
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 ＪＦＡの約束２０１５ 》 

 

２０１５年には、世界でトップ１０の組織となり、 

ふたつの目標を達成する。 

１．サッカーを愛する仲間＝サッカーファミリーが 

５００万人になる。 

２．日本代表チームは、 

世界でトップ１０のチームになる。 

《 ＪＦＡの約束２０５０ 》 

 

２０５０年までに、すべての人々と喜びを分かち合う 

ために、ふたつの目標を達成する。 

１．サッカーを愛する仲間＝サッカーファミリーが 

１，０００万人になる。 

２．ＦＩＦＡワールドカップを日本で開催し、 

日本代表チームはその大会で優勝する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 2011/3/21 理事会決定 

ＪＦＡの理念 

 

サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、 

人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。 

ＪＦＡのビジョン 

 

サッカーの普及に努め、スポーツをより身近にすることで 

人々が幸せになれる環境を作り上げる。 

 

サッカーの強化に努め、日本代表が世界で活躍することで、 

人々に勇気と希望と感動を与える。 

 

常にフェアプレーの精神を持ち、国内の、更には 

世界の人々と友好を深め、国際社会に貢献する。 



 

 

  【ＫＦＡの２０１２重点目標】 

 

      （社）熊本県サッカー協会の基本構想を具現化することにより、 

         サッカーを通じて豊かなスポーツ文化の振興に寄与し、 

         人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献します。 

      そこで、２０１２年度は次のことを重点目標として取り組みます。 

 

 

 ■ スキルアップで九州ＮＯ１の実現 

 ■ ＪＦＡアカデミー熊本宇城との連携推進 

 ■  ロアッソ熊本の支援 

 ■ 地域及び各種スポーツ団体との連携強化 

 ■  地球環境に配慮したエコプレーの推進 

 

 

                  ◆ スキルアップで九州ＮＯ１の実現 

          １ 一般社団法人化に伴う業務執行の見直し 

          ２  フェアプレーとリスペクト推進活動の取り組み開始 

          ３ 国体２種別の本大会同時出場権の獲得 

          ４ 指導者有資格者の1.4倍増計画の推進 

          ５  ユース審判員の育成強化 

 

              ◆ ＪＦＡアカデミー熊本宇城との連携推進 

               １ 連携協調事業の拡充 

               ２ アカデミースタッフの活用推進 

                    ３  各施設の活用促進 

 

              ◆  ロアッソ熊本の支援 

               １ 支援募金活動の継続 

               ２ ロアッソの地域貢献活動への協力 

                    ３  練習環境確保への協力 

 

              ◆ 地域及び各種スポーツ団体との連携強化 

               １ 事業委託と事業共催の拡大 

               ２  相互のホームぺージリンクの拡充 

                    ３  グラウンド確保対策の推進 

 

              ◆  地球環境に配慮したエコプレーの推進 

               １ 主催事業でのエコフラッグ掲示の促進 

               ２  エコ活動推進対象事業の指定 

                    ３ ホームページと広報誌へのエココーナー常設 

 

 

 

 

 

 

    



平成24年度　事業計画　（案）

■ 事務局（会議）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

1 第1回常務理事会 5月9日（水）18時30分～ 協会会議室 （一社）熊本県サッカー協会

2 第1回理事会 5月16日（水）19時～ 協会会議室 決算及び事業報告 （一社）熊本県サッカー協会

3 平成24年度定時総会 5月26日（土）16時～ 火の国ハイツ （一社）熊本県サッカー協会

4 第2回常務理事会 6月16日（土）17時30分～ 未定 （公財）日本サッカー協会

5 第1回顧問会議 6月16日（土）18時30分～ 未定 （一社）熊本県サッカー協会

6 JFA-47都道府県協会訪問会議 6月22日（金）18時30分～ 協会会議室 JFAとの意見交換会 （一社）熊本県サッカー協会

7 第3回常務理事会 9月5日（水）18時30分～ 協会会議室 （一社）熊本県サッカー協会

8 第2回理事会 9月12日（水）19時～ 協会会議室 表彰推薦 （一社）熊本県サッカー協会

9 第4回常務理事会 11月7日（水）18時30分～ 協会会議室 （一社）熊本県サッカー協会

10 第5回常務理事会
平成25年3月13日（水）
18時30分～

協会会議室 （一社）熊本県サッカー協会

11 第3回理事会
平成25年3月20日（水・祝）
18時～

協会会議室
予算及び事業計画
表彰推薦

（一社）熊本県サッカー協会

■ 事務局（事業）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

1 西日本OBサッカー連盟 全域大会2012熊本 4月7・8日
大津町運動公園
熊本県民総合運動公園

協賛事業 西日本OBサッカー連盟

2 KIRIN SOCCER FIELD 2012 7月7日（土） KKWING
サッカー教室
小学1年生～6年生100名対象

ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）

3 2012年度SMCサテライト講座 7月21・22・29日
小川総合文化センター
ラポート

スポーツに関わる人を対象とした講座 （公財）日本サッカー協会

4 マッチコミッショショナー研修会派遣事業 8月17日（金）～20日（月） 沖縄県うるま市、金武町 2名派遣 九州サッカー協会

5
平成24年度国民体育大会
第30回九州ブロック夏季大会

8月17日（金）～20日（月） 沖縄県うるま市、金武町 成年男子・女子・少年男子応援 九州サッカー協会

6
JFA フットボールデー 2012
～みんなであそぼう　KUMAMOTO～

9月17日（月・祝） 県民総合運動公園 JFA全国イベント （一社）熊本県サッカー協会

7 平成24年度第67回国民体育大会　ぎふ清流国体
9月29日（日）～10月4日
（木）

岐阜県大垣市、養老町、
飛騨市

代表応援 （公財）日本体育協会

8 平成24年度新規事業実務者研修会 未定 未定 新規事業企画提案書作成 （一社）熊本県サッカー協会

9
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN スペシャルステージ

11月4日
巻フットサルセンター
カベッサ熊本

幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

10 平成24年度功労者表彰式及び祝賀会 11月23日（金・祝） 熊本交通センターホテル 功労者表彰及び祝賀会 （一社）熊本県サッカー協会

11 ユニクロサッカーキッズ！ in　KKWING 12月22日（土） KKWING U-6年代（参加者1,000名） （一社）熊本県サッカー協会

■ 総務委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

1 委員会開催事業 委員会　年10回 協会事務所 会議 （一社）熊本県サッカー協会

2 平成24年度緒方健司賞表彰事業 11月23日（金・祝） 熊本交通センターホテル 表彰式 （一社）熊本県サッカー協会

3 エコプレーの推進事業 6月末 協会事務所 エコプレー旗（大）の購入 （一社）熊本県サッカー協会

■ 財務委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 財務委員会運営会議 4月・7月・10月・1月・3月 協会事務所 決算処理会議 （一社）熊本県サッカー協会

