
平成29年度事業報告

■ 事務局

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 業務執行委員会

19時
4/5（水）、5/2（火）、6/6
（火）・14（水）、7/5（水）、8/2
（水）、8/30（水）、10/18
（水）、11/1（水）、12/6
（水）、1/10（水）、2/28（水）

協会会議室
＜ヒアリング＞8/2：女子（4名）、8/30：フッ
トサル（1名）、11/1：シニア（3名）

熊本県サッカー協会

2 常務理事会
18時半
①5/16（火） ②9/6（水） ③
1/16（火） ④3/7（水）

協会会議室 熊本県サッカー協会

3 理事会

19時半
①5/24（水） 臨時6/11（日） 
②9/13（水） ③1/24（水） ④
3/14（水）

①～④：協会会議室
臨時：ホテル日航熊本「肥後」

①H28事業報告、H28収支決算、規約改正 
（臨時）役員改選に係る役職選任 ②功労
者表彰決定、規程新設ほか ③H30事業計
画、規程新設ほか ④H30収支予算、各種
表彰者候補者推薦、規程改正ほか

熊本県サッカー協会

4 平成29年度定時総会 6/11（日） 10時 ホテル日航熊本「肥後」 熊本県サッカー協会

5 平成29年度功労者選考委員会・緒方健司賞運営委員会 9/6（水） 18時半 協会会議室 熊本県サッカー協会

1 田嶋幸三氏の日本サッカー協会会長就任を祝う会 6/11（日） 13時 ホテル日航熊本「天草」 祝賀会 熊本県サッカー協会

2
平成29年度国民体育大会
第37回九州ブロック秋季大会

成年男子・女子：8/11・12
少年男子：8/10～12

成年男子：島原市営平成町多目
的広場／女子：島原市営平成町
人工芝グラウンド／少年男子：県
立百花台公園サッカー場ほか

代表応援
成年男子：2回戦敗退
女子：2回戦敗退
少年男子：代表権獲得（Bパート第2位）

九州サッカー協会

3 JFAフットボールデー2017熊本 10/1 県民総合運動公園補助競技場
男子：289名（初心者72名）／女子：84名
（初心者68名）／TOTAL：373名（初心者：
140名）

熊本県サッカー協会

4
平成29年度第72回国民体育大会
愛顔つなぐえひめ国体

10/1～5
少年男子：西条市ひうち陸上競
技場ほか

少年男子応援
少年男子：1回戦敗退

日本体育協会

5 JFAサッカーファミリータウンミーティング 10/8 グランメッセ熊本 参加者：約90名 日本サッカー協会

6 緒方健司氏「お別れの会」 11/23 ホテル日航熊本「肥後」
発起人：熊本県サッカー
協会ほか5団体

7 平成29年度表彰式並びに祝賀会 11/23 ホテル日航熊本「天草」 表彰：18名、5団体、参加者：約200名 熊本県サッカー協会

8 障がい者サッカー 通年 熊本県サッカー協会

■ フットボールセンター建設委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 フットボールセンター建設委員会
7/18、8/29、9/28、11/27、
1/16、3/7

協会会議室ほか 会議 熊本県サッカー協会

■ 熊本地震復興支援委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 熊本地震復興支援委員会
5/10、6/13、7/10、8/9、
9/11、10/11、11/8、3/12

協会会議室 会議 熊本県サッカー協会

■ 総務・広報委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 総務・広報委員会会議
4/27、6/1、7/19、10/4、
11/13、3/19

協会会議室 会議 熊本県サッカー協会

2 平成29年度表彰式並びに祝賀会 11/23 ホテル日航熊本「天草」 表彰：18名、5団体、参加者：約200名 熊本県サッカー協会

3 広報誌発行 年3回（4月・10月・1月） 情報提供 熊本県サッカー協会

4 ホームページ運用事業 随時 インターネットでのPRと情報提供 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 財務委員会会議 7/20、11/15 協会会議室 会議 熊本県サッカー協会

2 ヒアリング
第1回：12/11・13・14・18・
19・20・21・25、1/4
第2回：2/7・9・10・13

協会2F 予算ヒアリング 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
第21回NHK杯・熊本県サッカー選手権大会
（第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）

