
種　　別 期　　　　　間 会　　場

少年 6月2日～12月31日 市内グランド・他

社会人 4月7日～2020年3月29日 市内グランド・他

シニア 4月～2020年3月 市内グランド・他

シニア 4月～2020年3月 市内グランド・他

女子 4月17日～11月10日 市内グランド・他

種　　別 期　　　　　間 会　　場

少年 6月22日（土）～6月30日(日） 横山公園人工芝Ｇ

中学 5月11日（土）～6月22日（土） 横山公園人工芝Ｇ

Ｕ－18 2020年2月1日（土）～2月16日(日） 横山公園人工芝Ｇ

6月9日（日）～8月25（日） 横山公園人工芝Ｇ

12月1日（日）～12月15日（日） 横山公園人工芝Ｇ

シニア 5月19日（日）～8月25日（日） 横山公園人工芝Ｇ

種　　別 期　　　　　間 会　　場

少年 2020年1月12日(日）～2月11日（日） 横山公園人工芝Ｇ

中学 2020年１月11日（土）～3月7日（土）
相模原ギオン
フｨールド・他

社会人 6月2日（日）～8月25日（日） 市内グランド・他

シニア 9月～2020年3月中旬 市内グランド・他

Ｕ－１８ 6月～12月16日（日） 横山公園人工芝Ｇ

種　　別 期　　　　　間 会　　場

10月27日（日） 相模原ギオンアリーナ

10月5日（土） 相模原ギオンアリーナ

9月16日（月・祝） 相模原ギオンアリーナ

中学 11月16日（土） 相模原ギオンアリーナ

シニア 2020年3月1日（日） 相模原ギオンアリーナ

女子 2020年3月7日（土） 相模原ギオンアリーナ

女子 2020年2月22日（土） 相模原ギオンアリーナ

備　　　　　考

低学年（1年.2年）・女子の部

中学年（3年・4年）の部

高学年（5年・6年）の部

中学3年生の部

40歳以上（原則）のリーグ戦等予定

女子の部（一般）

備　　　　　考

協会加盟団体

女子の部（オーバーエイジ）

少年

40歳以上（原則）のリーグ戦等予定

2年生中心チーム

（2）第51回相模原市民サッカー選手権大会（委託補助事業）

市内高校生及びユースチーム参加

Ⅰ）競技会・大会

備　　　　　考

住宅情報館 少年サッカーリーグ

1部12チーム　・2部A・B各9チーム
・3部A・B各8チーム

40歳以上（原則）のリーグ戦

市内中学生及びJYチーム参加

女子のリーグ戦11人制及び8人制にて実施

優勝、準優勝チームは神奈川県
チｬンピオンシップ大会へ
派遣ベスト8は市招待へ参加

備　　　　　考

協会加盟団体

50歳以上の市内外シニアサッカーリーグ戦

（3）（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念　第47回 SFAカップサッカー大会

一般

40歳以上（原則）

朝日新聞社協賛SFAカップサッカー大会
5年生以下の大会
3年生ベスト8は法政大学大会参加

2019年度事業計画

（1）（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念  2019年度相模原市各種サッカーリーグ戦

（4）（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念 第39回武内記念フット・サル大会

一般男子の部

一般女子の部



種　　別 事  業  内  容 期　　間 会　　場 備　　　考

第31回招待サーティーフォーカップ選
抜サッカー大会

10月26日・27日 横山公園人工芝Ｇ
6年生トレセン及び
市外招待チーム

第42回招待少年サッカー大会 11月2日・4日 横山公園人工芝Ｇ
市民選手権大会
上位チーム参加

第34回招待きらぼし銀行「夢」カップ
少女サッカー大会

2020年
1月11日・13日

相模原ギオン
フｨールド・他

協会加盟チーム及び
