
1 公益目的事業
サッカー普及振興事業

01 日本代表関連事業

01 SAMURAI BLUE（日本代表）

SAMURAI BLUE（日本代表） FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予選
（3月）

活動期間　3月23日(月)～3月31日(火)　（開催地未定）

試合日程　3月26日(木)　愛知県／豊田スタジアム
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vsミャンマー代表

試合日程　3月31日(火)　モンゴル
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vsモンゴル代表

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） 海外組トレーニング（5月）

海外所属選手のシーズン終了後のオフ期間において、6月のFIFAインターナショナルマッチウィークへ向けたトレー
ニングを行う。

活動期間　5月25日(月)～5月30日(土)　（開催地未定）

SAMURAI BLUE（日本代表） FIFAワールドカップカタール2022 アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ中国2023 予選
（6月）

活動期間　6月1日(月)～6月9日(火)　（開催地未定）

試合日程　6月4日(木)　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vsタジキスタン代表

試合日程　6月9日(火)　大阪府／パナソニックスタジアム吹田
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vsキルギス代表

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） FIFA ワールドカップ カタール 2022 アジア最終予選（9月）

活動期間　8月31日(月)～9月8日(火)　（開催地未定）

試合日程　9月3日(木)　（開催地未定）
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vs（未定）

試合日程　9月8日(火)　（開催地未定）
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vs（未定）

SAMURAI BLUE（日本代表） 国際親善試合（10月）

活動期間　10月5日(月)～10月8日(木)　（開催地未定）
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vs（未定）

試合日程　10月8日(木)　（開催地未定）
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vs（未定）

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） FIFA ワールドカップ カタール 2022 アジア最終予選（10月）

活動期間　10月9日(金)～10月13日(火)　（開催地未定）

試合日程　10月13日(火)　（開催地未定）
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vs（未定）

（新規事業）SAMURAI BLUE（日本代表） FIFA ワールドカップ カタール 2022 アジア最終予選（11月）

活動期間　11月9日(月)～11月17日(火)　（開催地未定）

試合日程　11月12日(木)　（開催地未定）
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vs（未定）

試合日程　11月17日(火)　（開催地未定）
　　　　　SAMURAI BLUE（日本代表） vs（未定）

02 U-23日本代表

（新規事業）U-23日本代表 AFC U-23選手権タイ2020 直前キャンプ（1月）

活動期間　1月2日(木)～1月7日(火)　タイ
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（新規事業）U-23日本代表 AFC U-23選手権タイ2020

活動期間　1月5日(日)～1月27日(月)　タイ

大会期間　1月8日(水)～1月26日(日)　タイ

第1戦　1月9日(木)20:15　タイ／Thammasat Stadium
　　　　　U-23日本代表 vsU-23サウジアラビア代表

第2戦　1月12日(日)20:15　タイ／Thammasat Stadium
　　　　　U-23日本代表 vsU-23シリア代表

第3戦　1月15日(水)20:15　タイ／Rajamangala Stadium
　　　　　U-23日本代表 vsU-23カタール代表

準々決勝（グループB 1位の場合）　1月18日(土)17:15　タイ／Thammasat Stadium
　　　　　U-23日本代表 vsグループA 2位

準々決勝（グループB 2位の場合）　1月18日(土)20:15　タイ／Thammasat Stadium
　　　　　U-23日本代表 vsグループA 1位

準決勝（グループB 1位の場合）　1月22日(水)17:15　タイ／Rajamangala Stadium

準決勝（グループB 2位の場合）　1月22日(水)20:15　タイ／Thammasat Stadium

3位決定戦　1月25日(土)19:30　タイ／Rajamangala Stadium

決勝　1月26日(日)19:30　タイ／Rajamangala Stadium

U-23日本代表 国際親善試合（3月）

活動期間　3月23日(月)～3月30日(月)　（開催地未定）

試合日程　3月27日(金)　京都府／サンガスタジアム by Kyocera
　　　　　U-23日本代表 vs（未定）

試合日程　3月30日(月)　福岡県／博多の森球技場
　　　　　U-23日本代表 vs（未定）

U-23日本代表 トレーニングキャンプ（5月）

活動期間　5月17日(日)～5月19日(火)　福島県／Jヴィレッジ

U-23日本代表 第48回トゥーロン国際大会

活動期間　5月31日(日)～6月16日(火)　フランス

大会期間　6月1日(月)～6月14日(日)　フランス

（新規事業）キリンチャレンジカップ2020（7月）

活動期間　7月6日(月)～7月17日(金)　兵庫県

試合日程　7月17日(金)　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸

（新規事業）U-23日本代表 第32回オリンピック競技大会

活動期間　7月19日(日)～8月9日(日)　（開催地未定）

大会期間　7月23日(木)～8月8日(土)　東京都他

03 U-22日本代表

（2020年度事業なし）

　

