
平成22年度　事業報告

■ 事務局（会議）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 新公益法人制度移行検討会 4月12日（月）　19時～ 協会会議室

2 第1回常務理事会 6月12日（土）　15時30分～ 熊本テルサ

3 第1回顧問会議 6月12日（土）　17時～ 熊本テルサ
荒木名誉会長、倉重顧問、緒方顧問、前田顧問、
永井顧問、中山監事、井会長他常務理事出席

4 第1回理事会 6月23日（水）　19時～ 協会会議室

5 JFA-47都道府県協会訪問会議 7月16日（金）　18時30分～ 協会会議室
JFA：PHQ部長 安達健、技術部長 島田信男、
PHQ部員 坪内健太、KFA：26名

6 第2回常務理事会 7月21日（水）　18時30分～ 協会会議室

7 第3回常務理事会 8月18日（水）　18時30分～ 協会会議室

8 第4回常務理事会 9月8日（水）　18時30分～ 協会会議室

9 第2回理事会 9月15日（水）　19時～ 協会会議室

10 第5回（臨時）常務理事会 10月20日（水）　18時30分～ 協会会議室

11 第6回常務理事会 11月10日（水）　18時30分～ 協会会議室

12 第7回常務理事会 12月25日（土）　17時～ 阿蘇の司ビラパークホテル

13 第8回常務理事会
平成23年1月19日（水）
18時30分～

協会会議室

14 第3回理事会
平成23年1月22日（土）
18時～

協会会議室 予算及び事業計画①

15 第9回常務理事会
平成23年3月16日（水）
18時30分～

協会会議室

16 第4回理事会
平成23年3月21日（月・祝）
18時～

協会会議室 予算及び事業計画②

17 第10回常務理事会
平成23年5月11日（水）
18時30分～

協会会議室

18 第5回理事会
平成23年5月18日（水）
19時～

協会会議室 決算及び事業報告

19 平成23年度通常総会
平成23年5月28日（土）
10時～

グランメッセ熊本

■ 事務局（事業）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 マッチコミッショショナー研修会派遣事業 8月20日（金）～22日（日） 鹿児島市、单さつま市 九州サッカー協会主催　派遣：宮本和史、中村修

2 平成22年度国民体育大会　第30回九州ブロック夏季大会 8月20日（金）～22日（日） 鹿児島市、单さつま市
成年男子・女子・尐年男子代表応援
（本国体出場：女子・尐年男子）

3
JFA フットボールデー 2010 supported by KIRIN / adidas
～みんなであそぼう　KUMAMOTO～

9月23日（木・祝）
県民総合運動公園
いこいの広場

JFA全国イベント　参加者：約2,000名

4 平成22年度第65回国民体育大会　ゆめ半島千葉国体 9月25日（土）～9月30日（木） 千葉県市原市 女子・尐年男子出場

5 47FA公益目的事業等活動推進支援金説明会 11月13日（土） 協会会議室 PHQ支援事業担当者、各種別関係委員長

6 平成22年度　功労者表彰式及び祝賀会 11月23日（火・祝） 熊本交通センターホテル 参加者：242名

7 ユニクロサッカーキッズ！ in　KKWING 12月11日（土） KKWING
午前の部／58チーム、721名
午後の部／47チーム、533名

8
JOCジュニアオリンピックカップ
第14回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

1月3・4・5・7・8日 県民総合運動公園
優勝：日テレ・メニーナ（東京）
準優勝：藤枝順心高等学校（静岡）
第3位：日ノ本学園高等学校（兵庫）

■ 総務委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 委員会開催事業
委員会：10回
基本構想ヒアリング：4回

協会事務所 会議

2 平成22年度　緒方健司賞表彰事業 11月23日（火・祝） 熊本交通センターホテル 表彰式

■ 財務委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 財務委員会運営会議
4月15日、7月12～15日・22日、
10月13日、1月25～27日

協会事務所 決算処理会議

■ 広報委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 広報委員会
6月9日、8月25日、
11月16日、2月21日

協会事務所 会議

2 広報誌発行 4月・7月・10月・1月 年4回発行

3 ホームページ運用事業 随時 インターネット PRと情報提供
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■ 事業委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1
第14回NHK杯熊本県サッカー選手権大会
（第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）

8月１・28・29日
益城町陸上競技場
大津町運動公園球技場

優勝：熊本学園大学付属高等学校
準優勝：ルーテル学院高等学校
第3位：熊本大学体育会サッカー部、熊本学園大学サッカー部

2 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会　2回戦 9月5日 KKWING ロアッソ熊本　2 - 1　愛媛FC　入場者数：2,727名

3
JFA フットボールデー 2010 supported by KIRIN / adidas
～みんなであそぼう　KUMAMOTO～

9月23日（木・祝）
県民総合運動公園
いこいの広場

JFA全国イベント　参加者：約2,000名

4 第89回全国高等学校サッカー選手権熊本県大会
10月10・17・24・30・31日
11月7・13日

決勝：KKWING
優勝：大津高等学校　準優勝：ルーテル学院高等学校
第3位：熊本学園大学付属高等学校、熊本国府高等学校

5 国内外キャンプ誘致活動及びキャンプ支援事業 通年
KKWING、水前寺競技場
大津の森　他

ロアッソ熊本、ジェフユナイテッド市原・千葉、
全单ドラゴンズ、大邱FC、コンサドーレ札幌、
日本高校選抜

■ 審判委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 S4級審判員認定講習会 4月25日～3月6日　全16回
大津町生涯学習センター
ラポート小川　他