市外招待チーム

シニア 第21回シニア招待サッカー大会 5月19日 横山公園人工芝Ｇ
各種大会上位チーム
及び市外招待チーム

第13回女子招待朝日新聞社杯
争奪 サッカー大会

2020年2月2日 横山公園人工芝Ｇ
協会加盟チーム及び
市外招待チーム

第20回招待女子サッカー大会
9月16日

(オーバーエイジ）
10月27日

横山公園人工芝Ｇ

各種大会上位チーム
及び市外招待チーム
オーバーエイジ：9月17日
一般の部：10月27日

U-18 第5回U－18招待大会 12月21日～23日 横山公園人工芝Ｇ 市内外招待チーム

種　　別 事  業  内  容 期　　間 会　　場 備　　　考

第26回相模原地域選抜サッカー大会 4月6日 横山公園人工芝Ｇ 市内地域選抜選手参加

第41回JA相模原市カップ新人戦
4月7日

～6月1日
相模原ギオン
フｨールド・他

新学年の大会

第36回サーティーフォー杯
あじさいカップサッカー大会

6月1日 ～6月23日
相模原ギオン
フｨールド・他

3年の1位、2位は
県央大会参加

第6回ギオンミニサッカー大会 11月9日
相模原ギオン

フｨールド
低学年　6人制

第38回けやきカップサッカー大会 9月1日～10月12日 横山公園人工芝Ｇ
5・4・3・1年生大会
5年生優勝は神奈川県
8人制サッカー大会参加

中学 第１回ジュニアユースリーグ
9月上旬～2020年

１月中旬
相模原ギオン
フｨールド・他

1・2年生大会

社会人 2020年社会人 4部トーナメント大会       2020年2月中旬         市内グランド・他
3部リーグ昇格
トーナメント大会

シニア
第15回シニアサマーカップ
サッカー大会

5月～8月下旬 市内グランド・他
40歳以上（原則）の
トーナメント戦

種　　別 期　　　　　間 会　　場

少年 9月より12月 ギオンフィールド・他

種　　別 期　　　　　間 会　　場

一般 12月15日
ギオンスタジアム
ギオンフィールド

種　　別 期　　　　　間 会　　場

少年・中学
一般・シニア

2020年1月5日（日）
ギオンスタジアム・

ギオンフィールド・他

種　　別 期　　　　　間 会　　場

各種別
委員会

8月11日（日） 横山公園人工芝Ｇ

協会代表チーム、前年度優勝チーム及び
市内外から２チーム

相模原市・町田市・厚木市・大和市
4市対抗戦

少年

備　　　　　考

備　　　　　考

（7）第49回相模原市スポーツ少年団大会（委託補助事業）

備　　　　　考

2019年　種別委員会推薦チーム

（10）（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念 第23回森田記念サッカーフェスティバル（助成事業）

備　　　　　考

少年

女子

6年生・4年生・2年生・少女の大会

（9）（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念 第50回武相新春サッカー大会（助成事業）

（8)（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念 第21回相模原市サッカー協会長杯（助成事業）

（6）（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念  2019年度相模原市サッカー協会各種大会

（5）（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念  2019年度相模原市サッカー協会招待大会



種　　別 期　　　　　間 会　　場

協会・シニア
4月7日（日）

（ねんりんピック選考会）
4月～10月（強化練習会）

横山公園人工芝Ｇ

種　　別 期　　　　　間 会　　場

協会
(社会人)