■ 広報委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 広報委員会 委員会　年4回 協会事務所 会議 （一社）熊本県サッカー協会

2 広報誌発行 4月・7月・10月・1月 年4回発行 （一社）熊本県サッカー協会

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 （一社）熊本県サッカー協会

■ 事業委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1
なでしこリーグ2012
INAC神戸レオネッサ vs 岡山湯郷Beｌｌe

5月26日（土）　12：30～ KKWING
有料
協力事業

（公財）日本サッカー協会
（一社）日本女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

2 KIRIN SOCCER FIELD 2012 7月7日（土） KKWING
サッカー教室
小学1年生～6年生100名対象

ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）

3 第16回NHK杯熊本県サッカー選手権大会 7月15日・8月12・26日 大津町運動公園 他
決勝：有料
トーナメント戦

（一社）熊本県サッカー協会



平成24年度　事業計画　（案）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

4 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 9月1 or 2日 県民総合運動公園
有料
トーナメント戦

（公財）日本サッカー協会
（公社）日本ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

5 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦 9月8 or 9日 県民総合運動公園
有料
トーナメント戦

（公財）日本サッカー協会
（公社）日本ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

6
JFA フットボールデー 2012
～みんなであそぼう　KUMAMOTO～

9月17日 県民総合運動公園 JFA全国イベント （一社）熊本県サッカー協会

7 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦 10月10日 県民総合運動公園
有料
トーナメント戦

（公財）日本サッカー協会
（公社）日本ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

8 第91回全国高等学校サッカー選手権熊本県大会
10月13・14・21・28日
11月3・4・10・17日

県民総合運動公園
水前寺陸上競技場 他

準決勝・決勝：有料
トーナメント戦

（一社）熊本県サッカー協会

9 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

熊本県、熊本市、八代市、大津町等と
連携し事業実施

（一社）熊本県サッカー協会

■ 審判委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 Ｓ4級審判員認定講習会（14回） 通年 各会場 資格認定講習会 （一社）熊本県サッカー協会

2 Ｓ4級審判員更新講習会（8回） 1月以降 各会場 資格更新講習会 （一社）熊本県サッカー協会

3 Ｓ3級審判員認定講習会（3回） 通年 各会場 資格認定講習会 （一社）熊本県サッカー協会

4 Ｓ3級審判員更新講習会（5回） 1月以降 各会場 資格更新講習会 （一社）熊本県サッカー協会

5 Ｆ4級審判員認定講習会（3回） 通年 各会場 資格認定講習会 （一社）熊本県サッカー協会

6 Ｆ4級審判員更新講習会（2回） 10月以降 各会場 資格更新講習会 （一社）熊本県サッカー協会

7 Ｆ3級審判員認定講習会（1回） 未定 各会場 資格認定講習会 （一社）熊本県サッカー協会

8 Ｆ3級審判員更新講習会（1回） 11月 各会場 資格更新講習会 （一社）熊本県サッカー協会

9 Ｓ3級審判トレセンＣ（6回） 6月～12月　6回 県内 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

10 Ｓ2級審判員昇格研修会
男子
女子

九州内 資格昇格研修会 九州サッカー協会

11 県内Ｓ2級審判員強化研修会 未定 未定 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

12 県内女子審判員セミナー（3回） 5月、7月、2月 未定 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

13 九州審判トレセン 通年 九州内 研修会 九州サッカー協会

14 レフェリーセミナー 月1回（毎月第3木曜日） 県内 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

15 フットサル審判員セミナー 通年（3回） 未定 実技研修会 （一社）熊本県サッカー協会

16 Ｓ2級審判員・インストラクター合同研修会 9月 県内 実技研修会 （一社）熊本県サッカー協会

17 3級インストラクター認定講習会（2回） 通年 各会場 資格認定講習会 （一社）熊本県サッカー協会

18 インストラクターセミナー 月1回（毎月2木曜日） 熊本市 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

19 インストラクター各種大会派遣 通年 各会場 各種大会へ派遣 （一社）熊本県サッカー協会

20 九州ブロック国体派遣 8月 沖縄県 審判員及びインストラクター派遣 九州サッカー協会

21 全国高校総体審判員派遣 8月 長野県 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

22 障害者競技審判員研修会 未定 未定 審判実技の研修 （一社）熊本県サッカー協会

23 ユース審判員セミナー 未定 未定 審判実技の研修 （一社）熊本県サッカー協会

■ 技術委員会＜事業＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 公認キッズリーダー養成講習会 通年 県内各地 指導者講習会 （一社）熊本県サッカー協会

2 公認D級コーチ養成講習会 6月23日～24日 熊本工業高等学校 指導者講習会 （一社）熊本県サッカー協会

3 公認C級コーチ養成講習会（前期）
6月23日・24日・7月5日・12
日・19日・26日・29日

熊本工業高等学校
運動公園スポーツ広場

指導者講習会 （一社）熊本県サッカー協会

4 公認C級コーチ養成講習会（後期）
9月6日・13日・27日・10月6
日

熊本工業高等学校
運動公園スポーツ広場

指導者講習会 （一社）熊本県サッカー協会

5 公認指導者研修会（A/B級リフレッシュ研修会） Ｈ25年2月9・10日 九州 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