参加者合計：1,769名
（一般：851名、ユース：574名、ジュニアユース：344名）

2 S4級審判員更新講習会
10月9日、12月5日、
2月5・6・12・13・19・26・27日

大津町生涯学習センター
ラポート小川　他

参加者合計：457名
（一般：425名、ユース：25名、ジュニア：7名）

3 S3級審判員認定講習会
5月16日、7月25日、8月28日、
2月6日

大津町運動公園、天草市
崇城大学

受講者合計：43名　合格者合計：40名

4 S3級審判員更新講習会 2月5・12・19・20・26日
大津町生涯学習センター
ラポート小川　他

参加者合計：319名 （一般：319名）

5 F4級審判員認定講習会
6月6日
7月25日

アスパル富岡
ラポート小川

参加者：45名 （一般：30名、ユース：15名）
参加者：3名 （一般：3名）

6 F4級審判員更新講習会 2月20日 ラポート小川 参加者：4名 （一般：4名）

7 F3級審判員認定講習会 ※未実施

8 F3級審判員更新講習会
11月14日
2月20日

ラポート小川
参加者：11名 （一般：11名）
参加者：2名 （一般：2名）

9 S3級審判員C級トレセン 7月15日～1月16日　全9回
熊本農業高校
大津町運動公園

年間を通した審判技術向上研修会　受講者：15名

10 S2級審判員昇格研修会 2月19・20日 熊本県
Ｓ2級審判　受講者：5名　合格者：5名
Ｓ2級インストラクター　受講者：1名　合格者：1名

11 県内S2級審判員強化研修会 2月20日 KKWING 参加者：1級審判員3名、2級審判員21名

12 県内女子審判員研修会
5月16日、7月24～25日、
2月27日

菊陽さんさん公園
そよ風パーク

女子1級から4級を対象とした研修会
参加者：延べ71名

13 九州審判トレセン派遣 通年 九州各県 九州強化研修会　参加者：7名

14 レフェリーセミナー 毎月第3木曜 熊本農業高校　他 実技研修・講義・フィジカルトレーニング等

15 F2・3級審判員強化研修会 ※未実施

16 S2級審判員・インストラクター合同研修会 9月4・5日 大津町運動公園 講師：山城 大氏

17 3級インストラクター認定講習会
6月20日
9月12日

ウイング松橋
大津町生涯学習センター

F3級インストラクター認定講習会　受講者：2名
S3級インストラクター資格取得のための講習会
受講者：7名　合格者：7名

18 県内インストラクターセミナー
毎月第1木曜
2月20日

県協会事務所
KKWING

講義
試合観戦研修　参加者：2級及び3級インストラクター17名

19 インストラクター各種大会派遣 通年 各会場 参加者：延べ51名

20 九州ブロック国体派遣 8月20～22日 鹿児島県 参加者：審判員6名、インストラクター3名

21 全国高校総体審判員派遣 7月31日～8月4日 沖縄県 2級審判員派遣　参加者：坂本晋悟氏

22 障害者競技審判員研修会 ※未実施

23 ユース・ジュニアユース審判員研修会 10月23・24日 益城町陸上競技場 1人制審判研修会　参加者：34名

■ 技術委員会＜事業＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 公認キッズリーダー養成講習会 4月6日 熊本ルーテル学院　野々島G 合格者：51名

2 公認キッズリーダー養成講習会 6月20日 芦北町福祉センター 合格者：21名

3 公認キッズリーダー養成講習会 10月1日
尚絅大学短期大学部
楡木キャンパス

合格者：47名

4 公認キッズリーダー養成講習会 2月3日 熊本YMCA学院 合格者：27名

5 公認キッズリーダー養成講習会 3月27日
天草市亀場町公民館
亀川体育館

合格者：14名

6 公認D級コーチ指導者講習会 6月12・13日 宇城アカデミー 合格者：26名

7 公認D級コーチ指導者講習会 8月7・8日 宇城アカデミー 合格者：15名

8 公認D級コーチ指導者講習会 10月30・31日 宇城アカデミー 合格者：10名

9 公認C級コーチ指導者講習会 8月2～6日 宇城アカデミー 合格者：13名
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10 公認C級コーチ指導者講習会
11月6・7・21日
12月4・5・18・19日

宇城アカデミー
益城町総合運動公園

合格者：14名

11 公認指導者研修会（A/B級リフレッシュ研修会）トライアル 2月12・13日 福岡フットボールセンター
参加者：3名
①小野秀二郎　　②宮田勇　　③山辺武彦

12 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 7月8日 水前寺陸上競技場 参加者：3名

13 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 7月31日 宇城アカデミー 参加者：39名

14 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 9月2日 運動公園スポーツ広場 参加者：7名

15 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 9月26日
有明広域消防本部
荒尾消防署

参加者：9名

16 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 10月7日 運動公園スポーツ広場 参加者：14名