04 U-21日本代表

（2020年度事業なし）
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ビーチサッカー日本代表 インターコンチネンタルビーチサッカーカップ ドバイ 2020

開催日程　10月30日(金)～11月8日(日)　UAE・ドバイ

（新規事業）ビーチサッカー日本代表 第6回アジアビーチゲームズ

開催日程　11月25日(水)～12月6日(日)　中国

ビーチサッカー日本代表 トレーニングキャンプ（12月）

開催日程　12月10日(木)～12月13日(日)　沖縄県

ビーチサッカー日本代表 国際親善試合

試合日程　（日程未定）　（開催地未定）

開催日程　（日程未定）　未定

91 eサッカー日本代表

eサッカー日本代表 代表選手選考会

開催日程　3月7日(土)～3月8日(日)　東京都

eサッカー日本代表 FIFA eNations Cup 2020

開催日程　5月22日(金)～5月24日(日)　（開催地未定）

eサッカー日本代表 FIFA eNations Cup 2020 地域予選（4月）

開催日程　（日程未定）　（開催地未定）

02 競技会開催事業

01 国内競技会(主催/1種)

天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会

1回戦　2019年5月25日(土)　全国各地

1回戦　2019年5月26日(日)　全国各地

2回戦　2019年7月3日(水)　全国各地

2回戦　2019年7月10日(水)　全国各地

3回戦　2019年8月14日(水)　全国各地

抽選会　2019年8月16日(金)14:00　東京都／日本サッカーミュージアム

ラウンド16　2019年9月18日(水)　全国各地

準々決勝　2019年10月23日(水)　全国各地

準決勝　2019年12月21日(土)　全国各地

準決勝　2019年12月21日(土)14:05　兵庫県／ノエビアスタジアム神戸
　　　　　ヴィッセル神戸 vs清水エスパルス

準決勝　2019年12月21日(土)16:05　茨城県／茨城県立カシマサッカースタジアム
　　　　　鹿島アントラーズ vsＶ・ファーレン長崎

決勝　1月1日(水)　東京都／国立競技場

FUJIXEROX SUPERCUP 2020

開催日程　2月8日(土)13:35　埼玉県／埼玉スタジアム２○○２
　　　　　横浜F・マリノス vs天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 優勝チーム
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2020 明治安田生命 J1リーグ