6
公認指導者研修会（A/B級リフレッシュ研修会）
兼 A級トライアル

Ｈ25年3月9・10日 福岡県 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

7 公認指導者研修会（C級リフレッシュ研修会） 通年 県内各地 研修会 （一社）熊本県サッカー協会

8 全国技術委員長会議 平成25年2月18・19日 未定 会議派遣 （公財）日本サッカー協会

9 47FAユースダイレクター研修会（前期） 7月20～22日 静岡県/時之栖 指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

10
47FAインストラクター研修会　九州
（公認Ｃ級コーチ指導者養成講習会講師対象）

未定 九州 指導者派遣 九州サッカー協会



平成24年度　事業計画　（案）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

11
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）

①6月1日～3日
②6月8日～10日

静岡県/中伊豆ﾜｲﾅﾘ-ﾋﾙｽﾞ 指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

12
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5日～8日
②10月12日～14日

静岡県/中伊豆ﾜｲﾅﾘ-ﾋﾙｽﾞ 指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

13 ナショナルトレセンU-12　九州（前期） 10月6～8日 大分県/湯布院 指導者派遣 九州サッカー協会

14 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 指導者派遣 九州サッカー協会

15
ナショナルトレセンU-12　九州（ファイナル）
兼 U-12スタッフ研修会

Ｈ25年2月23・24日 宇城アカデミー 指導者派遣 九州サッカー協会

16 ナショナルトレセンU-14　九州（前期） 5月16～20日 大分県 指導者派遣 九州サッカー協会

17 ナショナルトレセンU-14　九州（後期） 11月21～25日 大分県 指導者派遣 九州サッカー協会

18 U-14トレセンスタッフ研修会 6月16～17日 宇城アカデミー 指導者派遣 九州サッカー協会

19 U-16トレセンスタッフ研修会 7月14～15日 宇城アカデミー 指導者派遣 九州サッカー協会

20 公認A級コーチ養成講習会（2名）　コース③
前期：6月17日～23日
後期：11月5日～11日

静岡県/時之栖 指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

21 公認A級コーチU-12養成講習会（3名）　コース②
前期：6月26日～7月1日
後期：10月30日～11月4日

宇城アカデミー 指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

22 公認B級コーチ派遣（8名） 通年 全国各地 指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

23 キッズリーダーチーフインストラクター研修会 6月16日～17日 静岡県/Jステップ 指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

24 公認キッズリーダーインストラクター研修会（1名） 5月18日～20日 静岡県/Jステップ C級コーチ以上の指導者派遣 （公財）日本サッカー協会

25
第2回熊本育成フットボールフォーラム
（C級リフレッシュ研修会）

未定 未定 指導者講習会 （一社）熊本県サッカー協会

■ 強化委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1
平成24年度国民体育大会
第30回九州ブロック夏季大会

8月17日（金）～20日（月） 沖縄県うるま市、金武町 成年男子・女子・少年男子代表出場 九州サッカー協会

2 平成24年度第67回国民体育大会　ぎふ清流国体
9月29日（日）～10月4日
（木）

岐阜県大垣市、養老町、
飛騨市

（公財）日本体育協会

3 熊本県体育協会競技力向上対策事業 通年 熊本県内各地 国体競技力向上対策事業 （財）熊本県体育協会

1 U-11・12トレセン 通年 各地 トレセン事業 （一社）熊本県サッカー協会

2 U-13・14・15トレセン 通年 各地 トレセン事業 （一社）熊本県サッカー協会

3 U-16・17トレセン 通年 各地 トレセン事業 （一社）熊本県サッカー協会

4 U-12・15・17女子トレセン 通年 各地 トレセン事業 （一社）熊本県サッカー協会

■ スポーツ医科学委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 第2回九州サッカー協会　スポーツ医学委員会 4月24日 福岡 会議　事務局・トレーナー派遣：2名 九州サッカー協会

2 第3回九州サッカー協会　スポーツ医学委員会 8月18～21日 沖縄 会議　事務局派遣：1名 九州サッカー協会

3 九州サッカーメディカルミーティング 8月18～21日 沖縄 会議　事務局派遣：1名 九州サッカー協会

4 第4回九州サッカー協会　スポーツ医学委員会 12月 福岡 会議　事務局・トレーナー派遣：2名 九州サッカー協会

5 九州サッカーメディカルミーティング 12月 福岡 会議　事務局・トレーナー派遣：2名 九州サッカー協会

6 平成24年度全国医学委員長会議 1月 未定 会議　ドクター派遣：1名 （公財）日本サッカー協会

7
公認D級コーチ指導者養成講習会
※メディカルの知識

未定 未定 ドクター派遣：1名 （一社）熊本県サッカー協会

8
公認C級コーチ指導者養成講習会
※メディカルの知識

未定 未定 ドクター派遣：1名 （一社）熊本県サッカー協会

9 KIRIN SOCCER FIELD 2012 7月7日（土） KKWING ドクター派遣：1名 ｷﾘﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）

10 第16回NHK杯熊本県サッカー選手権大会 7月15日・8月12・26日 大津町運動公園 他 ドクター派遣：1名 （一社）熊本県サッカー協会

11
JFA フットボールデー 2012
～みんなであそぼう　KUMAMOTO～

9月17日 県民総合運動公園 ドクター派遣：1名 （一社）熊本県サッカー協会

12 ユニクロサッカーキッズ！ in　KKWING 12月22日 KKWING ドクター派遣：1名 （一社）熊本県サッカー協会

13 医学委員会・トレーナー合同会議 未定（年3回予定） 熊本市 未定 （一社）熊本県サッカー協会

■ 郡市協会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 郡市協会支援事業講習会 5月26日 県協会総会会場
支援事業講習会、HP更新講習
グリーンプロジェクト講習