17 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 11月4日 水前寺陸上競技場 参加者：11名

18 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 12月2日 運動公園スポーツ広場 参加者：9名

19 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 1月27日 熊本工業高等学校 参加者：20名

20 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 2月3日 運動公園スポーツ広場 参加者：11名

21 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 2月16日 熊本工業高等学校 参加者：29名

22 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 3月3日 運動公園スポーツ広場 参加者：12名

23 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 3月16日 熊本工業高等学校 参加者：33名

24 公認指導者養成講習会（熊本県内リフレッシュ研修会） 3月20日 益城町総合運動公園 参加者：30名

20 47FAインストラクター研修会（東海） 2月4～6日 時之栖 参加者：①井川雄一　②池田政秀　③单弘一

21 47FAインストラクター研修会（四国） 2月11～13日
徳島スポーツビレッジ
鳴門工高G

参加者：永尾健次

22 47FAインストラクター研修会（九州） 3月11～13日 宇城アカデミー
参加者：①小野龍男　②河田信之　③甲斐卓
④堀川桂司　⑤下川正生

23 全国技術委員長会議 2月19・20日 JFA 派遣者：小野龍男

24 九州技術委員長会議
①8月21日
②11月13日

①鹿児島県
②大分県中津江村

25 九州3種トレセンスタッフ研修会 6月19日・20日 宇城アカデミー

26 47FAユースダイレクター研修会（前期） 7月16～18日 静岡/時の栖 派遣者：井川雄一

27 47FAユースダイレクター研修会（後期） 12月17～19日 JFA 派遣者：井川雄一

28
47FAチーフインストラクター研修会　前期①②
（公認Ｃ級ｺｰﾁ指導者養成講習会講師対象）

①5月28～30日
②6月4～6日

福島/Jヴィレッジ 派遣者：①单弘一　②堀川桂司

29
47FAチーフインストラクター研修会　後期①②
（公認Ｃ級ｺｰﾁ指導者養成講習会講師対象）

①10月15～17日
②10月22～24日

福島/Jヴィレッジ 派遣者：①单弘一　②堀川桂司

30 ナショナルトレセンU-12　九州（前期） 10月9～11日 大分県　湯布院

31 ナショナルトレセンU-12　九州（後期） 12月26～29日 大津町運動公園

32 公認A級コーチU-12養成講習会（3名）
前期：6月29日～7月4日
後期：11月23日～28日

宇城アカデミー 派遣者：①甲斐卓　 ②齊藤達也　③野元恒兵

33 公認A級コーチ養成講習会（2名） ①前期：7月9～15日　後期：11月29日～12月5日
②前期：7月5～11日　後期：12月3～9日

①前後期：時之栖
②前期：Jヴィレッジ　後期：時之栖

派遣者：①中山貴夫　②下川正生

34 公認B級コーチ派遣（10名） 通年 全国各地
派遣者：①緒方慎太郎　②尾上賢二　③実好史朗
④岩村貴久　⑤齋藤久允　⑥川部靖徳　⑦清原次郎
⑧廣川龍介　⑨徳永祥太　⑩松岡卓

35 キッズリーダーチーフインストラクター研修会 6月26・27日 静岡/Jステップ 派遣者：西村栄治

36
公認キッズリーダーインストラクター研修会①（2名）
公認キッズリーダーインストラクター研修会②（2名）

①5月14日～16日
②6月4日～6日

①静岡/Jステップ
②静岡/Jステップ

派遣者：①齋藤久允、松井　貴喜
②高崎純司、松岡　卓

■ 強化委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

成年男子：1回戦敗退 1-3 佐賀

女子：1回戦 3-1 沖縄、代表決定戦 0-6 鹿児島、
3位決定戦 2-0 佐賀　＜本大会出場＞

尐年男子：予選リーグ1位/4-1 長崎、1-2 福岡、
4-1 大分　＜本大会出場＞

2 平成22年度第65回国民体育大会　ゆめ半島千葉国体 9月25日（土）～9月30日（木） 千葉県市原市
女子：1回戦 0-7 神奈川に敗退
尐年男子：1回戦 6-2 宮城、2回戦 0-2 福島に敗退

3 熊本県体育協会競技力向上対策事業 4月1日～3月31日 熊本県内各地 国体競技力向上対策事業

1 U-11・12トレセン 通年 県内各地 トレセン事業

2 U-13・14・15トレセン 通年 県内各地 トレセン事業

3 U-16・17トレセン 通年 県内各地 トレセン事業

トレセン

1 平成22年度国民体育大会　第28回九州ブロック夏季大会 8月20日（土）～22日（日） 鹿児島県
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4 U-12・15・17女子トレセン 通年 県内各地 トレセン事業

5 2010U-12ナショナルトレセン＜後期＞ 12月26～29日 大津町 トレセン事業

■ スポーツ医科学委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 第1回九州サッカー協会　スポーツ医学委員会 4月25日 セントラルホテル福岡 会議　ドクター派遣：1名

2 第2回九州サッカー協会　スポーツ医学委員会 8月21日 鹿児島市 会議　ドクター派遣：1名

3 九州サッカーメディカルミーティング 8月21日 鹿児島市 会議　ドクター派遣：1名

4 第3回九州サッカー協会　スポーツ医学委員会 12月11日 福岡市パピヨン21 会議　ドクター派遣：1名

5 九州サッカーメディカルミーティング 12月11日 福岡市パピヨン22 会議　ドクター派遣：1名

6 全国医学委員長会議 1月9日 別府市ビーコンプラザ 会議　ドクター派遣：1名

7 公認D級コーチ指導者養成講習会　※メディカルの知識 6月12・13日 宇城アカデミー ドクター派遣：1名

8 公認D級コーチ指導者養成講習会　※メディカルの知識 8月7・8日 宇城アカデミー ドクター派遣：1名

9 公認D級コーチ指導者養成講習会　※メディカルの知識 10月30・31日 宇城アカデミー ドクター派遣：1名

10 公認C級コーチ指導者養成講習会　※メディカルの知識 8月2～6日 宇城アカデミー ドクター派遣：1名

11 公認C級コーチ指導者養成講習会　※メディカルの知識
11月6・7・21日
12月4・5・18・19日

宇城アカデミー
益城町総合運動公園

ドクター派遣：1名

12
第14回NHK杯熊本県サッカー選手権大会
（第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）

8月29日
益城町陸上競技場
大津町運動公園球技場

ドクター派遣：1名

13 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会　2回戦 9月5日 KKWING ドクター派遣：1名

14
JFA フットボールデー 2010 supported by KIRIN / adidas
～みんなであそぼう　KUMAMOTO～

9月23日（木・祝）
県民総合運動公園
いこいの広場

ドクター派遣：1名

15 ユニクロサッカーキッズ！in KKWING 12月11日 KKWING ドクター派遣：1名

16
JOCジュニアオリンピックカップ
第14回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

1月3・4・5・7・8日 県民総合運動公園 ドクター派遣：2名

■ 郡市協会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 第1回郡市協会連絡会議 5月29日（土）　12時～ グランメッセ熊本 情報交換、県協会連絡事項