開催日程　2月21日(金)～12月5日(土)　各ホームタウン

第1節　2月21日(金)～2月23日(日)　各ホームタウン

第2節　2月28日(金)～3月1日(日)　各ホームタウン

第3節　3月7日(土)～3月8日(日)　各ホームタウン

第4節　3月13日(金)～3月15日(日)　各ホームタウン

第5節　3月18日(水)　各ホームタウン

第6節　3月21日(土)～3月22日(日)　各ホームタウン

第7節　4月3日(金)～4月5日(日)　各ホームタウン

第8節　4月11日(土)～4月12日(日)　各ホームタウン

第9節　4月17日(金)～4月19日(日)　各ホームタウン

第10節　4月25日(土)～4月26日(日)　各ホームタウン

第11節　4月29日(水)　各ホームタウン

第12節　5月1日(金)～5月3日(日)　各ホームタウン

第13節　5月9日(土)～5月10日(日)　各ホームタウン

第14節　5月15日(金)～5月17日(日)　各ホームタウン

第15節　5月22日(金)～5月24日(日)　各ホームタウン

第16節　5月30日(土)～5月31日(日)　各ホームタウン

第17節　6月12日(金)～6月14日(日)　各ホームタウン

第18節　6月20日(土)～6月21日(日)　各ホームタウン

第19節　6月27日(土)～6月28日(日)　各ホームタウン

第20節　7月1日(水)　各ホームタウン

第21節　7月4日(土)～7月5日(日)　各ホームタウン

第22節　8月14日(金)～8月16日(日)　各ホームタウン

第23節　8月21日(金)～8月23日(日)　各ホームタウン

第24節　8月28日(金)～8月30日(日)　各ホームタウン

第25節　9月11日(金)～9月13日(日)　各ホームタウン

第26節　9月18日(金)～9月20日(日)　各ホームタウン

第27節　9月26日(土)～9月27日(日)　各ホームタウン

第28節　10月2日(金)～10月4日(日)　各ホームタウン

第29節　10月17日(土)～10月18日(日)　各ホームタウン

第30節　10月31日(土)～11月1日(日)　各ホームタウン

第31節　11月7日(土)～11月8日(日)　各ホームタウン

第32節　11月21日(土)　各ホームタウン

第33節　11月28日(土)　各ホームタウン

第34節　12月5日(土)　各ホームタウン

2020 明治安田生命 J2リーグ

開催日程　2月23日(日)～11月22日(日)　各ホームタウン

第1節　2月23日(日)　各ホームタウン

第2節　2月29日(土)～3月1日(日)　各ホームタウン

第3節　3月7日(土)～3月8日(日)　各ホームタウン

第4節　3月14日(土)～3月15日(日)　各ホームタウン

第5節　3月18日(水)　各ホームタウン

第6節　3月21日(土)～3月22日(日)　各ホームタウン

第7節　3月28日(土)～3月29日(日)　各ホームタウン

第8節　4月4日(土)～4月5日(日)　各ホームタウン

第9節　4月11日(土)～4月12日(日)　各ホームタウン
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第10節　4月18日(土)～4月19日(日)　各ホームタウン

