
事業名 期日 参加人数（活動回数） 会場

ベクトル合わせ（講義・実技） 4・12月
前期（講義）：１６４人

後期（実技）：１００人

総合文化センター・

三交Ｇ鈴鹿

ミニ国体等の大会視察 8月 開催県のため参加せず 静岡県

ＦＡコーチ派遣事業 年間を通じて随時
普及育成活動：１７８回

指導者養成活動：５４回
県内各地

公認D級コ－チ養成講習会の開催 ７月 受講者：５０人 伊勢ＦＶ

公認C級コ－チ養成講習会の開催 10月～11月 受講者：３７人

四日市中央・三交Ｇ鈴

鹿・こども夢スタジアム

他

公認C級コーチリフレッシュ講習会の開催 9月～3月 受講者：２１人 県内各地

競技力向上コーチトライアルへの派遣（A・B級） 12月・3月
A級Gen：１人推薦

A級U15：4人、B級：3人推薦

四日市中央

MTK等各種研修会及び大会へのインストラクター派遣 年間を通じて随時 11月鈴鹿、1月伊勢：2人 県内各地

指導者と選手の育成とトレセン大会での評価活動 9月・10月・1月 全て中止 伊勢ＦＶ他

47FAチーフインストラクター研修会 6月 チーフインストラクター1人 東京　JFAハウス

47FAインストラクター研修会 2月
オンラインで実施

インストラクター７人、指導部員６人
三交Ｇ鈴鹿

MM5　　キッズリーダーインストラクター講習受講 5月 無し 三重県内

MM5　ALL三重U9の開催（年間6回） 6月～3月 3回開催　延べ234名参加 三重県内

選考会の実施
<U12>: 4月

<U15>: 5月
<U12>: 75人 <U15>: 59人 県内各地

定期練習会の開催 毎月第4日曜日
<U12>: 6回（400名参加）

<U15>: 4回（120名参加）
県内各地

県外遠征の実施
<U12>8月～3月

<U15>8月～2月

<U12>:  コロナ感染症のため実施せず

<U15>: コロナ感染症のため実施せず

＜U12＞兵庫・静岡・滋賀

＜U15＞岐阜・静岡・奈良

東海トレセン・東海トレセンマッチへの派遣（選手・指導者）
7月・9月・

12月・1月

<U12>:  東海トレセン（中止）・

　　　　　東海マッチ（12月，3名）

<U15>: 東海トレセン（6月・7月，20名）

静岡県

ナショナルトレセンU14への派遣（選手・指導者） 11月 <U15>: コロナ感染症のため中止 鹿嶋ハイツ

東海トレセン指導者研修会への派遣（指導者） 未定 中止 未定

GKプロジェクトの開催 U12/13/14/15 　　 4月～3月

U11：約100人（３回）U12：約160人（8

回）

U13/14：約180人（9回）　U15：開催せず

三交Ｇ鈴鹿他

U16GKキャンプ 9月 9人（１回） 三交Ｇ鈴鹿

GK指導者講習会 11月 開催していない 三交Ｇ鈴鹿

東海トレセン指導者研修会への派遣（指導者） 11月.1月
４月：東海GKキャンプ（U16/14）：4名

11月：中止　　1月：中止
未定

選考会の実施 4・5・8月 U 12／11 4月　U10中止８ 月 三交Ｇ鈴鹿他

定期練習会の開催 5月～2月 4月～2月　中止2月 三交Ｇ鈴鹿他

合宿（U11・U12)※１月はU10も参加 9月、1月 9月中止　U 12／11 1月　U10活動中止 9月伊勢ＦＶ、1月未定

東海マッチへの参加（U12) 5月 中止5月 岐阜フットボールセンター

東海トレセンスタッフ研修会への指導者派遣 9月 中止9月 未定

東海トレセンへの選手・指導者派遣（U11・U12) 12月 U 12／11 12月 静岡県

ナショナルトレセン東海事前研修会への指導者派遣 12月 12月 静岡県

ナショナルトレセン東海への選手・指導者派遣（U12) 2月 中止2月 愛知県
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選考会の実施（U13,U14／年1回ずつ） 3月・5月
<U13>選手:70人

<U14>選手:60人
三交Ｇ鈴鹿他

定期練習会の開催（U13,U14）
原則、毎月第4日曜

日

<U13>選手:延べ約120人(4回)

<U14>選手:延べ約180人(6回)
県内各地

集中練習会または合宿の開催（U13,U14／年２回ずつ） 8月・12月/12月
<U13>選手:延べ60人(2回)

<U14>選手:延べ60人(2回)
三交Ｇ鈴鹿/京都府内

東海トレセンへの派遣（U13,U14 選手・指導者） 9月・2月・3月 中止9月・2月・3月 未定

東海トレセン指導者研修会への派遣（指導者） 9月 中止9月 未定

ナショナルトレセンへの派遣（選手・指導者） 5月・11月 中止5月・11月 未定

3種指導者講習会への派遣（指導者） 未定 中止 未定

東海選抜大会参加（U13,U14） 2月 中止2月 つま恋

東海エリートへの派遣（選手・指導者） 3月 中止3月 未定

ナショナルトレセンU12への派遣（指導者） 2月 中止2月 未定

次年度選考会の実施 3月 中止3月 三交Ｇ鈴鹿

選考会の実施（年１回） 3月 80人（1回） 県内各地

U15定期練習会の開催 4月～11月 205人（5回） 県内各地

県外遠征の実施 12月 70人（2回）25日26日のみ（県内試合） 京都府

U16選考会 11月 36人（1回） 三交Ｇ鈴鹿

東海後期U16リ－グへの参加 12月～2月 70人（2回） 東海地区

東海トレセン指導者研修会への派遣（指導者） 9月 中止 未定

U16招待試合参加 8月 100人（3回） 四日市

セントラ

ル

トレセン

定期練習会の開催 年間11回 350人（10回） 三交Ｇ鈴鹿

ＴＳＧ 各種別県大会の撮影・ハイライト作成 4～3月 ハイライト映像を５大会分作成 県内各地

三重県地区別指導者研修会（MTK) 年間を通じて随時
"年間１０回（うち３回はリフレッシュ研

修会と兼ねる）※４回は中止"
県内各地

地区トレセン大会(U14)の企画・運営 10月 10月中止 伊勢ＦＶ

地区トレセン大会(U13)の企画・運営 1月 1月中止 三交G鈴鹿
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