                情報委員会 

       フットサル委員会              シニア委員会 

       情報委員会                 各地域協会 

       シニア委員会         令和 4年度会計予算 

       各地域協会          規約・規定 

                      組織図 

 令和 3年度会計決算         

 会計監査報告 



北見Ｓｏｃｏｒｒｏ Rｅｖｉｖａｌ　Ｓ・Ｃ Ｄｉｖｅｒｔｉ Ｆ・Ｃ・Ｍｉｒｒａ

LASTAR FCコパン ＦＣ網走 Ｆ・Ｃ フリークス

網走市役所Ｆ．Ｃ 遠軽社会人ＦＣ ＦＣ　BEENE ＦＣ．BIHORO

サロマＦＣ 東京農業大学サッカー部 AS　スパーク

１種　　計　１５チーム

北見ＬＥＧＥＮＤ ＦＣ．ＩＤＥＡＬ ＣＵＡＲＥＮＴＡ ＦＣ イーグルス．GＦ Rｅｖｉｖａｌ．ＳＣ

遊蹴会 シニア種　　計　７チーム

北見北斗高等学校 北見柏陽高等学校 北見緑陵高等学校 北見商業高等学校

北見工業高等学校 網走南ヶ丘高等学校 網走桂陽高等学校 遠軽高等学校

紋別高等学校 津別高等学校 美幌高等学校 佐呂間高等学校

２種　　計　１2チーム

北見市立小泉中学校 北見市立北中学校 北見市立高栄中学校 北見市立常呂中学校

北見市立東陵中学校 北見市立光西中学校 北見市立東相内中学校 北見市立端野中学校

北見市立南中学校 北見市立北光中学校 北見市立留辺蘂中学校 網走市立第三中学校

紋別市立紋別中学校 紋別市立潮見中学校 美幌町立美幌中学校 美幌町立北中学校

遠軽町立遠軽中学校 遠軽町立南中学校 小清水町立小清水中学校 津別町立津別中学校

佐呂間町立佐呂間中学校 訓子府町立訓子府中学校 斜里町立斜里中学校 置戸町立置戸中学校

湧別町立上湧別中学校 興部町立興部中学校 清里町立清里中学校 FC網走U-15

３種　　計　２８チーム

アトラス北見中央サッカースポーツ少年団 北見オニオンキッドサッカースポーツ少年団

北見西サッカースポーツ少年団 北見イーグルスサッカースポーツ少年団

北見リトルウィングスSFTサッカー少年団 常呂ジュニアフットボールクラブ

FC網走U-12 FC網走meninaU-12

網走市サッカースポーツ少年団 遠軽はやぶさサッカースポーツ少年団

紋別Ｆ・Ｃジュニア 紋別ドルフィンズサッカースポーツ少年団

美幌ＵＦＯサッカースポーツ少年団 銀河ジュニアＦ．Ｃ　２００２

つべつサッカー少年団 斜里サッカースポーツ少年団

ＦＣMiragross　Jr ＦＣ ベーネ Ｕ－１２

たきのうえサッカースポーツ少年団 サロマＦＣジュニア

ＦＣルゴーサ興部 JSPORTS ESPERANZA SC

４種　　計　２２チーム

レファＦＣ FC網走menina ｉｌ　ｓｏｌｅ　ＦＣ

女子　　計　　３チーム

合計　８９チーム

令和３年度　　加盟登録チーム

オホーツクシニアサッカークラブ40 オホーツクシニアサッカークラブ50



令和３年度事業報告 事務局 

１．地区協会 

          地区協会総会                 書面会議 

  １１月２８日  常任理事会  市民会館  4 号会議室     １８名出席 

   ３月１９日  各委員会監査 サントライ北見 研修室 

   ３月１９日  常任理事会  サントライ北見 研修室     ２４名出席 

内リモート参加  ６名 

            

２．道東４地区協会該当 

  ・道東ブロック 

   ９月２２日  事務局会議 阿寒湖まりむ館(釧路市) 國田副会長、中田理事長 

１月１０日  ジョイントミーティング会議 ＷＥＢ会議（サントライ北見） 

             榊原会長、蝦名副会長、國田副会長、中田理事長、 

斎藤副理事長、美村事務局長 

    

 

３．北海道協会該当 

  ①２０２１年度評議員及び役員候補推薦委員会 

５月 ９日 ＷＥＢ会議                 榊原会長 出席 

 

②２０２１年度北海道サッカー協会評議員会 

    ６月２６日 ＷＥＢ会議                 榊原会長 出席 

 

  ③２０２１年度臨時評議員会 

２月２０日 ＷＥＢ会議                 榊原会長 出席 

 

④第 1回役員候補者推薦委員会 

３月２１日 ＷＥＢ会議                 榊原会長 出席 

 

⑤２０２１年度北海道サッカー協会理事会          中田理事長 出席 

 第２回 ５月２２日 ＷＥＢ会議 

第３回 ６月２６日 ＷＥＢ会議、 

第５回 ９月２８日 ＷＥＢ会議 

第６回１０月２７日 書面決議 

第７回１１月２２日 書面決議 

第９回 ３月 ６日 ＷＥＢ会議 

 

４．道東ブロック大会主管事業 

  ３種  道東４地区カブス交流大会          （網走市 10/9～10） 



1，サッカーリーグ

(1)　令和3年度　第40回 北海道学生サッカーリーグ

令和3年8月8日　～　10月17日

網走呼人スポーツトレーニングフィールド　他

東京農大　【３部リーグ道東ブロック】

(2)　2021年度　第44回 北海道サッカーリーグ　第19回道東ブロックリーグ

令和3年5月9日　～　8月29日

網走スポーツトレーニングフィールド　他

FC.網走

3勝3敗　4位　【緊急事態宣言等の影響により、１回戦にて終了】

(3)　2021年度　オホーツク地区社会人サッカーリーグ

令和3年5月16日　～　10月3日

北見モイワスポーツワールド　・　網走呼人スポーツトレーニングフィールド

管内12チーム　( コロナの影響により2チーム休部 )

緊急事態宣言等の影響により、順位不確定として途中終了

2，サッカー大会

(1)　2021年度　第39回 知事杯全道サッカー選手権大会　オホーツク地区予選大会

本大会選考方法変更に伴い予選無し

(2)　2021年度　第28回 全国クラブチーム選手権大会　オホーツク地区予選大会

令和3年7月11日 (日)　道東ブロック予選へ変更し開催

十勝川グランドA

FCコパン

道東ブロック予選敗退

(3)　2021年度　第57回 全道社会人サッカー選手権大会　オホーツク地区予選大会

令和3年6月27日 (日)

北見モイワスポーツワールド

FCコパン

参加が1チームの為、地区推薦適用にて全道大会へ出場

※　全道大会 : 8月7日(土)　～　9日(月)　空知地区　２回戦敗退

(4)　2021年度　北海道サッカーリーグ　道東ブロックリーグ　オホーツク地区入替戦

令和3年10月17日(日)

網走スポーツトレーニングフィールド

地区リーグ未消化により、順位不確定として昇降格無しと決定

会　場

日　程

結　果

日　程

結　果

会　場

参　加

日　程

結　果

日　程

結　果

日　程

結　果

日　程

参　加

会　場

参　加

会　場

会　場

参　加

会　場

参　加

2021年度　第1種委員会　事業報告
オホーツク地区サッカー協会

第１種委員会

日　程

結　果

参　加

会　場



3，フットサル大会

(1)　第27回 全日本フットサル選手権大会　オホーツク地区予選大会

令和3年11月28日(日)

訓子府町スポーツセンター競技場

管内3チーム

優勝 : FC網走

※　北海道地域大会 : 1月8日(土)　～　1月9日(日)　釧路地区開催において準優勝

(2)　全道フットサル選手権大会2022　一般の部　オホーツク地区予選大会

令和4年1月16日(日)