2 第2階郡市協会連絡会議 9月18日（土）　6時30分～ 荒尾市（ホテルヴェルデ） 情報交換、県協会連絡事項

3 第65回熊本県民体育祭　サッカー競技 9月18日（土）・19日（日）
長洲町有明サッカー場
ユニバーサルサッカー場

優勝：八代市（10連覇）　準優勝：玉名郡
第3位：菊池郡市・玉名市

4 郡市・市町協会ホームページ支援 12月17日（火）　18時～ 熊本市（国際交流会館）
ホームページセミナー
参加者：24名　講師：熊本日日新聞社

5 第3回郡市協会連絡会議 3月11日（金） 県協会会議室 情報交換、県協会連絡事項

6 郡市協会訪問会議 3月4日（金） 芦北町サッカー協会
郡市協会の現状と課題、
全国ビーチサッカー大会説明

7 各郡・市・町・村協会状況調査〈事業・審判・大会運営能力等〉 通年 各郡・市・町・村協会 各郡・市・町・村協会状況把握

■ ねんりんピック

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 ねんりんピック準備事務局会議 4月～3月（約11回）　19時～ 協会会議室 ねんりんピック準備会議

2
ねんりんピック2011熊本大会サッカー交流大会
リハーサル大会

11月20・21日 大津町運動公園

■ 1種委員会 ＜社会人部会＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 2010　1種委員会社会人部会総会 4月25日（日）　13時30分～ 熊本市植木町生涯学習センター 会議

2 第46回全国社会人サッカー選手権熊本県大会
5月2・9・16・23日
6月6・13日

県営八代運動公園　他
優勝：熊本教員蹴友団
準優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO
第3位：ダイナマイツ八代FC、Well-B熊本

3 第3回九州ビーチサッカーリーグ2010 4月17日～10月3日 芦北町御立岬海水浴場　他
優勝：エスペランサ熊本　準優勝：MSU FC
第3位：エスターテ

4 御立岬ビーチサッカーフェスティバル2010 5月29・30日 芦北町御立岬海水浴場 ※口蹄疫の影響により中止

5 第40回九州自治体職員サッカー選手権大会 5月28～31日 熊本県大津町 ※口蹄疫の影響により中止

6
RKKカップ争奪
第17回全国クラブチームサッカー選手権熊本県大会

6月20日、7月4・11日
益城町陸上競技場
日奈久ドリームランド

優勝：益城ビッグウェーブ　準優勝：OASO1985
第3位：Well-B熊本、スティンガー熊本

7 第46回九州社会人サッカー選手権大会　全国大会予選 8月7・8日 益城町陸上競技場
＜全国大会出場チーム＞HOYO Atletico ELAN（九州ﾘｰｸﾞ）、
ヴォルカ鹿児島（九州ﾘｰｸﾞ）、新日鐵大分サッカー部（九州ﾘｰｸﾞ）、
FC　KAGOSHIMA（鹿児島）



平成22年度　事業報告

8 第45回熊本県サッカーリーグ 7月18日～2月13日 県内各地
＜1部＞優勝：熊本教員蹴友団
＜2部A＞優勝：託麻クラブ
＜2部B＞優勝：八代フューチャーズ

9 熊本県ビーチサッカー大会2010　九州大会熊本県予選 8月15日 芦北町御立岬海水浴場
＜九州大会出場チーム＞
熊本県代表：エスターテ
開催地推薦：エスペランサ熊本

10 第5回九州ビーチサッカー大会2010 9月11・12日 芦北町御立岬海水浴場
優勝：エスペランサ熊本（熊本）
準優勝：ドリームス（佐賀）　第3位：LEON福岡（福岡）

11 第36回協会長旗争奪熊本県総合サッカー選手権大会
2月13・20・27日
3月6・13・20・27日

スポーツの森大津多目的　他
優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO
準優勝：託麻クラブ
第3位：シマズ自動車、熊本大学体育会サッカー部

12 平成22年度熊本県チャンピオンシップサッカー大会 2月27日、3月5・6・13日 益城町陸上競技場　他
優勝：大津高等学校　準優勝：熊本国府高等学校
第3位：Well-B熊本

■ 1種委員会 ＜学生部会＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 2010　1種委員会学生部会総会 4月17日（土）　18時～ 協会会議室 会議

2 第35回熊本地区高専サッカー大会 5月16日 有明高専グラウンド
優勝：熊本高専八代キャンパス　準優勝：有明高専
第3位：熊本高専熊本キャンパス

3
平成22年度大杉杯学生サッカー大会
（第14回NHK杯熊本県サッカー選手権大会学生予選）

5月22日、6月5・19・20日、
7月3・4・10・11日

山鹿後藤グラウンド　他
優勝：熊本学園大学　準優勝：熊本大学
第3位：崇城大学

4 平成22年度熊本県学生サッカーリーグ
9月15・16・22・23日、
10月2・3・9日

熊本高専八代キャンパス
熊本キャンパス

優勝：国立熊本高等専門学校熊本キャンパス
準優勝：熊本学園大学　第3位：熊本大学

5 平成22年度熊本県大学サッカーリーグ 9月12日～11月23日
熊本県立大学グランド
九州看護福祉大学グランド

優勝：九州ルーテル学院大学
準優勝：九州看護福祉大学　第3位：熊本県立大学

6 第4回熊本県学生サッカーフェスティバル 12月11・12日
阿蘇市農村公園あぴか
asovigo

参加チーム：9チーム（県外から1チーム参加）
※がまだすプロジェクト支援事業
＜チャンピオンシップ大会＞
第1代表：熊本学園大学　第2代表：県学生選抜

7
（株）アンサー・インターナショナルカップ争奪
平成22年度熊本県学生サッカー大会

3月15・16・17日
観音山総合運動公園
宇城市立ふれあいスポーツセンター

優勝：熊本学園大学　準優勝：熊本県立大学
第3位：九州ルーテル学院大学

8 学生部会会議 6月～3月（9回） 協会事務所 会議

■ 2種委員会 ＜高校＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 2009　2種委員会総会 4月10日（土）　10時～ 大津町運動公園大会議室 会議

