第１号報告

平成２３年度 社団法人大阪府サッカー協会事業報告
協会全体
１．ＪＦＡプレミアカップ２０１１supported by ＮＩＫＥ（５/３・４・５ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
２．ＪＦＡキッズＵ－８／１０サッカーフェスティバル２０１１（５/２９ 万博・大阪サッカーＧ）
※台風の為中止
３．ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル２０１１withＫＩＲＩＮファーストステージ in 舞洲
（５/１４ 舞洲アリーナ）
４． 第７回日・中・韓国際女子（Ｕ－１８）サッカー大会（７/１２～１４ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
１ 位 日本代表Ｕ－１６
２ 位 大阪府選抜Ｕ－１８
３ 位 韓国代表Ｕ－１８
４ 位 上海代表Ｕ－１８
５．ＪＦＡキッズＵ－６／８サッカーフェスティバル２０１１（７/３ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
６．第１２回日・中・韓国際ユースサッカー（Ｕ－１６）大会（７/１２～１７ 中国 上海市）
７．第４回大阪招待女子ユースシャイニングサッカー大会（７/３０～３１ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
１ 位 静岡県選抜Ｕ－１２

２ 位 神奈川県選抜Ｕ－１２

８．キャノンチャレンジカップ２０１１（７/３０ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
９．ＥＸＩＬＥ ＦＡＮＴＡＳＹ ＣＵＰ ２０１１（７/９ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
10．第１６回全日本女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会（８/８～１２ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
11．セレッソカップ第２５回大阪招待国際ユース（Ｕ－１６）サッカー大会２０１１
（８/１２～１４ キンチョウスタジアム）
山口県選抜Ｕ-１６、大分県選抜Ｕ-１６、広島県選抜Ｕ-１６、大阪府選抜Ｕ-１６が参加
12．第６６回国民体育大会近畿ブロック大会（８/１９～２１ 兵庫県 三木防災公園陸上競技場他）
成年男子、女子、少年男子が本大会出場し、女子が優勝、少年男子が４位、総合成績第２位
13．第１６回大阪サッカー選手権大会（８/７・２８ キンチョウスタジアム）
阪南大学サッカー部が優勝
14．第７回全日本大学フットサル大会（８/２６～２８ 舞洲アリーナ）
15．第９１回天皇杯全日本サッカー選手権大会
（９/４～１２/２９ 高槻市立萩谷総合公園・万博記念競技場・キンチョウスタジアム）
ガンバ大阪・セレッソ大阪・阪南大学 以上３チームが出場
16．ＪＦＡキッズＵ－６／８サッカーフェスティバル２０１１（９/１１ 万博・大阪サッカーＧ）
17．ＪＦＡキッズＵ－６／８サッカーフェスティバル２０１１（９/１１ 万博・大阪サッカーＧ）
18．ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル２０１１ withＫＩＲＩＮスペシャルステージ
（９/２５ 舞洲アリーナ）

19．ＪＦＡフットボールデー２０１１（９/３ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
20．２０１４ＦＩＦＡワールドカップブラジル アジア３次予選 日本代表 対 タジキスタン代表
（１０/１１ 長居スタジアム）
21．２０１１アディダスフットボールクリニックＵ－１２（１１／２３ キンチョウスタジアム）
22．太陽日酸サッカー教室２０１１ セルジオサッカークリニック（１１/２６ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
23．第２０回全日本大学女子サッカー選手権大会（１１/２５～２７ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
24．ＪＦＡキッズＵ－８／１０サッカーフェスティバル２０１１（１１/２７ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
25．ユニクロサッカーキッズ！ ｉｎ 京セラドーム大阪（３/２０ 京セラドーム大阪）
26．ＪＦＡレディースサッカーフェスティバル２０１１（１２/１１・２３ 万博・大阪サッカーＧ）
27．Ｊユースカップ２０１１第１９回Ｊリーグユース選手権大会
（１１/２０・２７・１２/２３・２５ キンチョウスタジアム他）
28．ＪＦＡガールズサッカーフェスティバル２０１１（１/１４・１５ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
29．ＪＦＡキッズＵ－６／１０サッカーフェスティバル２０１１（１/２２ 万博・大阪サッカーＧ）
30．ＪＦＡガールズサッカーフェスティバル２０１１（２/１８・１９ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
31．ＯＦＡキッズＵ－６／８サッカーフェスティバル２０１１（２/４ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
32．キリンチャレンジカップ２０１２ 日本代表 対 アイルランド代表（２/２４ 長居スタジアム）
33．ＰＵＭＡ ＣＵＰ２０１２全日本フットサル選手権大会 1st ラウンド
（３/９～１１ 大阪市中央体育館）
34．ダノン・ネーションズカップ（３/４ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
35．トリムカップ２０１２第４回全日本女子選抜フットサル大会
（３/２３・２４・２５ 大阪市中央体育館）
36．第５回ＭＵＦＧカップ大阪大会（３/２１～２３ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
37．第２３回大阪招待中学生サッカー大会（ガンバカップ）
（３/２９～３１ 万博ガンバ人工芝・Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）