訓子府町スポーツセンター競技場

管内5チーム

優勝 : FC網走

※　全道大会 : 2月26日(土)　～　2月27日(日)　札幌地区　【中止】

フットサル運営委員会

伊藤裕之

サッカー運営委員会

鈴木紘介

審判委員会

野坂信之

三ケ山裕右 澤田篤樹

日　程

日　程

結　果

オホーツク地区サッカー協会　第１種委員会 組織図

ｵﾎｰﾂｸ地区ｻｯｶｰ協会

会　場

参　加

会　場

会　場

参　加

ｵﾎｰﾂｸ社会人ｻｯｶｰ連盟
常任理事会

規律委員会 総務委員会

第１種委員会

委員長　鈴 木 紘 介



2021年度オホーツク地区サッカー協会第２種委員会 事業報告 

 

【１．地 区 大 会】 

(１) 2021年度高体連シード決定戦、春季フェスティバル 

    日 程：4月 29日（木）、5月 1日（土）～3日（月） 

    会 場：遠軽町、北見市 

結 果：１位 網走南ヶ丘高校 ２位 北見北斗高校 ３位 遠軽高校 ４位 紋別高校 

オホーツク管外参加校：計 6校 

※稚内、留萌、枝幸、根室 

 

(２) 2021オホーツク地区 FAリーグ 

日 程：地区 FAプレリーグ 5月 8日（土）～ 

地区 FAリーグ 7月 17日（土）～ 

    会 場：北見市・網走市・紋別市・美幌町他 

結 果： １位 北見北斗高校 ２位 紋別高校 ３位 北見柏陽高校 ４位 北見緑陵 

 

(３) 第 74回高体連オホーツク支部サッカー選手権大会 

兼第 74回全道高等学校高校サッカー選手権大会オホーツク支部予選会 

    日 程：5月 19日（水）～22日（土） 

    会 場：えんがる球技場 

当番校：遠軽高等学校 

結 果：１位 網走南ヶ丘高校 ２位 遠軽高校 ３位 北見柏陽高校 ３位 北見北斗高校 

 

(４) 第 100回全国高等学校サッカー選手権大会オホーツク地区予選大会 

    日 程：8月 28日（土）～29日（日）、9月 4日（土）～5日（日） 予備日 9月 11日（土） 

    会 場：えんがる球技場 

結 果：１位 網走南ヶ丘高校 ２位 北見北斗高校 ３位 紋別高校 ３位 北見柏陽高校  

 

(５) 2021年度第 51回高体連オホーツク支部新人サッカー選手権大会 

兼東北海道高校ユースサッカー新人大会オホーツク支部予選会 

    日 程：9月 27日（月）～29日（水） 

会 場：美幌町あさひ公園多目的広場 

    当番校：高体連オホーツク地区専門部 

結 果：１位 網走南ヶ丘高校 ２ 北見緑陵高校 ３位 北見北斗高校 ３位 北見柏陽高校 

 

(６) 第33回全道U-18フットサル選手権大会 

兼JFA第9回全日本U-18フットサル選手権大会北海道代表決定戦オホーツク地区予選 

     日 程：12月11日（土） 、12日（土） 

会 場：遠軽町総合体育館 

結 果：１位 網走南ヶ丘高校 ２位 北見北斗高校 ３位 網走桂陽高校 ３位 北見緑陵高校 

 

【２．地区フェスティバル】 

(１) 第 28回オホーツクサッカーフェスティバル 

    日 程：8月 7日（水）～10日（土） 

会 場：北見市 

オホーツク管外参加校：計 4校（旭川永嶺、釧路北陽、芽室、帯広工業、根室） 

 



【３．道 東 大 会】 

(１) 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2021道東ブロックリーグ２部 

    日 程：4月 18日（日）～9月 23日（木） 

参加校：帯広北 2nd、根室、白樺学園 2nd、帯広大谷 2nd、網走南ヶ丘、釧路鉱業、帯広緑陽 

2nd、帯広工業（計 8校による HOME&AWAYの 2回戦制） 

結 果：網走南ヶ丘高校が２位となり、次年度１部に昇格 

 

(２) 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2021道東ブロックリーグ３部 

    日 程：4月 18日（日）～9月 23日（木） 

参加校：遠軽、幕別清陵、釧路北陽 2nd、帯広農業、釧路明輝、武修館、釧路湖陵、帯広大谷 

3nd（計 8校による HOME&AWAYの 2回戦制） 

結 果：遠軽高校が３位。遠軽高校は次年度道東ブロックリーグには参加しない。 

 

(３) 2020年度第10回東北海道高校ユースサッカー新人大会 

日 程：11月6日（土）～9日（日） 

主 管：十勝地区サッカー協会 

参加校：北見北斗高校、網走南ヶ丘高校 

結 果：１回戦 北見北斗高校 １－１(ＰＫ４-５) 帯広北高校 

１回戦  網走南ヶ丘高校 ３－０ 釧路糊陵高校 

    準決勝 網走南ヶ丘高校 ３－０ 武修館高校 

決勝  網走南ヶ丘高校 ３－０ 釧路北陽高校    網走南ヶ丘高校、優勝 

 

【４．全 道 大 会】 

(１) 令和 3年度第 74回北海道高等学校サッカー選手権大会  

兼全国高等学校総合体育大会サッカー競技北海道予選会 

日 程：6月15日（火）～18日（金） 

会 場：小樽 

結 果：１回戦  網走南ヶ丘高校 ０－５ 旭川実業高校 

    １回戦  遠軽高校 ０－２ 釧路北陽高校 

 

(２) 2021年度第100回全国高校サッカー選手権大会北海道大会 

日 程：10月16日（土）～18日（月）／ 23日（土）～24日（日） 

会 場：帯広／札幌 

結 果：１回戦  網走南ヶ丘高校 ３－１ 白樺学園 

    ２回戦  網走南ヶ丘高校 ０－３ 札幌光星 

 

(３) 2021年度第 33回全道 U-17フットサル選手権大会 

兼 JFA第 9回全日本 U-18フットサル選手権大会北海道予選（延期） 

日 程：1月 23日（土）～24日（日）→ 2022年 4月 2日（土） ～ 2022年 4月 3日（日） 

会 場：札幌、野幌 

 



【地区大会結果】 ※網掛けは代表チーム

U15北見エリアリーグ
（8節終了／9節　勝率順位）

北見エリア各地

U15斜網エリアリーグ 斜網エリア各地

U15遠紋エリアリーグ
(7節終了／10節　勝率順位）

遠紋エリア各地

U15地区カブスリーグプレーオフ モイワスポーツ

6月26日・27日
7月3日

オホーツク地区中体連
モイワスポーツ
えんがる球技場

１１月６日・７日 U15フットサル地区大会 紋別市スポーツセンター

１月２９日・３０日 U14フットサル地区大会 遠軽町総合体育館

【道東大会結果】

期日 事業名 会　　場

期日 事業名 会　　場

期日 事業名 会　　場

１０月２４日・２５日 2022年度道道カブス参入戦 音更町

【全道大会結果】

期日 事業名 会　　場

４月１８日～１０月２４日
高円宮杯JFAU-15
北海道カブスリーグ2部

全道各地

７月３０日～８月１日
北海道中学校サッカー大会
（中体連全道大会）

浦河市

７月３日～８月８日 北海道クラブユース選手権U15
サングリンスポーツヴィレッジ

（夕張平和運動公園）

１０月９日～１０月１０日 地区カブス決勝大会 岩見沢市

１２月４日・５日 U15フットサル北海道大会 芽室町

３月５日・６日 全道フットサル選手権U14 札幌市

【3種指導者研修会】

期日 事業名 会　　場

４月２５日 OKFA 3種指導者研修会 網走三中体育館

× 2-7 下音更中A

令和3年度　オホーツク地区サッカー協会第３種委員会　事業報告

期　　　日 事　　　業 会　　　場
成　　　　績

第１位 第２位 第３位 第４位

５月～１０月

北見小泉中 北見北中 訓子府中 北見光西中

網走第三中

北見小泉中 遠軽中 網走第三中 北見北中

美幌北中 小清水・津別・清里中 斜里中

遠軽中 興部・滝上中 紋別潮見中 遠軽南中

１１月１３日・１４日 U15道東ブロックフットサル大会 新得町体育館

遠軽中

網走三中

潮見中

北見北中遠軽中 (第3位)　網走三中・美幌北中

北見小泉中

FC網走U15

成績

0勝7敗　10位／10チーム

(2回戦) FC網走　7-3　北湘南
(3回戦) FC網走　2-8　バーモス恵庭

遠軽中
                 遠軽中　5-1　留萌中
(準々決勝) 遠軽中　0-8　札幌大谷

光西・高栄中

訓子府中

出場チーム

FC網走U15

第1トーナメンント(地区2位)