（一社）熊本県サッカー協会

2 県民体育祭審判講習会 8月または9月 大津町 県民体育祭審判講習会 （一社）熊本県サッカー協会

トレセン



平成24年度　事業計画　（案）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

3 県民体育祭 9月15日（土）・16日（日） 大津町総合運動公園 郡市対抗（6人制） （財）熊本県体育協会

4 郡市協会マネージメント講習会 未定 熊本市（予定）
マネージメント研修
（SMCサテライト講座）

（一社）熊本県サッカー協会

5 郡市協会事業開催支援 通年 各郡・市・町・村協会 地域協会事業開催支援 （一社）熊本県サッカー協会

6 郡市協会HP更新支援 通年 各郡・市・町・村協会
各郡・市・町・村協会状況把握
情報交換

（一社）熊本県サッカー協会

7 郡市協会支援事業講習会 2月16日 県協会会議室
支援事業講習会、HP更新講習
グリーンプロジェクト講習

（一社）熊本県サッカー協会

■ 1種委員会 ＜社会人部会＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 2012　1種委員会社会人部会総会 4月22日（日）　10時～ 熊本市植木文化センター 会議 社会人部会

2 第48回全国社会人サッカー選手権大会熊本県予選
4月29日、5月6・13・20日、
6月3・10日

県内各グランド
県営八代運動公園

トーナメント戦 （一社）熊本県サッカー協会

3 HSK杯第5回九州ビーチサッカーリーグ2012
4月22日、7月8日、10月14
日

芦北町御立岬海水浴場
宮崎県、福岡県

リーグ戦
九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟

4 御立岬ビーチサッカーフェスティバル2012 5月26・27日
芦北町御立岬公園ビーチ
特設コート

共催事業 熊本県芦北町

5
RKKカップ争奪
第19回全国クラブチームサッカー選手権熊本県大会

6月17日、7月1・8日
スポーツの森大津
ホンダグラウンド他

トーナメント戦 （一社）熊本県サッカー協会

6 第47回熊本県サッカーリーグ 7月15日～2月10日 県内各グランド リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

7 第7回九州ビーチサッカー大会2012 8月25・26日 芦北町御立岬海水浴場 九州大会 九州サッカー協会

8
第38回協会長旗争奪
熊本県総合サッカー選手権大会

2月17・24日、3月3・10・17・
24・31日

県内各グランド トーナメント戦 （一社）熊本県サッカー協会

9 平成24年度熊本県チャンピオンシップサッカー大会
2月23・24日、3月2・3・9・
10・16・17日

未定 リーグ戦、決勝戦・3位決定戦 （一社）熊本県サッカー協会

10 2013　1種委員会社会人部会総会 未定 未定 会議 社会人部会

■ 1種委員会 ＜学生部会＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 2012　1種委員会学生部会総会 4月15日（日）　18時～ 協会会議室 会議 学生部会

2 第37回熊本地区高専サッカー大会 5月13日
熊本高等専門学校
熊本キャンパスグランド

リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

3 平成24年度大杉杯学生サッカー大会 5月19日～7月1日 山鹿後藤グラウンド 他
予選：リーグ戦
決勝：トーナメント戦

（一社）熊本県サッカー協会

4
第49回九州沖縄地区高等専門学校体育大会
サッカー競技

7月20・21・22日
熊本県民総合運動公園
サッカー場・ラグビー場

トーナメント戦
九州沖縄地区高等専門学
校体育大会連盟

5 平成24年度熊本県大学サッカーリーグ 9月1日～11月25日 崇城大学グラウンド 他 リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

6 平成24年度熊本県学生サッカーリーグ 9月1日～11月25日
熊本高専八代グラウンド
他

リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

7 第6回熊本県学生サッカーフェスティバル 12月8・9日
阿蘇市農村公園あぴか
asovigo

フェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

8
平成24年度
第19回九州高等専門学校（U-19）サッカー大会

12月23・24日
県営八代運動公園
陸上競技場・多目的広場

予選：リーグ戦
決勝：トーナメント戦

九州サッカー協会

9
第5回アンサー・インターナショナルwebシティカップ
熊本県学生サッカー大会

3月中旬 崇城大学グラウンド 他
予選：リーグ戦
決勝：トーナメント戦

（一社）熊本県サッカー協会

10 国体チーム強化事業 通年 崇城大学グラウンド 他 強化事業 （一社）熊本県サッカー協会

11 学生部会会議 通年 協会事務所 会議 学生部会

12 2013　1種委員会学生部会総会 未定 未定 会議 学生部会

■ 2種委員会 ＜高校＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 2012　2種委員会総会 4月7日（土）　10時～ 熊工会館研修室 会議 2種委員会

2 平成24年度熊本市内高校サッカー大会 4月14・15日 市内各高校
市内高校によるトーナメント
後援事業

熊本県高等学校体育連盟
熊本県教育委員会

3 第23回九州クラブユース（U-18）サッカー選手権大会 4月29日～6月24日 九州各地 リーグ戦 九州サッカー協会

4 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技（男子） 5月27日、6月1・2・3・4･5日
水前寺競技場
益城町陸上競技場 他

トーナメント戦
共催事業

熊本県高等学校体育連盟
熊本県教育委員会

5
第16回NHK杯熊本県サッカー選手権大会
2種推薦チーム決定戦

7月初旬（対戦チームによる
試合日程調整)