大阪府社会人サッカー連盟
１．第１８回全国クラブチームサッカー選手権大会大阪大会兼第１回社会人カップ大会
（４/３～５/２９ 万博・大阪サッカーＧ他）
優 勝

ＦＣ大阪（全国大会出場）

２．平成２３年度大阪府社会人サッカーリーグ戦（５/３０～ 万博・大阪サッカーＧ他）
（各部優勝チーム）
１ 部

ＦＣ大阪

２位 関大ＦＣ２００８

２ 部（Ａ） 高槻サッカークラブ

（Ｂ） バッジーナ大阪ＦＣ

（Ｃ） ディアマンテ大阪

（Ｄ） 吹田ＦＣ

３ 部（Ａ） ＢＥＬＷＯＯＤ苅田ＳＣ

（Ｂ） 桜島クラブ

（Ｃ） ＤＥＳＡＦＩＡＤＯＲ
（Ｅ） Ｓｔ．Ａｎｄｒｅｗ’ｓ

（Ｄ） 池田クラブ
ＦＣ

（Ｆ） ルート１１

（Ｇ） 大阪ウォールズ

（Ｈ） ＳＯＧＮＯ ＦＣ

４ 部（Ａ） ＢＩＧ ＭＯＵＴＨ

（Ｂ） 豊中高校ＯＢ

（Ｃ） 履正社ＦＣサテライト

（Ｄ） Ｏ～ＥＬＳＵＥＮ～Ｏ

（Ｅ） ＯＳＵ．ＦＣ

（Ｆ） フォスター大阪ＦＣ

（Ｇ） 大阪電気通信大学
３．第４６回全国社会人サッカー選手権関西大会（７/２４～８/１ 長居第２陸上競技場他）
アイン食品株式会社サッカー部・テクノネット大阪・阪南パニックス
アイン食品株式会社サッカー部・阪南大クラブ

以上４チームが出場

以上２チームが全国大会出場

４．平成２３年度第１６回大阪サッカー選手権大会（８/７・２８ キンチョウスタジアム）
アイン食品株式会社サッカー部
ＦＣ大阪

以上２チームが出場

５．第４６回関西社会人府県リーグ決勝大会（１２/４～１/８ キンチョウスタジアム他）
ＦＣ大阪・関大２００８

以上２チームが出場

ＦＣ大阪が決勝戦で勝利し、関西リーグ昇格
関大２００８が入替戦に勝利し、関西リーグ昇格
６．平成２３年度大阪府社会人サッカー選手権大会兼第４７回全国社会人サッカー選手権大会
（１２/５～ 長居第２陸上競技場他）
優 勝 テクノネット大阪
第２位 岸和田クラブ
第３位 報国エンジニアリング
７．第４１回大阪・岡山社会人対抗戦（３/２５ 長居スタジアム）
テクノネット大阪
岸和田クラブ

以上２チームが出場

第２種委員会
１．大阪高校春季サッカー大会（４/１０～６/５ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 桃山学院
２ 位 大阪桐蔭
３ 位 清明学院
４ 位 近大附属
１～２位が全国高校総合体育大会に出場
１～４位が近畿高等学校サッカー選手権大会に出場
２．大阪高校春季サッカー大会（女子の部）
（４/２４～５/２２ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 大商学園
２ 位 大阪桐蔭
３．高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１１プリンスリーグ関西
（４/１０～９/２４ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）

１ 位 ガンバ大阪ユース
２ 位 大阪桐蔭
４．高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１１プレミアリーグ
（４/１０～１２/１１ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
セレッソ大阪Ｕ－１８・京都サンガＦ.Ｃ.Ｕ－１８が出場
５．第３５回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）地域大会
（５/３～６/２６ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 ヴィッセル神戸ユース
２ 位 ガンバ大阪ユース
３ 位 京都サンガＦ.Ｃ．Ｕ－１８
４ 位 セレッソ大阪Ｕ－１８