第2トーナメンント(地区3位)

参加者 内容

18名 ・守備、攻撃の個人戦術指導について（実技）

１０月９日・１０日 ４地区カブス交流大会 呼人

第3リーグ(地区4位)

成　　績

１位：北見北中　２位：釧路鳥取西中　３位：音更共栄中

１位：網走三中　２位：釧路景雲中　３位：芽室・芽室西中　４位：中標津・広陵中

１位：遠軽中　２位：釧路鳥取中　３位：根室光洋中　４位：帯広翔陽中

×1-4 プログレ十勝

(第1位)遠軽中　(第2位)網走三中　(第3位)潮見中　　(第4位)光西・高栄中　　(第5位)訓子府中

出場チーム

※中止

成績

○ 3-2 緑南中、○ 2-1 プログレ十勝、× 1-3 コンサ釧路A     ○ 4-1 SC釧路A　【第3位】

×1-2南町中

○ 4-1 新得中、×1-3 下音更中A

遠軽中
(1回戦）遠軽　5-3 稚内南
(2回戦) 遠軽 3-6 DOHTO Jr ユース

※中止

出場チーム 成績

北見小泉中 3勝1敗　第2位／5チーム　【昇格】

(1回戦) 北見小泉　0-1　登別緑陽

0000001



日程：第１ステージ 　２０２１年５月９日～中断

　　   　第２ステージ 開催不可

開催不可

日程：第１ステージ 　２０２１年５月９日～中断

　　   　第２ステージ 開催不可

開催不可

　　　　　　　　第５３回全道（Ｕ－１２）サッカー少年団大会　オホーツク地区予選大会

日程：７月１０日（土）～７月１１日（日）

会場：えんがる球技場

結果：１位～リトルウィングスSFT　　　2位～網走市　　　3位～斜里

中　　止

５．２０２１二建会旗協賛オホーツクU10サッカーフェスティバル

日程：７月３日（土）～７月４日（日）

会場：呼人

結果：Aブロック～遠軽はやぶさ　Bブロック～ベーネ　Cブロック～北見西

中　　止

６．U-12サッカーリーグin北海道　道東ブロック　オホーツク地区リーグ

　２０２１代表決定トーナメント

日程：８月２１日（土）～８月２２日（日）

会場：えんがる球技場

結果：Aブロック～遠軽はやぶさ　Bブロック～イーグルス　Cブロック～リトルウィングスSFT

道東ブロック大会中止、抽選によりリトルウィングスSFTが代表権獲得

全道大会結果　対コンサドーレ札幌U-12　１４：１

２．　Ｕ－１０サッカーリーグin北海道　道東ブロック　オホーツク地区リーグ２０２１

３．  フジパングループPresents２０２１ロバパンカップ　

   　第3ステージ

   　第3ステージ

２０２１年度　オホーツク地区サッカー協会　第４種委員会　事業報告

４．　第１６回オホーツク二建会旗　兼　第１７回全道少年団Ｕ－１０サッカー大会北北海道大会　

　　　オホーツク地区予選大会

５．　トラック協会杯

　　　第１７回全道少年団（Ｕ－１１）サッカー大会　オホーツク地区予選大会

〈大会事業〉
１．　Ｕ－１２サッカーリーグin北海道　道東ブロック　オホーツク地区リーグ２０２１

　　　第１６回TSUBOTAKE杯　オホーツク地区Ｕ－１２サッカーリーグ



７．トラック協会杯兼第5回オホーツクUー12サッカーフェスティバル

日程：８月２１日（土）～８月２２日（日）

会場：えんがる球技場

結果：Aブロック～美幌B　　　　　　　　Bブロック～網走市グリーン　

　　　　　Cブロック～オニオンレッド　　Dブロック～オニオンブルー　　

日程：１０月１６日（土）～１０月１７日（日）

会場：えんがる球技場

結果：1位～北見オニオンキッド

日程：１２月１１日（土）～１２月１２日（日）

会場：

結果：1位～網走市サッカースポーツ少年団　2位～リトルウィングスSFT

全道大会中止

日程：２０２２年１月２９日（土）～１月３０日（日）…中止～新年度4月2日3日開催予定

会場：調整中

日程：２０２２年2月中…中止

会場：斜網・遠紋・北見各エリアごとに実施

11．　　第５回オホーツクＵ－１２フットサルフェスティバル

〈普及事業〉
　　　　　　　　今年度開催なし

８．　２０２２年度　全道少年（Ｕ－１２）８人制サッカー大会　兼

　　　第１９回ＪＡ全農杯小学生選抜サッカーＩＮ北海道　オホーツク地区予選大会

９．　　第３９回オホーツク管内サッカースポーツ少年団大会　兼

　　　　全道フットサル選手権大会２０２１　Ｕ－１２の部　オホーツク地区予選大会

10．　　第３１回全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会　

　　　　北海道代表決定戦　道東ブロック予選　オホーツク地区予選大会



2021年度 オホーツク地区サッカー協会 女子委員会 事業報告 

 

                            

1. 普及事業計画 

7月 11（日） ・JFAレディース/ガールズサッカーフェスティバル 

 レフ FC/網走 meninaU-15/il soleFC  個人参加者 

・OKFAガールズフェスティバル（小学 1年から 4年対象）    

北見モイワスポーツワールド 

11月 20日㈯ 第 5回 OKFAレディースフットサルフェスティバル 

レフ FC/網走 meninaU-15/il soleFC  個人参加者 

釧路リベラルティ 3チーム 

北海学園大学北見体育館 

 

   OKFA 16→25プラン 女子選手倍増計画 

    〇オホーツクエリアガールズサッカースクール 小学校 3年生～4年生対象 

      不定期開催 

      低学年から女子選手でトレーニングを行い女子選手の普及を行う。 

      7/11(日) OKFAガールズフェスティバル（小学 1年～4年） 

            北見モイワスポーツワールドで開催 

      10/24(日) OKFAガールズスクール（小学 1年～4年） 

端野多目的グランド開催 

    〇オホーツク地区女子フットサルフェスティバル（11月開催） 

      一般・ノービスの部にて開催予定 

       女子選手の試合経験の確保と普及を目的とするフェスティバルの開催 

    

2 全道大会 

  一般 U-15 U-18 

4月 10日㈯ 

 ～11日㈰ 

第 2回 U-13（中学生）8人制ブッロク交流大会 

 釧路・根室・オホーツク合同チーム「釧路リベラルティ」として参加 

札幌 

 

8 月 28 日㈯～

29日㈰ 

道新カップ第１回北海道女子 8人制サッカー大会（新規大会） 札幌 

中止 

9月 18日㈯ 

～20日(月祝) 

第 24回北海道女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 兼 

JOCジュニアオリンピックカップ 

第 25回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会北海道予選 

オホーツク地区→参加チームなし 

室蘭 

 

