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         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 
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各地域協会（北見、網走、紋別、遠軽、斜里、美幌） 

 第２号議案 令和元年度会計報告及び会計監査報告に関する件 
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         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２年度会計予算案に関する件 

第５号議案 役員改選 

第６号議案 東北海道サッカー協会の設立について 

５．その他 （１）加盟団体・選手登録について 

    （２）その他 

６．閉会宣言 
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       シニア委員会         令和 2年度会計予算 

       各地域協会          規約・規定 

                      組織図 
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Ｄ．Ａ．Ｋ フォルツァ北見 北見Ｓｏｃｏｒｒｏ ｒｅｖｉｖａｌ Ｓ・Ｃ

Ｄｉｖｅｒｔｉ ＦＣ Ｍｉｒｒａ LASTAR FC　コパン

ＦＣ網走 ＡＳスパーク ＦＣ フリークス 網走市役所Ｆ．Ｃ

紋別蹴球団 遠軽社会人ＦＣ ＦＣベーネ ＦＣ．BIHORO

美幌ＵＦＯ　ＦＣ ＦＣ　Ｍｉｒａｇｒｏｓｓ サロマＦＣ 東京農業大学サッカー部

１種　　計　２０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 斜里高等学校 美幌高等学校 佐呂間高等学校

興部高等学校 津別高等学校

２種　　計　１４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 網走市立第一中学校

網走市立第三中学校 網走市立第四中学校 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 斜里町立斜里中学校 置戸町立置戸中学校

佐呂間町立佐呂間中学校 訓子府町立訓子府中学校 湧別町立上湧別中学校 湧別町立湧別中学校

興部町立興部中学校 滝上町立滝上中学校 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｷﾀﾐ U-15FC網走　U-15

３種　　計　３２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サッカースポーツ少年団 常呂ジュニアフットボールクラブ

FC網走　U-12 FC網走　menina　U-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ＦＣ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

上湧別ＦＣミラグロス　ジュニア 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

４種　　計　２１チーム

レファＦＣ FC網走　menina ｉｌ　ｓｏｌｅ　ＦＣ

女子　　計　　３チーム

合計　９７チーム

令和元年度　　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
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令和元年度事業報告 事務局 

１．地区協会 

   ４月１４日  地区協会総会 端野町公民館 多目的ホール  ７７名出席 

   ６月１５日  常任理事会  北見市民スケートリンク 会議室 

   １７名出席 

９月 ７日  常任理事会  サントライ 会議室      １８名出席 

  １１月３０日  常任理事会  サントライ 会議室      １６名出席 

   ２月１５日  常任理事会  サントライ 会議室      １９名出席 

   ３月１４日  各委員会監査 メールによる書面会議 

   ３月２１日  常任理事会  WEB会議 

 

２．道東４地区協会該当 

  ・道東ブロック 

   ６月３０日  運営会議 北見市民会館 國田理事長、美村事務局長 

１２月１４日、１５日  ジョイントミーティング会議 端野町公民館 

             榊原会長、小西副会長、國田理事長、中田副理事長、 

美村事務局長 

   ２月２４日  運営会議 北見市民会館 國田理事長、中田副理事長、 

美村事務局長 

３．北海道協会該当 

  ①北海道サッカー協会評議員会 

   ６月 ８日  札幌市                 榊原会長出席 

 

  ②１５地区協会代表者会議 

   ８月３１日  ホテルライフォート札幌         國田理事長、 

                              美村事務局長出席 

  ③北海道サッカー協会９０周年祝賀会 

１１月 ９日 ホテルライフォート札幌          榊原会長、 

國田理事長出席 

  ④ＨＫＦＡ理事会 

 ５月１８日  北海道フットボールセンター       國田理事長出席 

１１月 ９日  ホテルライフォート札幌         國田理事長出席 

⑤北海道サッカー協会表彰式 

 ６月 ８日  札幌プリンスホテル           榊原会長、 

                            國田理事長出席 

⑥北海道サッカー協会５ブロック圏協議会 

１１月１６日  北海道フットボールセンター       國田理事長出席 

   

４．道東ブロック大会主管事業 

  ３種  道東地区カブス交流大会          （網走市 10/11～12） 

  ４種  JFA全日本 U-12サッカー選手権大会道東ブロック大会（津別町 9/21） 

第1号議案第1号議案第1号議案第1号議案
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令和元年度事業報告 事務局 

１．地区協会 

   ４月１４日  地区協会総会 端野町公民館 多目的ホール  ７７名出席 

   ６月１５日  常任理事会  北見市民スケートリンク 会議室 

   １７名出席 

９月 ７日  常任理事会  サントライ 会議室      １８名出席 

  １１月３０日  常任理事会  サントライ 会議室      １６名出席 

   ２月１５日  常任理事会  サントライ 会議室      １９名出席 

   ３月１４日  各委員会監査 メールによる書面会議 
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   ６月３０日  運営会議 北見市民会館 國田理事長、美村事務局長 

１２月１４日、１５日  ジョイントミーティング会議 端野町公民館 

             榊原会長、小西副会長、國田理事長、中田副理事長、 

美村事務局長 

   ２月２４日  運営会議 北見市民会館 國田理事長、中田副理事長、 

美村事務局長 

３．北海道協会該当 

  ①北海道サッカー協会評議員会 

   ６月 ８日  札幌市                 榊原会長出席 

 

  ②１５地区協会代表者会議 

   ８月３１日  ホテルライフォート札幌         國田理事長、 

                              美村事務局長出席 
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⑤北海道サッカー協会表彰式 

 ６月 ８日  札幌プリンスホテル           榊原会長、 

                            國田理事長出席 

⑥北海道サッカー協会５ブロック圏協議会 

１１月１６日  北海道フットボールセンター       國田理事長出席 

   

４．道東ブロック大会主管事業 

  ３種  道東地区カブス交流大会          （網走市 10/11～12） 

  ４種  JFA全日本 U-12サッカー選手権大会道東ブロック大会（津別町 9/21） 
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1，サッカーリーグ

(1)　2019年度　第38回 北海道学生サッカーリーグ

2019年5月11日　～　10月20日

北見モイワスポーツワールド　他

東農大　( 2部 )

優勝 : 

(2)　2019年度　第42回 北海道サッカーリーグ　第17回道東ブロックリーグ

平成31年5月12日　～　9月22日

北見モイワスポーツワールド　他

FC.BIHORO

順位 : 

(3)　2019年度　オホーツク社会人サッカーリーグ

2019年5月19日　～　10月20日

北見モイワスポーツワールド　他

管内18チーム

1部優勝 : フォルツァ北見

2部優勝 : FC BEENE

3部優勝 : 紋別蹴球団

2，サッカー大会

(1)　2019年度　第37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

2019年5月26日 (日)

北見東陵運動公園

管内2チーム

優勝 : FCコパン

※　全道大会 : 敗退

(2)　2019年度　第26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

2019年6月16日 (日)

北見東陵運動公園

管内2チーム

優勝 : FCコパン

※　道東予選 : 敗退

(3)　2019年度　第55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

2019年6月23日 (日)　※予定

北見東陵運動公園

参加チーム無し

※　全道大会 : 出場無し

結　果

参　加

会　場

日　程

結　果

参　加

会　場

日　程

結　果

参　加

会　場

日　程

結　果

2019年度　第1種委員会　事業報告　(最終)
オホーツク地区サッカー協会

第１種委員会

結　果

参　加

会　場

日　程

結　果

参　加

会　場

日　程

参　加

会　場

日　程
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(4)　2019年度　第3回 オホーツク地区社会人サッカーエンジョイ大会

2019年10月6日(日)

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

Aブロック : Feliz Mix

Bブロック : FC BEENE

Cブロック : マンデーフット

(5)　2019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

2019年10月20日(日)

北見モイワスポーツワールド

FC.BIHORO (道東)　・　フォルツァ北見 (地区1位)

優勝 : FC.BIHORO

3，フットサル大会

(1)　第25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

2019年11月24日(日)

訓子府スポーツセンター

管内4チーム

優勝 : FCコパン

※　全道地域大会 : 敗退

(2)　全道フットサル選手権大会2020　一般の部　オホーツク地区予選大会

2020年1月12日(日)

北海道立北見体育センター

管内4チーム

優勝 : FCコパン

※　全道大会 : 新型コロナウイルスの影響により中止

結　果

日　程

会　場

参　加

結　果

参　加

日　程

会　場

参　加

日　程

会　場

参　加

結　果

日　程

会　場

結　果
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2019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) 2019年度高体連シード決定戦、春季フェスティバル 
    日 程：4月 30日（火）、5月 3日（金）～5日（日） 
    会 場：遠軽町、北見市 

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

オホーツク管外参加校：計 6校 

※中標津、札幌英藍、根室、枝幸、稚内大谷、帯広農業 

 
(２) 2019オホーツク地区 FAリーグ 

日 程：地区 FAプレリーグ 4月 29日（月）～ 
地区 FAリーグ 7月 13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 北見緑陵高校 ３位 紋別高校 ４位 網走桂陽高校 

 
(３) 第 72回高体連北見支部サッカー選手権大会 

兼第 72回全道高等学校高校サッカー選手権大会北見支部予選会 
    日 程：5月 22日（水）～25日（土） 
    会 場：モイワスポ－ワールド 

当番校：北見工業高等学校 
結 果：１位 網走南ヶ丘高校 ２位 北見北斗高校 ３位 美幌高校 ３位 遠軽高校 

 
(４) 第 98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 24日（土）～25日（日）/ 31日（土）～9月 1日（日） 予備日 9月 8日（日） 
    会 場：えんがる球技場 

結 果：１位 網走南ヶ丘高校 ２位 遠軽高校 ３位 北見緑陵高校 ３位 美幌高校  
 
(５) 2019年度第 48回高体連北見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北見支部予選会 
    日 程：9月 24日（火）～26日（木） 

会 場：えんがる球技場 
    当番校：紋別高等学校 

結 果：１位 遠軽高校 ２位 網走南ヶ丘高校 ３位 紋別高校 ３位 北見緑陵高校 

 
(６) 第31回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会 

兼第7回全日本ユース（U-18）フットサル大会北海道予選オホーツク地区予選 
     日 程：12月7日（土）  

会 場：遠軽町総合体育館 
結 果：１位 北見北斗高校B ２位 網走南ヶ丘高校 ３位 美幌高校A ３位 網走桂陽高校 
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【２．地区フェスティバル】 
(１) 第 27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：北見市他 
オホーツク管外参加校：計 17校（※H30:16校、H29：15校、H28：16校） 

※北広島西、武修館、芽室、札幌月寒、清水、滝川、滝川西、釧路北陽、札幌新川、 

帯広農業、留萌、石狩南、中標津、江陵・幕別清陵、帯広工業、釧路湖陵、釧路明輝 

 
【３．道 東 大 会】 
(１) 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2019道東ブロックリーグ２部 
    日 程：4月 20日（土）～9月 22日（日） 

参加校：帯広大谷 2nd、帯広緑陽 2nd、清水、帯広農業、帯広工業、遠軽、釧路北陽 2nd、 
江陵・幕別清陵、釧路工業、網走南ヶ丘（計 10校による HOME&AWAYの 2回戦制） 

結 果：３位 網走南ヶ丘高校 ７位 遠軽高校  
 
(２) 2019年度第7回東北海道高校ユースサッカー新人大会 

日 程：11月9日（土）～10日（日） 
主 管：根室地区サッカー協会 
結 果：１回戦 遠軽高校 １－０ 釧路北陽高校 

    準決勝 遠軽高校 １－２ 帯広北高校 

    １回戦 北見北斗高校 ４－５ 帯広緑陽高校 

 
【４．全 道 大 会】 
(１) 2019年度第 72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11日（火）～14日（金） 
会 場：室 蘭 
結 果：２回戦  網走南ヶ丘高校 ２－０ 稚内大谷高校 

    準々決勝 網走南ヶ丘高校 ０－１ 北照高校（ベスト８） 

    １回戦  北見北斗高校 ０－３ 市立函館高校 

 ※全道大会報告をホームページに掲載中（16-25プラン） 

 
(２) 2019年度第98回全国高等学校サッカー選手権大会北海道大会 

日 程：10月12日（土）～14日（月）/ 19日（土）～21日（日） 
会 場：北空知、札幌厚別公園競技場 
結 果：１回戦 網走南ヶ丘高校 １－３ 北海高校 

※全道大会報告をホームページに掲載中（16-25プラン） 
 
(３) 第 31回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会 

兼第 7回全日本ユース（U-18）フットサル大会北海道予選 
日 程：2020年 1月 18日（土）～19日（日） 
会 場：函 館 
結 果：北見北斗高校 B ０－７ 科学大学高校 A 