以上４チームが全国大会に出場

６．高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１１ ＯＳＡＫＡ（４/３～８/２１ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 大阪産大附属
２ 位 桃山学院
７．第６４回近畿高等学校サッカー選手権大会（６/２５～２７ 上富田スポーツセンター）
１ 位 初芝橋本
２ 位 立命館宇治
３ 位 滝川第二・報徳学園
桃山学院・大阪桐蔭・清明学院・近大附属が出場
８．第３５回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会
（７/２２～７/３１ 前橋総合運動公園他）
ヴィッセル神戸ユース
ガンバ大阪ユース
京都サンガＦ.Ｃ.Ｕ－１８
セレッソ大阪Ｕ－１８

以上４チームが出場

９．平成２３年度全国高等学校総合体育大会（７/２８～８/３ 秋田県）
桃山学院・大阪桐蔭が出場
10．第２５回大阪招待ユースサッカー大会（８/１２～１４ キンチョウスタジアム）
１ 位 広島県選抜Ｕ－１６
２ 位 大阪府選抜Ｕ－１６
３ 位 大分県選抜Ｕ－１６
４ 位 山口県選抜Ｕ－１６
11．第９０回全国高校サッカー選手権大阪大会（８/１４～１１/１２ 長居第２陸上競技場他）
１ 位 近大附属
２ 位 大阪桐蔭
３ 位 阪南大高・興國

12．第９回関西クラブユース（Ｕ－１８）地域リーグ （９/４～１０/１６ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 明倫クラブ
２ 位 エストレラ姫路
３ 位 Ｔフジタ枚方・センアーノ神戸
13．大阪高校総合体育大会（女子の部）
（９/１８～１１/２０ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 大商学園
２ 位 大阪桐蔭
14．２０１１Ｊユースカップ地域代表決定戦（１０/３０～１１/１３ 小郡陸上競技場他）
明倫クラブが関西地区代表として出場
15．２０１１Ｊユースカップ第１９回Ｊリーグユース選手権大会
（１１/２０～１２/２５ キンチョウスタジアム他）
ヴィッセル神戸ユース
ガンバ大阪ユース
セレッソ大阪Ｕ－１８
京都サンガＦ.Ｃ.Ｕ－１８
明倫クラブ

以上５チームが出場

16．第９０回全国高校サッカー選手権大会（１２/３０～１/９ 国立競技場他）
近大附属が出場
17. 大阪高校新人サッカー大会（１/８～２/１９ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 大阪桐蔭
２ 位 近大附属
３ 位 興國・清風
18．大阪高校新人サッカー大会（女子の部）
（１/２２～２/１９ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 大阪桐蔭
２ 位 大商学園

第３種委員会
１．大阪Ｕ－１３フューチャーリーグ 府下各会場 （６月～２月）
１部

１位 ＲＩＰ ＡＣＥ

２部Ａ

１位 大阪市ジュネッス

２部Ｂ

１位 Ａ.Ｃ．ＳＡＫＡＩ

３部ＡＣ １位 進修サッカー団
３部Ｂ

１位 門真沖ＳＣ

４部ＡＢ １位 ＤＲＥＡＭ ＦＣ
４部ＣＤ １位 ＲＩＰ ＡＣＥ２ｎｄ
４部ＥＦ １位 寝屋川ＳＣ
３．高円宮杯第２３回全日本ユース（Ｕ－１５）大阪府予選（８/２～９/１）

１ 位 ＫＯＮＫＯ ＦＣ
２ 位 岩田ＦＣ
３ 位 大阪東淀川ＦＣ
４．第２２回大阪招待中学生サッカー大会 －ガンバカップ－
（３/２９～３１ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
北ブロック１位 ガンバ大阪
南ブロック１位 岩田ＦＣ
５．アドバンスリーグ大阪（Ｕ－１５） 府下各会場４月～９月
各ブロック１位チーム
１部

RIP ACE

４部 A

千里丘 FC2nd

２部 A

９FC 高槻

４部 B

川上 FC2nd

２部 B

東淀川 FC

４部 C

岩田 FC2nd

３部 A

柏原 FC

４部 D

RIPACE2nd

３部 B

近大付属中

４部 E

城南 FC

３部 C

ゼッセル熊取 FC

４部 F

長野 FC2nd

６．ＪＦＡ中学生Ｍ４事業 大阪フットボールセミナー（５月～３月）

大阪府クラブユースサッカー連盟
１．第２６回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大阪府予選（４/１７～５/５ 府下各会場）
１ 位 千里丘ＦＣ
２ 位 ＲＩＰ ＡＣＥ
３ 位 ＫＯＮＫＯ ＦＣ、ガンバ大阪堺ジュニアユース
２．大阪府クラブユースサッカーリーグＵ－１４（１１月～２月