9月 25日㈯～ 

  ～26日 

第 29回北海道Ｕ-15女子サッカー選手権大会 兼  

JFA第 26回全日本Ｕ-15女子サッカー選手権大会北海道大会 

10月 3日㈰ 決勝戦(札幌) 道東ブロック予選敗退のため本戦出場チームなし 

十勝 

11月 27日㈯ 

～28日㈰ 

第 13回全道女子ユース（U-15）フットサル大会兼 

第 12回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北海道予選 

 FC網走 meninaU-15 第 3位 

十勝 

2022年 3月 19日㈯ 

   ～21日(祝月) 

全道フットサル選手権大会 2022 女子の部 札幌 

中止 

 



3 道東ブロック予選 

７月 31 日㈯・８月

1日㈰・8月 7日㈯・

8月 8日㈰ 

第 29回北海道Ｕ-15女子サッカー選手権大会 兼  

JFA第 26回全日本Ｕ-15女子サッカー選手権大会北海道大会 

道東ブロック予選 

   FC網走 menina.レファ FC合同 1勝 2敗で予選敗退 

遠軽・ 

津別 

 

 

4 組織図 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

〇オホーツク地区女子チーム （2021度 JFA登録チーム） 

    

レファ FC FC網走 menina  il sole FC 

 

 

 

 

女子委員長  

全体統括 

強化部 

技術委員会との連携 

地区トレセン・道東トレセン 

普及・育成部 

   

育成・普及 

審判部 

サッカースクール 

各種フェスティバル 

審判委員会との連携 

女子審判員の普及・育成 



菊池 豪 安田秀憲 高瀬義史

1 6 9 14

2 7 10 15

3 8 11 16

4  12 　

5 13 　

物品管理（プロジェクタ・VTR等） 菊池

有資格者名簿作成・管理 菊池 会計　　　　　平子

OKFA専門委員長会議の主管 菊池 監査　　　　　谷口

地区HPやFacebookでの発信 各ｶﾃｺﾞﾘｰﾁｰﾌ

【令和3年度　重点目標】

　（１）トレセンとチームの両方で強化を図り,各カテゴリーでの道トレ選手輩出

●道東および道内外遠征でマッチを数多くこなし、地区トレセンの強化を図る。

●U-10から個人戦術にはたらきかけ、ゲームの中でスキルを発揮できるように取り組む。

　（２）普及・育成活動から強化へつながる事業を推進する
●トレセンデーの定着とスタッフの増員を進め、Ｕ10～Ｕ16のユース年代のよりきめ細やかな指導が出来る環境を整える。