2 JFAプリンスリーグU-18九州2010　熊本開催 1部：4月10・11日、7月10日 大津町運動公園　他
優勝：アビスパ福岡U-18　準優勝：東福岡高等学校
第3位：大分トリニータU-18

3 第21回九州クラブユース（U-18）サッカー選手権大会 4月25日～6月20日 九州各地
優勝：大分トリニータ　準優勝：アビスパ福岡
第3位：サガン鳥栖

4 平成22年度 熊本県高等学校総合体育大会 サッカー競技
5月26・28・29・30・31日、
6月1日

水前寺競技場
益城町陸上競技場　他

優勝：ルーテル学院高等学校
準優勝：熊本学園大学付属高等学校
第3位：熊本商業高等学校、大津高等学校

5 第26回熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯） 7月22・23・24日
県民総合運動公園
水前寺競技場　他

＜未来リーグ＞＜強化リーグ＞
＜チャレンジリーグ＞　各リーグにて順位決定

6 第31回熊本ライオンズカップ高校1年生（U-16）サッカー大会 8月9・10・11・12日 県民総合運動公園　他
優勝：大津高等学校A　準優勝：ロアッソ熊本ユース
第3位：熊本国府高等学校A

7
第14回NHK杯熊本県サッカー選手権大会
（第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）

8月1・28・29日
益城町陸上競技場
大津町運動公園球技場

優勝：熊本学園大学付属高等学校
準優勝：ルーテル学院高等学校
第3位：熊本大学体育会サッカー部、熊本学園大学サッカー部

8 第14回九州クラブユース（U-18）サッカーリーグ 10月3・11・24日 九州各地
優勝：アミーゴス鹿児島　準優勝：西单
第3位：春日イーグルス

9 第89回全国高等学校サッカー選手権熊本県大会
10月10・17・24・30・31日
11月7・13日

県民総合運動公園
大津町運動公園　他

優勝：大津高等学校　準優勝：ルーテル学院高等学校
第3位：熊本学園大学付属高等学校、熊本国府高等学校

10 平成22年度県下高等学校サッカー大会 1月9・15・22・23・29・30日
県民総合運動公園
大津町運動公園　他

優勝：秀岳館高等学校　準優勝：大津高等学校
第3位：熊本国府高等学校　第4位：鎮西高等学校

11 第20回九州クラブユース（U-17）サッカー大会 1月30日～3月12日 福岡フットボールセンター　他
優勝：大分トリニータ　準優勝：アミーゴス鹿児島
第3位：アビスパ福岡

12
第32回九州高等学校（U-17）サッカー大会
（九州高等学校サッカー新人大会）

2月18～21日
県民総合運動公園
水前寺競技場　他

優勝：鹿児島城西高等学校（鹿児島）
準優勝：東海大学付属第五高等学校（福岡）
第3位：佐賀県立佐賀東高等学校（佐賀）

13 2010チャンピオンズリーグ熊本U-18 6月9日～12月25日
県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンド　他

＜優勝＞　1部：秀岳館高等学校
2部：熊本北高等学校3部：宇土高等学校

■ 3種委員会 ＜中学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 2010　3種クラブユース総会 4月11日（日） KKWING　会議室 会議

2 2010　3種委員会総会 4月17日（土）　13時～ 大津町運動公園体育館 会議

3 第25回熊本県クラブユース（U-15）サッカー選手権大会 6月5・6・12・13・19日 益城町陸上競技場　他
優勝：熊本ユナイテッドSC
準優勝：Veb sports バレイアサッカークラブU-15
第3位：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO、シャルムFC熊本

4 熊本県中体連大会サッカー大会 7月24・25日
益城町陸上競技場
菊陽杉並木スポーツ広場　他

優勝：玉名中学校　準優勝：矢部中学校
第3位：松橋中学校、苓北中学校

5
平成22年度第31回熊本県U-15サッカー総合選手権大会 兼
高円宮杯全日本ユース（U-15）サッカー選手権熊本県大会

8月28・29日、
9月4・5・12・18・19・23日

県民総合運動公園
益城町陸上競技場　他

優勝：熊本ユナイテッドSC
準優勝：バレイアサッカークラブU-15
第3位：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO、UKI-C．FC

6 2010年度熊本県クラブユースサッカー（U-14）大会
12月18・19・23日、
1月9・10・15日

益城町陸上競技場
熊本県民総合運動公園　他

優勝：ソレッソ熊本　準優勝：UKI-C.FC
第3位：ESPADA.FC

7
第39回熊本県教員蹴友会会長旗争奪
熊本県中学校新人サッカー大会

1月29・30日、2月5・6日 竜北中学校、鏡中学校　他
優勝：阿蘇北中学校　準優勝：松橋中学校
第3位：竜北・玉名
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8 第20回九州クラブユース（U-14）サッカー大会 2月5・6・26・27日 熊本県・鹿児島県
優勝：アビスパ福岡U-15（福岡）
準優勝：SOLEIL（福岡）
第3位：太陽スポーツ（鹿児島）、サガン鳥栖（佐賀）

9 第37回熊本県中学校教職員サッカー大会 熊本市内中学校 優勝：阿蘇北中学校

10 平成22年度第24回九州中学校（U-14）サッカー大会 3月26・27・28日
スポーツの森大津
県民総合運動公園

優勝：霧島市立国分中学校（鹿児島）
準優勝：久留米市立田主丸中学校（福岡）
第3位：宮崎日本大学中学校（宮崎）、熊本市立京陵中学校（熊本）

11 第1回九州U-15サッカーリーグ H22年2月14日～9月26日 九州各地
優勝：アビスパ福岡　準優勝：小倉单
第3位：カティオーラ

12 2009-2010熊本県サッカーリーグU-15　1部後期 4月11日～7月19日 益城町陸上競技場　他
優勝：熊本ユナイテッドSC
準優勝：バレイアサッカークラブU-15
第3位：アルバランシア熊本