府下各会場）

１部 優勝 千里丘ＦＣ
２部Ａ優勝 長野ＦＣ

Ｂ優勝 ＩＲＩＳ生野

Ｃ優勝 レオＳＣ

３部Ａ優勝 豊中ＦＣ

Ｂ優勝 Ｔ・フジタＳＣ枚方

Ｃ優勝 ＦＣ千里中央

３．大阪府クラブユースサッカートーナメント（Ｕ－１４）
１ 位 ガンバ大阪ジュニアユース
２ 位 ガンバ大阪堺ジュニアユース
３ 位 セレッソ大阪Ｕ－１５、セレッソ大阪西Ｕ－１５

第４種委員会
１．第３５回全日本少年サッカー大会大阪府大会（５/７～６/２６）
開会式 ４/２９（土）全日サッカーの集い（万博記念競技場）参加２８４チーム
閉会式 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
１ 位 セレッソ大阪Ｕ－１２
２ 位 ＳＳクリエイト
セレッソ大阪Ｕ－１２が全国大会出場

２．第３５回大阪府知事杯小学生サッカー選手権大会ライフカップ（９月～１１月２０日）
開会式 ９/１０ 知事杯サッカーの集い（長居スタジアム）参加２８５チーム
閉会式 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
１ 位 大阪セントラルＦＣ
２ 位 ＳＳクリエイト
３ 位 和泉市ＦＣ
４ 位 ＡＶＡＮＴＩ茨木ＦＣ
以上４チームが関西大会出場 ＡＶＡＮＴＩ茨木ＦＣが優勝
３．第１８回大阪小学生サッカー大会（Ｕ－１１）
（１２月～２月１１日）参加２５０チーム
閉会式 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
１ 位 セレッソ大阪Ｕ－１２
２ 位 和泉市ＦＣ
３ 位 Ｅｒｂａ ＦＣ
４ 位 ガンバ大阪門真ジュニア
以上４チームが関西大会（フジパンカップ）へ出場しセレッソ大阪Ｕ－１２が優勝
４．Ｕ－１０ ８人制小学生サッカー選手権大会（９月～２月２０日）参加１２０チーム
閉会式 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺
１ 位 吹田千里ＦＣ
２ 位 ステイクールＦＣ
以上２チームが関西大会（ＪＡ全農杯チビリンピック）出場
関西大会（奈良県フットボールセンター） ステイクールＦＣが優勝
５．ＭＵＦＧカップ第５回卒業記念大会（３月２１日～３月２３日）
参加３２チーム（予選６４チーム出場）
閉会式 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

ＡＶＡＮＴＩ茨木ＦＣが優勝

６．ＯＦＡ４種リーグ・８人制〔Ｕ－１０〕
（２０１１年６月～２０１２年３月）
参加１３０チーム
７．ＯＦＡ４種リーグ・８人制〔Ｕ－１１〕
（２０１１年８月～２０１２年３月）
参加１２０チーム
８．ＯＦＡ４種リーグ・８人制〔Ｕ－１２〕
（２０１１年８月～２０１２年３月）
参加１３０チーム

女子委員会
１．第９回ＪＦＡ大阪ガールズ・エイト（Ｕ－１２）サッカー大会
（６/２５～７/３ 寝屋川後援陸上競技場他）
１ 位 八尾柏原ガールズ
２ 位 なみはやＦＣ
３ 位 堺ＪＳＬ女子

４ 位 大阪ＣＯＳＭＯ．ＦＣ
２．第１７回大阪女子サッカー選手権大会兼第３３回全日本女子サッカー選手権大会大阪府予選
（７/２～８/２８ 大阪体育大学Ｇ他）
１ 位 大阪体育大学女子サッカー部
２ 位 大阪桐蔭高等学校
３ 位 大阪国際大学
３．第１５回全日本女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会大阪府予選
（８/１３～８/２７ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他）
１ 位 ＦＣヴィトーリア
２ 位 星翔高等学校
３ 位 大阪国際大学
４．第１６回全日本女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会大阪府予選
（５/７～５/１４ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
１ 位 セレッソ大阪レディースＵ－１５
２ 位 ＦＣヴィトーリア
３ 位 大阪ＣＯＳＭＯ．ＦＣ
４ 位 ヴィスポさやま
５．第３０回大阪少女サッカー大会（９/１１ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
１ 位 八尾柏原ガールズ
２ 位 大阪ＣＯＳＭＯ．
３ 位 スぺランツァＦＣピンキーズ
６．第１７回大阪女子ジュニアユースサッカー大会（９/１７・１８ 追手門学園中学高校Ｇ他）
１ 位 ＦＣヴィトーリア②
２ 位 ＦＣヴィトーリア①
３ 位 セレッソ大阪レディースＵ－１５
７．第１９回大阪女子委員会杯サッカー大会（１２/１１・２３ 万博・大阪サッカーＧ）
１ 位 ＦＣヴィトーリア
２ 位 セレッソ大阪レディースＵ－１５
３ 位 大阪市レディースＦＣ
８．第１８回大阪女子小学生サッカー選手権大会（１/１４・１５ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
１ 位 スぺランツァＦＣピンキーズ
２ 位 高槻如是ＦＣ
３ 位 大阪ＣＯＳＭＯ．ＦＣ
９．第１８回大阪女子招待サッカー大会（２/１８・１９ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
１ 位 大阪府女子トレセンＵ－１５
２ 位 和歌山県女子トレセンＵ－１５