●エリアトレセンU11の取組の充実を図る。

　（３）指導技術向上に向けての取り組み
●１０pのリフレッシュ研修会を各チーム指導者、４０pをトレセンスタッフの指導技術向上の場として積極的に働きかけ、

　より多くの指導者の質をいっそう向上させる。

●JFAトレセン認定制度に向けて、公認C級養成講習会の開催及び公認A・B級取得のトライアルへの参加を呼びかけ、

　　各チームへ公認C級取得を働き掛ける。

●各種年代及び女子の指導者から、北海道・道東トレセンへ参加を呼びかける。

今年度は、D級ライセンス取得講座を藤代FAコーチを招いて実施した。しかし、リフレッシュ研修会は中止となった。

A級トライアルには、３種から3名、４種から1名参加した。合格はできなかったが、次年度も挑戦し続けていきたい。

B級トライアルには、今年度は参加者はいなかった。
　（４）ユース育成の組織的推進

●テクニカルスタディーグループ（TSG)を継続実施し、をオホーツク地区ユース年代のゲームにおける選手の現状と

　課題を把握し、分析結果をオホーツク地区全チームに伝達する。

●OKFAホームページやFacebookにおいて各種のトレセン活動、テクニカルレポートを公開し情報を共有する。

●各カテゴリー委員会との情報共有を進め、人材交流をしながら育成の全体像を

　明らかにしていく。(カレンダー調整・予算の有効活用など）

未実施

１６　→２５プラン　　OKFAドリームプロジェクトで掲げた目標と手段の積極的推進

●OKFA強化育成コンセプトをトレセンスタッフだけでなく、チーム指導者とも共有し、指導者を中心として選手の強化を図る。

●GK事業部による普及・育成事業を進めながら、GK選手のプレーの質及びＧＫ指導者の質を向上させる。

今年度も、U13/14北見エリアトレセンにてB級ライセンス保持者の工藤氏が選手だけではなく、指導者に向けての

指導を兼ねて実施し、成果を収めた。今後も継続して続けていきたい。しかしどのカテゴリーにおいてもスタッフ増

員が課題である。特に２・４種においては、一部のチームや指導者に負担がかかっており、地区全体で育成を図る

ことを全体で共有したい。

新型コロナウイルスによって、活動の自粛・中止を余儀なくされたが、できる範囲内で各カテゴリーにおいてトレセン

活動を実施した。今年度もU11/14で予定していた道外遠征を中止したことを始め、様々なトレセン大会も中止となっ

た。エリアトレセンにおいては、実施できなかったカテゴリーがあるが次年度へつなげ、選手強化育成に努めていき

たい。

OKFAテクニカルスタディーグ

ループによるゲーム視察

オホーツク地区主管公認指導

者資格取得講習会の実施
　

副委員長　　斎藤

道東トレセンへの参加

（U10～16）

エリアトレセンスタッフ研修会の

実施

ナショナルトレセン伝達講習会

への派遣

ＧＫ指導者研修会の計

画・実施

道内遠征の実施

（U10～16）
 

指導者資格取得講習会への

派遣(選考含）
　

U10～１6強化部トレセン活動の

実施

各カテゴリー育成部トレセン(エ

リア開催)の実施

リフレッシュ研修会の計画・実

施

強化トレセンへＧＫスタッ

フの派遣

道外遠征の実施

（U-11/14）
普及的指導者研修会の実施

JFAおよびHKFA主催リフレッ

シュ研修会への派遣
ＧＫ練習会の計画・実施

OKFA強化･育成コンセプトの下に、

U10からU16までの選手を強化す

る。毎年の目標として｢北海道を代

表する選手の輩出」を掲げ、自立年

代（U16～）で世界基準に達する選

手が育つことを目指す。

サッカーの楽しさをあらゆる年齢

層、地域、団体に普及させてサッ

カーファミリーの拡大を図るととも

に、選手にサッカーの基礎技術を

学ばせる事業を推進する。

日本サッカー協会の指導指針に

沿って指導できる指導者を養成す

るとともに、オホーツク地区におけ

る指導者の指導力向上を目指す

事業を推進する。

北海道サッカー協会のＧＫ

担当と連携を図り、オホーツ

ク地区におけるＧＫ指導者の

養成及び指導力向上とＧＫ

選手の強化を目指す事業を

推進する。

【具体的事業】 【具体的事業】 【具体的事業】 【具体的事業】

部長 部長 部長 部長

【目的】 【目的】 【目的】 【目的】

2021年度　オホーツク地区サッカー協会　技術委員会事業報告

技術委員会

委員長　　　　菊池　豪

強化部 普及・育成部 指導者養成部 ＧＫ事業部



１．選手に関わって

選手の個々のスキルは、全体的にあまり高くないと言える。パス・コントロールの場合、観るものを増やしたり、動きなが

ら行ったりという要素を加えると、精度がかなり落ち個人差も激しい。

対人になると、ミスが多い。守備や攻撃時の個人戦術(原則)はほぼない状態なので、これから伝えていく。ただ、指導さ

れたことを果敢にチャレンジしようとする姿勢が見られるので、これからもトライ&エラーを繰り返しながら自ら感じて動くと

いうプレーの定着を図りたい。

GK に関しては、毎回の練習会で藪コーチのもと、基本姿勢やステップ、キャッチングなど基礎から行っている。これか

らも、積極的に GK のトレーニングを行っていく予定である。

２．日常のトレーニング環境の充実のために

基本的な技術の向上をさらに図るためには、日常のレベルを上げるために選手の所属する各チームの指導者やエリア

トレセンスタッフとの意見交流を深めていくことが必要だと考える。トレセンやチームの様子を交流していくなかで、選手

に求めることを共有していきたい。

3月末に D 級資格取得講習会が開催されることになり、4種指導者・父母の申込者が多いので、その参加者とも積極的

に指導内容について話をしていこうと思っている。

１．選手に関わって

○攻撃面

・テクニックの部分について、「止める」「蹴る」「運ぶ」の精度はある程度上がってきたように感じるが、「動きながらのテ

クニック」という面においては、まだまだ低いように感じる。判断してプレー選択するためにも、特にボールコントロールに

はこだわっていきたい。また、ボールを「失わない」という部分(ボールの置き場所、運び方、味方の関わり等)についても

強いプレッシャーの中での対人トレーニングやゲームで、プレーの質を上げていきたい。

「観る」部分について、ボールウォッチャーになる選手がまだ見受けられ、「攻撃も守備もできるポジション」を意識する

ことで、観て、よいポジションをとってプレーに関わる選手が増えるようにしていきたい。(守備も含めて)

「フィニッシュ」の部分では、トレーニング不足という事もあり、全体的にゴールを決めるためのテクニックや意

識がまだ足りないように感じる。

○守備面

・当初に比べて減ってきているが、Off の状態でボールとマークを同一視するという部分がまだまだ足りず、簡単にウラ

を取られたりマークを自分の後ろに置く場面がみられる。また、同一視することにとらわれすぎてアプローチが届かない

という場面も見られた。

「観て」よいポジションを取りアプローチするという部分は獲得できるようにしていきたい。

On の1vs1の部分については、一部の選手は意識してボールを奪いきろうとしているが、まだ足だけで奪

いに行く選手が多い。しっかりボールを奪いきり、攻撃につなげようとする選手を多く育てていきたい。これらのこ

とは、今後も重点的に向上させていきたい。

○GK

・全体的に基本技術を向上させていかなければならないと感じた。連携してゴール前の守備をするなど、戦術

面についても今後は向上させていきたい。

１．選手に関わって

昨年度同様、コロナウイルス感染症の影響により、トレーニングを重ねる回数が少なく、今年度は4回の開催となった。

全道少年選抜大会及びプレミアが中止となり、選手のモチベーションが一番気がかりであったが、最後に開催したト

レーニングでも、選手たちは高い集中力を保って、トレーニングに臨んでいたと感じる。

　強化U11（内野）

　強化U12（松村）

2021年度　オホーツク地区トレセン活動報告

　強化U10（岡村）



２０２１年度 オホーツク地区サッカー協会 審判委員会 事業報告 

 

１ 強化部会 

○今年度は、コロナウイルス感染拡大防止の為十分な対策をして研修会を実施した。 

○サッカー２級上申者はいなかったが、Ｕ－１８でサッカー３級審判員４名合格した  

  鈴木辰汰（北見柏陽）、秋山心音（北見柏陽）、北村航大（網走南ヶ丘）、岩瀬康夫（北見北斗） 

  

２ 育成部会 

○コロナウイルス感染拡大防止の為、上申、新規取得の講習会は各カテゴリーで実施した。 

○３級上申１３名（一般 ９名、Ｕ-１８ ４名）４級新規９０名（一般 ４１名、Ｕ-１８ ４９名） 

 

３ 指導者部会 

○今年度も、３・４級審判員にＪＦＡラーニングで更新手続きをしてもらいました。 

○２級審判員は、まん延防止等重点措置延長に伴い集合型講習会ができずリモートで更新講習会を実施した。 

 

４ フットサル部会 

○コロナウイルス感染拡大防止の為、十分な対策をしてＦ２の強化研修を実施した。  

○サッカーと同様でＪＦＡラーニングで更新手続きをしてもらいました。 

○２級審判員はサッカーと同様にリモートで更新講習会を実施した。 

 

５ 女子部会 

○コロナウイルス感染防止の為、十分な対策をして研修会を実施した。Ｓ３ １名（一般）Ｓ４ ２名（Ｕ-１８） 

○道協会主催のＦ女子研修会に参加（秋山心音） 

 

６ 研究開発部会 

  （１）プレゼン資料の作成 

○受講者・講師両面から考えて、プレゼン能力（伝達能力）の向上を図ることが出来る良い機会だと思うので、

今後も継続して実施していきたい。 

 

７ 総務部 

  （１）Ｋｉｃｋ Ｏｆｆ業務 

○講習会担当者が早めに準備に動いてくれたのでスムーズに業務を進めることが出来た。 

  （２）地区協会情報委員会との連携 

○昨年同様、審判委員会関係の情報で地区協会ホームページへ掲載するものは、迅速に対応出来た。 

○新型コロナウイルスの対応も連携が取れて迅速に対応ができた 

  （３）道協会との連携 

○道協会担当者が複数名での対応となったことから、質問や要望への対応にも迅速に対応して頂き、特に問題の

発生も無く進めることが出来た。 



２０２１年度 キッズ委員会事業実施計画 
  

事業報告 
１． ＪＦＡ事業 

未実施   

   
２． サッカー教室及び巡回指導の開催     

① サッカー教室の開催 
  北見市教育委員会受託事業（キッズスポーツ教室） 

保育園児年長及び小学校 1 年生を対象にしたサッカー教室 
会場：北見市立第２体育館 

前期  ４月１０日（土）１６名・４月１１日（日）１５名 
後期  １２月１８日（土）１３名・１２月１９日（日）１６名 合計６０名 

 
② 幼稚園・保育園への巡回指導の実施 

今年度はコロナ感染状況もあり、北海道における重点措置期間中の実施はせず、

措置終了期間内での実施とし、定期的な実施が困難であったことから無償での実施。 
実施施設（４幼稚園） 

マリア幼稚園・聖母幼稚園・藤幼稚園・さくら幼稚園にて不定期で実施 

 
  

３． 独自フェスの実施及び地域協会支援事業 
 未実施 

 
４． 指導普及事業 

コロナ禍での講習会を実施を見送った 

 
 



１．事業名 フットサルフェスティバル　北海道 in オホーツク 中止

　　開催日 2022年 2月 27日（日）

　　会　場 北海道立北見体育センター

１．事業名 令和3年度　オホーツク社会人フットサルリーグ  リーグ途中で中止

　　開催日

　　会　場

２．事業名 ３位タイ

　　開催期間

　　会　場

３．事業名 中止

　　開催期間 未定

　　会　場

４．事業名 全日本フットサル選手権　オホーツク地区予選 優勝　FC網走

　　開催日

　　会　場

５．事業名 クリスマスカップ 兼 第15回 TSUBOTAKE CUP　 中止

　　開催日

　　会　場

６．事業名 優勝　FC網走

　　開催日

　　会　場

７．事業名 中止

　　開催日

　　会　場

全道フットサル選手権　オホーツク地区予選　

オータムフットサル大会　

令和3年度　フットサル委員会　事業報告

2022年1月16日（日）　　

訓子府町スポーツセンター

ウインターフットサル大会　

北見市立体育センター　訓子府町スポーツセンター

2021年10月16日（土）～17日(日）　　

釧路市湿原の風アリーナ

2022年2月20日（日）

北海道立北見体育センター

オホーツク社会人サッカー連盟主催事業

第11回全道地区選抜大会

未定

未定

訓子府町スポーツセンター

未定

2021年11月28日（日）　　

2021年6月 ～ 2022年3月　 



２０２１年度 オホーツク地区サッカー協会 情報委員会 事業報告 

 