益城町陸上競技場
クラブ枠推薦チームと県下大会・高校
総体のポイント上位チームによる2種推
薦チーム決定戦

（一社）熊本県サッカー協会

6 高校1年生サッカー大会 7月7・8・21・22日
県民総合運動公園
水前寺競技場 他

予選：リーグ戦
決勝：トーナメント戦（16チーム）

（一社）熊本県サッカー協会

7 熊本未来サマーサッカーフェスティバル（PUMA杯）
7月26～28日
（7月23～25日）

県民総合運動公園
水前寺競技場 他

予選：リーグ戦　決勝：トーナメント戦
未来リーグ：16チーム、強化リーグ：16
チーム、チャレンジリーグ：16チーム、
PUMA杯：16チーム

（一社）熊本県サッカー協会

8 第16回NHK杯熊本県サッカー選手権大会 7月29日、8月12・26日 大津町運動公園 他 トーナメント戦 （一社）熊本県サッカー協会

9
第16回九州クラブユース（U-18）サッカーリーグ
（Jユースカップ予選）

10月7日～11月11日 九州各地 リーグ戦 九州サッカー協会



平成24年度　事業計画　（案）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

10 第91回全国高等学校サッカー選手権熊本県大会
10月7・14・21・28日、11月3･
4・11・18日

県民総合運動公園
水前寺陸上競技場 他

トーナメント戦
準決勝・決勝：有料

（一社）熊本県サッカー協会

11 県下高等学校サッカー大会 1月12・13・19・20・26・27日 県民総合運動公園 他
トーナメント戦
後援事業

熊本県高体連

12 第22回九州クラブユース（U-17）サッカー大会 1月27日～3月3日 九州各地 リーグ戦 九州サッカー協会

13
平成24年度熊本県チャンピオンシップサッカー大会
2種第3代表決定戦

2月中旬（対戦チームによる
試合日程調整)

益城町陸上競技場
クラブ枠推薦チームと県下大会3位チー
ムによる2種第3代表決定戦

（一社）熊本県サッカー協会

14 高円宮杯2012チャンピオンズリーグ熊本U-18 3月～12月
県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンド
他

リーグ戦
1部：10チーム（18節）※1位チームはFA
代表戦、2部：10チーム（9節）、3部：34
チーム（4パート　7・8節）

（一社）熊本県サッカー協会

15 高円宮杯2012プリンスリーグ九州U-18 （1部・2部）

4月14日～12月2日
4/14 1・2部開会式
12/ 2 1・2部閉会式
12/15 FA代表戦
　　　　（2部参入戦）

九州各地
※セントラル方式
4/14･15（長崎）
5/12･13（鹿児島）
12/1・2（宮崎）

リーグ戦（ホーム&アウェー）
1部：12チーム
2部：10チーム

九州サッカー協会

16 U-16九州ユーストレセンリーグ
前期：4月28～30日
後期：2月23・24日、3月2・3
日

前期：宮崎
後期：未定

トレセン事業 九州サッカー協会

17 2012　2種委員会第2回総会 12月1日（予定） 熊工会館（予定） 会議 2種委員会

18 2013　2種委員会総会 未定 未定 会議 2種委員会

■ 3種委員会 ＜中学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 2012　3種委員会総会 4月14日（土）13時～ ラポート小川 会議 3種委員会

2 2012　3種熊本県クラブユース連盟総会 4月14日（土）17時～ ラポート小川 会議
3種委員会
（クラブユース連盟）

3
第27回
熊本県クラブユース（U-15）サッカー選手権大会

6月2･3･9･10･16･17日 益城町陸上競技場 他
【クラブ】リーグ戦、トーナメント戦
上位3～4チーム九州大会へ
（全国大会あり）

（一社）熊本県サッカー協会

4
第27回
九州クラブユース（U-15）サッカー選手権大会

7月7･8･14･15･21日 福岡県主会場
【クラブ】九州大会
上位3～4チーム全国大会

九州サッカー協会

5 熊本県中体連大会サッカー大会 7月27・28・29日 宇城市各会場
【中学校】トーナメント戦
上位2チーム九州大会（全国大会あり）

熊本県中体連

6 第43回九州中学校サッカー大会 8月7・8・9日 熊本県
【中学校】九州大会
上位5チーム全国大会

後援：九州サッカー協会

7 第1回熊本県中学サッカー総合選手権(U-14）大会
8月25・26日、9月1･2・15･
16･17･22日

熊本県下会場
【中学校・クラブ】トーナメント戦
新規事業

（一社）熊本県サッカー協会

8
第33回
熊本県中学校サッカー総合選手権（U-15)大会

9月15･16･17･22･23･29･30
日

熊本県下会場
【中学校・クラブ】　トーナメント戦
上位2チーム高円宮杯県予選へ

（一社）熊本県サッカー協会

9
第24回
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権
熊本県大会

10月20・21・27日 熊本県下会場

【中学校・クラブ】
県リーグ1部上位4チーム及び合選手権
(U-15）上位2チーム、優勝チーム九州
大会へ（全国大会あり）

（一社）熊本県サッカー協会

10
第24回
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権
九州大会

11月17・23・24・25日 宮崎県・沖縄県
【中学校・クラブ】九州大会
上位2チーム全国大会へ

九州サッカー協会

11 第22回熊本県クラブユース（U-14）サッカー大会
12月15･16･22･23日、
1月12･14日

熊本県会場
【クラブ】
上位3～4チーム九州大会へ

（一社）熊本県サッカー協会

12
第41回熊本県教員蹴友会会長旗争奪
熊本県中学校（U-14）サッカー大会

1月26・27日、2月2・3日
【中学】中体連新人戦
上位2チーム九州大会へ

（一社）熊本県サッカー協会

13 第22回九州クラブユース（U-14）サッカー大会 2月9・10・23・24日 熊本県主会場 【クラブ】九州大会
九州サッカー協会
九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

14 第39回熊本県中学校教職員サッカー大会 未定 未定
【中学校】
リンク戦

（一社）熊本県サッカー協会

15 九州中学校（U-14）サッカー大会 3月 鹿児島県 【中学校】九州大会(16チーム） 九州サッカー協会

16 第7回熊本県クラブユース(U-13)サッカー大会 7月14・15・16日 未定 【クラブ】 （一社）熊本県サッカー協会

17 第7回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 10月27・28日 鹿児島県南さつま市 【クラブ】九州大会 九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

18
高円宮杯U-15サッカーリーグ2012
熊本県U-15リーグ　1部

4月15日～11月
県民総合運動公園
益城町陸上競技場 他

【中学・クラブ】
1部10チームによるリーグ戦
(優勝チーム九州リーグ入替戦へ)