大阪府フットサル連盟
１．大阪フットサルリーグ２０１１（４/２３～２/２５
１部

優 勝 カレビッチ

２部

優 勝 エス

府下各体育館）

３部Ａ 優 勝 ＦＣリブレ
３部Ｂ 優 勝 ＦＣマルス
レディース

優勝 チェリーブロッサム

２．ファミリーフットサル第１ステージ（５／１４ 舞洲アリーナ）
３．全日本大学フットサル大阪大会（６／１９・２６

大阪成蹊大学第 1 体育館）

優 勝

関西大学ｖｉｄａ ＦＣ

全国大会出場

準優勝

関西大学Ｓｈｅ７ｅＮ ＨｅａＤ 関西大会出場

４．第８回全日本女子フットサル選手権大阪大会（７／１７ 大阪市立千島体育館）
優 勝

フットサルクラブ ヴェイル．

５．第２８回全国選抜フットサル大会関西大会（７／１８ 滋賀県・滋賀県立体育館）
大阪府選抜が全国大会へ出場
６．第１７回全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル選手権大阪大会（７／１６･１８ 大阪市立千島体育館）
優 勝

エスぺランサＦＣジュニアユース

関西大会に出場

７．Ｆリーグ大洋薬品オーシャンアリーナカップ２０１１
（７／２１～２４ 愛知県・大洋薬品オーシャンアリーナ）
準優勝 シュライカー大阪
８．全日本大学フットサル大会２０１１（８／２６～２８ 舞洲アリーナ）
関西大学ｖｉｄａ ＦＣが出場し、優勝
９．第１７回全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会関西大会（９／１９ 京都府立体育館）
エスぺランサＦＣジュニアユースが出場
10．第２７回全国選抜フットサル大会（９／３０～１０/２ 山梨県・小瀬スポーツ公園体育館）
大阪府選抜が出場し、３位
11．Ｍ７事業 大阪府ユース（Ｕ－１８）フットサル大会（８/６・１/２２ 舞洲アリーナ）
優 勝

第６回：ＴＥＡＭ＊ＡＵＥＬＵ

第７回：京都橘高校

12．第８回全日本女子フットサル選手権関西大会（９／１０ 兵庫県 高砂体育館）
フットサルクラブ ヴェイル．が出場
13．ＰＵＭＡ ＣＵＰ２０１２ 第１７回全日本フットサル選手権大阪大会
（１０/１５～１１/２７ 府下各体育館）
優 勝

ミキハウスフットサルクラブ（関西大会出場）

14．オータムチャレンジ（１０/１０ 舞洲アリーナ）
15．バーモントカップ第２１回全日本少年フットサル大会大阪大会
（１０/１６～１１/２７ なみはやドーム、大阪市立千島体育館他）

優 勝

ＡＶＡＮＴＩ （全国大会に出場）

16．バーモントカップ第２１回全日本少年フットサル大会（１/４～６ 駒沢体育館）
ＡＶＡＮＴＩが出場
17．ＰＵＭＡ ＣＵＰ２０１２第１７回全日本フットサル選手権関西大会（１/７ 大阪市中央体育館）
ミキハウスフットサルクラブが出場し、決勝ラウンドに出場（国立代々木体育館）
18．関西フットサルチャレンジリーグ（２／１１、１９ 生駒市総合体育館 栗東体育館）
カレビッチ
フットサルクラブ ヴェイル．
ジャグランカ

以上３チームが出場

19．ＰＵＭＡ ＣＵＰ２０１２第１７回全日本フットサル選手権大会
第１ラウンド ３/９～１１ 大阪市中央体育館、静岡県エコパアリーナ
決勝ラウンド ３/１６～１８ 国立代々木競技場第１体育館
優 勝

