
会議等

月日 事業名称 主管

19.04.07 理事会・評議員会 中部

19.04.29 役員会 中部

19.05.24 理事会・評議員会 中部

19.06.15 県協会理事会 県協会

19.07.20 羽合海岸清掃 中部

19.09.25 JFAサッカー施設整備助成事業の依頼 中部

19.09.26 JFAサッカー施設整備助成事業の依頼 中部

19.10.05 役員会 中部

20.01.11 JFAサッカー施設整備助成事業の依頼 中部

20.01.19 役員会 中部

20.03.07 県協会理事会 県協会

20.03.29 役員会 中部

大会等

種別 大会名 主管

１種 第４３回鳥取県サッカーリーグ 県内 県協会 04.28.日 ～ 11.24.日

２種 高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ　2019鳥取わかとりリーグ 県内 県協会 04.06.土 ～ 11.09.土

２種 第５４回鳥取県高校総体サッカー競技 県内 どら陸上 県共催 05.25.土 ～ 06.02.日

２種 第９８回全国高校サッカー選手権鳥取大会 県内 とりスタ 県共催 10.12.土 ～ 10.26.土

２種 第５４回鳥取県高校サッカー新人戦 県内 どら球 県共催 11.15.金 ～ 11.24.日

３種 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ　2019鳥取 県内 県協会 04.07.日 ～ 11.23.土

３種 第３４回全国クラブユース(U-15)サッカー選手権大会鳥取県大会 大山町 FBC大山 県共催 05.11.土 ～ 05.19.日

３種 第４５回鳥取県中学校総体サッカー競技 鳥取市 コカ球 県共催 07.20.土 ～ 07.22.月

３種
第３１回鳥取県ユースサッカー選手権大会

兼高円宮杯JFA第３１回全国U-１５サッカー選手権大会鳥取県大会
県内 とりスタ 県協会 09.28.土 ～ 10.20.日

３種 第５回鳥取県中学校サッカー新人大会 米子 チュスタ 県協会 12.07.土 ～ 12.08.日

３種 2019年度鳥取県U-14サッカー大会 県内 県協会 11.02.土 ～ 03.31.火

４種 JFA U-12　サッカーリーグ2019鳥取 県内 県協会 04.06.土 ～ 12.29.日

４種 第４３回鳥取県U-12サッカー大会 県内 とりスタ 県協会 06.01.土 ～ 06.09.日

４種 第２２回鳥取県U-10サッカー大会 県内 東郷運動 県協会 09.07.土 ～ 09.22.日

４種 JFA第４３回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 県内 とりスタ 県協会 10.05.土 ～ 11.02.土

４種 第２３回鳥取県U-11サッカー大会 県内 東郷運動 県協会 11.16.土 ～ 03.15.日

シニア 第１７回鳥取県シニアサッカーリーグ 県内 県協会 04.14.日 ～ 11.03.日

シニア 第２０回鳥取県民スポレク壮年サッカーの部 県内 県協会 10.27.日 ～

シニア 第８回鳥取県シニアサッカー研修大会 県内 県協会 02.02.日 ～ 03.29.日

フットサル 2019年度鳥取県フットサルリーグ 県内 あやめ池 県協会 04.14.日 ～ 09.29.日

フットサル 第１８回鳥取県総合フットサル大会 県内 あやめ池 県協会 11.30.土 ～ 01.26.日

フットサル JFA第２５回全日本フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会 10.27.日 ～ 11.10.日

フットサル JFA第１６回全日本女子フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会 09.01.日

フットサル JFAバーモントカップ第２９回全日本U-12フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会 06.22.土 ～ 06.23.日

フットサル JAF第２５回全日本U-15フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会 02.16.日

フットサル JAF第６回全日本U-18フットサル大会鳥取県予選 県内 県協会

フットサル 第２０回鳥取県民スポレクフットサルの部 県内 あやめ池 県主管 02.09.日

フットサル 倉吉市民体育大会フットサルの部 倉吉市 市営体育 倉吉市 10.14.月

主会場

倉吉体育文化会館

レストラン味喜

期間

琴浦町町室

北栄町長室

実施できず

倉吉体育文化会館

倉吉未来中心

東郷羽合臨海公園

2019年度　事業報告　（鳥取県中部サッカー協会）

場所 備考

北栄町中央公民館

北栄町長室

レストラン味喜

バード

レストラン味喜



会議等

月日 事業名称 主管

20.05.10 理事会・評議員会 中部

20.06.13 県協会理事会 県協会

7月 羽合海岸清掃 中部

9月 役員会 中部

10月 JFAカレンダー販売 中部

2月 役員会 中部

3月 役員会 中部

3月 県協会理事会 県協会

3月 令和２年度監査 中部

大会等

種別 大会名 市町村 施設 主管

１種 第６３回鳥取県サッカー選手権 鳥取 Axis 県協会 04.05.日 ～ 04.19.日

１種 第４４回鳥取県サッカーリーグ 県内 各地 県協会 04.26.日 ～ 11.29.日

１種 第２６回全国クラブチームサッカー選手権鳥取大会 大山町 FBC大山 県協会 07.05.日 ～ 07.19.日

２種 高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ　2020鳥取わかとりリーグ 県内 各地 県協会 04.04.土 ～ 11.03.火