    北見北斗高校 B ２－７ 稚内大谷高校  予選リーグ敗退 
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令和元年度　オホーツク地区サッカー協会第３種委員会　事業報告
【地区大会結果】 ※網掛けは各代表チーム

期　　　日 事　　　業 会　　　場 成　　　　績
第１位 第２位 第３位 第４位

5月～９月(通年)

OKFAカブスリーグU-15　　
１部結果 管内各地 美幌北中 遠軽中 遠軽南中 興部・滝上

同2部EAST結果 管内各地 美幌中 ACTIVE FC KITAMI 網走三中 北見小泉中

同2部WEST結果 管内各地 紋別中 東相内中 佐呂間中 訓子府中

6/29.30.7/6 オホーツク地区中体連 えんがる球技場 網走三中 遠軽中 遠軽南中・美幌中

10月 OKFAカブスリーグU-15　
プレーオフ 管内各地 ACTIVE FC KITAMI 美幌中 紋別中 佐呂間中

11月9日・10日 U-15フットサル地区予選 紋別スポーツセンター ACTIVE FC KITAMI 遠軽中 北見北中 4位網走一四小清水
斜里　　5位遠軽南

【道東大会結果】
大会名・期日 代表チーム 成　　　　　績

高円宮杯JFAU-15道東 
カブスリーグ 
5/6：音更 
5/12：池田 
5/18：池田 
6/８：呼人 
6/９：呼人 
7/20：中標津・鶴居 
7/27：中標津・池田 
8/10：中標津・鶴居 
9/1：池田 
9/7：中標津・池田 
9/14：鶴居・池田 
10/5・６：呼人 
10/12：呼人 

FC網走U-15 
（１３勝１分　優勝） 

道カブスリーグ２部 
参入決定戦進出

　vsSC釧路 
　vs帯広FC　 
　vsNFCレグルス 
　vs幕別札内FC 
　vs北見北中 
　vs帯広南町中 
　vs釧路鳥取中 
　

２－２　　　
13－１　　 
４－２　　 
７－３ 
11－０ 
５－３ 
１－０ 

△ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

　vsNFCレグルス 
　vs帯広FC 
　vsSC釧路 
　vs幕別札内FC 
　vs帯広南町中 
　vs釧路鳥取中 
　vs北見北中

６-１ 
４-１ 
４-１ 
１-０ 
２-０ 
８-０ 
５-０

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○

北見市立北中学校 
（３勝１１敗　第７位）

　vs幕別札内FC 
　vs釧路鳥取中　 
　vs帯広南町中 
　vsSC釧路 
　vsFC網走U-15 
　vsNFCレグルス 
　vs帯広FC

１－３　　　
１－２　　 
１－０　　 
０－５ 
０－11 
０－５ 
５－６ 

● 
● 
○ 
● 
● 
● 
● 

　vs帯広南町中 
　vs釧路鳥取中 
　vs幕別札内FC 
　vsSC釧路 
　vsNFCレグルス 
　vs帯広FC 
　vsFC網走U-15 
　

０-４ 
４-１ 
１-５ 
２-１０ 
１-０ 
２-３ 
０-５

● 
○ 
● 
● 
○ 
● 
●

道東カブスリーグ 
プレーオフ 

10月25日・26日 
キックロスおとふけ

北見市立北中学校 
（道東カブスリーグ７位）

   vs緑南中 
　vs美幌北中 
　vsコンサ釧路2nd

０－５ 
１－１ 
０－２

● 
△ 
●

４チーム中４位。次年度道東カブス残留決定

美幌町立北中学校 
(OKFAカブス1部１位)

　vs緑南中 
　vs北見北中 
　vsコンサ釧路2nd

０－２ 
１－１ 
２ー１

● 
△ 
○

４チーム中３位。道東カブスへの昇格希望せず

U-15フットサル 
道東予選 
11/16・17 
サホロアリーナ

ACTIVE FC KITAMI U-15 

【全道大会進出決定】

【１次ラウンド】 
　vs別海中央中 
　vs帯広FC 
　vs遠軽南中

５ー１ 
３ー０ 
１ー０

○ 
○ 
○

【決勝ラウンド】 
　vsSC釧路U-15A 
　vs下音更中 
　vs遠軽中

３ー２ 
５ー１ 
２ー１ 

○ 
○ 
○

遠軽中学校

【１次ラウンド】 
　vs帯広緑園中 
　vsコンサドーレ釧路U-15 
　vs帯広翔陽中

６ー３ 
１ー４ 
２ー１

○ 
● 
○

【決勝ラウンド】 
　vsSC釧路U-15A 
　vsACTIVE FC U-15 
　vs下音更中

１ー６ 
１ー２ 
５ー２

● 
● 
○

北見市立北中学校

【１次ラウンド】 
　vs釧路青陵中 
　vs下音更中 
　vs緑南中

２ー１ 
３ー１ 
３ー０

○ 
○ 
○

【決勝ラウンド】 
　vsコンサドーレ釧路U-15 
　vsNFCレグルスU-15 
　vs帯広FC

４ー１１ 
０ー３ 
０ー５

● 
● 
●

網走一四小清水斜里

【１次ラウンド】 
　vsNFCレグルスU-15 
　vsSC釧路U-15A 
　vs浦幌中

１ー２ 
３ー３ 
２ー２

● 
△ 
△

遠軽南中学校

【１次ラウンド】 
　vsACTIVE FC U-15 
　vs別海中央中 
　vs帯広FC

０ー１ 
２ー５ 
１ー３

● 
● 
●

1
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【全道大会結果】
大会名・期日 代表チーム 成　　　　　績
北海道中体連 

8/3～5：七飯・鹿部 網走三中 １回戦　vs岩見沢光陵中　 １-１ 
３PK5 ●

北海道クラブユース選手権 
6/15～7/7:夕張

FC網走U-15

１回戦　vsFC HERBONOS U-15 
２回戦　vs名寄サッカークラブJrユース 
 
３回戦　vs北海道コンサドーレ室蘭U-15

６－０ 
０-０ 
５PK４ 
０-７

○ 
○ 
 
●

ACTIVE FC KITAMI U-15 １回戦　vs サンクFCくりやまU-15　　　 ２－３ ●

道カブスリーグ 
２部参入戦 

10月19日～11月9日 
札幌

FC網走U-15

　vs伊達中学校 
　vsVALENTE U-15 
   vs札幌大谷中学校 
　vsフロンティアトルナーレU-15 
　vsバーモス恵庭フットボールクラブ

０ー４ 
０ー１ 
１ー４ 
６ー２ 
６ー４

● 
● 
● 
○ 
○

６チーム中４位　道カブスリーグ2部昇格

U-15フットサル  
北海道予選 
12/7・8 

野幌総合体育館

ACTIVE FC KITAMI U-15

１次ラウンド 
　vsFC DENOVA札幌 
   vsASC北海道U-15 
   vs南幌中学校

 
  ４ー３ 
  １ー４ 
  ３ー３

 
○ 
● 
△

１勝１敗１分け　予選リーグ３位 
決勝ラウンド進出ならず

全道U-14フットサル  
3/7・8 

野幌総合体育館
FC網走U-15

※新型コロナウイルスのため中止

【3種指導者研修会】
期日・会場 テーマ／参加数 成果

4/20 
北見東陵中グランド

「守備」 
14名

１月に実施した道外遠征での課題から、寺田氏がトレーニングを実施。参加者はボールを奪うためのポジ
ショニングやアプローチの質について、各チームの現状を交流しながら、指導の方向性を共有した。

7/6 
えんがる球技場

「ポゼッション」 
10名

オホーツク地区中体連サッカー大会会場にて、準決勝の試合を視察し、そこからの課題をもとに菊池技術
委員長がトレーニングを実施、指導の留意点を共有した。

2
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令和元年/2019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（最終）

＜大会事業＞

1. 期日 会場 参加数 特記事項

2019.05-06 各エリア会場 20ｸﾗﾌﾞ22ﾁｰﾑ
成績 斜網ﾘｰｸﾞ　： ①網走市②ベーネ③FC網走④斜里A⑤美幌⑥つべつ⑦斜里B

北見ﾘｰｸﾞ　： ①北見西②オニオン③ｱﾄﾗｽU12④リトル⑤常呂⑥銀河⑦イーグルス⑧ｱﾄﾗｽU11

遠紋ﾘｰｸﾞ　： ①遠軽②ルゴーサ③ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ④たきのうえ⑤紋別FC⑥ﾐﾗｸﾞﾛｽ⑦サロマ

プレーオフ  2019.06.23 モイワ

①網走市　②遠軽　③北見西　④ベーネ　⑤オニオン　⑥ルゴーサ　⑦FC網走　⑧ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ　⑨アトラスU12　⑩斜里A　⑪たきのうえ

2. 期日 会場 参加数 特記事項

2019.05-06 各エリア会場 19ｸﾗﾌﾞ 20ﾁｰﾑ
成績 斜網ﾘｰｸﾞ　： ①メニーナ②FC網走③ベーネA④網走市⑤斜里⑥美幌⑦ベーネB

北見ﾘｰｸﾞ　： ①オニオン②リトル③アトラス④北見西⑤イーグルス⑥銀河

遠紋ﾘｰｸﾞ　： ①遠軽②ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞA③たきのうえ④サロマ⑤紋別FC⑥ルゴーサ⑦ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞB

3. 期日 成績 特記事項

2019.06.15-16 ①網走市 ・オホーツク二建会との共催

会場 ②ベーネ ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ→決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

網走スポトレ ③イーグルス ・コンサドーレU-8サッカー教室を開催(6/15)　参加者100名

参加数 ④つべつ

15ｸﾗﾌﾞ 15ﾁｰﾑ

北北海道大会  2019.07.13-14 十勝地区（帯広の森球技場）

1次ﾗｳﾝﾄﾞ(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ) 2次ﾗｳﾝﾄﾞ(ﾄｰﾅﾒﾝﾄ)
・網走市 1対0　向陵 1対1　稲田 →決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出 1回戦 3対1　ベーネﾍﾞｰﾈ 2回戦 1対0 FC ASTRO BOYS 準決勝 2対0 別海ｻｯｶｰ少年団A

・ベーネ 0対3　Fami 5対0　大空 →決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出 1回戦 1対3 網走市 敗者戦 1対2 中標津B

・ｲｰｸﾞﾙｽ 1対2　帯広 2対1　中富良野 →決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出 1回戦 3対2 ｺﾝｻ釧路 2回戦 0対7 ｺﾝｻ東川

4. 期日 成績 特記事項

2019.06.29-30 ①遠軽はやぶさ ・トヨタカローラ北見協賛

会場 ②網走市 ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦

北見モイワ ③たきのうえ ・指導者講習会を実施(6/29)

参加数 ④オニオン

19ｸﾗﾌﾞ 19ﾁｰﾑ

全道大会  2019.07.27-30 栗山町

1次ﾗｳﾝﾄﾞ(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ) 2次ﾗｳﾝﾄﾞ(ﾄｰﾅﾒﾝﾄ)
・遠軽 1対7　ASARI 0対4　北郷瑞穂 0対1　DATE →4位トーナメント 1回戦 0-0(PK1-2)士別 勝者選 2対2 別海

・網走市 2対7　GBB 2対6　Kitago 3対3　マオイ →4位トーナメント 1回戦 7対1　倶知安 2回戦 4対3 深川

5. 期日 成績 特記事項

2019.08.24/31 ①北見西 ・グループリーグ→トーナメント戦

会場 ②ルゴーサ

北見モイワ ③網走市
参加数 ③リトル
20ｸﾗﾌﾞ　20チーム

全道大会  2019.09.14-16 札幌地区（SSAP）

1次ﾗｳﾝﾄﾞ(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ) 2次ﾗｳﾝﾄﾞ(ﾄｰﾅﾒﾝﾄ)

・北見西 1回戦 0-2　東FC 勝者選

＜普及事業＞
〇 キッズサッカーフェスティバル

日時…各ｴﾘｱﾘｰｸﾞ・二建会旗と同日
会場…各ｴﾘｱﾘｰｸﾞ・二建会旗と同会場
対象…幼児、小学校低学年児童
内容… トレーニングセッション

　（ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ,ﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾘﾝｸﾞ,
1vs1,ｼｭｰﾄなど）