シュライカー大阪

20．第１２回ＦＵＴＳＡＬ地域チャンピオンズリーグ（２/２４～２６ 鹿児島県 鹿児島アリーナ）
ミキハウスフットサルクラブ（関西フットサルリーグ１位）が出場

シニア委員会
１．シニア７０歳以上サッカーフェスティバル関西大会（４/２４ 滋賀県）
大阪フットボールクラブが出場 全国大会へ出場
２．第１回大阪シニア（Ｍ－６０）サッカー大会（４/３ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
優 勝 大阪フットボールクラブ
準優勝 西日本元老
３．第１１回全国シニア（６０歳以上）サッカー大会関西大会（４/２４ 滋賀県）
大阪フットボールクラブが出場し優勝、全国大会へ出場
４．第１４回大阪シニア（Ｍ－５０）サッカー大会（４/３～２４ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
優 勝 大阪フットボールクラブ
準優勝 ニコルスＦＣシニア
５．第１３回大阪スポーツマスターズ（Ｍ－４０）サッカー大会（４/３～２４ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
優 勝 ニコルスＦＣシニア
準優勝 箕面ホーリン
６．第１０回全国シニア（５０歳以上）サッカー大会関西大会
（５/１５・２２ 滋賀県、Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
ニコルスＦＣシニアが出場
７．日本スポーツマスターズ２０１１サッカー競技関西大会
（５/２９・６/２５ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺、鶴見緑地球技場）
ニコルスＦＣシニアが出場 優勝で全国大会へ出場
８．第２４回全国福祉祭（ねんりんピック）選手選考会（５/１４ 鶴見緑地球技場）

９．第２４回全国福祉祭（ねんりんピック）熊本大会（１０/１５～１８ 熊本県）
Ｂブロック優勝 大阪府代表
Ｈブロック優勝 大阪市選抜
Ⅰブロック３位 堺市選抜
10．日本スポーツマスターズ２０１１サッカー競技 石川大会（９/１７～２１ 石川県）
ニコルスＦＣシニアが出場 Ｂグループ第２位
11．第２４回全国スポーツレクリエーション祭 スポレク栃木２０１１（１１/６～８ 栃木県）
大阪オールドボーイズが出場

Ｄグループ４位

12．２０１１府民スポーツレクリエーション大会（１１/１３・２０ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
Ｍ－６０ 優 勝 大阪フットボールクラブ
準優勝 フラッター堺
Ｍ－５０ 優 勝 ニコルスＦＣシニア
準優勝 大阪オールドボーイズ
Ｍ－４０ 優 勝 ニコルスＦＣシニア
準優勝 箕面ホーリン
13．第７回関西シニアサッカーフェスティバル（１２/４～１２ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺他各地）
Ｍ－７０ 大阪フットボールクラブ
Ｍ－６０ 西日本元老
Ｍ－５０ 堺ホリデイシニア・ニコルスＦＣシニア・箕面ホーリン
Ｍ－４０ ＦＣ阪同隊・ニコルスＦＣシニア・箕面ホーリン

が参加

14．ＪＦＡフットボールデー２０１１ in Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺（１１/２３ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）
キッズ・女子委員会と合同で開催

地域委員会
１．平成２３年度協会杯 第３４回大阪・市町村サッカー連盟優勝大会
（２/１１～４/１ 長居第２陸上競技場他）
優 勝 東大阪市
準優勝 泉佐野市
３ 位 貝塚市・豊中市
２．その他の活動
大阪・市町村サッカー連盟との連携を図り、協会登録加盟チームの増強対策のため、巡回訪問・
各種会議を開催した。

広報委員会
１．広報誌の発行
「大阪サッカー通信」第５号を１２月に発行。各スポーツ団体・行政機関・会員に配布する。
２．ホームページの運営
平成２２年度にリニューアルしたトップページから、各連盟、各委員会へのアクセスを容易にし、

更新頻度の増加を実現した。また、タイムリーな話題を府民に広く提供した。

審判委員会
１．審判講習会の開催
①サッカー及びフットサル４級認定講習会を開催
②サッカー及びフットサル４級更新講習会を開催
③サッカー及びフットサル３級昇級試験を開催
④サッカー及びフットサル３級更新講習会を開催
２．審判指導育成・強化事業
①開幕前研修会を開催
②月例勉強会や指導育成トレセンの開催
③指導育成部通信を発行
④審判員のカテゴリーに応じたスキルアップ研修会及びリフレッシュ研修会の開催
⑤２級審判員研鑽会を開催
３．審判派遣事業
・年間を通じて協会が主催・主管する大会に協会所属の審判員を派遣。
・審判員の状況を把握し、派遣する審判員の割り当て事業を実施。
４．審判インストラクター事業
・派遣した審判員の審判技術力を向上させる目的で、協会の主催・主管する試合に審判研修会や
審判インストラクターの派遣を行い、常に審判員相互の連携、レベルアップを行った。
・審判インストラクター対象の研修会を実施。
・審判インストラクター新規講習会及び更新講習会を実施。
５．フットサル審判普及育成事業
フットサル審判を普及・育成するための研修会を開催