1.月別延べ訪問数（昨年度との比較） 

月 2020年度 2021年度 比較 月 2020年度 2021年度 比較 

４ 13,045 13,359 +314 １０ 18,566 15,273 -3,293 

５ 12,429 17,825 +5,396 １１ 16,409 14,198 -2,311 

６ 12,576 13,254 +678 １２ 11,989 12,589 +600 

７ 15,537 18,192 +2,655 １ 11,469 12,366 +897 

８ 19,863 18,970 -893 ２ 10,270 9,596 -674 

９ 20,625 15,295 -5,330 ３ 11,544   

 

2.カテゴリーごとの延べ訪問者数（Total Entry Pages） 

 TOP １種 ２種 ３種 ４種 女子 
トレセン

（強化） 
審判 

４月 7,216 355 347 323 618  258 137 

５月 9,707 563 1,217 496 904  338 140 

６月 6,974 300 303 638 518 124 190  

７月 9,429 446 361 1,016 1,461 159 388  

８月 9,692 304 657 659 1,337 188 354  

９月 8,251 247 684 616 783  200 132 

10月 7,969 252 306 613 1,015  310  

11月 7,839 248 276 664 642 193 413 156 

12月 7,251 208 238 331 576 170 359 123 

1月 6,839 312 152 305 825  275 129 

2月 5,030 196 147 195 461  148 145 

 

3.主な取り組み 

①各カテゴリー事業の掲載 

 フェイスブックによる大会結果の速報やホームページによる詳細の掲載を引き続き行っています。また、

リンクの欄に各カテゴリーへの連絡先やフェイスブック先の欄を設けて、担当者につなぎやすくしました。 

②掲載方法のマニュアル作成 

カテゴリーごとに情報担当が掲載できるようにホームページへのアップマニュアルを作成しました。 

③ファミリー拡大に向けて 

 フェイスブックから直接、ホームページを閲覧できるようにすることと各事業の様子が分かるように写真

をアップしました。 

 

4.今後の課題 
①各カテゴリーの担当者と連携し、情報の即日性と大会の様子がわかる写真を掲載するなど質の更なる向上に努める。

（フェイスブックやホームページへの掲載方法を担当者に伝えるなど） 

②ファミリー拡大に向けた取り組みの方法として、活動の様子がわかるような画像を掲載すること（フェイスブックだ

と簡単です）やリスペクト情報の共有が一つの手段になるかと考えます。 

③パソコンがだいぶ古いものになっております。そのため、現在使用しておりません。私物を使っています。可能であれ

ば予算を組み、購入することで次の担当になる方も持続可能な活動になるかと思います。 



１． 5月15日OKFA発出『新型コロナウイルス対策による主催大会の延期及び中止の要請』

を受け、第15回オホーツク地区シニアサッカーフェスティバルは中止とした。

２． 第７回オホーツク地区シニアサッカーリーグは第２節のみ行い、その後中止とする。

　令和３年度は、オホーツクシニアSC40、北見LEGEND、FC.IDEAL CUARENTA、

　FCイーグルス.GF、遊蹴会、Revival S.C、F・Cフリークスの７チームが40リーグを形成。

　50プレリーグとして、オホーツクシニアSC50と他の混成チームの対戦を計画する。

5月31日OKFA発出『新型コロナウイルス対策による主催大会の延期及び中止の要請』

7月30日OKFA発出『新型コロナウイルス対策による主催大会の延期及び中止の要請』

及び各自治体の会場閉鎖によりリーグ続行が不可能となり中止を決めた。

３． 第５回オホーツク地区シニアサッカーオータムフェスティバルを10月17日（日）に開催。　

　会場は網走スポーツ・トレーニングフィールド多目的芝生広場Ｂ面。参加チームは、

　オホーツクシニアSC、北見LEGEND、FC.IDEAL CUARENTA、FCイーグルス.GF、

　遊蹴会、Revival S.Cの6チーム。各チーム1試合を30分ハーフで行った。

４． 第13回オホーツク地区シニアフットサルフェスティバルを12月5日（日）に開催。

　会場はえんがる高齢者スポーツセンター（砂入り人工芝）。参加チームは、

　オホーツクシニアSC、北見LEGEND、FC.IDEAL CUARENTA、FCイーグルス.GF

　の4チーム。各チーム総当たりのリーグ戦形式で行った。

　優勝は北見LEGEND。

５． 第1回オホーツク地区シニアサロンフットボール大会を1月9日（日）に開催。

　会場は訓子府町スポーツセンター。参加チームは、オホーツクシニアSC、

　北見LEGEND、FC.IDEAL CUARENTA、FCイーグルス.GF、Revival S.C

　の5チーム。各チーム総当たりのリーグ戦形式で行った。

　優勝はFC.IDEAL CUARENTA。

６． 北海道シニアサッカー連盟が主催する各種大会・フェスティバルへの参加。

ほぼ全てのエンジョイ大会が中止となり、参加はしていない。

令和３年度（2021-2022年)　シニア委員会　事業報告



は50リーグ

日程：　８月　８日（日）

会場：えんがる湧別川球技場 会場担当：

№

1 VS

2 VS

3 VS

4 VS

5 VS

6 VS

日程：　７月　４日（日）

会場：北見モイワスポーツワールド　D面 会場担当：

№

7 2 VS 1

8 0 VS 1

9 1 VS 1

10 0 VS 4

11 2 VS 1

12 2 VS 0

日程：　８月　１日（日）

会場：端野町多目的グラウンド 会場担当：

№

13 VS

14 VS

15 VS

16 VS

17 VS

18 VS

日程：　９月　５日（日）

会場：若松橋Ａ・Ｂ 会場担当：

№

19 VS

20 VS

21 VS

22 VS

23 VS

24 VS

日程：　９月２６日（日）

会場：北見モイワスポーツワールド　D面 会場担当：

№

1 VS

2 VS

3 VS

VS

VS

VS

9:00 北見LEGEND FC.IDEAL CUARENTA FC イーグルス.GF

10:00 オホーツクシニアSC40 オホーツクシニアSC50 FC.IDEAL CUARENTA

令和３年度（２０２１年度）　第７回　オホーツク地区シニアサッカーリーグ

第１節 延期→中止

オホーツクシニア

開始時間 組合せ 審判・記録

12:00 北見LEGEND オホーツクシニアSC40 遊蹴会

13:00 FC.IDEAL CUARENTA オホーツクシニアSC50 北見LEGEND

11:00 遊蹴会 FC イーグルス.GF オホーツクシニアSC40

12:00 Revival.SC F・C フリークス 遊蹴会

9:00 遊蹴会 Revival.SC FC.IDEAL CUARENTA

10:00 FC イーグルス.GF F・C フリークス 遊蹴会

第２節

FC イーグルス.GF

開始時間 組合せ 審判・記録

13:00 オホーツクシニアSC40 F・C フリークス オホーツクシニアSC50

14:00 FC イーグルス.GF Revival.SC オホーツクシニアSC40

11:00 北見LEGEND オホーツクシニアSC50 F・C フリークス

12:00 FC.IDEAL CUARENTA 遊蹴会 北見LEGEND

9:00 北見LEGEND 遊蹴会 Revival.SC

10:00 FC.IDEAL CUARENTA FC イーグルス.GF 遊蹴会

第３節 中止

Revival.SC

開始時間 組合せ 審判・記録

13:00 北見LEGEND FC イーグルス.GF FC.IDEAL CUARENTA

14:00 遊蹴会 F・C フリークス 北見LEGEND

11:00 オホーツクシニアSC40 Revival.SC FC イーグルス.GF

12:00 オホーツクシニアSC50 F・C フリークス オホーツクシニアSC40

9:00 FC.IDEAL CUARENTA Revival.SC オホーツクシニアSC40

10:00 オホーツクシニアSC50 遊蹴会 FC.IDEAL CUARENTA

第４節 中止

北見LEGEND

開始時間 組合せ 審判・記録

13:00 オホーツクシニアSC40 遊蹴会 Revival.SC

14:00 北見LEGEND F・C フリークス 遊蹴会

11:00 北見LEGEND Revival.SC オホーツクシニアSC50

12:00 FC.IDEAL CUARENTA F・C フリークス 北見LEGEND

10:00 FC.IDEAL CUARENTA オホーツクシニアSC Revival.SC

11:30 北見LEGEND Revival.SC FC.IDEAL CUARENTA

第５節 中止

FC.IDEAL CUARENTA

開始時間 組合せ 審判・記録

13:00 遊蹴会 FC イーグルス.GF 北見LEGEND



開催日程 : 2021年10月17日　(日)