  ミニゲーム　　ほか

0対2　南月寒 0対0　ﾄﾛﾝｺ旭川 →3位トーナメント 3対0　稚内潮見が丘

U-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin北海道
道東ブロック
オホーツク地区リーグ2019（前期）
兼　第14回 TSUBOTAKE杯
オホーツク地区U-12サッカーリーグ

トラック協会杯
 第31回全道少年団(U-11)
               　　ｻｯｶｰ大会
　　　　　　網走地区予選大会

2019ロバパンCUP
第51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

兼　第5回ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ北見U-12ｻｯｶｰ大会

U-10ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin北海道
オホーツク地区リーグ2019（前期）

第15回オホーツク二建会旗

兼　第16回全道少年U-10サッカー
北北海道大会
オホーツク地区予選大会

⑫リトル　⑬美幌　⑭紋別FC　⑮常呂　⑯つべつ　⑰銀河　⑱ﾐﾗｸﾞﾛｽ　⑲サロマ　⑳斜里B　㉑イーグルス　㉒アトラスU11

各エリアでU-8サッカー教室を開催（１～３回）
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令和元年/2019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（最終）

6. 期日 会場 参加数 特記事項

2019.07-09 各エリア会場 20クラブ22チーム

成績 ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ　：

2部ﾘｰｸﾞ　：

3部ﾘｰｸﾞ　：

JFA全日本U-12サッカー選手権大会北海道 道東ブロック大会  2019.09.21 オホーツク地区（津別町多目的運動公園）

＜１回戦＞ ＜代表決定戦＞

・遠軽 2対1　士幌 1対0　幕別札内B →北海道大会へ進出

・オニオン 0対4　FC中標津

・ベーネ 1対4　幕別札内A

・北見西 0対1　ｺﾝｻ釧路

JFA第43回全日本U-12サッカー選手権大会　北海道大会　2019.10.12-14（室蘭市入江運動公園）

・遠軽 0対１　北海道コンサドーレ札幌U-12BLACK

7. 期日 会場 参加数 特記事項

2019.07-09 各エリア会場 19クラブ20チーム

成績 ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ　：

2部ﾘｰｸﾞ　：

3部ﾘｰｸﾞ　：

8. 期日 成績 特記事項

2019.9.28-29 ①北見西 ・リーグ戦

会場 ②北見オニオン

えんがる球技場 ③FC網走

参加数 ③FCベーネ

11ｸﾗﾌﾞ11ﾁｰﾑ

北海道大会  2020.04.4-5　函館地区（函館フットボールパーク）

・北見西

9． 期日 成績 特記事項

2019.10.12-13 ・グループリーグ→トーナメント

会場 ②名寄ひまわり

えんがる球技場 ③朝暘SSM

参加数 ④別海
25クラブ28チーム

10. 期日 成績 特記事項

2019.12.7-8 ①たきのうえ ・グループリーグ→トーナメント

会場 ②遠軽はやぶさ

紋別スポセン ③ﾙｺﾞｰｻ興部

参加数 ③網走市
21クラブ21チーム

・たきのうえ ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、開催中止

11. 期日 成績 特記事項

2020.01.18-19 ・グループリーグ→トーナメント

会場 ②網走市

③北見西

参加数 ④FC網走
21クラブ20チーム

道東ブロック大会　2020.3.28　根室地区（中標津町総合体育館 330°アリーナ）

・北見オニオンキッド ※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、開催延期

・網走市

12. 期日 成績 特記事項

2020.01.25-26 ・1次リーグ→2次リーグ

会場 ②Faminas
北見西小学校他 ③旭川北鎮

参加数
24クラブ26チーム

＜順位リーグ成績＞ F2リーグ1位…FC網走

F3リーグ1位…遠軽はやぶさ

F4リーグ1位…美幌UFO

F5リーグ1位…ルゴーサ興部

①開西つつじが丘

第30回JFA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

第3回オホーツクＵ－12
フットサルフェスティバル

第38回ｵﾎｰﾂｸ管内
　　　　　ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団大会　兼
全道ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会2020　U-12の部
　　　　　　　　ｵﾎｰﾂｸ地区予選大会

網走市総合体育館

①ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ十勝

第3回オホーツクＵ－12
サッカーフェスティバル

U-10ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin北海道
オホーツク地区リーグ2019（後期）

全道少年(U-12)８人制サッカー大会

兼 第17回JA全農杯全国小学生選抜
サッカーIN北海道
オホーツク地区予選大会

全道大会  2020.02.29-03.01　札幌地区（北ガスアリーナ札幌４６)

①北見オニオン

U-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin北海道
道東ブロック
オホーツク地区リーグ2019（後期）

①遠軽②ｵﾆｵﾝ③ﾍﾞｰﾈ④北見西⑤網走市⑥興部⑦FC網走⑧ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ

①斜里②ｻﾛﾏ③ｱﾄﾗｽ④ｲｰｸﾞﾙｽ⑤ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ⑥銀河

①ﾘﾄﾙ②menina③紋別④美幌B⑤たきのうえ⑥ﾍﾞｰﾈB

①遠軽②ﾍﾞｰﾈ③ｵﾆｵﾝ④網走市⑤FC網走⑥ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞA⑦興部⑧北見西

①銀河②つべつ③ﾐﾗｸﾞﾛｽ④ｲｰｸﾞﾙｽ⑤ｻﾛﾏ⑥ｱﾄﾗｽU11⑦斜里B

①美幌A②斜里A③たきのうえ④ｱﾄﾗｽ⑤ﾘﾄﾙ⑥常呂⑦紋別
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2019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.事業報告 

 

 

 

7月 7日（日） 

JFAレディース/ガールズサッカーフェスティバル 網走スポーツトレーニングフィールド 

参加チーム 

一般の部  ●レファ FC ●FC網走 meninaU15 

            ●BELINDA旭川  

ノービスの部 ●il soleFC ●個人参加チーム 

少女の部 

●EMバンビーナ ●FC網走 menina 

●津別・網走・オニオンガールズ 

●斜里サッカースポーツ少年団 

●BELINDA旭川 ●釧路トレセン 

 

 

12月 14日㈯ 

第３回 オホーツクレディース/ガールズ  

フットサルフェスティバル 

北海学園大学北見校 体育館 

参加チーム 

一般の部  ●レファ FC ●il sole FCY 

ノービス  ●il soieFC   

      ●審判・指導者チーム 

少女の部 

●EMバンビーナ ●FC網走 menina 

●網走・オニオンガールズ 

   
〇OKFA 16→25プラン 女子選手倍増計画について 

   ・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） 

     9月 14日 5名  10月 20日 9名  

   ・なでしこ広場の報告 

      1回目 4月 29日 場所 湧別町  参加 24名  

      2回目 5月 18日 場所 端野町  参加 21名 

      3回目 6月 22日 場所 美幌   参加 10名 

      4回目 8月 3日 場所 紋別   参加 10名 

      5回目 9月 16日 場所 端野町  参加 12名 

 

2 全道大会報告 

 6月 8日~9日 第 27回北海道女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 兼 

第 24回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会北海道予選  

釧路・根室・オホーツクの合同チームで 「釧路リベラルティ」として参加しています 

（出場選手が多いチーム名を採用） 

          1回戦  釧路リベラルティ VS 小樽 Corosa`rio     2-1  

          2回戦  釧路リベラルティ VS 旭川アチーボ        1-7 (2回戦敗退) 

 

10月 13日~14日 第 22回北海道 U18女子サッカー選手権大会 兼 JOCジュニアオリンピックカップ  

          JFA第 23回全日本 U-18女子サッカー選手権大会北海道大会 

          1回戦  レファ FC VS 札幌 BONITA FC          1-2 （1回戦敗退） 
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ɆɍŃÍİ1ʪʗɹɸʟʦʫȭɞļȩɤÛɂȿ�1Ȯ�ȱɖɞɡȡʍɺɯʂʆə�ȱȽȵȭɞʁʜʦɺɤ#ɠȵɇȮɆȯȿȢȤƕɅȬȱȥǌ@ɊɃȩ
ɅȡȤåâə�1əɆȯɠʗɹɸʟʦȥɤÍƥȺɠȵɇɆȡƕɅȡɝȩʗɹɸʟʦɤɇɂɅʒʣʨɊǕɣɠǊÕȮ�ȫɅȯȿɝȪɊÎȹɠȢȸȭȸȡ
ļɂɅɍȩɠəɌɌƯǡȮǇȱɧʒʤʨʁȮ ȭɉȩɇȩȪ}ǣəƓɞɡȿȢȆȐɌʰȔȒʰɌǌ@ɊɃȩɅɍȡ�ȱɌǊÕȮÍƥȸɅʖʨʢɤ
�ȩȯɢȪɇȸɅȩɠȮȡɕɀƮɀȳɆ�ȩɊƍȱǊÕȮȩɠȢȸɂȭɟʖʨʢɤ�ȩȯɟȡåâɊɃɉȴɝȪɇȺɠǊÕɤ�ȱſɅɅȩȭɉȳ
ɡɎɉɞȩɉȩɇÎȹɠȢ
ȟȂȅ
ʧŝđŊɊȁȇɇȭȭɣɟɤÛɂɅʒʣʨȺɠ}ǣȮɔɇɥɈƓɞɡɉȭɂȿȢƮ4Ɍʄɲʈʂɲ�ƮɍȂȅɤiɘȿʎʢʇɧʂʒɉɈɤżȫɠɇ
ȭɉɟǢȸȱɉɠȿɘȡ�¿əƫɤ�ȴɅȩȭɉȱɅɍɉɞɉȩǌ@ɀɇÇȪȢ

ʪʰʫǮÒĈ
Ȧ�1ǣȧ
ʆʣɼʦʘʂʁɤǏɋʬ�ȸȻɃȤʘʨɲɇƂ@ɀȳȥɌǕ(ȭɞʖʨʢĻĦɤưɕȫɉȮɞɩʦɿʨɼʒʆɤļȪ�1Ȯ�ȫ�ɘȿȢĺɊHų
ȭɞʒʣɺȖɷɩʇɊƟ�ʧǗ�ȖɩʦɿʨɼʒʆɇȩȪ�ȩɈȵɢɤóŕɊȸȿ�1Ȯ�ȫȿȢ
Ȧåâǣȧ
ōÕɌ�1ɌĻĦɊɝɞȻʬƂʁʨʚɌʎʢʇɧʂʒɆɍōÕúŪʠɩʦɌƀ¿Ɋʤʦɳʖʨʢɤ9ɡɠǍľȮ�ȭɂȿȢɴʨʚɤƿȹɅš
Ɂ�ŷɌ-ěɤƍȪȵɇɆ�ŋɤŬŅȸȿʎʢʇɧʂʒə�ȸȻɃ¼ɇɉɂɅ?ɅȯȿȢ
ʪʱʫǮơǦ
Ȧ�1ǣȧ
ȗɮʐɌǊÕɌʗɹɸʟʈʦɳ
ˁÒĈɆʖʨʢĻĦɤżȫȿ�1Ȯh�ȸȿɇɍȩȫʬǶȒȓȀȁ��ɌǊÕɌʗɹɸʟʈʦɳɍäoȮÃƒɆȨɠȢʖʨʢĻĦɤƓɉȮɞʬǠ
ŭȸȿɟʬɺʔʨɺɤ�ɂȿɟȺɠȵɇɤʖʨʢȭɞǇȩǊÕɆəƍȫɠɝȪɊȸɅȩȯȿȩȢ
Ș.Ɇ�ȩAɠK
ˁǆąʬTĬǆɒǊÕɤɺʄʂʒɧʂʒȷȼɅȩȱȵɇɤżȫɠɇʬ.ɌKɌh�əÃƒ�`ėɆȨɠȢūŶə�AɀȮʬ.�ÓƎʧ×ƎɤǬ
ɘʬ.ȣȮCíȸɅʖʨʢɤ�ȩɊȩȳɠɝȪɊȸɅȩȯȿȩȢ
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țȊʰʳȠȠ±ǔʰʰq�ðǰʁʨʐ�ıǱ