技術委員会
１、国体（第６６回山口国体 サッカー競技 総合成績第２位）
・成年男子：本大会までの選考・強化 本大会出場 １回戦敗退
・女

子：本大会までの選考・強化 本大会出場 優勝（１４年ぶり２度目）

・少年男子：本大会までの選考・強化 本大会出場 ４位（４年連続ベスト４以上）
２、トレーニングセンター
・Ｕ－１１・１２・１３・１４・１５・１６（男子）
・Ｕ－１２・１５・１８及びＧＫプロジェ
クトの年間を通じての定期練習会の実施
・関西・大阪・地区トレセンリーグ（選抜大会）の実施
・招待大会への参加
・大阪スーパートレセン（指導者研修会カンファレンスの実施・Ｕ-１３/１４の選手対象で実施）
・Ｕ－１２・１４・１６ ナショナルトレーニングセンターへの選手選考及び派遣
３、指導者育成事業

・日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ養成講習会

年間４コース

・日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ養成講習会

年間５コース

・公認Ｃ級コーチリフレッシュ研修会

８コース

・公認Ａ・Ｂ級コーチリフレッシュ研修会

１コース

・チーフインストラクター研修（ＪＦＡ）

１コース

・公認Ｄ級コーチ対象研修会

２コース

・ＪＦＡ公認Ａ級コーチ養成講習会大阪府トライアル

１回

・ＪＦＡ公認Ｂ級コーチ養成講習会大阪府トライアル

１回

キッズ委員会
１．巡回指導
・幼稚園や保育園への巡回指導
・スポット巡回指導
２．キッズフェスティバルの開催
・ＪＦＡキッズフェスティバル

年間３回

・ＯＦＡキッズフェスティバル

年間６回

３．キッズリーダー養成講習会
・Ｕ－６／８／１０キッズリーダー養成講習会

年間３コース

・公認Ｃ級コーチ養成講習会内Ｕ－６キッズリーダー養成講習会

年間５コース

・出張型Ｕ－６／８／１０キッズリーダー養成講習会
４．キッズリーグの開催
・８地区によるキッズリーグ開催

府内８地区

５．キッズエリート
・Ｕ－７／８／９／１０各カテゴリー

府内／北・南の各２コース

・定期練習会の実施
・Ｕ－９キッズエリートキャンプの実施

１２/２６～２７ Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

参考
◆共催および別事業内活動
・ＪＦＡユニクロキッズＵ－６サッカーフェスティバル２０１０（３/２０ 京セラドーム大阪）

スポーツ・医学委員会
１．スポーツ医学委員会開催、学術会議・セミナー参加
スポーツ医学委員会

４回

サッカードクターセミナー参加

２回

ＪＦＡ全国医学委員長会議
ＪＦＡアスレチックトレーナーセミナー等
２．医科学講演会開催
海外遠征帯同報告

４回

サッカーによる青少年健全育成―成長期スポーツ外傷・障害防止対策についてー
コンディショニングの理論と実際
ビデオ解析でひも解くＡＣＬ損傷のメカニズムと予防戦略
３．チーム帯同・派遣
ＪＦＡ女子ユース代表チーム、国体代表チーム、フットサル大阪選抜チーム、
フットサル女子大阪選抜チーム 等
４．会場救護
ＦＩＦＡワールドカップ・アジア３次予選、国際親善試合（キリンチャレンジ）
、日中韓女子ユ
ース大会、ＪＦＡアカデミー選抜試験、ＪＦＡナショナルトレセンＵ－１２・１４、ＪＦＡナシ
ョナルトレセン女子Ｕ－１５、ＪＦＡスーパー少女プロジェクト、ＪＦＡプレミアカップ、ＪＦ
Ａフットボールデー、ＪＦＡキッズフェスティバル、ＪＦＡフットサルスペシャルステージ、
Ｆリーグ、天皇杯決勝大会、全国高校サッカー選手権大阪大会、全日本女子ユース、大阪サッカ
ー選手権、大阪招待ユース、大阪招待女子ユース、Ｊユース選手権、全日本フットサル選手権、
全国選抜フットサル関西大会、ファミリーフットサル 等
５．メディカルサポート
地域トレセン、スーパートレセン 等
６．各種講習会への講師派遺
日体協公認コーチ養成講習会、公認Ｃ級コーチ養成講習会、公認Ｄ級コーチ養成講習会 等
７．その他
Ｊリーグ・Ｆリーグのドーピングコントロール、全国高校サッカー選手権メディカルチェック、
ホームページでのスポーツ医学に関する情報発信 等