13 2009-2010熊本県サッカーリーグU-15　2部後期 4月18日～5月29日 七城運動公園　他

＜グループA＞優勝：シャルムFC熊本　準優勝：錦ケ丘中学校
第3位：出水中学校
＜グループB＞優勝：八代第四中学校　準優勝：八代第一中学校
第3位：長嶺中学校

14 2010-2011熊本県サッカーリーグU-15　1部前期 10月2日～12月12日 県内各地
優勝：バレイアサッカークラブU-15
準優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO
第3位：アルバランシア熊本

15 2010-2011熊本県サッカーリーグU-15　2部前期 10月2日～12月11日 県内各地

＜グループA＞優勝：UKI-C.FC　準優勝：ESPADA.FC
第3位：錦ケ丘中学校
＜グループB＞優勝：ソレッソ熊本　準優勝：八代第一中学校
第3位：出水中学校

16 2010-2011熊本県サッカーリーグU-15 代表決定戦及び入替戦
1月16・22・23日、
2月19・20日、3月5日

県内各地

17 第3種委員会トレーニングセンター 通年 熊本県内グランド トレセン事業

■ 4種委員会 ＜小学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1
2010　4種委員会総会
＊（総会終了後）ポカリスウェットU-12リーグ指導者講習会

4月11日（日）　9時30分～ フードパル熊本食品交流会館 計画・登録・全日本

2 平成22年度ジュニアカップ（U-11）8人制大会 4月24・25日 パークドーム熊本
優勝：UKI-C.FC U-12
準優勝：黒石団地フットボールクラブ
第3位：FC ESPACIO熊本

3 平成22年度ジュニアカップ（U-10）8人制大会 5月8・9日 パークドーム熊本
優勝：河江イレブン　準優勝：FC BIGWAVE
第3位：ディラネーロ天草

4 第34回全日本尐年サッカー大会熊本県大会
5月29日（開会式・集い）
6月12・13・19・20日

熊本市食品交流会館
スポーツの森大津球技場　他

優勝：ソレッソ熊本ヴィットーリア
準優勝：シャルムFC熊本　第3位：河江イレブン

5 第30回九州ブロックスポーツ尐年団サッカー交流大会 8月6～8日 大津町運動公園 熊本県体育協会主催事業

6
第18回RKK・タカスギカップ
火の国尐年サッカートレセン熊本県大会

8月14日 パークドーム熊本
＜1位グループ＞
優勝：熊本西　準優勝：菊池　第3位：荒尾玉名

7 第36回熊日学童オリンピック大会サッカー競技
10月9日（開会式・抽選会）
11月3・6・7・13・14日

ラポート
県下各会場、大津町運動公園

優勝：アルバランシア熊本FC
準優勝：シャルムFC熊本
第3位：ソレッソ熊本ヴィットーリア

8 熊本県チビリンピック小学生8人制サッカー大会 12月4・5・11・12日
観音山総合運動公園サッカー場
稲川グラウンド、小川小学校

優勝：FC BIGWAVE　準優勝：ディラネーロ天草
第3位：河江イレブン、エンフレンテ熊本

9 2010U-12ナショナルトレセン＜後期＞ 12月26～29日 大津町 トレセン事業

10 第42回熊本県尐年サッカー選手権大会（大谷杯）
1月29日（開会式・抽選会）
2月5・6・11・12日

県民総合運動公園スポーツ広場
大津町運動公園多目的　他

優勝：ソレッソ熊本ヴィットーリア
準優勝：FC ESPACIO熊本
第3位：アルバランシア熊本FC、シャルムFC熊本

11
第9回スポーツハヤカワカップ
第32回熊本県尐年サッカー新人大会（田嶋杯）

1月29日（開会式・抽選会）
2月19・20・26・27日

県民総合運動公園体育館
観音山グランド　他

優勝：ソレッソ熊本フォルツァ
準優勝：バレイアサッカークラブU-12
第3位：エンフレンテ熊本スポーツクラブU-12

12 第14回塚野杯熊本県地域選抜尐年サッカー大会U-11 3月5・6日 県営八代運動公園グランド
優勝：宇城市トレセン　準優勝：熊本西トレセン
第3位：上益城トレセン

13 第21回熊本県地域選抜尐年サッカー大会U-12 3月12・13日 宇城市観音山グランド
優勝：熊本西トレセン・菊池トレセン（両者優勝）
第3位：上益城トレセン

14 2011第1回九州地域ジュニア（U-10）サッカーフェスティバル 3月19・20日 パークドーム熊本
＜1位グループトーナメント＞優勝：河江（熊本）
準優勝：エンフレンテ（熊本）　第3位：香月（福岡）

15 ポカリスウェットU-12リーグin熊本
春季：4月～6月　夏季：7月～9月
秋季：10月～12月　冬季：1月～3月

県内16地区 PHQ支援事業で実施

16 U-11 熊本県トレセン 通年 各地 トレセン事業

17 U-12 熊本県トレセン 通年 各地 トレセン事業

■ 女子委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 2010　女子委員会総会 4月11日（日）　9時～ 火の国ハイツ 会議

2 第15回熊本県女子ユース（U-15)サッカー選手権大会 5月2・3日 そよ風パーク
優勝：MELSA熊本FCソヒーア
準優勝：ルネサンス熊本フェニックス
第3位：熊本ユナイテッドSC、宇土鶴城中学校女子サッカー部

3 第7回熊本県高等学校女子サッカー選手権大会 ※参加チーム不足の為、大会未実施

4 第15回九州女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 6月5・6日
県営八代運動公園陸上競技場
多目的広場

優勝：大分トリニータ（大分）
準優勝：神村学園中等部女子サッカー部（鹿児島）
第3位：MELSA熊本FC（熊本）、NJSS（長崎）

5 第22回全国レディースサッカー熊本県大会 6月20日 菊陽町民グラウンド
優勝：スポーツの森・大津マリノス　準優勝：FLMIX
第3位：城山FCレディース

6 第14回熊本県女子ユース（U-18)サッカー選手権大会 7月17・18日 菊陽町民グラウンド、asovigo
優勝：MELSA熊本FCアマール　準優勝：熊本ユナイテッドSC
第3位：宇土市立鶴城中学校女子サッカー部、
ほくぶ総合スポーツクラブ　クレスト
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7
第16回女子ユース(U-15)サッカーINくまもと
（JFAガールズサッカーフェスティバル2010）