Ȧåâǣȧ
ȗPȯɉȮɞɌʍɺʩɵʦʆʤʨʢɌƫɌh�
ˁƮ4ɆʖʨʢɤĚɘɅȸɕȩʬōÕȭɞɌʒʣʂɸʜʨɤɕɇəɊ_ȳɅȸɕȪȵɇȮ�ȩȢōÕɌʒʣʂɸʜʨɚkïɌʗɹɸʟʦɤƕɉȮ
ɞʬʐɦʨɺʆɿʂʁɆʖʨʢɤPȭȸʬȽɌ¿ɌʒʣʨɌěŕÈɤh�ȷȼȿȩȢ
ȠȘʎʢʇɧʂʒ
ˁ�ȱɌǊÕȮ35Ǥ�ɆȨɠȤƀ¿ȥɤºȱÍƥȺɠȨɕɟʬCíɉȱʖʨʢɤ&ůȺɠ}ǣȮ'Ķ�ȩȢ�±Ȯ�Ȯɠɇʬɺʏʨʇʬʍ
ʥʨɇȩɂȿʐɨɹɯʢƒũɀȳɆɍŠœȮǢȸȱɉɠɌɆʬɷʂɯʨĿƗɤĭɘʬōÕɤƕɅʬȽɡȾɡȮǉAɉʗɹɸʟʦɤɇɟʬÍrŊɊ
ʎʢʇɧʂʒɆʖʨʢɤǅɓɠɝȪɊÜ�ȸȿȩȢ
Ȧ:"ȧ
ȠȠōÕʬkïʬɺʔʨɺɤƕɅCíȺɠ
ȠȠ�åâʧ�1ɊȬȩɅʬəɂɇƕɅʬʗɹɸʟʦʧʒʣʨɤCíɆȯɠKɤ�ɎȸɅȩȯȿȩȢȽɌȿɘɊəʬCízİɇɉɠZĿʧZGɤÁ
´ȷȼʬǊÕɊÍrɌȨɠʒʣʨɤĢɘɅȩȯȿȩȢ
ȟǆąʆʣɼʦ
ȠȠȠʶûʰʴñʪûʫǆąȉǿǿʪ�ēĨʫÄĂʪTƓTʫʬġāʪŲƬţ�ʫ
ȠȠȠʷûʰʰñʪñʫǆąʆʣɼʦʪ³ʫÄĂʪTƓTʫʬġāʪŲƬţ�ʫ
ȠȠȠʷûʱʳñʪtʫ�ʱʴñʪñʫTĬǆʆʣɼʦǆą�ƏʪȈȈǽȇʫȠÄĂʪTƓTʫʬġāʪŲƬţ�ʫ
ȠȠʰûǶǶñʪtʫˁʰʱñʪñʫTĬǆʆʣɼʦǆą�ƏʪɃɈʨɗʫȠÄĂʪTƓTʫ

ʪʰʫÒĈ
Ȧ�1ǣȧ
ȗƐɌ�Å
ǆ�Ǉ¾Ɍ�ɆȡɵʨʁʦɳɚʘʨɲɌ_ȳĮȸȡʠɩʦɵʦʆʤʨʢɌÍƥȮǬɕɟȡäoȮƓɞɡȿȢōÕɌʖʨʢĻĦɊÅȹɅǮȀȁǮʠɩ
ʦɤ�ÂɊ�ÅȮɆȯɠɝȪɊɉɂɅȩɂȿȢ
ȘHųȭɞɌ�1
ˁʒʣʂɸʜʨɊȩȱɇȯɇȩȭɉȩɇȯɌCíɤʁʨʚ:"ɆȺɠȵɇȮɆȯɠɝȪɊɉɂɅȩɂȿȢɺʠɩʇɤȸɉȮɞȡɺʔʨɺɤwɘɅ�
1ȺɠȵɇȮɆȯɠɝȪɊɉɂɅȩɂȿȢ
Ȧåâǣȧ
ȗʎʢʇɧʂʒ
ˁʱ±ǔɌʆʣɼʦĩPɌ�ɆʁʜʣʦɹȸűȳɠȵɇȮɆȯȿȢĺɊȡǆ�Ǉ¾ɌǮʳñŌɍʣʓʢɌǬȩōÕɊʍɺɺʏʨʇɚÍrŊɉɵ
ʦʆʤʨʢȮɆȯɠɝȪɊɉɂȿȵɇȡǕɣɟɌƫȮǬɕɂȿȵɇɉɈȭɞƄȩʁʜʣʦɹɤȺɠȵɇȮɆȯȿȢʖʨʢɌřP�Ɋ�ȱɌǊÕȮ
ǕɟɤɃȱɟȡŦXɊʖʨʢɤ�ɣɉȩɸʨʦȮ�ȫȿȢǮȂȅǮɌǕɟə�ȱȨɟȡ9�õȭɞɌ�ȯɉÒǒȮƓɞɡȿȢ

ʪʱʫơǦ
Ȧ�1ǣȧ
ȗʡɺɲťĿ
ˁʖʨʢĻĦɤƕȻɊȡƂ@ɇʖʨʢɌǕ(ɀȳɆǮǕɟɤɃȱɟȡɯɪʦɿʨɤ_ȳɠ}ǣȮȨɂȿȢǮ:"ɤƕɅʗɹɸʟʦɤɇɟȡƄȩɷ
ʗʨʆɤȺɠȵɇȮȡʡɺɲťĿɊǮəɃɉȮɠɇȩȪĿƗȮÃƒɆȨɠȢ
ȘÒĈɌøɉɠh�
ˁÒĈɇȸɅƐɌ�ÅɚHųȭɞɌ�1ɤƚƷȸȿȮȡǆ�Ǉ¾ɌʰʧʱñŌɊɍÍƥƂ"Ȯ ȩɇȵɢɆȨɂȿȢʱ±ǔɌʆʣɼʦĩPɌ
�Ɇȡ»ȿɟHɊȸɅȬȭɉȳɡɎȩȳɉȩɇȵɢɆȨɂȿȢ
ș�1Ɍ.�ÓƎʪʁʜʣʦǮɹʩɯʌʨȡf�ƔɉɈʫ
ˁɝɟǬȩʣʓʢɤŌÜȺȿɘɊȡɝɟǬȩʣʓʢɤŌÜȺȿɘɊȡ.Ɇ�ȩȯɠKɚɯʌʨɌʗɹɸʟʈʦɳȡf�ƔȮɆ.Ɇ�ȩȯɠK
ɚɯʌʨɌʗɹɸʟʈʦɳȡf�ƔȮɆȯɠʗɹɸʟʈʦɳɉɈɌĿƗɤȷɞɊh�ȸɅȩȱÃƒȮȨɠȢȯɠʗɹɸʟʈʦɳɉɈɌĿƗɤȷɞ
Ɋh�ȸɅȩȱÃƒȮȨɠȢ
Ȧåâǣȧ
ȗʍɺʩɵʦʆʤʨʢ
ˁʒʣʂɸʜʨȮºȩōÕɊ�ȸȡHɤhȱʧƾȴɠɵʦʆʤʨʢ×ƎɤȷɞɊh�ȷȼɠÃƒȮȨɠȢʖʨʢɊ�ɂɅȡɈȵɆəƱɡɠ�ŷɊ
ʖʨʢɤŷȱ×ƎɤƵɊɃȳȿȩȢCíȮǄȩȿɘȡōÕɊºȩʒʣʂɸʜʨɤ_ȳɠȵɇȮ�ȭɂȿȘʎʢʇɧʂʒ
Șʎʢʇɧʂʒ
ˁ�ĴɸʨʦɌ�ȱɍȡʎʢʇɧʂʒɌʙɺȭɞɊɝɠəɌɆȨɠȢʁʜʣʦɹȸűȳȿȵɇɆ��ɌÒĈɍƓɞɡȿȮȡåâɌ35Ǥ�ɚʒ
ʣʨɬʡɧɊɝɠCíȮƵɊɃȩɅȩɉȭɂȿȢ
șHųɌ¨ȸ
ˁHųɤ¨ȺȿɘɌȡǕɣɟïɚʖʨʢɌPȭȸïȢHųɌNĈŊɉɧɲɸʟʦɚȽɌɧɲɸʟʦɤȬɇɟɊȸɅʱȡʲ�ŌȮ9ɟƼɗɝȪɉǕ
ɣɟɤ<üȸȿȩȢ
ʧǆąʆʣɼʦɱʜʦʒɊɍú�ʴgȮ\Mȸȡǆʆʣɼʦ�ī��ɊɍʲǮgʪǮȁǿǮŲƬǮʧģǮȡŉȣȡǭxʫȮ\MȸȿǮȢǮɕȿȡǭxɍTĬǆ
ʐʞʨʁʜʨʆʣɼʦɱʜʦʒɊ\MȺɠȵɇȮɆȯȿȢ
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ȝȊʰʵȠȠ±ǔʶq�ðǰʁʨʐĜńǱ

Ȟ��ȠȠȊǶǷʧǶǺʧǶǼȠɌɓǶǺqȠʪʁʨʐĉ¢ʫ

ʪʱʫʄɲʈɯʢʧɺɿʅɨʨʧɳʢʨʒʪȉȈȂʫ

ʧdʁʨʚɊWKɤÀɉȮɞ�ðȺɠȵɇȮɆȯȿȢ��ÎƤȸɅȬɟɕȺȢ

ʪʰʫǮÒĈ
Ȧ�1ǣȧ
ʧʖʨʢʐɭʢʀʨɊ�ȸɅɌɧʒʤʨʁɌƫɌh�
ʧHųȭɞʍɺɵʨɺɤǗ�ȷȼȡʱȐȌʅɨʐɫʦʀʨȮɩʦɿʨɼʒʆɤɋɞȫɠʗɹɸʟʈʦɳɌźÀȢ
ʧʅɨʐɫʦɺɌúŪʠɩʦɌɵʦʆʤʨʢȡɺʔʨɺɌťĿɤÍƥȸȿʗɹɸʟʈʦɳȢ
Ȧåâǣȧ
ʧŠœɊsyȼȻȡşȩȿɺʔʨɺɤĩŃȺɠɝȪɉʖʨʢǅɐɚPȯ?ȸȢ
ʧʎʢʇɧʂʒɊɝɂɅʖʨʢɤ�:ɊǅɑÍƥɚʆʂʒɌĻĦɤƓɉȮɞʗɽʂɸʟʦȸȡȺȵȸȻɃHɒǅɓɠɝȪɊɉɂɅȯɅȩɠȢ
ʪʱʫǮơǦ
Ȧ�1ǣȧ
ʧʒʣʂɸʜʨɤȭȳɞɡȿȨɇȡƂ@ɌʗɹɸʟʦȮɣȭɞȻȡōÕɊɺʔʨɺɤȨȳɅȸɕȪȵɇȮȨɂȿȢkïf�ɆʗɹɸʟʦɊɃȩɅə
�ɤÞȳeȩȡƂ@Ɍ�ɠɓȯɾʨʦɤÍƥȷȼȡōÕɤŦXɊʐʡʨɊȷȼɉȩʒʣʨȮŪ�ɴʨʚ�ÍƥɆȯɠKȮÃƒɆȨɠȢ
Ȧåâǣȧ
ʧʒʣʂɸʜʨȮºȩōÕɊ�ȸȡHɤhȱɵʦʆʤʨʢ×ƎȮƮɟɉȩȢʖʨʢɊ�ɂɅȡɈȵɆəƱɡɠ�ŷɊʖʨʢɤŷȱ×ƎɤƵɊɃȳ
ȿȩȢʪHɤhȳɉȩȿɘȡōÕɊºȩʒʣʂɸʜʨɤ_ȳɠȵɇȮ�ȭɂȿȢʫ
ʧ�ǣɆʱ�ʰɤ#ɠȿɘɌʲ�ŌɌİ1�ƮȢ
ʧHųɤ¨ȺȿɘɌȡǕɣɟïɚʖʨʢɌPȭȸïȢHųɌNĈŊɉɧɲɸʟʦɚȽɌɧɲɸʟʦɤȬɇɟɊȸɅʱȡʲ�ŌȮ9ɟƼɗɝȪɉǕ
ɣɟɤ<üȸȿȩȢ
ʧǆąʆʣɼʦ�īÓɊɍú�ʲgʪ�ıʧ	¢ʪȁǿŲƬʫȡőńʪǇƶ�ʫȡ¢ŢʪŲƬʰ�ʫʫȮ\MȺɠȵɇȮɆȯȿȢ\MȸȿǊÕɊɃȩɅ
ɍɷʂɯʨĿƗəǂɥɆȬɟȡ�īÓɆəʁʨʚɌKɇɉɂɅȩȿȢ