総会・理事会
１、総会
◆臨時総会 平成２３年４月２２日
審議事項
第１号議案 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺宿泊施設等整備事業特別会計（案）承認の件
第２号議案 総会議案・報告の字句修正の件
◆第１回定例総会 ６月２８日
審議事項
第１号報告 平成２２年度（社）大阪府サッカー協会事業報告（案）承認の件
第２号報告 平成２２年度（社）大阪府サッカー協会収支決算報告（案）承認の件
第３号報告 平成２２年度（社）大阪府サッカー協会監査報告書の承認の件
第１号議案 平成２３・２４年度（社）大阪府サッカー協会理事の選任（案）の件
第２号議案 総会議案・報告の字句修正の件
◆臨時総会 平成２３年９月２９日
審議事項

第１号議案 社団法人大阪府サッカー協会定款の一部改正（案）承認の件
第２号議案 総会議案・報告の字句修正の件
◆臨時総会 平成２４年１月２３日
審議事項
第１号議案 社団法人大阪府サッカー協会定款変更（案）承認の件
第２号議案 一般社団法人への移行認可申請の承認の件
第３号議案 総会議案・報告の字句修正の件
◆第２回定例総会 平成２４年３月１２日
審議事項
第１号議案 平成２４年度（社）大阪府サッカー協会事業計画（案）承認の件
第２号議案 平成２４年度（社）大阪府サッカー協会収支予算（案）承認の件
第３号議案 平成２４年度（社）大阪府サッカー協会万博・大阪サッカーグラウンド
特別会計予算（案）承認の件
第４号議案 平成２４年度（社）大阪府サッカー協会Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺ドリームキャンプ
特別会計予算（案）承認の件
第５号議案 平成２４年度 ＪＦＡアカデミー堺 特別会計予算（案）承認の件
第６号議案 総会報告・議案の字句修正の件

２、理事会
◆臨時理事会 ４月２２日
審議事項
第１号議案 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺宿泊施設等整備事業特別会計（案）承認の件
第２号議案 議案の字句修正の件
報告事項
１．特別管理財源の取扱い管理について
◆第１回定例理事会 ６月９日
審議事項
第１号報告 平成２２年度（社）大阪府サッカー協会事業報告（案）承認の件
第２号報告 平成２２年度（社）大阪府サッカー協会収支決算報告（案）承認の件
第３号報告 平成２２年度（社）大阪府サッカー協会監査報告承認の件
第１号議案 （社）大阪府サッカー協会理事選任の件
第２号議案 議案の字句修正の件
報告事項
１．Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺宿泊施設の運営等について
２．
（社）大阪府サッカー協会法人移行申請について
◆臨時理事会 ９月２２日
審議事項

第１号議案 （社）大阪府サッカー協会定款の一部改正（案）の承認の件
第２号議案 議案の語句修正について
報告事項
１．Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺関連について
２．新法人について
３．４７都道府県支援金交付要項について
◆臨時理事会 １２月２１日
審議事項
第１号議案 （社）大阪府サッカー協会定款変更（案）の承認の件
第２号議案 一般社団法人への移行認可申請の承認の件
第３号議案 議案の語句修正のについて
報告事項
１．
（社）大阪府サッカー協会平成２３年度見込み決算並びに平成２４年度予算（案）
２．ＪＦＡ４７ＦＡ公益目的事業等活動支援金実績報告について
◆第４回定例理事会 ２月１０日
審議事項
第１号議案 平成２４年度（社）大阪府サッカー協会事業計画（案）の承認の件
第２号議案 平成２４年度（社）大阪府サッカー協会収支予算（案）の承認の件
第３号議案 （社）大阪府サッカー協会定款の一部を改正する規定（案）の承認の件
第４号議案 総会議案の語句修正について
報告事項
１．Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺ドリームキャンプオープニングセレモニーについて
２．
（社）大阪府サッカー協会会議室使用について
３．平成２４年度グラウンド確保について
４．会員募集（継続）について
◆臨時理事会 ３月１２日
審議事項
第１号議案 （社）大阪府サッカー協会役員報酬及び費用弁償規定の一部を改正にする規定（案）
の承認の件
報告事項
１．平成２４年度 万博・大阪サッカーグラウンド利用一覧について