会　　　場 :網走スポーツ・トレーニングフィールド 多目的芝生広場B面（テニスコート側）

準備： FC.IDEAL  CUARENTA

（8:30集合）オホーツクシニアSC

片付： 遊蹴会

FCイーグルス.GF

主審、4審： 遊蹴会

副審2名： FCイーグルス.GF

2 ： 0 ball person： 遊蹴会

2 ： 1 ball person： FCイーグルス.GF

主審、4審： 北見LEGEND

副審2名： Revival.SC

0 ： 2 ball person： 北見LEGEND

2 ： 0 ball person： Revival.SC

主審、4審： FC.IDEAL  CUARENTA

副審2名： オホーツクシニアSC

2 ： 0 ball person： FC.IDEAL  CUARENTA

2 ： 0 ball person： オホーツクシニアSC

第3試合 13:30 遊蹴会 VS FCイーグルス.GF 30-10-30

2 ＶＳ 2

（ ）

30-10-30

4 ＶＳ 0

（ ）

（ ）

第2試合 11:45
FC.IDEAL

CUARENTA
VS オホーツクシニアSC

30-10-30第1試合 10:00 北見LEGEND VS Revival.SC

4 ＶＳ 1

第5回オホーツク地区シニアサッカーオータムフェスティバル

試合 kickoff 対戦カード 時間 結果 審判・会場



リーグ表

※　試合時間　10分ー3分ー10分のランニングタイムで行います。

※　開会式、閉会式は行いません。試合時間、審判の時間に間に合うようにしてください。

⑧ VS

FC.IDEAL CUARENTA LEGEND・オホーツク

⑦ VS

⑥ 13:20 FCイーグルス．GF 1 VS 2

北見ＬＥＧＥＮＤ オホーツクシニアSC

⑤ 12:40 オホーツクシニアSC 1 VS 7 北見ＬＥＧＥＮＤ イーグルス・IDEAL

④ 12:00 FCイーグルス．GF 1 VS 3

② 10:40 FC.IDEAL CUARENTA 1 VS 4 北見ＬＥＧＥＮＤ FCイーグルス．GF

③ 11:20 オホーツクシニアSC 0 VS 3 FC.IDEAL CUARENTA 北見ＬＥＧＥＮＤ

時間割

№ 開始時間 組合せ 審判

① 10:00 オホーツクシニアSC 1 VS 3 FCイーグルス．GF FC.IDEAL CUARENTA

0 -11 2 4
1 - 7 0 - 3 1 - 3

オホーツクシニアSC
✕ ✕ ✕

3 -1 5 3
1 - 3 1 - 2 3 - 1

FCイーグルス．GF
✕ ✕ 〇

6 1 6 2
1 - 4 2 - 1 3 - 0

FC.IDEAL CUARENTA
✕ 〇 〇

9 12 14 1
4 - 1 3 - 1 7 - 1

北見LEGEND
〇 〇 〇

順

位LEGEND CUARENTA .GF シニアSC

令和３年度(2021)　第13回　オホーツク地区シニアフットサルフェスティバル

北見 FC.IDEAL FCｲｰｸﾞﾙｽ オホーツク 勝

点

得

失

点

総

得

点



結果表

※　試合時間　10分ー3分ー10分のランニングタイムで行います。

※　開会式、閉会式は行いません。試合時間、審判の時間に間に合うようにしてください。

令和３年度(2021)　第1回　オホーツク地区シニアサロンフットボール大会

FC.IDEAL 北見 FCｲｰｸﾞﾙｽ オホーツク
Revival.SC

勝

点

得

失

点

総

得

点

順

位CUARENTA LEGEND .GF シニアSC

FC.IDEAL CUARENTA
○ ○ ○ ○

12 +7 15 1
４-２ ５-４ ３-１ ３-１

5 +1 9 2
２-４ １-１ ５-２ １-１

北見LEGEND
✕ △ ○ △

5 ±0 8 3
４-５ １-１ １-０ ２-２

FCイーグルス．GF
✕ △ ○ △

3 -5 5 4
１-３ ２-５ ０-１ ２-１

オホーツクシニアSC
✕ ✕ ✕ ○

2 -3 5 5
１-３ １-１ ２-２ １-２

Revival.SC
✕ △ △ ✕

時間割

№ 開始時間 組合せ 審判

① 10:00 北見ＬＥＧＥＮＤ 1 VS 1 FCイーグルス．GF オホーツクシニアSC

② 10:35 Revival.SC 1 VS 3 FC.IDEAL CUARENTA FCイーグルス．GF

③ 11:10 北見ＬＥＧＥＮＤ 5 VS 2 オホーツクシニアSC FC.IDEAL CUARENTA

Revival.SC 北見ＬＥＧＥＮＤ

⑤ 12:20 FC.IDEAL CUARENTA 3 VS 1 オホーツクシニアSC FCイーグルス．GF

④ 11:45 FCイーグルス．GF 2 VS 2

Revival.SC オホーツクシニアSC

⑦ 13:30 FCイーグルス．GF 4 VS 5 FC.IDEAL CUARENTA Revival.SC

⑥ 12:55 北見ＬＥＧＥＮＤ 1 VS 1

オホーツクシニアSC 北見ＬＥＧＥＮＤ⑩ 15:15 FCイーグルス．GF 1 VS 0

オホーツクシニアSC FC.IDEAL CUARENTA

⑨ 14:40 北見ＬＥＧＥＮＤ 2 VS 4 FC.IDEAL CUARENTA Revival.SC

⑧ 14:05 Revival.SC 1 VS 2





１． 4月 網走市サッカー協会　総会は書面決議とする。

２． 4月～3月 キッズサッカー教室の開催を支援（用具等の貸与、補充）

　網走市サッカースポーツ少年団（毎月1回、第2土曜開催）

　ＮＰＯあばしりスポーツクラブ（毎月1回程度、不定期）

３． 4月～3月 道東大会、全道大会に出場するチームに対し、助成金を支給。

　（10,000円/１大会、登録されている全チームに適用）

４． 8月2日～8月15日 マイナビ仙台レディース（ＷＥリーグ）の網走2次キャンプへの協力。

8月6日（金） 　オホーツク地区U-15トレセンとの練習試合　①2-0②6-0③3-0 計11-0
8月10日（火） 　「サッカースクールin網走」を実施。市内チーム所属の女子選手23名参加。
8月11日（水） 　網走南ケ丘高等学校との練習試合　①2-0②0-1　計2-1

　※上記事業開始前には、参加した選手・スタッフに抗原検査を実施した。

　　　検査キットは網走市より支給していただいた。

　　　健康チェックシート、親権者同意書は網走市協会で管理・保管。

５． 9月19日（日） マクドナルド杯争奪 第34回オホーツクジュニアカップサッカーin2021を後援。

　会場は網走スポーツ・トレーニングフィールド。４種小学生211名が参加。

6．  2月 第22回　網走市サッカー協会　ビールパーティーは中止とした。

　