ʧʅɨʐɫʦɸʑɷʨʇɊȬȳɠʎʢʇɧʂʒɊơǦȮƓɞɡȿȢʖʨʢɤ_ȳɅȭɞHɤhȩɅʒʣʨƂ,ȮɉȱȡĺɊɷɩʇʌʂɲɍɈɌ}
ǣɊȬȩɅəʗɹɸʟʦɤ�ȴȿĻÏɆȨɂȿȢōÕɌʒʣɺȮ¸ȱŴʍɺɤļȫɠĖ�ȮȨɂȿɇȸɅəȡȺȲɊʖʨʢɤ¿ɢɊ�ȴɅȸɕȪ
ɸʨʦȮ�ȭɂȿȢā��ʲƜeɤƿȸɅȡǊÕǔɆʎʢʇɧʂʒɊɃȩɅɌżȫïɚÍƥɌ<üɤrɠȵɇȮɆȯȿɇ�ÎȸɅȩɠȢ�ǜɌ
ƜeɆɍȡ�æɤÉɡȻʎʢʇɧʂʒɊÝÓȸåâɊɃɉȲȵɇȮɆȯɅȩɅȡè�ȱĤ�ŊɉĖ�ɤ#ɟ?ȺȵɇȮɆȯȿȢŧŘǣȡʗɹɸʟ
ʈʦ
ɳɌǏƒÈȡ®ɊƕɅȬȱȵɇɌ�AȷŤɊɃȩɅĿƗɤĭɘȷȼɠȵɇȮɆȯȡơǦɇȸɅ^ɟūɥɆȯȿʄʨʘȮÒĈɇȸɅKɤňàȺɠ
ȵɇȮɆȯȿȢ

ʧȊǶǷ±�ɊɃȩɅɍȡô±ɌķƦǬĳĄɆơǦɇÎȹȿȤ�1ɆɌ½JɌĿƗȥɇȤɶʨʢɤÍƥȸȿ�1ȥɍǧƴŊɊh�ȸȿȢȀȁʠɩʦ
ɤǷćǰǶǳǷǳǹǳǶǱɊƛ�ȸȡ®ɊōÕɤƓɉȮɞÆȩɺʔʨɺɤ�ŋɌǊÕȮĠ�ȯwɘɠȡʖʨʢɷɩʇɒŮɠ�ɤ��þǔ�Ɋ��ȸɅ
ƍȪ�ȮɆȯȿȢ�1ɌZGɤĿƗ?ăɅȩɠǊÕɤǍŷɆȯȿȭɞɇȩȪ�əȨɂȿȮȡzāŊɉʁʜʣʦɹǯɯʌʨɚȡɺɿʨʆʗɹɸʟʦ
ɤƠɂɅȸɕȪɇȩɂȿɬʠʨɍ�ɉȱȡʓɺʆʛʦʌʨɆɌƜeɆɍīɡɌ�ȭɞɌ�ĴɍɉȭɂȿȢɕȿȡ«b�ƮɆʖʨʢɤÖȪȡÖȬȪ
ɇƜɖɠǊÕɌèȮô±ɊğɓċĞɊ�ȫɅȬɟȡʆʣʨʈʦɳɌ�Ɇə«b¬ɍŕȭɊȨɠəɌɌȡƳƲĵȱEȯƮɆɉ
ȩƮɆɌʍɺȡɵʦʆʤʨʢɤǊɑǊÕȮ�MȸɅȩɠȢ
ʧzŖŊɉɺɱʢɌh�ɍŰűŊɉơǦɆȨɠȮȡȽɡ��ɊȤ
"ŊɊʒʣʨȺɠȥɇȩȪĴɍȡəɂɇəɂɇñ®ȭɞĢɘɞɡɠÃƒÈɤ
ÎȹȿȢʖʨʢɤ_ȳȿɞƽȱɌǊÕɊĮȺɀȳɆŪɣɂɅȸɕȪǊÕə�ȱȡå�ɌǕɣɟɌ¬ȮȨɂȿȢ
ȠĘ±µɒhȳɅɌơǦɇȸɅȡ·ȯűȯȤʖʨʢɇƂ@ȥɌǕ(ɀȳɆɉȱȡōÕȡkïȡɶʨʢȡɺʔʨɺɇȩɂȿȡCíɊÃƒɉȤƕɠɓȯ
�ƧĹȥɊɃȩɅɌĿƗɇǏƒÈɤ�ȫɉȮɞȡå�ɇəɊ�įɤÛɂȿİ1ɇNĈŊɉǕɣɟïɊɃȩɅȡ��ł±�ɌȪɁȭɞźÑSȺ
ɠȿɘɊŰűȸɅÜ�ȸɅȩȱÃƒȮȨɠɇÎȹȿȢ
Ƞɕȿȡ��ł��ɌǊÕɊɃȩɅɍȡ��ɌTĬǆʆʣɼʦɒɌǊ?ŽȮȂȅǊÕǶgɀȳɇȩȪŭĈɊɉɂȿȢ
ʧ��ł±�Ɇ:ǆɌ��ǊÕȡ��ʁʨʚɇ�ÓȮ?ăɠ�ɍ�ȯɉÍkȮȨɂȿȢäɘɅȤ�1ȥɌǏƒÈɇȤZĿZGɊzɄȩȿʒ
ʣʨɌCíȥɤĽĻɌšɁ�ŷɤưɕȫȿ�ɆĢɘɠ�ȮɆȯȿȢ
ȠvUɌĽĻȭɞȡǸŜ±��ǖɊə��ʧǬĊɌɷʂɯʨǌɤ�ÂɊĩPȺɠǊÕȮ�ȱɉɠ�Ȯ�ÌȷɡɠȢĺɊ�ǶɌ��ǖȭɞɍȡ"
KʧʍʥʨʧɺʏʨʇɉɈɌǣɆņ�¬Ȯ�ȯȱɉɠ�əȨɟȡƜeʪ;¶ÓʫɊ?ɠ�ȮǢȸȩ��ǊÕə�ɉȭɞȻ?ɅȯɅȸɕȪȭɇÇȪ
ȮȡȽȪȩɂȿʐɨɹɯʢǣɆɌʋʦʅȮȨɠ�ɆəȤCíȥȤ�įȥȤɮʐȭɞɌƄȩİ1ȥȤʒʣʨɺʏʨʇȥɇȩɂȿª�Ɇȡʁʨʚ=ɆɌƂ
@ɌšɁ�ŷɤƓ?ȼɠǊÕɤ�ɚȸɅȩȱȵɇɆȡvUɌ�ɆɷʂɯʨɤŰűȸɅȱɡɠ��ǊÕȮ�ȫɅȩȱɌɆɍɉȩȭɇÎȹɅȩɠȢ
Ƞî±µɊhȳȡô±Ɋ·ȯűȯǻ±łɌǂ���ĊɷʂɯʨǌɌ5łɒ��ǊÕȮ9�Ⱥɠ�ɤ·ȯŰȲ�əƍȩȡ�ȸɆə��ǊÕȮ
ɷʂɯʨɌŰűɤȸɚȺȩŀ~ɄȱɟəŰűȸɅň,ȸɅȩȯȿȩȢ

ȟȊǶǷǮɱʝʊʦɰʨʢɻɬɩʆʪǆąʆʣɼʦǊ?ǊÕʫ
ȠȠǑÿǮǘlʪTƓɮʈɮʦʫȠȠ�¢=ǮĀşʪȿȯɌȪȫʫȠĂ�ǮɏɉȿʪȿȯɌȪȫʫ
ȠȠĝġǮɛȨȠ�§Ǯƈ�ȡ¢ńǮó$ʪȁǿŲƬȏȍȐȎȐȋʫȠȠȠȠȠȠȠȠȠȠȠȠȠȠǮ��ǻg
ȟTĬǆʆʣɼʦ��ȊǶǺɱʜʦʒ
ȠǮţ�þȠ>ńǮČƈʪȁǿŲƬȏȍȐȎȐȋʫȕȂȅʮȊǶǸ
ȠǮţ�þȠ>ńǮČƈʪȁǿŲƬȏȍȐȎȐȋʫȕȂȅʮȊǶǸ
ȟTĬǆʆʣɼʦ��ȊǶǸǆ�Ǉ¾ʪ³¦Ǉ¾ʫ
ȠȠ>ńǮČƈʪȁǿŲƬȏȍȐȎȐȋʫȕȂȅ

-	16	-



ʪʲʫǆ�Ǉ¾

ȗȊǮǶǶʪ£Ăʫ

Șʻʰʳʪ�ıʫ

ȠȦÒĈȧ
ʧ�1ɆɍǶʿˀȀȁȮ�ȪÍƥɤÛɂɅȩȿȢʍɺɵʨɺɤǗ�ȷȼʱʽʼʧʲʾʼȀȁȮļɂɅ�ȪɇȩȪÍrŊɉ�1əƓɞɡȿȢ
ʧ"ɌßƘɤÆȮɞȻȡōÕɇɌƯǡÎɤɃȭɖɿɩʆɉ�1ȮɆȯȿȢǸñǔƿȸɅÓȪ�QȮʁʨʚɇȸɅƓɞɡȿȢ
ʧåâɆɍȡɈɌʁʨʚȮōÕɆəʹʺȭɞ�ŋɕɆʖʨʢɤǅɑȵɇȮɆȯȿȢ
ʧōÕɤÍƥȸɅʗɹɸʟʦɤɇɟȡʎʢʇɧʂʒɤÒLȷȼɠ}ǣȮ�ȫȿȢɕȿȡĈçɊǶ�Ƕɤ�Þȳɠ}ǣȮƓɞɡȿȢ
ʧȂȅɆɍȡNĈŊɉɵʨʁʦɳȮƓɞɡȿȢåâɌƭĴɇɉɟȡʖʨʢɤ�ɣȻɃɉȲȵɇȮɆȯɠɝȪɊɉɂȿȢ

ȦơǦȧ�1ǣȖʧʁʨʚɆɌÍrŊɉ�1ɤŰűȸɅɆȯɉȩȢ
ȠȠȠȠȠȠȠȠȠǮȠʧʖʨʢȭɞǇȩǊÕɌʗɹɸʟʈʦɳɌȭȭɣɟïȢ
ǮǮǮǮǮǮǮǮȠåâǣȖʧʖʨʢɤ�ɂȿ¿ȡʆʂʒ��ɌǊÕɌȭȭɣɟïȢ¯ɇĭȷɤɇɠɌȮǄȩȢʌɩɿʢɬʡɧɊ9ɂɅ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮȭɞɌ¨ȸɌɧɩʅɨɧɇǕɣɟȮƮɟɉȩȢ
ȠȠȠȠǮǮǮǮȠȠȠȠȠʧʐɨʈʂɸʞɌŧµʪpǙɤļȪʧưɖƼɖɌŁȷʫ
ȠȠȠȠȠȠǮǮǮǮȠȠȠʧ.�¬ȮĲȸȩʪƕɠȵɇȭɞɌİ1ȡʐɨɹɯʢǣɆɌ¸ȷʫ
ȠȠȠȠȠȠȠȠǮǮǮǮȠʧĤ�Ŋɉɸʞʨʆɤ�ȸɅȸɕȪȢ
ȠȠȠȠǮȠȂȅǮȠȖʧɶʨʢɱʂɲɚʎʢʇɧʂʒõɌʍɺȮ���ɆōÕɊ^ɞɡȡʏʦʁɤÚȱ}ǣȮȨɂȿȢ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮʧʖʨʢɤ+ÛȸɅȭɞɌª�ȢōÕɤǨȩɃȭȼɠȿɘɊǅɥɀɟȡNĈŊɉɺʤʨɤ%ȪɉɈȢ
Ƞ

