
● 各種大会・リーグ
【西濃地区大会】

上：正

NO 担当 曜日

ヒマラヤカップ　岐阜ジュニア2019 ●抽選 3月   3日 （日） 西部研修センター 時間：10-5-10
U-８　８人制サッカー　西濃地区予選（ベスト８） ●決勝 5月 　4日 （土） ２面 ﾋﾟｯﾁ：35ｍ*50ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） ●予備日 5月　 5日 （日） ２面 （8人制・２P）
（県大会出場チーム数：３チーム） ★県大会7/7
ヒマラヤカップ　岐阜ジュニア2019 ●抽選 3月　 3日 （日） 西部研修センター 時間：10-5-10
U-９　８人制サッカー　西濃地区予選（ベスト８） ●決勝 5月  12日 （日） ２面 ﾋﾟｯﾁ：35ｍ*50ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） ●予備日 5月  26日 （日） ２面 （8人制・２P）
（県大会出場チーム数：３チーム） ★県大会6/30.7/7

１9' フジパンカップジュニアサッカー大会 ●抽選 4月　 7日 （日） 西部研修センター 時間：20-5-20
Ｕ-１２　西濃地区予選（ベスト８） ●1次ﾘｰｸﾞ 6月   2日 （日） 各グランド ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～20名、出場人数：16名、交替要員：8名） ●決勝 6月  15日 （土） 東海Ｐ　２面 （8人制・２P）
（県大会出場チーム数：１チーム） ●予備日 6月  16日 （日） 東海Ｐ　２面 ★県大会8/25

第７回ガステックカップ（ベスト１６） ●抽選 4月　 7日 （日） 西部研修センター 時間：20-5-20
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） ●２次リーグ 7月  13日 （土） 杭瀬川　４面 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ

●決勝 7月  14日 （日） 杭瀬川　２面(４面） （8人制・２P）
●予備日 7月  15日 （月） 杭瀬川　２面

【第１０回】サーラチャレンジカップ　U-10 ●抽選 4月　 7日 （日） 西部研修センター 時間：
兼　第３回　8人制岐阜U-10ｻｯｶｰ大会 ●２次リーグ 6月　22日 （土） 杭瀬川　４面 15-5-15
西濃地区大会（ベスト１６） ●決勝 6月　23日 （日） 杭瀬川　２面 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） ●予備日 6月  30日 （日） 東海Ｐ　２面 （8人制・２P）
（県大会出場チーム数：U-10、１チーム）

★県大会10/20・21

（仮）FA　M1リーグ（前期／後期）
第1節 4/7 （日） 時間：20-5-20

　　兼第43回全日本少年サッカー大会 第2節 4/20 （土） ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
　　岐阜県　西濃地区大会年間予選リーグ 第3節 4/27 （土） （8人制・２P）

第4節 5/6 （月）
●５ブロック制　ブロックリーグ　Ｈ＆Ａ 調整日 5/19 （日）
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～20名、出場人数：16名、交替要員：8名） 調整日 5/25 （土）
※エントリー人数等、別紙詳細 ２次リーグ 6/9 （日）

２次リーグ 6/29 （土）
※県大会 調整日 7/7 （日）
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～16名、出場人数：16名、交替要員：8名） 調整日 7/20 （土）

3次リーグ 9/28 （土）
3次リーグ 10/12 （土）
調整日 10/19 （土）

第43回全日本少年サッカー大会
西濃地区代表 　 ●決勝リーグ 10月26日 （土） 杭瀬川　4面 大垣陸上記録会
●決勝リーグ（5ブロック制） 11月 3日 （日） 東海Ｐ・平田2面

（県大会出場チーム数：３チーム） ●予備日 11月 4日 （月） 東海Ｐ・平田2面
★県大会11/17・24

中日杯争奪 ●抽選 フジパン終了日（　 ） 　　　　G　本部 時間：20-5-20
第５２回岐阜県少年ｻｯｶｰ選手権大会 ●２次リーグ 11月 23日 （土） ３面～ ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
西濃地区大会 ●決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 11月 30日 （土） ２面～ （8人制・２P）
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） ●予備日 12月15日 （日） ２面～
（県大会出場チーム数：４チーム） ★県大会2/8・9

第２８回ぶんけいカップ岐阜県少年ｻｯｶｰ大会 ●抽選 ｶﾞｽﾃｯｸ終了日 （　 ） 杭瀬川　本部 時間：20-5-20
西濃地区大会 ●２次リーグ 12月  22日 （日） 杭瀬川　４面 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） ●決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ12月  28日 （土） 東海P　２面 （8人制・２P）
（県大会出場チーム数：３チーム） ●予備日 12月  29日 （日） 東海P　２面