11月3・10・17・24日（毎日曜日）
相模原会場
(11月17日）

種別 期　　　　　間 会　　場

Ｕ－18 4月～2020年3月 横山公園人工芝Ｇ

種別 期　　　　　間 会　　場

少年 6月15日
相模原ギオン

フィールド

  対　　象 期　　　間 会　場

（２）（特非）相模原市サッカー協会 創立50周年記念式典・祝賀会

  対　　象 期　　　間 会　場

  対　　象 期　　　間 会　場

種　　別 事　業　内　容 期　　　　　間 会　　場 備　　　　　考

第39回神奈川県チャンピオン
シップ大会

7月
13・14・15日

県内グランド
6年生市民選：1位・2位
4年生新人選：1位・2位
派遣予定

神奈川新聞社旗争奪
第44回神奈川県選抜少年大会

12月
15・21・22日

県内グランド 6年生トレセン派遣

第38回県央選抜サッカー大会 12月1日 市内グランド 6年生トレセン派遣

第17回8人制サッカー関東大会
神奈川予選

12月7・8日 県内グランド
けやきカップ大会
優勝チーム派遣

第10回郡市チャンピオンカップ大会 9月1・8日 綾瀬市
社会人委員会
推薦チーム派遣予定

第24回座間市社会人カップ杯招待大会 未定 座間市
社会人委員会
推薦チーム派遣予定

第43回神奈川県郡市サッカー大会 11月初旬～下旬
愛川町・綾瀬市

相模原市
社会人委員会
推薦チーム派遣予定

第31回藤沢カップ招待大会 未定 秋葉台G・他
社会人委員会
推薦チーム派遣予定

第14回綾瀬カップサッカー大会 2020年 3月 本蓼川G・他
社会人委員会
推薦チーム派遣予定

大和市サッカー協会招待大会 2020年 2月
大和ゆとりの森
スポーツ広場

社会人委員会
推薦チーム派遣予定

社会人

備　　　考

記念式典、祝賀会

Ⅲ）チーム・選手の派遣

少年

会員・加盟
団体・役員

・他

備　　　考

小田急ホテルセン
チュリー相模大野

過去の記録・チーム紹介・他

（３）（特非）相模原市サッカー協会 創立50周年記念誌発刊

ユース年代の選手育成・強化

会員・加盟
団体・役員

・他
11月3日（日）

備　　　考

11月3日（日） 顕著な人物を招聘して実施予定

11月3日（日）

会員・加盟
団体・役員

・他

小田急ホテルセン
チュリー相模大野

備　　　　　考

郡市サッカー連盟委託主管事業

Ⅱ）特定非営利活動法人 相模原市サッカー協会創立50周年記念事業

(13)U-18　強化練習会

備　　　　　考

（12）第43回神奈川県郡市サッカー大会（委託事業）

(11)ねんりんピック2019和歌山大会選考会・強化練習会（助成事業）

備　　　　　考

市広報紙に募集要項等記載して広く
市民に周知（強化練習会は随時）

(14)（特非）相模原市サッカー協会創立50周年記念 第11回横浜沿線サッカーフェスティバル

備　　　　　考

八王子・町田・横浜の横浜線沿線地域の各市少年
ﾄﾚｾﾝを招聘した大会（6年・5年・女子）

（１）（特非）相模原市サッカー協会 創立50周年記念講演会

小田急ホテルセン
チュリー相模大野



2019年愛川町国際交流サッカー大会 　　 5月上旬 愛川町 
シニア委員会推薦チーム
派遣予定（40代・50代）

座間市招待第29回ひまわりカップ 11月中旬 座間市
シニア委員会推薦チーム
派遣予定（40代・50代）

第15回神奈川県郡市シニア
サッカーフェステイバル

9月29日・10月6日
愛川町
綾瀬市

シニア委員会推薦チーム
派遣予定（40代・50代）

第24回厚木市サッカー協会長杯
シニアサッカー大会

4月～2020年3月 厚木市
シニア委員会推薦チーム
派遣予定

第5回厚木市グランドシニア
（ＯＶ50）大会

4月～2020年3月 厚木市
シニア委員会推薦チーム
派遣予定

第5回町田シニアサッカー大会 2020年 3月 町田市
シニア委員会推薦チーム
派遣予定（50代・60代）

協会・シニア
全国健康福祉祭　(助成事業）
（ねんりんピック2019和歌山大会）

11月8日～12日

委　員　会 事　　業　　内　　容 期　　　間

少年委員会 少年指導者審判講習会 4月6日

少年委員会
6年生・5年生
トップアスリート養成センター

4月より
2020年3月迄

少年委員会 少年審判員上級講習会
4月より

2020年3月迄

技術講習会（Ⅰ） 7月14・15日

技術講習会（Ⅱ） 11月9日

技術講習会（Ⅲ） 2020年2月23日

医事委員会 医事講習会 未定

審判委員会 審判研修会 未定

委　員　会 事　　業　　内　　容 期　　　間

少年委員会
創立50周年記念 2019年度 少年
サッカー表彰式及び集い

2020年2月22日

委員会 事　　業　　内　　容 期　　　間

協会
各委員会

相模原市民若葉まつり 5月11・12日

協会
各委員会

東京オリンピック関連事業 8月24日～9月4日