�1ǣ
ÒĈ
ȗǮƐɌ�Å
ˁʳñǔɌ�ɆȡɵʨʁʦɳɚʘʨɲɌ_ȳĮȸȡʠɩʦɵʦʆʤʨʢɌÍƥȮǬɕɟȡǮäoȮƓɞɡȿȢǮōÕɌʖʨʢĻĦɊÅȹɅǮȀȁǮʠɩʦɤ�Â
Ɋ�ÅȮɆȯɠɝȪɊɉɂɅȩɂȿȢ
ȘHųȭɞɌ�1
ˁʒʣʂɸʜʨɊȩȱɇȯɇȩȭɉȩɇȯɌCíɤʁʨʚ:"ɆȺɠȵɇȮɆȯɠɝȪɊɉɂɅȩɂȿȢɺʠɩʇɤȸɉȮɞȡɺʔʨɺɤwɘɅ�1Ⱥɠȵɇ
ȮɆȯɠɝȪɊɉɂɅȩɂȿȢ
ơǦ
ȗǮʡɺɲťĿ
ˁʖʨʢĻĦɤƕȻɊȡƂ@ɇʖʨʢɌǕ(ɀȳɆǕɟɤɃȱɟȡɯɪʦɿʨɤ_ȳɠ}ǣȮȨɂȿȢƄȩɷʗʨʆȮƄȩʡɺɲťĿɊɉɠɝȪɉʗɹ
ɸʟʈʦɳɌĿƗȮÃƒɆȨɠȢ
ȘÒĈɌøɉɠh�
ÒĈɇȸɅƐɌ�ÅɚHųȭɞɌ�1ɤƚƷȸȿȮȡǆ�Ǉ¾ɌʰʧʱñŌɊɍÍƥƂ"Ȯ ȩɇȵɢɆȨɂȿȢʱ±ǔɌʆʣɼʦĩPɌ�Ɇȡ»ȿɟ
HɊȸɅȬȭɉȳɡɎȩȳɉȩɇȵɇɆȨɂȿȢ
ș�1Ɍ.�ÓƎʪʁʜʣʦɹʩɯʌʨȡf�ƔɉɈʫ
ˁ.Ɇ�ȩȯɠKɚɯʌʨɌʗɹɸʟʈʦɳȡǮf�ƔȮɆȯɠʗɹɸʟʈʦɳɉɈɌĿƗɤȷɞɊǮh�ȸɅȩȱÃƒȮȨɠȢ
åâǣ
ÒĈ
ȗǮʎʢʇɧʂʒ
ˁʱ±ǔɌʆʣɼʦĩPɌ�ɆʁʜʣʦɹȸűȳɠȵɇȮɆȯȿȢĺɊȡʳñŌɍʣʓʢɌǬȩōÕɊʍɺɺʏʨʇɚÍrŊɉɵʦʆʤʨʢȮɆȯɠɝȪ
ɊɉɂȿȵɇȡǮǕɣɟɌƫȮǬɕɂȿǮȵɇɉɈȭɞƄȩʁʜʣʦɹɤȺɠȵɇȮɆȯȿǮȢǮʖʨʢɌřP�Ɋ�ȱɌǊÕȮǕɟɤɃȱɟȡŦXɊʖʨʢɤ
�ɣɉȩɸʨʦȮ�ȫȿȢǮȂȅǮɌǕɟə�ȱȨɟȡ9�õȭɞɌ�ȯɉÒǒȮƓɞɡȿȢ
ơǦ
ȗǮʍɺʩɵʦʆʤʨʢ
ˁʒʣʂɸʜʨȮºȩōÕɊ�ȸȡHɤhȱǮʧƾȴɠǮɵʦʆʤʨʢ×ƎɤȷɞɊh�ȷȼɠÃƒȮȨɠǮȢ
ʖʨʢɊ�ɂɅȡɈȵɆəƱɡɠ�ŷɊʖʨʢɤŷȱ×ƎɤƵɊɃȳȿȩȢʪHɤhȳɉȩȿɘȡōÕɊºȩʒʣʂɸʜʨɤ_ȳɠȵɇȮ�ȭɂȿȢʫ
Șʎʢʇɧʂʒ
ˁ�ĴɸʨʦɌ�ȱɍȡʎʢʇɧʂʒɌʙɺȭɞɊɝɠəɌɆȨɠȢʁʜʣʦɹȸűȳȿȵɇɆ��ɌÒĈɍƓɞɡȿȮȡåâɌ35Ǥ�ɚʒʣʨɬʡɧ
ɊɝɠCíɌzİɌ�SȮƵɊɃȩɅȩɉȭɂȿȢ
șHųɌ¨ȸ
ˁHųɤ¨ȺȿɘɌȡǕɣɟïɚʖʨʢɌPȭȸïȢHųɌNĈŊɉɧɲɸʟʦɚȽɌɧɲɸʟʦɤȬɇɟɊȸɅʱȡʲ�ŌȮ9ɟƼɗɝȪɉǕɣɟɤ<
üȸȿȩȢ

ʹʺɊɃȩɅɌÒĈɇơǦ
ȵɡɕɆɌʆʣʨʈʦɳɊȬȩɅəȂȅɤiɘȿʎʢʇɧʂʒȮơǦɆȨɂȿȮȡǇ¾ɤƿȸɅʐɨʨʢʇʒʣʨʝʨɇɌǁáɤɇɟɉȮɞʗɹɸʟʦɤɇ
ɟȡǕɣɢȪɇȺɠÍƥȮǬɕɂɅȩɂȿȢɕȿȡʖʨʢɤ_ȳɠɀȳɆɉȱȡ35Ǥ�ɤżȫȡŴɊʌɺɤɃɉȲȵɇəɆȯȿ}ǣəƓɞɡȿȢȸȭȸȡɝ
ɟ[ȸȩʒʣʂɸʜʨȮȭȭɠ}ǣɆɍěŕɉCíɚʒʣʨȮɆȯȻɊȡɶʨʢHɆɩʦɿʨɼʒʆȷɡɠȵɇəȨɂȿȢǇ¾ɌǷñŌɆɍ�1Ȯ¨ȷ
ɡȡ�ĴȺɠ}ǣə�ɉȱɉȭɂȿȢɶʨʢHɆʐʡʨɊɉɂɅȩɠǊÕɤƓɅƞƥȺɠȵɇɍɆȯɅȩȿɌɆȡʍɺɤ�įȸȡěŕɊòȱʗɹɸʟʈʦ
ɳɤɇɟȡzā�Qɤ¨ȷȻɊɸʞʨʆɊ�ÅȺɠİ1ɌǀȷɇěŕȷȮĢɘɞɡȿȢǹñŌɊɍ�1Ȯ¨ȷɡȿ}ǣɊəƉɁŏȩɅɸʞʨʆɤɱʜʂʁ
ȺɠȵɇȮɆȯɅȩȿȢ
�¿ɌơǦɇȸɅɍɝɟʒʣʂɸʜʨɌȭȭɂȿ}ǣɆɌʎʢʇɧʂʒɚȡɺʏʨʇȨɠʒʣʨɌ�ɆƓɅ�įȸȡʗɹɸʟʈʦɳɤ-ěȸȡěȸȩ�Q
ɆĒȫɠɕɆɌǀȷɚěŕÈɤǬɘɠȵɇȮ�AɀɇżȫɞɡɠȢ
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ʱʭ ö]ʧſÒĩP

ʪʰʫɬʡɧʆʣɼʦĩP

ȗȊʰʯʧȊʰʰʧʻʰʱ

ʧÍęŊɉǊÕȮ�ȱȡvUºSʆʣɼʦɒŵȮɂɅȩɠȢ

ʧɕɀɕɀȤĚɘɠȥȤƱɠȥȤǅɑȥɌ×ƎɊơǦɍȨɠȮȡ�ȸȻɃƫȮh�ȸɅȩɠȢ

ʧɬʡɧɊɝɂɅɍȡɺɿʂʐ�ƮɊɝɟȡãǝɤȯȿȸɅȩɠȢ�ȱɌÜ�ŽɌǕɣɟȮÃƒɆȨɠȢ

ȘȊʰʲʮʰʳ

ʧÜ�ŽɌǕɣɟȮºɕɟȡÜ�Kh�ȮrɞɡȿȢ

ʧʲ�ʲȲɞȩɕɆɌɳʢʨʒÓƎɤ�ÂɊʆʣʨʈʦɳɤƍȩȡɷʂɯʨɌZĿZGɤĿƗɆȯɠǊÕȮ�ȫɅȯȿȢ

ʧɬʡɧ�ī�ɤʱqƍȩȡɬʡɧɌʣʓʢɧʂʒɊɃɉȮɂȿȢ

ʪʱʫö]ŊÜ�ŽŒ-�Ɍ�ð

ʲǴ Ü�ŽǩÒĩP

ʪʰʫʡʐʣʂɸʞŒ-�ɌƙŇʧ�ð

ȗǆąʑʤʂɲʳʯȑʪʱʮʷʧʸʫ\MŽȠȠvU=ʰʵg

ȦʱŜȧ ń��óȡĜń0�

ȦʲŜȧ �ı÷éȡ°¤OĔȡ¢¥7Òȡ¢āËcȡ¢āƩ�ȡ�ń²�ǋȡǬĳŹaȡŞń�Ĕȡ

ªƋǟ�ȡêƋě/ȡƇģƨ

ȦʳŜȧ £ĂƆĥȡĮƻŻ�

Ȧ��ȧ ĉ¢ŎŅŸ

ȘɮʕʨʃɲvUǷǵȇʪǷʮǶǶʫ\MŽȠȠvU=ʰʵg

ȦʱŜȧ

ȦʲŜȧ ǒƦ©�ȡǑÿK

ȦʳŜȧ ǐ�ŗ�ȡĆĕGƆȡ!Ƌn�ȡ`8ǚħȡƌ�Ƹ

ʪʱʫȄȁǽȬɝɐȃȅȁǽ
2ɌʡʐʣʂɸʞŒ-�ɒɌĪǈ

ȗTĬǆɯʦʐɦʣʦɺʪƅ�ĸʫ\MŽȠvU=ʰg

ȦʱŜȧ Ĝń0�

ʪʲʫ;ƞɵʨʁǩÒƣź�

ȗǽŨȊǶǺʧʧʧȦʲŜȧêƋě/

ȘǾŨ_ƣʧʧʧȦʲŜȧ¢āËcȠȦʳŜȧ£ĂƆĥȠ

ʪʳʫdŜDÜ�Žƣź�

ȗʳŜɆɍʱññŚɌ��õɌʰñŌŪ¿Ɋ�ð

ȘʲŜɆɍȡʰqɌ�ðȢ

ɕɇɘ

ʧȊʰʱɆɍȡʱñǔǁűɌ��ʰñŌŪ¿ɊÜ�ŽŒ-�ɤ�ðȸɅȬɟȡ±ȣ\MȺɠÜ�ŽȮ�ȫɅȩɠȢdʁʨʚɌÜ�Kh�ɇ
ĵƪċŽɌïɊ;ƞƪċ^ÀɤRɘɠĖ�ɇɉɂɅȩɠȢ

ʧǸŜɊȬȩɅɍȡ�±µʰq�ðȸȿȢǆ�Ǉ¾ɺɿʂʐɊɝɠǊÕſÒɌʗɩʦʆɤ�×ɊɝɂɅƍɂȿȢ

ʧʧʧÜ�ŬǫɚɷʂɯʨŬǫȮɉȩÜ�ŽhȳɊȤ�1ȥɌʄʨʘɆ�ðȸȡȵɡɤĖɊʠɩɼʦɺ^ÀɚÍęɌh�ɊɃɉȮɂȿȢ

�±µə�ȱɌ�Đɤ¡ǓȸɕȸȿȢŕ�ɊǊÕɤſÒºSɍȷɡɅȩɠɇÇȩɕȺȢȸȭȸ��ɯʄɶʡʨɒǊÕɤƹ?ɆȯɅȩɠȭɇȩȫ
ɎȡɈɌŜɊɝɂɅə[ȸȩĻĦɆȺȢɕȿÜ�ŽɊȬȩɅəȡƺɍ³ȮɂɅȩɕȺȮȡȽɌƺɤ�ȯȱȺɠȵɇȮ�¿ɌơǦɆȺȢʆʣɼʦƞ

�FµɊǕɣɟȡ�±µəB級受講者を輩出することができましたが、さらに�ȱɌ�Ũʠɩɼʦɺ^ÀɊhȳɅɧɲɸʟʦȮÃƒɆȺȢ
ȵɌPȯȮɉȳɡɎȡvUɷʂɯʨɌň¡ȡǊÕſÒºSɍÒȸǃȴɞɡɕȼɥȢ<Ɋǥ¹ɂɅƍȯɕȸɜȪȢ