（一社）熊本県サッカー協会

19
高円宮杯U-15サッカーリーグ2012
熊本県U-15リーグ　2部

4月～11月 益城町陸上競技場 他
【中学・クラブ】40チームをABCDの4
パートに分けリーグ戦

（一社）熊本県サッカー協会

20
高円宮杯U-15サッカーリーグ2012
熊本県U-15リーグ　3部

4月～12月 県内各地区会場
【中学・クラブ】1グループ8～12チーム
×12～14チーム

（一社）熊本県サッカー協会

21
高円宮杯U-15サッカーリーグ2012
熊本県U-15リーグ　入替戦

1月13･19･20日 熊本県下会場
【中学・クラブ】
1-2部、2-3部

（一社）熊本県サッカー協会

22 第3回九州ユースU-15サッカーリーグ H24年3月4日～10月14日 九州各地
【中学・クラブ】
九州リーグ（全12チーム/熊本5チーム）

九州サッカー協会

23
第3回九州各県ユース（U-15）サッカーリーグ
チャレンジ大会

12月1・2日 福岡県 【中学・クラブ】九州リーグ入替戦 九州サッカー協会

24 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】 （一社）熊本県サッカー協会

25 2012九州U-14・U-13選抜サッカー大会 7月10・11・12日（予定） 福岡県予定 【トレセン事業】九州選抜大会
九州サッカー協会三種委員
会

26 九州選抜中学生サッカー大会 1月4・5・6日 長崎県 【トレセン事業】九州選抜大会
九州サッカー協会三種委員
会

27 2012年度　3種執行委員会
4月、6月、7月、10月、11
月、12月、1月、2月、3月

県協会会議室 会議 3種委員会

28 2013年度クラブユース連盟登録説明会 2月3日 熊本市内会議室 クラブ会議
3種委員会
（クラブユース連盟）



平成24年度　事業計画　（案）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

29 2013　3種委員会総会 未定 未定 会議 3種委員会

■ 4種委員会 ＜小学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1
2012　4種委員会総会
＊ポカリスウェットU-12リーグ指導者講習会

4月8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 4種委員会

2 第36回全日本少年サッカー大会熊本県大会
開会式・イベント：6月2日
6月16・23・24日

県内8会場、
パークドーム熊本

（小学校・クラブ）
リーグ戦

(公財)日本サッカー協会、
(公財)日本体育協会スポー
ツ少年団、読売新聞社

3 第20回RKKカップ火の国サッカートレセン大会 8月18日 パークドーム熊本
(小学校・クラブ)
リーグ戦

（一社）熊本県サッカー協会

4 第38回熊日学童五輪サッカー大会
開会式・抽選会：9月22日
10月20・21・28日、11月3日

未定
(小学校・クラブ)
リーグ戦・トーナメント戦

（一社）熊本県サッカー協会

5 第34回熊本県少年サッカー新人（チビリン）大会
開会式・抽選会：11月24
日、12月8・9・15・16日

県内8会場
観音山グラウンド

(小学校・クラブ)
リーグ戦・トーナメント戦

（一社）熊本県サッカー協会

6 第44回熊本県少年サッカー選手権大会
開会式・抽選会：1月26日
2月2・3・9・10日

県内4会場
(小学校・クラブ)
リーグ戦・トーナメント戦

（一社）熊本県サッカー協会

7 平成24年度熊本県U-10フェスティバル
開会式・抽選会：1月26日
2月16・17・23・24日

県内8会場 フェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

8 第16回地域選抜少年サッカー大会U-11 3月2日 八代市県南運動公園 （一社）熊本県サッカー協会

9 第23回地域選抜少年サッカー大会U-12 3月9・10日 小川観音山グランド （一社）熊本県サッカー協会

10 九州U-10フェスティバル 3月16・17日 パークドーム熊本 フェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

11 KFA U-9サッカーフェスティバル
5月12日、7月16日、9月9
日、2月11日

県民総合運動公園スポー
ツ広場、パークドーム熊本

フェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

12 KFA U11フェスティバル 7月22日、9月8日 パークドーム熊本 フェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

13 KFA U-12サッカーフェスティバル in パークドーム 4月29・30日 パークドーム熊本 フェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

14 KFA-ロアッソU-12クリニック
前期：9月17日
後期：12月22日

県民総合運動公園
スポーツ広場、補助競技場

クリニック （一社）熊本県サッカー協会

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～8月
秋季：9月～11月
冬季：12月～2月

県内16地区 リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

16 KFA-ロアッソU-10プレトレセン
前期：7月7日
後期：3月23日

県民総合運動公園
スポーツ広場

トレセン事業 （一社）熊本県サッカー協会

17 U-11 熊本県トレセン 通年 各地 トレセン事業 （一社）熊本県サッカー協会

18 U-12 熊本県トレセン 通年 各地 トレセン事業 （一社）熊本県サッカー協会

19 2013　4種委員会総会 未定 未定 会議 4種委員会

■ 女子委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 2012　女子委員会総会 4月1日（日）　10時～ 大津町運動公園会議室 会議 女子委員会

2
第17回
熊本県女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

5月3・4日
益城町運動公園
大津町運動公園 他

U-15の5～6チームによるリーグ戦
上位大会あり

（一社）熊本県サッカー協会

3 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技（女子） 5月27日、6月2・3日 秀岳館高校グランド 上位大会あり 熊本県高校体育連盟