期　　日 会　　場 備　　考

4月
10月

協会事務所
2018年度監査
2019年度中間監査

6月 市民会館・他
2018年度事業報告・決算報告
2019年度事業計画・予算（案）

随　時 市民会館 必要に応じた提案

随　時 市民会館・他
2019年度事業報告・決算報告
2020年度事業計画・予算（案）

随　時 市民会館・他
2019年度事業報告・決算報告
2020年度事業計画・予算（案）

随　時 市民会館・他
2019年度事業報告・決算報告
2020年度事業計画・予算（案）

随　時
市民会館及び
けやき会館他

競技会等運営打合せ

随　時 市民会館・他
フェスティバル・会長杯・
武相大会・等

随　時 市民会館・他 創立50周年事業計画創立50周年事業実行委員会

Ⅶ）会議等

会　議　名

監 査

通常総会

臨時総会

常任理事会

理事会

各種別・専門委員会

各種大会競技委員会

技術委員会 北公園スポーツ広場(午前）

相模原アリーナ（フットサル講習会）＊助成事業

市内ＪＦＡ登録審判員

相模原市・（公財）体協よりの派遣事業
60歳以上の大会・『第32回全国健康福祉祭和
歌山大会

Ⅳ）講習会・研修会

備　　　　　考

5・6年生選抜・各地区選抜大会及び招待
大会参加（5年生5月より活動）「助成事業」

相模原ギオンフィールドで実施
（D級指導者資格新規取得講習会）

4級審判員で上級審判員を目指す
少年審判員の養成

企画運営委員会

Ⅴ）少年サッカー表彰式及び集い

備　　　　　考

リーグ戦及び個人表彰・他
 (けやき会館５Ｆ大樹の間）

Ⅵ）協力事業

備　　　　　考

相模原市若葉まつり実行委員会

女子ブラジルサッカー代表事前キャンプ（予定）

指導者審判員の技術向上

シニア





Ⅱ）-1.「慶弔基金」 単位（円）

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 2018年度(平成30年度）繰越金 596,678 繰越金　平成31年3月末時点の金額

2 2019年度　繰入金 0 一般会計より繰入
3 銀行利息 6 本口座利息

＜合計＞ 596,684

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 慶弔費 596,684 ・慶弔に関する取扱要綱により運用

2 その他 0 振込手数料

＜合計＞ 596,684

596,684
596,684

0

Ⅱ）－2.「少年海外交流積立基金」

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 2018年度(平成30年度）繰越金 600,274 繰越金　平成31年3月末時点の金額

2 2019年度　繰入金 0 一般会計より繰入
3 銀行利息 2 本口座利息

＜合計＞ 600,276

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 少年海外交流 600,276

＜合計＞ 600,276

600,276
600,276

0

Ⅱ）-3.　「地域サッカー振興基金」

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 2018年度(平成30年度）繰越金 7,111,499  ・繰越金　平成31年3月末時点の金額

2019年度　繰入金 0 一般会計　次期繰越正味財産額より

銀行利息 20            
＜合計＞ 7,111,519  

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 繰出 7,111,519 ・地域サッカー振興基金規程により運用

＜合計＞ 7,111,519

7,111,519
7,111,519

0

Ⅱ）－4.「創立50周年記念事業実行委員会」

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 2018年度(平成30年度）繰越金 4,496,289  ・繰越金　平成31年3月末時点の金額

2 2019年度　繰入金 1,500,000  一般会計　次期繰越正味財産額より

3 銀行利息 20            
＜合計＞ 5,996,309  

№ 項　　　　目 予　　算 備　　　　考
1 創立50周年記念事業 5,996,309  

＜合計＞ 5,996,309  

5,996,309  
5,996,309  

0

支
出

収
入

支
出

支出合計
差引残額

収入合計

Ⅱ）2019年度　特別会計　収支予算

収入合計
支出合計
差引残額

収入合計

2019年4月1日～2020年3月31日

支
出

収
入

支
出

収
入

支出合計
差引残額

収入合計

収
入

支出合計
差引残額