ʧå�ɇəɊŝđŊɊʁʜʣʦɹȺɠ�QȮȨɠȢ
ʧŝđŊɊʁʜʣʦɹȺɠ�ɆȡʒʣʨɌCíʪCíɺʏʨʇəiɗʫɊơǦȮȨɟȡɸʞʨʆɌĖ�ɤƾȺȵɇɚʖʨʢɤ�ȪȵɇȮ�ȣȨɂ
ȿȢ
ʧÓƎŊɉĿƗɊǊÕǔɆ¬ȮȨɟȡʁʨʚɇȸɅĖƁȸɉȩ}ǣəƓ_ȳɞɡȿȢ
ʧºSʆʣɼʦɒǊÕɤƹ?ȺɠȵɇȮɆȯȿȢ
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２０１９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 

○例年通り研修会を通じてインストラクターによる主に実技指導を行った。 

○今年度も、強化部の実技の他に審判委員会の合同研修会にも一緒に参加することができたので、より

充実した研修が出来た。来年度は、一般の他にユース強化にも力を入れたい。 

 

２ 育成部会 

  （１）３級上申・４級新規取得講習会 

○各カテゴリーの協力が得られ、４級新規取得者が増加した。特に、ユース年代の増加が大きい。 

○各種大会などを利用し、上申・新規取得講習会の確保が出来た。 

○２種、３種年代のユース審判員新規取得、３級上申者も増えてきている。 

  ⇒４種、３種の大会やリーグ戦での活動の場を提供して行きたい。 

○新規取得講習会時に毎年、更新講習会の受講、及び、手続きが必要な旨、アナウンスをした。 

  （２）ユース審判員の育成 

○多くの中高生のユース審判員が誕生した。 

○来年度は事前にアンケートを取り、審判活動に意欲のある人材を把握し活動していきたい。 

 

３ 指導者部会 

  （１）サッカー審判員研修会 

○映像で事象を確認し共有することでお互いの視点に立ち議論することができた。判定基準を確認した

り、事象に対してどう対処するかということを研修することにより実りある研修会になった。 

○来年度は、競技規則が改正になっているので改正部分を中心に研修ができたらいいと思う。 

  （２）サッカー審判員資格更新講習会 

▲今年は、新型コロナウイルスの影響で更新講習会が延期になった。 

○４月以降で代替え講習会を予定している。 

  （３）サッカーインストラクター資格更新講習会 

○研究開発部会による講習会で、共通した内容、理解のもとで実施することが出来た。 

○サッカー、フットサル共に２級インストラクターの人数も増加した。 

４ フットサル部会 

  （１）３級上申・４級新規取得講習会 

▲今年度は、上申者がいなかったため来年度は上申者を増やしていきたい。 

▲講習会と大会が重なり、受講できない人がいた。次年度改善していきたい。 

▲審判に対しての異議や暴言等が目に余るものがある。これでは上申者が増えない。 

  （２）フットサル審判員研修会 

▲講習会、研修会ともに他のカテゴリーとの大会が重なり参加したくてもいけない状況が多々あった。 
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  （３）フットサル審判員資格更新講習会 

○今年は、新型コロナウイルスの影響で更新講習会が延期になった。フットサルは１回のみ延期 

○サッカー審判員資格更新講習会と同様にＪＦＡ ＫｉｃｋＯｆｆへのアップは全日程を一括でアップ

するように対応した。 

 

５ 女子部会 

○今年度は数回の研修会を実施することが出来た。大学生１名のみだったが、自信をもってジャッジが

できるようになった。北海道女子リーグの副審、Ｕ-１８女子全道副審も経験できた。 

 

６ 研究開発部会 

  （１）道協会主催の審判員研修会参加レポートの配信 

▲道協会主催のリフレッシュ審判員研修会や各種大会に参加したが、レポートを地区協会ホームページ

に掲載することが出来なかった。 

  （２）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。 
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２０１９年度 キッズ委員会事業報告  
  
１． ＪＦＡ事業 

① フットサル委員会及び女子委員会 JFA 事業協賛  
期日：２０２０年１月１３日（月）於：道立北見体育センター 

② 「ＪＦＡキッズ（Ｕ６／Ｕ８/Ｕ１０） 
 ２０２０年３月７日開催予定でしたが、中止となりました。 
 

③ ｢ＪＦＡフットボールデー２０１９北海道 in オホーツク｣の開催 
  サッカーファミリー拡大を目的に全カテゴリー指導者との連携による開催 

期日：２０２０年２月１６日（日）於：北見モイワスポーツワールド    
     
２． 巡回事業 

① マリア幼稚園・聖母幼稚園・藤幼稚園・大谷幼稚園・訓子府幼稚園への巡回指導 
４月 日から毎週火曜若しくは水曜を中心に実施 
実施回数 ６２回  延べ人数 ２,３１２人 
 
 
 
 
 

② マリア幼稚園グループ合同サッカー大会 
期日：２０１９年１０月１日（火）実施  会場  マリア幼稚園 
マリア・聖母・藤３幼稚園年長組を対象に１４チームよる大会 
 
 
 
 
 

 
③ トヨタ事業 

社員協力巡回指導２回   
 

３． サッカー教室及び普及事業     
① 北見市教育委員会事業でのサッカー教室の開催 
  ４月２５日（土）・２６日（日）  市立体躯センター第２体育館 
  ９月１４日（土）・２９日（日）  市立体育センター第２体育館 
 
② 聖母幼稚園親子サッカー教室 
  ２月１日（土）１６世帯 ３２人 
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１．名 称 JFAファミリーフットサルフェスティバル２０１９　北海道　in オホーツク

２．主 催 公益財団法人　北海道サッカー協会

３．主 管 オホーツク地区サッカー協会

４．後 援 公益財団法人　日本サッカー協会

５. 開 催 日 時 ２０２０年１月１３日（月、祝）　午前９：００～

６. 会 場 北海道立北見体育センター

７．参 加 者 数
U-6 部門

選　手 33 名 　(男子 23､ 女子 10)

U-8 部門
チーム 9 チーム
選　手 72 名 　(男子 64､ 女子  8)

ファミリー部門
チーム 4 チーム
選　手 43 名 　(男子 33､ 女子 10)

年 齢 別 10歳以下 　(男子 11､ 女子 1)
12歳以下 　(男子 10､ 女子 0)
15歳以下 　(男子  0､ 女子 3)
一般 　(男子 12､ 女子 6)

参加選手 計　  148 名

観客数 150 名

スタッフ 11 名

サッカーファミリー 合 計 309 名

令和元年度　フットサル委員会　事業報告書
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１．名 称 JFA フットボールデーinオホーツク２０１９ 

２．主 催 公益財団法人　北海道サッカー協会

３．主 管

４．後 援 公益財団法人　日本サッカー協会

５. 開 催 日 時 ２０２０年２月１６日（日）　午前９：００～

６. 会 場 北海道立北見体育センター

７．参 加 者 数

オープン チーム 12 チーム

選　手 131 名 　(男子 123､ 女子  8)

シニア チーム 5 チーム

選　手 52 名 　(男子  52､ 女子  0)

ミックス チーム 3 チーム

選　手 42 名 　(男子  22､ 女子 20)

参加選手 225 名

観客数 0 名

スタッフ 9 名

 合 計 234 名

オホーツク地区サッカー協会 / オホーツク社会人サッカー連盟

ウインターフットサルフェスティバル
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　　　　　　　オホーツク社会人サッカー連盟　主催事業

１．名 称 令和元年度　オホーツク社会人フットサルリーグ

開 催 期 間 2019年 7月　～ 2020年2月

会 場 北見市立体育センター 訓子府町スポーツセンター

競 技 方 法 参加6チームによる2回戦総当たりのリーグ戦方式。

優勝　 FCコパン

２．名 称 2019 スプリングフットサル大会

開 催 日 2019年 4月7日(日)

会 場 北海道立北見体育センター

参加チーム数　　 オープン 4 チーム シニア 0 チーム

ミックス 0 チーム

参 加 者 数 61                   名    （男子 61 名、女子  0 名)

３．名 称 オータムフットサル大会 2019

開 催 日 2018年11月10日(日)

会 場 遠軽町総合体育館

参加チーム数　　 オープン 5 チーム シニア 0 チーム

ミックス 0 チーム

参 加 者 数 46                  名    （男子 46 名、女子  0 名)

３．名 称 クリスマスカップ 兼 第14回 TSUBOTAKE CUP

開 催 日 2019年12月8日(日)

会 場 北海道立北見体育センター

参加チーム数　　 オープン 11 チーム シニア 4 チーム

ミックス 4 チーム

参 加 者 数 253 名   （男子 226 名、女子 27 名)

４．名 称

開 催 日 2020年　2月16日(日)

会 場 北海道立北見体育センター

参加チーム数　　 オープン 12 チーム シニア 5 チーム

ミックス 3 チーム

参 加 者 数 225 名   （男子 197名、女子 28名)

※ 試合結果は、オホーツク社会人サッカー連盟のホームページをご覧ください。

ウインターフットサル大会 (JFAフットボールデーinオホーツクへ変更）
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２０１９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 2019 年度 2018 年度 比較 月 2019 年度 2018 年度 比較 

４ 15738 14997 +741 １０ 18735 20933 -2198 

５ 22313 22305 +8 １１ 16124 20211 -4087 

６ 22866 22894 -28 １２ 15864 18712 -2848 

７ 23039 23199 -160 １ 14053 16605 -2552 

８ 21068 21696 -628 ２ 12960 15659 -2699 

９ 22902 21310 +1592 ３ 9523 - - 

       ※３月は途中までの訪問者数を入れています。 

※今年度（３月途中まで）訪問者数 ２１５１８５ 

※訪問者数、前年比 ９５．５％ （前年比 １００５３減） 

２．主な取り組み 

①大会報告、研修会等の掲載 

 訪問者が年間約１０、０５３人減（年間のべ約２１万人、１日平均５８０人の利用）となった。特に１

０月以降の利用者数が減っている部分については、各カテゴリーからのホームページの更新が減ったた

め、利用者減となったと考えられる。引き続き、各カテゴリーの情報委員と連絡を密にとり、きめ細やか

な情報提供が得られるように、働きかけをしていく必要があると考える。 

②情報委員会のカテゴリー化について 

 本年度で４年目となる取り組みで、各カテゴリーとの連携が取れていない部分があったので、来年度

では情報委員との連絡を密に取って、情報を遅滞なく伝える形を構築していきたい。 

３．Facebook の活用 

①各カテゴリーのタイムリーな情報を得ることができたと考えている。 

②引き続き、幅広く情報共有していきたい。 

 

４．今後の課題 

①各カテゴリーの担当者と連携し、情報の質の更なる向上に努める。 

②大会結果の即日掲載は利用者拡大に有効であり、期待される部分でもあるので、さらに広げていきたい。 

③Facebook については動画投稿もできるので、見て楽しめる情報も提供したい。 
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１． 第14回オホーツク地区シニアサッカーフェスティバルを５月２６日（日）に、
えんがる球技場（人工芝）で開催しました。
　オホーツクシニアＳＣ４０、オホーツクシニアＳＣ５０、北見LEGEND、
　FC．IDEAL　CUARENTA、FCイーグルス．GF、遊蹴会、Ｒｅｖｉｖａｌ Ｓ.Ｃ
　の７チームが参加し、変則リーグ戦により、各チーム２試合ずつ対戦する予定でしたが、
　開始早々、外気温が３５℃を超え猛暑日となったため、各チーム１試合で終了しました。

２． 第5回オホーツク地区シニアサッカーリーグを開催。
　令和元年度は、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チームが参加し、各チーム
　２回総当たりで行う。
　１０月６日に最終節が終了。優勝は北見LEGENDで、シニアリーグ５連覇。

３． 第12回オホーツク地区シニアフットサルフェスティバルを１１月１０日（日）に、
　えんがる高齢者スポーツセンター（砂入り人工芝）で開催しました。
　オホーツクシニアＳＣ４０、オホーツクシニアＳＣ５０、北見LEGEND、
　FC．IDEAL　CUARENTAの４チームが参加し、各チーム総当たり、１０分ハーフの
　リーグ戦を行いました。

４． 北海道シニアサッカー連盟が主催する各種オープン大会への参加。
　道東地区の各シニアチームと連携をとり、地域大会へ参加する。

１）第6回　北海道シニア８サッカーツアーオープン大会が、道北地区サッカー協会の主管
　　で、6月8日（土）・9日（日）に天塩川サッカー場で開催され、北見LEGENDが参加。