第11節　4月25日(土)～4月26日(日)　各ホームタウン

第12節　4月29日(水)　各ホームタウン

第13節　5月2日(土)～5月3日(日)　各ホームタウン

第14節　5月6日(水)　各ホームタウン

第15節　5月9日(土)～5月10日(日)　各ホームタウン

第16節　5月16日(土)～5月17日(日)　各ホームタウン

第17節　5月23日(土)～5月24日(日)　各ホームタウン

第18節　5月30日(土)～5月31日(日)　各ホームタウン

第19節　6月6日(土)～6月7日(日)　各ホームタウン

第20節　6月13日(土)～6月14日(日)　各ホームタウン

第21節　6月20日(土)～6月21日(日)　各ホームタウン

第22節　6月27日(土)～6月28日(日)　各ホームタウン

第23節　7月4日(土)～7月5日(日)　各ホームタウン

第24節　7月11日(土)～7月12日(日)　各ホームタウン

第25節　7月18日(土)～7月19日(日)　各ホームタウン

第26節　8月10日(月)　各ホームタウン

第27節　8月15日(土)～8月16日(日)　各ホームタウン

第28節　8月22日(土)～8月23日(日)　各ホームタウン

第29節　8月29日(土)～8月30日(日)　各ホームタウン

第30節　9月5日(土)～9月6日(日)　各ホームタウン

第31節　9月12日(土)～9月13日(日)　各ホームタウン

第32節　9月19日(土)～9月20日(日)　各ホームタウン

第33節　9月26日(土)　各ホームタウン

第34節　9月30日(水)　各ホームタウン

第35節　10月4日(日)　各ホームタウン

第36節　10月10日(土)～10月11日(日)　各ホームタウン

第37節　10月17日(土)～10月18日(日)　各ホームタウン

第38節　10月25日(日)　各ホームタウン

第39節　10月31日(土)～11月1日(日)　各ホームタウン

第40節　11月7日(土)～11月8日(日)　各ホームタウン

第41節　11月14日(土)～11月15日(日)　各ホームタウン

第42節　11月22日(日)　各ホームタウン

2020 明治安田生命 J3リーグ

開催日程　3月7日(土)～12月13日(日)　各ホームタウン

第1節　3月7日(土)～3月8日(日)　各ホームタウン

第2節　3月14日(土)～3月15日(日)　各ホームタウン

第3節　3月21日(土)～3月22日(日)　各ホームタウン

第4節　3月28日(土)～3月29日(日)　各ホームタウン

第5節　4月4日(土)～4月5日(日)　各ホームタウン

第6節　4月11日(土)～4月12日(日)　各ホームタウン

第7節　4月25日(土)～4月26日(日)　各ホームタウン

第8節　5月2日(土)～5月3日(日)　各ホームタウン

第9節　5月6日(水)　各ホームタウン

第10節　5月16日(土)～5月17日(日)　各ホームタウン

第11節　5月30日(土)～5月31日(日)　各ホームタウン

第12節　6月6日(土)～6月7日(日)　各ホームタウン

第13節　6月13日(土)～6月14日(日)　各ホームタウン

第14節　6月20日(土)～6月21日(日)　各ホームタウン
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第15節　6月27日(土)～6月28日(日)　各ホームタウン

第16節　7月4日(土)～7月5日(日)　各ホームタウン

第17節　7月11日(土)～7月12日(日)　各ホームタウン

第18節　7月18日(土)～7月19日(日)　各ホームタウン

第19節　8月10日(月)　各ホームタウン

第20節　8月15日(土)～8月16日(日)　各ホームタウン

第21節　8月22日(土)～8月23日(日)　各ホームタウン

第22節　8月29日(土)～8月30日(日)　各ホームタウン

第23節　9月5日(土)～9月6日(日)　各ホームタウン

第24節　9月12日(土)～9月13日(日)　各ホームタウン

第25節　9月19日(土)　各ホームタウン

第26節　9月22日(火)　各ホームタウン

第27節　9月26日(土)～9月27日(日)　各ホームタウン

第28節　10月3日(土)～10月4日(日)　各ホームタウン

第29節　10月10日(土)～10月11日(日)　各ホームタウン

第30節　10月17日(土)～10月18日(日)　各ホームタウン

第31節　10月25日(日)　各ホームタウン

第32節　10月31日(土)～11月1日(日)　各ホームタウン

第33節　11月7日(土)～11月8日(日)　各ホームタウン

第34節　11月14日(土)～11月15日(日)　各ホームタウン

第35節　11月21日(土)～11月22日(日)　各ホームタウン

第36節　11月28日(土)～11月29日(日)　各ホームタウン

第37節　12月5日(土)～12月6日(日)　各ホームタウン

第38節　12月13日(日)　各ホームタウン

2020 Jリーグ YBC ルヴァンカップ

グループステージ　2月16日(日)～5月6日(水)　出場チームホームタウン

第1節　2月16日(日)　出場チームホームタウン

第2節　2月26日(水)　出場チームホームタウン

第3節　3月4日(水)　出場チームホームタウン

第4節　4月8日(水)　出場チームホームタウン

第5節　4月22日(水)　出場チームホームタウン

第6節　5月6日(水)　出場チームホームタウン

プレーオフステージ　5月27日(水)～6月17日(水)　出場チームホームタウン

第1戦　5月27日(水)　出場チームホームタウン

第2戦　6月17日(水)　出場チームホームタウン

プライムステージ　9月2日(水)～10月24日(土)　出場チームホームタウン

準々決勝 第1戦　9月2日(水)　出場チームホームタウン

準々決勝 第2戦　9月6日(日)　出場チームホームタウン

準決勝 第1戦　10月7日(水)　出場チームホームタウン

準決勝 第2戦　10月11日(日)　出場チームホームタウン

決勝　10月24日(土)　（開催地未定）

2020 Jリーグ J1参入プレーオフ

1回戦　11月29日(日)　J2リーグ戦上位クラブのホーム

2回戦　11月29日(日)　J2リーグ戦上位クラブのホーム

決定戦　（日程未定）　（開催地未定）

第22回 日本フットボールリーグ
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準決勝　2月16日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

