
事　　　業　　　内　　　容 日　　　程 会　　　　　場 備　　　　　考

４級認定講習会 3月10日 東海学園大学 主管：１種（大学）

4月20日 東海市芸術劇場 主管：知多

5月7日 スカイホール豊田 主管：１種（大学）

5月29日 刈谷市産業振興センター 主管：４種

10月31日 東邦大学 主管：１種（大学）

3月6日 オンライン 主管：２種

3月7日 オンライン 主管：２種

3月13日 オンライン 主管：２種

3月14日 オンライン 主管：２種

3月20日 オンライン 主管：東三河

4月17日 オンライン 主管：西三河

4月29日 オンライン 主管：知多

5月3日 オンライン 主管：２種

5月16日 オンライン 主管：東尾張

5月23日 オンライン 主管：３種

5月29日 オンライン 主管：西三河

6月6日 オンライン 主管：２種

6月6日 オンライン 主管：女子

6月12日 オンライン 主管：女子

6月13日 オンライン 主管：知多

6月19日 オンライン 主管：２種

6月19日 オンライン 主管：２種

6月20日 オンライン 主管：２種

6月20日 オンライン 主管：２種

6月27日 オンライン 主管：知多

7月3日 オンライン 主管：女子

7月10日 オンライン 主管：女子

7月17日 オンライン 主管：東三河

7月24日 オンライン 主管：西尾張

7月25日 オンライン 主管：知多

7月31日 オンライン 主管：名古屋

8月7日 オンライン 主管：２種

8月7日 オンライン 主管：２種

8月8日 オンライン 主管：知多

8月8日 オンライン 主管：２種

8月8日 オンライン 主管：２種

8月22日 オンライン 主管：知多

8月28日 オンライン 主管：東尾張

9月4日 オンライン 主管：１種（大学）

9月20日 オンライン 主管：１種（社会人）

9月25日 オンライン 主管：東三河

10月9日 オンライン 主管：東尾張

10月16日 オンライン 主管：東三河

10月24日 オンライン 主管：知多

２級審判員更新講習 2月12日 オンライン 主催：地区種別部

2月13日 オンライン 主催：地区種別部

2月19日 オンライン 主催：地区種別部

2月20日 オンライン 主催：地区種別部

レフェリー勉強会① 11月23日 東海市市民活動センター 主催：地区種別部

レフェリー勉強会②～⑥ 愛知県内各地→中止 主催：地区種別部

３級昇級講習会 5月23日 愛知学院大学 主催：指導育成部

10月9日 愛知学院大学 ↓

フレッシュスクール 5月 豊田市内 ↓

愛知フレッシュマンスクール 通年 愛知県内 ↓
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アカデミー３A/３B 通年 愛知県内 ↓

レフェリーアカデミー 年間 愛知県内各地 ↓

審判派遣 年間 愛知県内各地 ↓

女子審判指導 通年 愛知県内各地 主催：女子部

女子審判トレセン 1月9日 松屋地所 Frechi Field（FBC知多） ↓

女子審判員普及研修会（チーム対象）① 5月3日 一宮商業高校 ↓

女子審判員普及研修会（チーム対象）② 6月20日 安城学園高校 ↓

〃（市邨・旭丘高校と合同開催）③ 7月27日 市邨学園高校 ↓

３級インストラクター認定講習会 10月10日 刈谷市産業振興センター203 主催：インストラクター部

インストラクター研修会① 5月23日 豊田市保見交流中会議室　コロナにより中止 ↓

インストラクター研修会② 3月13日 豊田市井郷交流中会議室　コロナにより中止 ↓

３級インストラクター更新講習会① 3月5日 刈谷市中央生涯学習センター　WEBに変更 ↓

３級インストラクター更新講習会② 3月6日 刈谷市中央生涯学習センター　WEBに変更 ↓

審判アセッサー派遣 年間 愛知県各地 ↓

研修会等インストラクター派遣 年間 愛知県各地 ↓

フットサル審判開幕前研修会 5月 １日 スカイホール豊田 主催：フットサル・ビーチサッカー部

フットサル４級認定講習会 4月24日 オンライン ↓

5月30日 スカイホール豊田 ↓

8月29日 オンライン ↓

フットサル更新講習会 2月3日 オンライン ↓

2月13日 オンライン ↓

フットサル３級インストラクター認定講習会 7月31日 スカイホール豊田 ↓

フットサル３級インストラクター更新講習会 3月5日 オンライン ↓

フットサル審判インストラクタートレセン① 5月 １日 スカイホール豊田 ↓

7月31日 スカイホール豊田 ↓

8月9日 天白スポーツセンター ↓

フットサル審判インストラクタートレセン③ 10月10日 稲沢フットサルスタジアム ↓

フットサル審判インストラクタートレセン④ 10月31日 刈谷市中央生涯学習センター ↓

フットサル審判インストラクタートレセン⑤ 12月26日 刈谷市中央生涯学習センター ↓

フットサルレフェリースクール① 8月22日 諸般事情により中止 ↓

フットサルレフェリースクール② 10月10日 稲沢フットサルスタジアム ↓

フットサルレフェリースクール③ 3月9日 オンライン ↓

フットサル３級審判員昇級試験 5月 １5日 スカイホール豊田 ↓

10月10日 名古屋文理大 文化フォーラム 他 ↓

ビーチサッカー審判講習会① 6月6日 オンライン ↓

7月17日 千種スポーツセンター ↓

10月17日 碧南緑地 他 ↓

フットサル帯同審判員合同研修会 中止 ↓

フットサル審判派遣 愛知県内各地 ↓

審判アセッサー派遣 愛知県内各地 ↓

審判総会 ４月 愛知県サッカー協会本部（ハイブリッド会議） 主催：県

審判委員会 年間6回 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） 主催：県

審判委員会（拡大） 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） ↓

総務部会 4,6,,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） 主催：総務部

審判割り当て会議 毎月第1週目 愛知県内 主催：強化部

強化部会 4,6,8,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） ↓

インストラクター部会 4,6,8,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） 主催：インストラクター部

指導育成部会 4,6,8,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） 主催：指導育成部

女子部会 4,6,8,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） 主催：女子部

フットサル・ビーチサッカー部会 4,6,8,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） 主催：フットサル・ビーチサッカー部

地区種別部会 4,6,8,10,12,2月 刈谷市中央生涯学習センター他（又はWeb） 主催：地区種別部

フットサル審判インストラクタートレセン②