２）第19回　北海道シニアサッカーオープン大会が、8月24日（土）～8月25日（日）に
　　サングリンスポーツヴィレッジ（夕張平和運動公園サッカー場）で開催。
　　４０部門に、北見LEGEND、FC.IDEAL CUARENTAが参加。
　　５０部門に、オホーツクシニアSCが参加。

３）第4回　東北海道シニアサッカー交流戦が、9月29日（日）に音更町キックロス人工芝
　　サッカー場で開催され、北見LEGEND、FC.IDEAL CUARENTAが参加。

網走地区社会人連盟が主催するフットサル大会への参加。

４）Ｘ'masカップ2019兼 第14回TSUBOTAKE CUPが、12月8日（日）に北海道立
　　北見体育センターで開催され、シニアクラスにFCイーグルス.GF、北見LEGEND、
　　FC.IDEAL CUARENTA A、FC.IDEAL CUARENTA Bの４チームが参加。

５）JFAフットボールデーinオホーツク2019 ウインターフットサルフェスティバルが、
　　2月16日（日）に北海道立北見体育センターで開催され、シニアクラスに
　　FCイーグルス.GF、北見LEGEND A・B、FC.IDEAL CUARENTA A・Bの５チーム
　　が参加。

令和元年度　シニア委員会　事業報告

-	26	-



カテゴリー 月日 開催地
参加
人数

3月8日 北見市

第２種 5月～10月 北見市他

山本杯
優  勝：北見オニオンキッド
準優勝：北見リトルウイングス
（６チーム参加）

100人

鴨下杯
優  勝：北見リトルウイングス
準優勝：北見イーグルス
（６チーム参加）

100人

10月1日 道立北見体育センター

３日 北見市立体育館

明治安田生命杯少年サッカー大会

優勝：ＦＣ網走Ｕ－12　準優勝：北見オニオンキッド

3月

女子 12月14日 北海学園北見体育館 43人

9月23日 北見モイワ 200人

10月14日 北見モイワ 10人

2月10日

山本杯（U-12)・鴨下杯(U-10)

Jr.アスリートチャレンジアカデミ

市内高校リーグ（2019 OKFAリーグ協賛）

10月14日

北見エリアウィンターリーグU-14

9月23日

10月6日

北見地区役員による北見モイワスポーツワールドの清掃活動の実施

11月23日

北見市へ環境整備に向け寄附の実施

フットサルフェス開催（地区協連携）4チーム参加

ビールパーティーの開催

サッカー競技環境整備における要望書の提出

キッズ普及事業（新型コロナウイルス対策により中止）

2月16日
塩別つるつる温泉杯U-9（１３チーム参加）

150人

道立北見体育センター

優勝：北見オニオンキッド

2019年度　北見サッカー協会　事業報告

事業名

第１種

50人

70人

第１回北見市社会人エイトサッカー大会

参加数が少ない為中止

第9回北見ふっとさる祭り(新型コロナウイルス対策による中止)

第４種

北見モイワスポーツワールドの清掃活動の実施

北見市 ３人

第３種 1月～2月末
1部５チーム、２部４チームで開催(2月20日以降中止）

北見市 100人

北見経済センター 400人
台風19号による宮城県丸森町（姉妹都市）災害支援金活動を同時に行う

協会事業

北見モイワ

留辺蘂町体育館
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１． 5月8日（水） 網走市サッカー協会　総会をエコーセンターで開催
地区協会より、松井副会長に出席していただいた。

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、第2土曜開催）

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。
　（20,000円/１大会、登録されている全チームに適用）
指導者資格取得者に補助金を支給。（5,000円/1人）

４． 9月8日（日） 第33回オホーツクジュニアカップサッカーin2019を後援。
　会場は網走スポーツ・トレーニングフィールドの天然芝３面を使用。
　４種小学生・指導者の３３０名が参加し、保護者・観客を含めると
　来場者数は約５００名。

５． 11月23日（土）エスポラーダ北海道フットサル教室＠網走市を開催。
　会場は網走市総合体育館で中学生が対象。
　ＦＣ網走Ｕ－１５と市内の中学生が個人参加。

６．  2月21日（金） 第21回　網走市サッカー協会　ビールパーティーを網走セントラル
　ホテルで開催。

令和元年度　網走市サッカー協会　事業報告
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紋別サッカー協会 ２０１９年度事業報告 
 

１ 主催事業 

 ・６月 紋別サッカー協会役員会・総会 

・11月 23（土）・24日（日） ダスキン末広兼紋別サッカー協会長杯フットサル 

ジュニアサッカー大会 

  対象 幼児～小学生（参加者１５２名） 

  

２ 主管・後援事業 

 ・９月７日（土）コンサドーレサッカー教室（後援）河合Ｃ．Ｒ．Ｃ 

 ・１２月 19日（木）コンサドーレ選手交流会（後援）河合Ｃ．Ｒ．Ｃ・荒野拓馬選手 

 ・１２月 10日（火）小野寺慎吾障がい者スポーツ振興会事業（後援） 

 ・１月 25日（土）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 

 ・1月 26日（日）タナカスポーツ杯フットサル大会（主管） 

     対象 一般 

 ・２月 15（土）・（日） 第 3回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 ㈱北海道コンサドーレとの連携 

「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、小学生へのサッカー教室開催 
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遠軽サッカー協会 令和元年度 事業報告 
 

◯ 06月 09日（日）：第 5回遠軽信用金庫杯 U-10サッカー大会 

対象 4年生以下 

場所 えんがる球技場 

参加チーム 10チーム  参加者 133人 

 

◯ 08月 10日（土）：第 15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 14チーム  参加者 195人 

 

◯ 09月 07日（土）：第 30回遠軽サッカー協会親睦交流会 

場所 遠軽町福祉センター 

 

◯ 09月 16日（月）：第 14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、幼稚園年長児及び 1・2年生の母 

          場所 えんがる湧別川球技場 

参加者 年長 61人  1・2年生 14人  母 20人程度 

 

◯ 10月 14日（月）：第 28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 

参加チーム 3チーム  参加者 52人 

 

○ 02月 29日（土）：第 19回遠軽サッカー協会長杯フットサルジ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 

 

○ 03月 01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 
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日　付 事　　業　　名 開催地 対　象

6月7日 役　員　会 ゆめホール知床 会員

6月7日 総　　　会 ゆめホール知床 会員

6月22日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

7月13日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

7月21日
北海道コンサドーレ札幌
2019市町村＆クラブパート
ナー交流サッカー教室

陸上競技場 斜里SS少年団

8月10日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

9月14日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

10月6日 キッズサッカー教室 斜里町陸上競技場 Ｕ６

10月9日 キッズサッカー巡回指導 はまなす保育所 Ｕ６

10月10日 キッズサッカー巡回指導 双葉保育所 Ｕ６

10月14日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

10月18日 キッズサッカー巡回指導 大谷幼稚園 Ｕ６

10月23日 キッズサッカー巡回指導 中斜里保育所 Ｕ６

11月9日 キッズサッカー教室 以久科小学校体育館 Ｕ６

11月23日 エスポラーダ北海道フットサル教室 斜里中学校体育館 斜里SS少年団

12月14日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

1月11日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

2月8日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

2月9日 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23日 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）

3月14日 キッズサッカー教室 中斜里公民館体育館 Ｕ６

毎週火、土曜日 協会主催練習会 斜里中学校　体育館 シニア～３種

広報活動 斜里サッカー協会ＦＢページの随時更新

新規事業

令和元年度　斜里サッカー協会　事業報告

備　　考

新規事業

新規事業

新規事業

新規事業

はまなすマラソン会場

新規事業

新規事業

赤い羽根共同募金主催

新規事業

新規事業

2/21～コロナウィルスのため活動中止

2/21～コロナウィルスのため活動中止

2/21～コロナウィルスのため活動中止
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月日 事業内容 備考

令和１年

　５月～ びほろサッカー教室 小学生低学年を対象としたサッカー教室
開催　5/18、5/29、6/1、6/19、6/22

　５月～ 幼稚園サッカー教室 藤幼稚園、大谷幼稚園にて実施
開催　5/29、6/11、7/2、8/29

  ６月  ２３日 第５７回　北海道障がい者スポーツ大会 障がい者チーム２チーム、美幌町１チーム
会場準備、審判等の大会手伝い

　７月　２１日 第３４回北網地区社明杯少年サッカー大会　兼 美幌町あさひ多目的運動公園、
第　８回ライオンズクラブカップサッカー大会 美幌中学校にて開催

　１０月　６日 美幌町秋季体育祭会長杯争奪サッカー大会 中学校の部
小学６年生（混合）対中学生
社会人の部

令和２年

　３月　２２日 美幌町ジュニアフットサル大会 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため
　３月　２９日 美幌町交流フットサル大会 　 両日とも大会を中止した

令和１年度　美幌町サッカー協会　事業報告
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収　　入
項　　　目 予　　算 決　　算 対　　比

繰越金 398,424 398,424 0
登録料 2,100,000 2,068,400 △ 31,600
道協会交付金 748,400 748,400 0

　事務局支援金20万

利息 176 13 △ 163
合計 4,237,000 4,505,237 268,237

支　　出
項　　　目 予　　算 決　　算 対　　比

事務局費 110,000 204,828 94,828 事務用品 1,728
印刷発注 179,100
道協会役員会費 21,000
その他 3,000

通信費 140,000 110,926 △ 29,074 送料 10,362
振込手数料 8,586
インターネット回線 61,978
携帯電話・ファックス 30,000

事業費 400,000 400,000 0 道東リーグ 50,000
社会人連盟補助 180,000
２種FAリーグ 60,000
全道女子Ｕ１８大会補助 50,000
地域協会事業補助 60,000

事業委員会費 2,100,000 2,100,000 0 第１種 10,000
第２種 60,000
第３種 60,000
第４種 60,000
審判 10,000
技術 1,570,000
フットサル 30,000
女子 50,000
シニア 30,000
キッズ 10,000
情報 210,000

590,000 590,000 0

旅費 140,000 117,820 △ 22,180 常任理事会 104,400
規律・フェアープレー委員会 0
地域協会理事長会議 0
役員会議 3,420
その他 10,000

会議費 280,000 246,488 △ 33,512 常任理事会 21,238
専門委員長会議 0
規律・フェアープレー委員会 0
総会 221,800
地域理事長会議 0
その他・役員会議 3,450

負担金 145,000 145,000 0 道東ブロック協議会負担金 145,000
積立金 50,000 50,000 0 ＰＣ購入積立金 50,000
事務局手当 140,000 140,000 0 事務局長 60,000

事務局次長 30,000
会計 50,000

記念費 10,000 10,725 725 表彰者・功労者 10,725
慶弔費 30,000 604 △ 29,396 祝電 604
予備費 102,000 4,159 △ 97,841 4,159
合計 4,237,000 4,120,550 △ 116,450

残 高 384,687

１種（50,000）　２種（87,450）
４種（126,380）　審判（76,250）
技術（249,920）

AAFA16→25
プラン事業

内　　　　　訳

　地区協会　登録料等
　H30 (公財)北海道サッカー協会交付金

　広告料（さかきばら泌尿器科200,000）

　利息

　広告料（第一工業50,000、アートホーム50,000）
200,000 300,000 100,000

２０１９　年　度　会　計　決　算
オ ホ ー ツ ク 地 区 サ ッ カ ー 協 会

内　　　　訳

　地区主催大会支援59万　地区トレセン支援20万　

その他

200,000990,000790,000道協会特別補助金
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オホーツク地区サッカー協会　積立金

積立年月日 預入額 残高 備　　考

平成26年2月28日 50,000 0 平成26年3月1日　PC購入（85,000円）

平成27年3月4日 50,000 50,000

平成27年12月24日 50,000 100,000 利息１０円　

平成29年3月5日 50,000 150,000

平成30年1月4日 50,000 200,000

平成31年2月21日 50,000 250,000

平成31年2月23日 50,000 300,000 利息２円　

奈良竜樹　プロジェクト基金

積立年月日 預入額 残高 備　　考

平成27年12月5日 100,000 100,000

平成28年12月12日 100,000 200,000

平成29年12月25日 100,000 300,000 利息１円　

平成31年2月28日 100,000 400,000 利息２円　

令和1年8月21日 10,000 410,000 　小清水サッカー少年団

令和2年2月23日 100,000 510,000 利息３円　
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