7月24・25日
そよ風パーク芝生グラウンド
菊陽町民グラウンド

優勝：青崎S.C. Hanako Clover's（佐賀）、
MELSA熊本FCソヒーア（熊本）
第3位：大分トリニータレディースU-15（大分）、
ルネサンス熊本FC・フェニックス（熊本）

8 第20回熊本県女子ユース（U-12)サッカー選手権大会 9月11・12日 菊陽町杉並木公園グラウンド
優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO レディース
準優勝：MELSA熊本フットボールクラブボニータ
第3位：熊本ユナイテッドSCエーマ

9 TKUカップ第29回熊本県女子サッカー選手権大会 9月19・20日 そよ風パーク
優勝：MELSA熊本フットボールクラブアマール
準優勝：熊本ユナイテッドSCフローラ
第3位：ルネサンス熊本フットボールクラブ・フェニックス

10 JFAレディースサッカーフェスティバル2010 IN くまもと 10月11日 菊陽町町民総合運動場

＜りんどうグループ＞優勝：TEAM吉富　第2位：Big ベアーズ
第3位：スィートキャンディーズ
＜たんぽぽグループ＞優勝：大津マリノス　第2位：まぜまぜ
第3位：城山FCレディース

11 第36回熊日学童五輪サッカー競技（女子の部）大会 10月31日・11月3日 菊陽町杉並木公園グラウンド
優勝：MELSA熊本フットボールクラブボニータ
準優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO レディース
第3位：熊本ユナイテッドSCエーマ

12
なでしこサッカーフェスティバル
（JFAレディース/ガールズサッカーフェスティバル2010）

11月23日 県民総合運動公園補助競技場 各パート優勝

13
JOCジュニアオリンピックカップ
第14回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

1月3・4・5・7・8日 県民総合運動公園
優勝：日テレ・メニーナ（東京）
準優勝：藤枝順心高等学校（静岡）
第3位：日ノ本学園高等学校（兵庫）

14 第17回さわやか女子ジュニアサッカー大会 1月29・30日 菊陽町杉並木公園
優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO レディース
準優勝：MELSA熊本フットボールクラブボニータ
第3位：ルネサンス熊本FCジュニア

15 第29回熊本県女子サッカー総合選手権大会 2月11・12・13日
益城町総合運動公園、
七城町運動公園

優勝：ルネサンス熊本
準優勝：MELSA熊本FCアマール
第3位：熊本ユナイテッドSCフローラ

16 第11回熊本県女子ジュニア（U-12)サッカーリーグ
前期：7月4・25日、8月8・29日
後期：12月19日、1月10日、
2月13日、3月21日

合志みずき台グラウンド
菊陽町杉並木公園

第1位：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO レディース
第2位：ルネサンス熊本フットボールクラブジュニア
第3位：MELSA熊本フットボールクラブボニータ

17 第15回熊本県女子サッカーリーグ　（1部） 6月～11月 県下各会場
優勝：MELSA熊本FCソヒーア
準優勝：ルネサンス熊本フットボールクラブ・フェニックス
第3位：Kikuyo FC 2010

18 第15回熊本県女子サッカーリーグ　（2部） 6月5日～2月20日 杉の子グランド　他
優勝：ソレイユ熊本フットボールクラブ
準優勝：遠山ドリームズ　第3位：F.C.リベルテ

19 熊本県女子（U－12）トレセン 通年 各地

20 熊本県女子（U－15）トレセン 通年 各地
U-15年代のトレセン
九州トレセン､ナショナルトレセンに繋がる

21 熊本県女子（U－17）トレセン 通年 各地

■ シニア委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 2010　シニア委員会総会 3月21日（日）　17時～ 協会会議室 会議

2 第5回九州シニア（O-60）サッカー大会 4月4日 益城町陸上競技場 優勝：鹿児島元老FC　準優勝：O-60熊本選抜

3 第19回熊本県シニアサッカーリーグ 5月5日～8月29日
北熊本自衛隊グランド
日奈久ドリームG　他

優勝：ランザ熊本シニア
準優勝：熊本ベアーズサッカークラブ
第3位：熊本県教員蹴友団OB

4 第22回ねんりんピックサッカー県予選大会 5月22日 肥後銀行菊陽グラウンド
優勝：熊本オールドキッカーズ紅組
準優勝：熊本オールドキッカーズ白組
第3位：ランザ熊本シニア

5 第4回熊本県シニア（O-50）リーグ 9月12日～11月14日 北熊本自衛隊グランド
優勝：ミノタウロスFC・ランザ熊本SC
準優勝：荒玉トシトラーズ・熊本四十雀SC
第3位：单園シニアSC

■ フットサル委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 第1回熊本県高校生フットサルリーグ2010プレ大会 5月4日 巻フットサルセンターカベッサ熊本
＜上位トーナメント＞優勝：ルーテル学院高校
準優勝：国府高校C　第3位：国府高校A

2 第9回九州フットサルリーグ 5月22日～2月13日 九州各地
優勝：ボルク北九州　準優勝：LEON福岡
第3位：Kagoshima　FR

3 第1回U-14ブリリアントリーグ 7月3日～10月16日 フットサルパーク熊本 中学生を対象としたリーグ戦

4 九州大学フットサル大会2010熊本県予選 ※参加チーム不足の為、未実施

5 全国選抜フットサル大会九州予選大会 6月26・27日 沖縄県 優勝：福岡県　準優勝：宮崎県

6 第2回熊本県高校生フットサルリーグ2010プレ大会 7月31日～8月13日 巻フットサルセンター カベッサ熊本
優勝：ルーテルA　準優勝：国府A
第3位：ガマダスFC