令和３年度（2021-2022年）　網走市サッカー協会　事業報告



紋別サッカー協会 ２０２１年度事業実績 
 

１ 主催事業 

 ・４月 紋別サッカー協会役員会・総会(書面開催) 

 

２ 主管・後援事業 

 

・11月 会長杯フットサルジュニアサッカー大会 対象 幼児～小学生 

 ・１月 オホーツク文教宣言協議会フットサル大会（主管） 

     対象 小学生～中学生 

     タナカスポーツ杯フットサル大会（主管） 

     対象 一般 

 ・２月 市民フットサル大会（主管） 

     対象 幼児・小学生・一般（中学生以上） 

 

３ その他 

  協会加盟チーム（1種～4種）への活動助成金交付 

 

４ ㈱北海道コンサドーレとの連携強化 

「紋別市と㈱コンサドーレとの相互交流に関する協定」に基づき、スポーツを通じた相互

交流関係の推進のため、紋別サッカー協会も連携を図る。 

 〇主な取り組み 

 ・指導者派遣に伴う市内各チームへの指導 

 ・未就学児、未経験者へのサッカー教室開催（巡回学校訪問含む）、体づくり教室等のサ

ポート 

 ・市、協会、コンサドーレ紋別後援会と一体となったサポート体制の構築 

 ・１２月コンサドーレ選手交流会（後援） 

 ・12月Ｃ‘ｓスマイルプロジェクト（市内小学校訪問）河合 竜二Ｃ．Ｒ．Ｃ来紋 

 

 

 

 

 

※以下の主催・主管事業は新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため全て中止 



遠軽サッカー協会（令和３年度 事業報告） 

 
 

◯6 月 ６日（日）：第６回遠軽信用金庫旗Ｕ－１０サッカー大会 
          対象 ４年生以下 
          場所 えんがる球技場 

※新型コロナウイルスのため中止 
 
◯8 月 7 日（土）：第 6 回遠軽信用金庫旗 U-10 サッカー大会 

兼 第 16 回がんぼうカップサッカー大会 
対象 5 年生以下 
場所 えんがる球技場 
参加チーム 18 チーム  参加者 229 人 

 
◯9 月 ４日（土）：第３１回遠軽サッカー協会親睦交流会（ﾋﾞｱﾊﾟｰﾃｨｰ） 
          場所 遠軽町福祉センター２階大ホール 

※新型コロナウイルスのため中止 
 
◯9 月２３日（木・祝）：第１５回遠軽キッズサッカーフェスティバル 
          対象 幼稚園年長児、1･2 年生、幼稚園年長児の母、1･2 年生の母 

          場所 えんがる球技場 
※新型コロナウイルスのため中止 

 
◯10 月 1０日（日）：第 2９回遠軽サッカー協会会長杯中学校サッカー大会 
          場所 えんがる球技場 

※新型コロナウイルスのため中止 
 
◯３月 ５日（土）：第 19 回遠軽サッカー協会長杯ﾌｯﾄｻﾙｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会 
          対象 幼稚園年長児、小学校各学年 
          場所 遠軽町総合体育館 

※新型コロナウイルスのため中止 
 
◯３月 ６日（日）：第 40 回遠軽室内サッカー大会 
          対象 中学生以上 
          場所 遠軽町総合体育館 

※新型コロナウイルスのため中止 
 
※ ４月～３月：少年団指導援助事業  

対象 小学校３年生～６年生 
 

※ ４月～３月：キッズ指導事業  
対象 小学校１年生・２年生 



日　付 事　　業　　名 開催地 対　象

役　員　会 web 役員

総　　　会 書面開催 会員

毎月１回 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

はまなす保育所

双葉保育所

中斜里保育所

大谷幼稚園

１０月 はまなすキッズサッカーフェス 斜里町陸上競技場 Ｕ６

【リスペクト】陸上競技場ごみ拾い 斜里町陸上競技場

サッカーフェスティバル 斜里町陸上競技場

２月 こども雪中サッカー大会（しゃりっこらんど） 斜里小学校 一般小学生

２月 斜里町フットサルフェス 斜里中学校体育館 一般（3種～シニア）

毎週火曜日 協会主催練習会（シニア～３種） 斜里中学校　体育館 会員

随　時 斜里サッカー協会ＦＢページの更新

中　止

令和３年度　斜里サッカー協会　事業報告

備　　考

２回開催

中　止

８月 キッズサッカー巡回指導 Ｕ６ 中　止

中　止

10月24日 会員 ４種＋保護者

中　止

措置期間以外開催



担　当

千　葉

成　田

成　田

門　間

Ｐ

Ｄ

Ｃ

A

斜里サッカー協会

重点課題 計　　　画 実　　　行 検　　　証 修　　　正

①リーグ文化の醸成

・1種登録チームの復活（クラブ化検討） ・町内の登録者との連携、情報交換、クラブ化未検討 ・施設の充実と地域のサポート必要 ・計画継続

・サッカー、フットサルフェスを開催 ・親子サッカーで縮小開催 ・感染症拡大防止のため対象限定開催 ・計画継続

横　山・女子フェスティバルへの参加 ・GSF2021(7/11モイワ)参加 ・2名参加 ・計画継続

・親子サッカーの定期開催 ・親子サッカーの開催（１回） ・保護者への普及活動 ・計画継続

③施設の充実

・斜里町に施設整備（オールシーズン利用可）の要望をあげる ・当初計画の要望 ・要望活動継続 ・計画継続

・陸上競技場の施設管理を斜里サッカー協会で行う

②女子選手倍増計画

・なでしこひろばへの参加 ・なでしこひろばへの参加 ・女子登録者数8名→8名 ・計画継続

・計画通り実行 ・現状維持 ・計画継続

④みんなつながっている

・各カテゴリーに情報担当者
を配置し、ＳＮＳ等を利用し
て積極的に情報発信を行う

・計画通り実行

2013年4月1日より随時更新

・計画継続

斜里協会　総会 プラン修正 Ｒ４　５月中～下旬

　OKFA　16→25プラン達成に向けて【令和3年度　事業報告】

プラン承認後 実　　　行 Ｒ３　シーズン

斜里協会　役員会 プラン検証 Ｒ４　３月初旬

各担当

フォロワー数436人→526人

OKFA　16→25プラン達成に向けたスケジュール

斜里協会　総会 各プラン承認 Ｒ３　５月中～下旬



月　　日 事　業　内　容 備　　考

　４月 美幌町サッカー協会総会は書面決議

　７月～ キッズサッカー教室 幼稚園児、小学生低学年対象

　　　　　　　　　(あさひ広場公園多目的運動広場） 7/6、7/14、8/4、8/25、9/7、9/15　　合計6回

延べ128名参加

　１１月～ キッズサッカー教室 幼稚園児、小学生低学年対象

　　　　　　　　　（美幌町サニーセンター） 11/9、11/30、12/21、1/11、2/1、3/7　　合計6回

延べ183名参加

　７月～ 小学生サッカー教室 小学生（低学年向け）対象

　　　　　　　　　(あさひ広場公園多目的運動広場） 7/10、7/17、7/31、8/7、8/14　　合計5回

延べ65名参加

　７月　１８日 第３６回北網地区社明杯少年サッカー大会　兼 あさひ広場公園多目的運動広場

第１０回ライオンズクラブカップサッカー大会 美幌中学校グランドにて開催

（本年度は規模を縮小して開催）

　１１月　２８日 美幌町冬季体育祭会長杯争奪サッカー大会 美幌町サニーセンター開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1ｓｔ） 高校、社会人参加　　合計5チーム

約60名参加

　２月　６日 美幌町冬季体育祭会長杯争奪サッカー大会 新型コロナウイルス感染対策の為中止

                                                          (2nd)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和3年度　美幌町サッカー協会　事業報告

令和３年

令和４年
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