●予備日 ★県大会2/22・23

JA全農杯　ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生U-11 ●抽選 新人戦終了日 （　 ） 東海P　本部 時間：
Ｕ-１１　西濃地区予選（ベスト８） ●決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1月 　12日 （日） 杭瀬川　２面 12-1-12-5-12
（ｴﾝﾄﾘｰ：16～20名、出場人数：20名、交替要員：8名） ●予備日 1月　 19日 （日） 杭瀬川　２面 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（県大会出場チーム：1チーム） （３P）★県大会3/1
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【県大会】
NO 担当 曜日

第12回じゅうろくカップ少年サッカー大会 育成 時間：20-5-20
（ U-11 ） ◆ベスト８ 5月19日 （日） 粟野G ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名）岐阜 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 （十六銀行研修所） （8人制・２P）
（西濃出場枠：１）  自由な交替

ヒマラヤカップ　岐阜ジュニア2019 育成 時間：10-5-10
U-８　８人制サッカー　岐阜県大会 ◆ベスト１６ 6月 30日 （日） 飛騨地区 ﾋﾟｯﾁ：35ｍ*50ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名）飛騨 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 黒内グランド （8人制・２P）
（西濃出場枠：３） 自由な交替

ヒマラヤカップ　岐阜ジュニア2019 育成 時間：10-5-10
U-９　８人制サッカー　岐阜県大会 ◆ベスト１６ 6月 30日 （日） 飛騨地区 ﾋﾟｯﾁ：35ｍ*50ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名）飛騨 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 黒内グランド （8人制・２P）
（西濃出場枠：３） 自由な交替

19' フジパンカップジュニアサッカー大会 育成 時間：20-5-20
岐阜県予選 ◆ベスト８ 8月25日 （日） 東濃地区 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～16名、出場人数：16名、交替要員：8名） 東濃 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 中津川市陸上競技場 （8人制・２P）
（西濃出場枠：１） 自由な交替

19' フジパンカップジュニアサッカー大会 ４種 時間：20-5-20
東海代表決定戦 飛騨 ◆ベスト４ 9月 8日 （日） 飛騨地区 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～16名、出場人数：16名、交替要員：8名） 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 黒内グランド （8人制・２P）

自由な交替

【第３回】　岐阜U-10　　8人制ｻｯｶｰ大会 育成 ◆ベスト８ 時間：15-5-15
※西濃代表はサーラ上位１チーム（スポ少） 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 10月6日 （日） 西濃地区 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～20名、出場人数：20名、交替要員：12名）西濃 赤坂スポーツ公園G （8人制・２P）
※１位～８位を決める（１回戦負けても順位決定戦がある） １・２位　東海大会 4面 自由な交替

【第11回】 西濃 ◆ベスト２４ 時間：15-5-15
サーラチャレンジカップ　U-10サッカー大会 ●予選リーグ 10月１９日 （土） 赤坂ｽﾎﾟｰﾂ公園G ﾋﾟｯﾁ：40ｍ*60ｍ
岐阜県予選 参加 ●順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ10月２０日 （日） 赤坂ｽﾎﾟｰﾂ公園G （8人制・２P）
※西濃代表は西濃予選上位７チーム（スポ少）チーム 自由な交替

岐阜県選抜大会　８人制　U-11・U-12 ４種 ●抽選 当日 時間：
東海選抜大会 　岐阜県予選 ●トーナメント 9月  29日 （日） ●中濃地区 12-1-12-5-12
（ｴﾝﾄﾘｰ：16～20名、出場人数：20名、交替要員：8名） 中濃 中池多目的ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（西濃出場枠：U-12、U-11共に各１） （8人制・３P）
第43回全日本少年サッカー大会 ４種 ◆ベスト１６ ●中濃地区 時間：20-10-20
岐阜県大会 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 中池多目的ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾋ゙ﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～16名、出場人数：16名、交替要員：8名） 中濃 ●２回戦まで 11月17日 （日） ●東濃地区 （8人制・２P）
（西濃出場枠：３） 東濃 ●準決勝・決勝 11月24日 （日） 中津川公園陸上競技場 自由な交替

中日杯争奪 育成 西濃地区 時間：20-5-20
第５２回岐阜県少年ｻｯｶｰ選手権大会 ●1次ﾘｰｸﾞ ﾍﾞｽﾄ24 2月 　8日 （土） 杭瀬川ｽﾎﾟｰﾂ公園G ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名）西濃 ●決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2月   9日 （日） （８人制）
（西濃出場枠：４） 　ベスト８・抽選 杭瀬川ｽﾎﾟｰﾂ公園G 自由な交替

第1４回 岐阜U-12チャンピオンズカップ ４種 ◆ベスト８ ●岐阜地区 時間：20-5-20
サッカー大会 当日抽選による2月 16日 （日） フェニックス又は ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～20名、出場人数：20名、交替要員：12名）岐阜 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ等 （８人制）

自由な交替

第２８回ぶんけいカップ岐阜県少年ｻｯｶｰ大会 育成 ◆ベスト１６ ●岐阜地区 時間：20-5-20
（ｴﾝﾄﾘｰ：10～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） ●２次リーグ 2月 22日 （土） フェニックス ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ

岐阜 ◆ベスト８ （8人制・２P）
（西濃出場枠：３） ●決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2月 23日 （日） 長良川メドウ 自由な交替

JA全農杯　小学生選抜 U-11　IN岐阜 ４種 ●岐阜地区 時間：
◆ベスト８ 3月  1日 中濃 12-1-12-5-12

（ｴﾝﾄﾘｰ：16～20名、出場人数：20名、交替要員：12名）岐阜 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 （8人制・３P）
（西濃出場枠：１）

♡ 女子（４種大会）　その他の大会は女子事業日程にて確認してください。
2019年岐阜県スプリングなでしこサッカー大会 ４種 ●東濃地区 時間：15-5-15

●予選リーグ 5月 12日 （日） ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
西濃 ●順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ （8人制・２P）

自由な交替

19’フジパンカップサッカー県大会　少女の部 ４種 飛騨地区 時間：20-5-20
●予選リーグ 8月 18日 （日） 不明 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ

飛騨 ●順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ （8人制・２P）
自由な交替

第31回岐阜県少女選手権大会 　少女の部 ４種 中濃地区 時間：20-5-20
●予選リーグ 11月 10日 （日） 中池多目的G ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ

中濃 ●順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ （8人制・２P）
自由な交替
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【東海大会】
NO 担当 曜日

19' フジパンカップジュニアサッカー大会 愛知 ●ベスト８ 【愛知県】 時間：20-5-20
東海大会 （岐阜県出場枠：２） 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 10月13日 （日） 豊田市運動公園 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～16名、出場人数：16名、交替要員：8名） （8人制・２P）
東海選抜大会 ８人制　U-11・U-12 三重 ●ベスト８ 【静岡県】 時間：20-5-20
（ｴﾝﾄﾘｰ：16～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 12月 1日 （日） ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ

エコパスタジアム （8人制・２P）
第３回 ８人制　東海U-10ｻｯｶｰ大会 岐阜 【愛知県】 時間：
(株)ｱｰﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰｶｯﾌﾟU-10 東海大会 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1月12日 （日） 15-5-15

（岐阜県出場枠：２） ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：16～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） （8人制・２P）
JA全農杯　小学生選抜 U-11　IN東海 愛知 2020 年 時間：

（岐阜県出場枠：４） ブロックリーグ3月28日 （土） 12-1-12-5-12
（ｴﾝﾄﾘｰ：16～20名、出場人数：20名、交替要員：12名） 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 3月29日 （日） （8人制・３P）

♡ 女子
NO 担当 曜日

19' フジパンカップジュニアサッカー大会 愛知 ●ベスト８ 【愛知県】 時間：20-5-20
東海大会 （岐阜県出場枠：１） 　ﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式 10月13日 （日） 豊田市運動公園 ﾋﾟｯﾁ：50ｍ*68ｍ
（ｴﾝﾄﾘｰ：12～16名、出場人数：16名、交替要員：8名） （8人制・２P）
キヤノン ガールズ・エイト 三重 12チーム 【三重県】 時間：
第16回JFA東海ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会 2グループ 3月 ７日 （土） 四日市 12-1-12-3-12

総当リーグ方式3月 ８日 （日） （8人制・３P）
順位決定戦

【全国大会】
NO 担当 曜日

第43回全日本少年サッカー大会 ≪１次ラウンド≫ 12月22日～ 【鹿児島県】 ≪ドリームリーグ≫

JFA ≪16ラウンド≫ 12月29日 ふれあいスポーツランド ≪ドリームトーナメント≫

≪決勝ラウンド≫ 鴨池陸上競技場
JA全農杯　選抜小学生　ｻｯｶｰ大会 10ﾁｰﾑ2ﾌﾞﾛｯｸ制 【神奈川県】 （U-11）
（東海出場枠：２） JFA ≪１次ラウンド≫ 5月 3日～ 横浜市

≪決勝ラウンド≫ 5月 5日 日産スタジアム他

【フットサル　　西濃】
NO 担当 曜日

フットサル　西濃大会 参加チーム数 谷汲スポーツセンター
FS による 5月 1１日 （土）

詳細別途 5月 1２日 （日）

【フットサル　　県大会】
NO事業（大会）名 担当 曜日

バーモントカップ　岐阜県大会
第29回　全日本少年フットサル大会　県予選GFA 詳細別途 6月 　9日 （土） 下呂交流会館

6月 10日 （日） 温アリーナ

♡ 女子
NO事業（大会）名 担当 曜日

岐阜県少女　フットサル大会
GFA 詳細別途 未定 金山アリーナ

【フットサル　全国大会】
NO事業（大会）名 担当 曜日

バーモントカップ ≪１次ラウンド≫ ８月 【東京都】
第29回　全日本少年フットサル大会 JFA 48ﾁｰﾑ　12Gｒ 駒沢オリンピック公園

≪決勝ラウンド≫ 体育館
16ﾁｰﾑ　ﾉｯｸｱｳﾄ方式 大田区総合体育館
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内容 月　日　 会　場
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