7 第16回九州ユース（U-15）フットサル熊本県大会 9月19日 熊本市総合体育館
優勝：エスペランサ熊本　準優勝：なかよし会
第3位：カベッサ熊本、熊本YMCA

8 第7回九州女子フットサル選手権熊本大会
※未実施。九州大会へはPrimeiro kumamotoを熊本
県代表チームとして推薦

9 第1回九州女子ユース（U-15）フットサル熊本県大会 ※未実施。九州大会へは選抜チームを派遣

10
Yes! SPORTS・バーモントカップ
第20回全日本尐年フットサル選手権熊本県大会

10月11・24日
パークドーム熊本
ウイングまつばせ

優勝：ソレッソ熊本ヴィットーリア
準優勝：熊本YMCA FC U-12
第3位：FC ESPACIO熊本、アルバランシア熊本SC

11 PUMA CUP 2011 第16回九州フットサル選手権熊本大会 10月10日、11月7日 ウイングまつばせ 優勝：FUKUEI JAPAN　準優勝：ケルケル

12 トリムカップ2011 第3回全国女子選抜フットサル大会九州予選 1月15・16日・2月13日
熊本市総合体育館
アクシオン福岡

優勝：大分県選抜　準優勝：宮崎県選抜
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13 第14回熊本県フットサルリーグ　1部・2部 6月20日～3月21日
ウイングまつばせ
熊本市総合体育館　他

＜1部＞優勝：EGOISTA　準優勝：ケルケル
第3位：FS.SolBiAnca

14 第14回熊本県フットサル3部リーグ 9月25日～2月6日 県内各施設 優勝：FC東陽　準優勝：KARAFUTO　第3位：freek

15 第14回熊本県ナイターフットサルリーグ 9月19日～1月23日 各フットサル施設
＜ﾉｰｽﾘｰｸﾞ＞優勝：EGOISTA　準優勝：FC Spiidz熊本
第3位：サンズ甲佐
＜ｳｪｽﾄﾘｰｸﾞ＞優勝：Joker　準優勝：Soleil　第3位：S.K.B

16 熊本県大学フットサルリーグ ※未実施

1
JFAファミリーフットサルフェスティバル2010 with KIRIN
スペシャルステージ in カベッサ熊本

5月30日 巻フットサルセンター カベッサ熊本 参加チーム：24チーム　　参加人数：176名

2
JFAファミリーフットサルフェスティバル2010 with KIRIN 熊本
in スキルアップ

6月27日 スキルアップフットサルパーク 参加チーム：10チーム　　参加人数：100名

3
JFAファミリーフットサルフェスティバル2010 with KIRIN 熊本
in 芦北

8月1日 田浦中体育館 参加チーム：8チーム　　参加人数：80名

4
JFAファミリーフットサルフェスティバル2010 with KIRIN 熊本
in 人吉

10月16日 人吉市カルチャーパレス 参加チーム：8チーム　　参加人数：100名

5
JFAファミリーフットサルフェスティバル2010 with KIRIN 熊本
in フットサルパーク熊本

11月21日 フットサルパーク熊本 参加チーム：12チーム　　参加人数：117名

6
JFAファミリーフットサルフェスティバル2010 with KIRIN 熊本
in カベッサ熊本

1月23日 巻フットサルセンター カベッサ熊本 参加チーム：8チーム　　参加人数：100名

1 第13回XEBIOカップフットサル大会 中止

■ キッズフェスティバル

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 JFAキッズ（U-6/7）サッカーフェスティバル2010 熊本 in 山鹿 7月31日 山鹿カルチャースポーツセンター 参加チーム：117チーム　　参加人数：1,170名

2 JFAキッズ（U-8/9）サッカーフェスティバル2010 熊本 in 山鹿 8月1日 山鹿カルチャースポーツセンター 参加チーム：151チーム　　参加人数：1,510名

3 JFAキッズ（U-6）サッカーフェスティバル2010 熊本 in 天草 10月31日 本渡運動公園陸上競技場 参加チーム：28チーム　　参加人数：250名

■ 九州サッカー協会＜諸会議等＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 第１回常任理事会・第1回理事会
4月24日（土）
常任：11時～　理事：14時～

福岡県（セントラルホテル） 会議

2 第2回常任理事会・第2回理事会
7月3日（土）
常任：11時～　理事：14時～

福岡県（セントラルホテル） 会議

3 第3回常任理事会 10月16日（土）　15時～ 福岡県（セントラルホテル） 会議

4 第4回常任理事会・第3回理事会
12月18日（土）
常任：11時～　理事：14時～

福岡県（セントラルホテル） 会議

5 第5回常任理事会・ホームページ作成会議・第4回理事会
平成23年2月12日（土）
常任：11時～　理事：14時～

福岡県（セントラルホテル） 会議

6 九州サッカー協会委員長会議・事務局連絡協議会 11月13日（土）　14時～ 福岡県（セントラルホテル） 会議

7 九州サッカー協会行事に関する記者会見（22年度分） 平成23年3月24日（木） 福岡県（セントラルホテル） 記者会見

8 九州サッカー協会会計監査（22年度分） 平成23年4月16日（土）　14時～ 福岡県（セントラルホテル） 監査

9 登録説明会（23年度分）及び事務局連絡協議会 平成23年1月22日（土） 佐賀市：四季彩ホテル千代田館 会議

10 フットボールカンファレンス 平成23年1月8・9・10日 大分県別府市

■ 日本サッカー協会＜諸会議等＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容

1 第1回・第2回JFA評議員会 7月25日（日）　13時～／16時～ JFAハウス 会議

2 全国専務理事会議 12月12日（日）　13時～ JFAハウス 会議

3 第3回JFA評議員会 平成23年4月2日（土）　13時～ 大阪　新阪急ホテル 会議

フェスティバル

後援事業