２種 第５５回鳥取県高校総体サッカー競技 県内 どら陸上 県共催 05.30.土 ～ 06.07.日

２種 第９９回全国高校サッカー選手権鳥取大会 県内 Axis 県共催 10.17.土 ～ 10.31.土

２種 第５５回鳥取県高校サッカー新人戦 県内 どら球 県共催 11.13.金 ～ 11.22.日

３種 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ　2020鳥取 県内 各地 県協会 04.04.土 ～ 11.23.月

３種 第３５回全国クラブユース(U-15)サッカー選手権大会鳥取県大会 大山町 FBC大山 県共催 05.09.土 ～ 05.24.日

３種 第４６回鳥取県中学校総体サッカー競技 西部地区 どら球 県共催 07.18.土 ～ 07.21.火

３種
第３２回鳥取県ユースサッカー選手権大会

兼高円宮杯JFA第３２回全国U-１５サッカー選手権大会鳥取県大会
県内 Axis 県協会 09.26.土 ～ 10.18.日

３種 第６回鳥取県中学校サッカー新人大会 米子 チュスタ 県協会 12.12.土 ～ 12.13.日

３種 2020年度鳥取県U-14サッカー大会 県内 各地 県協会 11.01.日 ～ 03.31.火

４種 JFA U-12　サッカーリーグ2020鳥取 県内 各地 県協会 04.04.土 ～ 12.27.日

４種 第４４回鳥取県U-12サッカー大会 県内 FBC大山 県協会 05.23.土 ～ 06.07.日

４種 第２３回鳥取県U-10サッカー大会 県内 東郷運動 県協会 09.05.土 ～ 09.20.日

４種 JFA第４４回全日本U-12サッカー選手権大会鳥取県大会 県内 Axis 県協会 10.04.日 ～ 11.08.日

４種 第２４回鳥取県U-11サッカー大会 県内 コカ球 県協会 11.14.土 ～ 03.21.日

女子 第１７回鳥取県女子サッカーリーグ 県内 各地 県協会 04.18.土 ～ 11.03.火

女子 皇后杯JFA第４２回全日本女子サッカー選手権大会鳥取県予選会 県内 Axis 県協会 08.16.日 ～ 08.30.日

女子 第２９回全日本高校女子サッカー選手権鳥取大会 県内 Axis 県協会 10.17.土 ～ 10.24.土

女子 JFA第２４回全日本U-18女子サッカー選手権大会鳥取県予選会 鳥取市 FBC若葉台 県協会 10.17.土 ～ 10.18.日

女子 JFA第２５回全日本U-15女子サッカー選手権大会鳥取県予選会 鳥取市 FBC若葉台 県協会 10.17.土 ～ 10.18.日

女子 鳥取県レディース／ガールズサッカーフェスティバル2020 県内 3地区 県協会 07.23.木 ～ 08.30.日

シニア 第１８回鳥取県シニアサッカーリーグ 県内 各地 県協会 04.26.日 ～ 11.29.日

シニア 第２１回鳥取県民スポレク壮年サッカーの部 鳥取市 東郷運動 県協会 10.25.日

シニア 第９回鳥取県シニアサッカー研修大会 県内 各地 県協会 12.06.日 ～ 03.28.日

フットサル 2020年度鳥取県フットサルリーグ 県内 あやめ池 県協会 04.14.火 ～ 09.29.火

フットサル 第１９回鳥取県総合フットサル大会 県内 あやめ池 県協会

フットサル JFA第２６回全日本フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会

フットサル JFA第１７回全日本女子フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会

フットサル JFAバーモントカップ第３０回全日本U-12フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会

期間

東郷羽合臨海公園

場所 備考

2020年度　事業計画　（鳥取県中部サッカー協会）

倉吉体育文化会館 中止，書面決議

倉吉市



フットサル JAF第２６回全日本U-15フットサル選手権大会鳥取県予選 県内 あやめ池 県協会

フットサル JAF第７回全日本U-18フットサル大会鳥取県予選 県内 県協会

フットサル 第２１回鳥取県民スポレクフットサルの部 県内 あやめ池 県主管

フットサル 鳥取県ファミリーフットサルフェスティバル2020 県内 各地 県協会

フットサル 倉吉市民体育大会フットサルの部 倉吉市 市営体育 倉吉市 10月

フットサル 中部フットサルリーグ 倉吉市 倉吉市 11月 ～ 3月