4 第24回熊本県レディースサッカー大会 6月24日 MELSA熊本FCグラウンド
一般社会人の大会
上位大会あり

（一社）熊本県サッカー協会

5
第1回
熊本県女子ユース（U-22）サッカー選手権大会

7月14・15日 山鹿カルチャー　他
U-22の5～6チームによるリーグ戦
上位大会あり

（一社）熊本県サッカー協会

6
第18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2012 熊本）

7月21・22日 杉並木公園スポーツ広場
県内外チームによる大会
上位大会無し

（一社）熊本県サッカー協会

7 第31回TKUカップ熊本県女子サッカー選手権大会 9月1・2・17日
KK補助競技場
大津町運動公園球技場

一般チームによるトーナメント
上位大会あり

（一社）熊本県サッカー協会

8
第22回
熊本県女子ユース（U-12)サッカー選手権大会

9月15・16日 未定
8～10チームによる8人制大会
上位大会あり

（一社）熊本県サッカー協会

9 第8回熊本県高等学校女子サッカー選手権大会 9月22日
大津町運動公園陸上競技
場

女子高校単独による大会
上位大会あり

（一社）熊本県サッカー協会

10
レディースサッカーフェスティバル
（JFAレディースサッカーフェスティバル2012 熊本）

10月8日 未定 一般女性対象の普及目的大会 （一社）熊本県サッカー協会

11 第38回熊日学童五輪女子サッカー大会 10月28日・11月3日 杉並木公園スポーツ広場
10～12チームによる大会
上位大会なし

熊本日日新聞社
（一社）熊本県サッカー協会

12 第23回九州女子高等学校サッカー選手権大会 11月10・11・12日 大津町運動公園 九州大会 九州サッカー協会

13
なでしこサッカーフェスティバル
（JFAﾚﾃﾞｨｰｽ/ｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2012 熊本）

11月23日 益城町運動公園 一般女性対象の普及目的大会 （一社）熊本県サッカー協会

14 第31回熊本県女子サッカー総合選手権大会 2月9・10・11日
益城町運動公園
KK補助競技場

一般6～8チームによるトーナメント
上位大会あり

（一社）熊本県サッカー協会

15 第19回さわやか女子ジュニアサッカー大会 2月16・17日 未定
8～10チームによる8人制大会
上位大会なし

（一社）熊本県サッカー協会

16 第13回熊本県女子ジュニア（U-12)サッカーリーグ 通期　8月～2月 県内各地 6～8チームによるリーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

17 第17回熊本県女子サッカーリーグ　（1部） 通期　5月～11月 県内各地
一般チーム8チームによる
年間を通じたリーグ戦

（一社）熊本県サッカー協会

18 第17回熊本県女子サッカーリーグ　（2部） 通期　5月～11月 県内各地
一般チーム8チームによる
年間を通じたリーグ戦

（一社）熊本県サッカー協会



平成24年度　事業計画　（案）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

19 熊本県女子（U-12）トレセン 通年 県内各地
47FA公益目的事業等活動支援事業で
実施（九州トレセン､ナショナルトレセン
に繋がる）

（一社）熊本県サッカー協会

20 熊本県女子（U-15）トレセン 通年 県内各地
47FA公益目的事業等活動支援事業で
実施（九州トレセン､ナショナルトレセン
に繋がる）

（一社）熊本県サッカー協会

21 熊本県女子（U-17）トレセン 通年 県内各地
47FA公益目的事業等活動支援事業で
実施（九州トレセンに繋がる）

（一社）熊本県サッカー協会

22 2013　女子委員会総会 未定 未定 会議 女子委員会

■ シニア委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 2012　シニア委員会総会 3月11日（日）　17時～ 協会会議室 会議 シニア委員会

2 2012全国シニア（O-60）サッカー大会九州予選 3月31日、4月1日 大分スポーツ公園 九州大会 九州サッカー協会

3 西日本OBサッカー連盟 全域大会2012熊本 4月7・8日
大津町運動公園
熊本県民総合運動公園

協賛事業 西日本OBサッカー連盟

4 2012全国シニア（O-50）サッカー大会九州予選 4月14・15日 南さつま市人工芝ｻｯｶｰ場 九州大会 九州サッカー協会

5 日本スポーツマスターズ2012サッカー競技九州予選 5月12・13日 鳥栖市陸上競技場 九州大会 九州サッカー協会

6 第21回熊本県シニアサッカーリーグ 5月13日～8月26日
県民総合運動公園
スポーツ広場 他

リーグ戦（80試合） （一社）熊本県サッカー協会

7 第25回熊本県シルバースポーツサッカー熊本県予選 5月19日
県民総合運動公園
スポーツ広場

リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

8 九州シニア（O-50）サッカーフェスティバル 7月14・15日 島原市 九州大会 九州サッカー協会

9 九州シニア（O-60）サッカーフェスティバル 9月8・9日 宮崎市 九州大会 九州サッカー協会

10 第6回熊本県シニア（O-50）リーグ 9月9日～12月9日
県民総合運動公園
スポーツ広場 他

リーグ戦（40試合） （一社）熊本県サッカー協会

11 第18回九州シニアサッカー大会 11月10・11日 熊本県 九州大会 九州サッカー協会

12 2012　シニア委員会総会 未定 未定 会議 シニア委員会

■ フットサル委員会

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 第1回熊本県フットサル連盟カップ（春季大会） 4月15日 パークドーム熊本 一般、学生、女子、MIXの大会 （一社）熊本県サッカー協会

2 第11回九州フットサルリーグ 5月21日～2月10日 九州各地 九州リーグ 九州フットサル連盟

3 九州大学フットサル大会熊本県大会2012 6月3日
東海大学阿蘇キャンパス体
育館

県内大学チームで県代表 （一社）熊本県サッカー協会

4 全国選抜フットサル大会九州予選大会 8月11日～12日 福岡県 県選抜の派遣 九州サッカー協会

5 第18回九州ユース（U-15）フットサル大会 9月17日 熊本市総合体育館 県内中学校・クラブチームで県代表 （一社）熊本県サッカー協会

6 第3回九州女子ユース（U-15）フットサル大会 9月17日 熊本市総合体育館 県内中学校・クラブチームで県代表 （一社）熊本県サッカー協会

7 第9回九州女子フットサル選手権熊本大会 9月2日 未定 県内女子チームで県代表 （一社）熊本県サッカー協会

8 PUMA CUP 2012 第18回九州フットサル選手権大会 10月7日～11月3日 ウイングまつばせ 他 県内チームにより県代表 （一社）熊本県サッカー協会

9 第22回全日本少年フットサル選手権熊本県大会 10月21日 ウイングまつばせ 全国大会熊本県予選 （一社）熊本県サッカー協会

10 第1回熊本県フットサル連盟カップ（秋季大会） 11月11日 パークドーム熊本 一般、学生、女子、MIXの大会 （一社）熊本県サッカー協会

11 第3回九州女子ユース（U-15）フットサル大会 11月24・25日 熊本市総合体育館 九州大会 九州サッカー協会

12
トリムカップ2012
第4回全国女子選抜フットサル大会九州予選

1月21・22日・2月 大分県 県選抜の派遣 九州フットサル連盟

13 第16回熊本県フットサルリーグ 通年 ウイングまつばせ 他 リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