決勝　2月16日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

表彰式　2月16日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

第36回全国選抜フットサル大会

開催日程　（日程未定）　東北地域

地域大学フットサルチャンピオンズリーグ2019/2020 アビームシステムズカップ

開催日程　3月28日(土)～3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

2回戦　3月28日(土)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

1回戦　3月28日(土)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

順位決定戦　3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

準決勝　3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

決勝　3月29日(日)　愛知県／武田テバオーシャンアリーナ

第7回FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ

開催日程　2月21日(金)～2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

1次ラウンド　2月21日(金)～2月22日(土)　茨城県／かみす防災アリーナ

準決勝　2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

決勝　2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

表彰式　2月23日(日)　茨城県／かみす防災アリーナ

日本トリムPresents 第12回全国女子選抜フットサル大会

開催日程　3月20日(金)～3月22日(日)　岡山県／岡山市総合文化体育館

1次ラウンド　3月20日(金)～3月21日(土)　岡山県／岡山市総合文化体育館

準決勝　3月22日(日)　岡山県／岡山市総合文化体育館

決勝　3月22日(日)　岡山県／岡山市総合文化体育館

09 国際競技会

AFCチャンピオンズリーグ 2020 東地区プレーオフ

プレーオフ　1月28日(火)　（開催地未定）
　　　　　FC東京 vsポートFC（タイ）対［セレス・ネグロス（フィリピン）対 シャン・ユナイテッド（ミャン
マー）］の勝者

プレーオフ　1月28日(火)　（開催地未定）
　　　　　鹿島アントラーズ vsメルボルン・ビクトリー（オーストラリア）対［タンピネス・ローバース（シンガ
ポール）対 バリ・ユナイテッド（インドネシア）］の勝者

AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループE

MD1　2月11日(火)　（開催地未定）

MD2　2月18日(火)　（開催地未定）

MD3　3月3日(火)　（開催地未定）
　　　　　北京国安（中国） vs

MD4　4月8日(水)　（開催地未定）

MD5　4月22日(水)　（開催地未定）
　　　　　チェンライ・ユナイテッド（タイ） vs

MD6　5月6日(水)　（開催地未定）

AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループF
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MD1　2月11日(火)　（開催地未定）
　　　　　蔚山現代（韓国） vs

MD2　2月18日(火)　（開催地未定）

MD3　3月4日(水)　（開催地未定）

MD4　4月7日(火)　（開催地未定）
　　　　　上海申花（中国） vs

MD5　4月22日(水)　（開催地未定）

MD6　5月6日(水)　（開催地未定）
　　　　　パース・グローリー（オーストラリア） vs

AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループG

MD1　2月12日(水)　（開催地未定）

MD2　2月19日(水)　（開催地未定）
　　　　　水原三星（韓国） vs

MD3　3月3日(火)　（開催地未定）

MD4　4月8日(水)　（開催地未定）
　　　　　広州恒大（中国） vs

MD5　4月21日(火)　（開催地未定）
　　　　　ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア） vs

MD6　5月5日(火)　（開催地未定）

AFCチャンピオンズリーグ 2020 グループステージ グループH

MD1　2月12日(水)　（開催地未定）
　　　　　全北現代（韓国） vs横浜F・マリノス

MD2　2月19日(水)　（開催地未定）
　　　　　横浜F・マリノス vsシドニーFC（オーストラリア）

MD3　3月4日(水)　（開催地未定）

MD4　4月7日(火)　（開催地未定）
　　　　　横浜F・マリノス vs

MD5　4月21日(火)　（開催地未定）
　　　　　横浜F・マリノス vs全北現代（韓国）

MD6　5月5日(火)　（開催地未定）
　　　　　シドニーFC（オーストリア） vs横浜F・マリノス

AFCチャンピオンズリーグ 2020 ノックアウトステージ

ラウンド16　第1戦　5月26日(火)～5月27日(水)　（開催地未定）

ラウンド16　第2戦　6月16日(火)～6月17日(水)　（開催地未定）

準々決勝　第1戦　8月24日(月)～8月26日(水)　（開催地未定）

準々決勝　第2戦　9月14日(月)～9月16日(水)　（開催地未定）

準決勝　第1戦　9月29日(火)～9月30日(水)　各ホームタウン

準決勝　第2戦　10月20日(火)～10月21日(水)　各ホームタウン

決勝　第1戦　11月22日(日)　各ホームタウン

決勝　第2戦　11月28日(土)　各ホームタウン

DENSO CUP SOCCER 第17回 大学日韓(韓日)定期戦

競技期間　3月22日(日)　韓国

03 指導普及事業

01 普及事業

中長期展望に立った方針策定と提言

経営環境の変化に合わせて、中期計画を見直し、補正する（毎年ローリング）

実施期間　（年間）1月1日(水)～12月31日(木)　（開催地未定）
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