14 第16回熊本県フットサル3部リーグ 6月24日～2月17日
ウィングまつばせ
和水スカイドーム2000　他

リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

15 第16回熊本県ナイターフットサルリーグ 通年 各フットサル施設 リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

16 第2回熊本県高校生リーグ 通年
巻フットサルセンター
カベッサ熊本

リーグ戦 （一社）熊本県サッカー協会

1
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN 熊本 in スキルアップフットサルパーク

6月24日
スキルアップ
フットサルパーク

幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

2
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN 熊本 in 天草

7月29日 松島総合センター「アロマ」 幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

3
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN 熊本 in フットサルパーク熊本

9月30日 フットサルパーク熊本 幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

4
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN 熊本 in スキルアップフットサルパーク

10月28日
スキルアップ
フットサルパーク

幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

5
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN 熊本 in 人吉

11月18日 人吉スポーツパレス 幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

6
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN 熊本 in カベッサ熊本

1月5日
巻フットサルセンター
カベッサ熊本

幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

フェスティバル



平成24年度　事業計画　（案）

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主催

7
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012
with KIRIN スペシャルステージ

11月4日
巻フットサルセンター
カベッサ熊本

幼児から大人までのファミリー （一社）熊本県サッカー協会

1 RKK Yes スポーツ フットサル大会 10月11日 パークドーム熊本 後援事業　県内小学生大会 RKK

■ キッズフェスティバル

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1
JFAキッズ（U-8/10）サッカーフェスティバル2012
熊本 in 松島

6月3日
上天草市
松島総合運動公園

キッズを対象としたフェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

2
JFAキッズ（U-8）サッカーフェスティバル2012
熊本 in 山鹿

8月4日 山鹿ｶﾙﾁｬｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ キッズを対象としたフェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

3
JFAキッズ（U-10）サッカーフェスティバル2012
熊本 in 山鹿

8月5日 山鹿ｶﾙﾁｬｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ キッズを対象としたフェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

4
JFAキッズ（U-6）サッカーフェスティバル2012
熊本 in 本渡

10月28日 本渡運動公園陸上競技場 キッズを対象としたフェスティバル （一社）熊本県サッカー協会

■ 47FA公益目的事業等活動支援事業

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 M3.JFAキッズプログラムの推進事業 通年 熊本県内各地

①幼稚園等への巡回指導
②キッズサッカー交流会の開催
③キッズサッカーフェスティバル開催
③キッズリーダー等指導者養成講習会
④スポーツ用具貸出

（一社）熊本県サッカー協会

2 M4.中学生年代の環境充実事業
①5月～3月
②10月～3月

熊本県内各地
①中1サッカースクールの実施
②中3サッカースクールの実施

（一社）熊本県サッカー協会

3 M6.女子サッカーの活動推進事業
①・②4月～3月
③7月～3月
④11月24・25日

①・②・③県内各地
④杉並木公園ｽﾎﾟｰﾂ広場

①県女子サッカースクールU-12
②県女子サッカースクールU-15
③県女子サッカースクールU-17
④火の国女子（U-15)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

（一社）熊本県サッカー協会

4 M7.フットサルの普及推進事業 4月、9月 パークドーム熊本 フットサル大会の実施 （一社）熊本県サッカー協会

5 M9.地域/都道府県協会の活動推進事業
①5月、9月、1月
②通年

①県協会会議室 他
②県内各地

①郡市協会スタッフ対象研修会
②郡市・市町協会主催・主管競技会支
援

（一社）熊本県サッカー協会

6 各種都道府県代表事業 通年 県内各地
国体選手選出・遠征活動・強化
（成年男子・女子・少年男子）

（一社）熊本県サッカー協会

7 リーグ推進事業 通年 県内各地 リーグ戦会場費補助（社会人・学生） （一社）熊本県サッカー協会

8 指導者養成事業 ①②4月～2月 県内各地
①指導者リフレッシュ研修会
②県内指導者現況調査

（一社）熊本県サッカー協会

9 審判関連事業 ①②通年 県内各地
①審判員及び審判指導者セミナー
②審判指導者派遣事業

（一社）熊本県サッカー協会

10 協会運営 通年 事務局 事務局運営支援事業 （一社）熊本県サッカー協会

■ スポーツ振興くじ助成金支援事業

№ 事業（大会）名 日　　程 会　　場 内　容 主　催

1 キッズサッカー交流会 7月～12月 県内各地
実施会場近隣のU-10年代のこども達
へボール遊びができる場の提供

（一社）熊本県サッカー協会

2 九州隣県キッズサッカー交流会 7月28・29日
asovigo
阿蘇市農村公園あぴか

熊本・佐賀・長崎のU-10・11年代のこど
も達を対象とした交流会

（一社）熊本県サッカー協会

3 公認C級コーチ養成講習会 6月～10月
熊本工業高校
県民総合運動公園

指導者講習会開催補助 （一社）熊本県サッカー協会

4 指導者派遣事業 7月～12月 県内各地
郡市サッカー協会、スポーツクラブ等へ
の指導者派遣

（一社）熊本県サッカー協会

5 広報誌発行事業 通年 事務局
広報誌の作成・発行・配布及びホーム
ページでの情報提供

（一社）熊本県サッカー協会

6 シニア年代活性化事業（リーグ戦） 5月～8月 県内各地 シニアリーグ支援事業 （一社）熊本県サッカー協会

後援事業
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