3/26・4/2
嘉島町総合運動公園
大津町運動公園球技場

優勝：熊本県教員蹴友団
準優勝：東海大学熊本

熊本県サッカー協会

2
キリンチャレンジカップ2017
　～熊本地震復興支援マッチ がんばるばい熊本
なでしこジャパン（日本女子代表） vs コスタリカ女子代表

4/9 県民総合運動公園陸上競技場
なでしこジャパン 3-0 コスタリカ女子代表
入場者数：8,824名

日本サッカー協会

3
第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦
熊本県教員蹴友団 vs 松江シティFC

4/23 えがお健康スタジアム
熊本県教員蹴友団 0-4 松江シティFC
入場者数：585名

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

4 第96回全国高校サッカー選手権熊本県大会
10/7・8・14・15・21・22・28・
29、11/5・12・19

えがお健康スタジアム
大津町運動公園多目的広場ほ
か

有料：準決勝・決勝
優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
勝：大津高校／第3位：ルーテル学院高
校、秀岳館高校

熊本県サッカー協会
熊本県民テレビ

5 日本代表カレンダー販売 熊本県サッカー協会

6 国内外キャンプ誘致活動及びキャンプ支援事業 通年
県民総合運動公園
大津町運動公園ほか

J1：北海道コンサドーレ札幌／J2：ツエ―ゲ
ン金沢、レノファ山口

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

4/2ほか 菊陽杉並木公園ほか
Ｓ4級審判員認定講習会
34回開催。一般男子522名、女子20名、
ユース男子1,810名、ユース女子34名

1/20ほか 玉名市民会館
Ｓ4級審判員更新講習会
6回開催。142名が受講

審判員及びインストラクター認定・更新講習会1

会議

事業

熊本県サッカー協会



平成29年度事業報告

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

7/16ほか 大津町運動公園
Ｓ3級審判員認定講習会
講義、競技規則テスト、体力測定を8回、実
技試験を15回に分けて実施。

1/20ほか 玉名市民会館
Ｓ3級審判員更新講習会
9回開催。424名が受講

6/25ほか ウイングまつばせ
Ｆ4級審判員認定講習会
2回開催。一般男子53名、女子1名、ユー
ス男子36名。

※未実施 Ｆ4級審判員更新講習会

8/27 ウイングまつばせ Ｆ3級審判員認定講習会

※未実施 Ｆ3級審判員更新講習会

12/9 大津町運動公園
Ｓインストラクター3級認定講習会
1回開催。6名受講

7/26～31 仙台市泉総合運動場ほか
全国高校総体
審判員1名を派遣。

8/10～12 国見総合運動公園ほか
九州ブロック国体
審判員7名、インストラクター3名を派遣。

8/5・6 長井浜海水浴場
九州ビーチサッカー大会
審判員2名を派遣。

2/16～18ほか 宮崎県ほか
Ｓ2級審判員昇格研修会
2級昇級試験に4名、女子1名が合格した。

通年 九州内
九州審判トレセン
九州協会主催のカテゴリー別の研修会に7
名を派遣。九州審判アカデミーに1名派遣。

4/9 富合公民館
オープニング研修会
審判員及びインストラクターの年間活動計画
や判定基準、指導方針の統一を図った。

7/2ほか
宇城市立ふれあいスポーツセン
ターほか

Ｓ2級審判員及びインストラクター強化研修
会
オフサイドについて実技実践を行いビデオに
て判定の確認を行い、基準の統一を図っ
た。

9/30ほか 水前寺陸上競技場ほか

Ｓ2級審判員、Ｓ2級・Ｓ3級インストラクター
更新研修会
競技規則テスト、体力テスト、実技研修を実
施。講師は九州協会から派遣。

4月～1月 富合公民館ほか

S3級審判員トレセン
講義5回、実技25回開催。講義、実技研修
及び体力テストを行い、審判員の資質向上
を図った。また、インストラクターの指導方法
の向上も図った。

7月～（毎月第3火曜日） 光の森町民センターほか
レフェリーセミナー
講義を中心にビデオを活用しながら県内審
判員の資質向上を図った。

4/30ほか ウイングまつばせ
フットサル審判員セミナー
2回開催。基本的なシグナルやポジショニン
グの指導を行った。

7/16ほか 日奈久ドリームランドほか

女性レフェリーセミナー
女子1級審判員等を講師に県内女子審判
員のトレセンを6回開催。実技研修や実際の
試合を通しての分析などを行い、資質向上
を図った。

通年 県民総合運動公園ほか
ユース審判員セミナー
ユース審判員（高校生）研修会に参加。

9/3ほか 大矢野総合体育館ほか
フットサルトレセン
4回開催。実技研修を3回、座学研修を1回
開催し審判員の資質向上を図った。

※未実施 障害者競技審判員研修会

※未実施 フットサルインストラクターセミナー

5 インストラクター各種大会派遣 通年 大津町運動公園ほか 県内大会に58試合、27名派遣 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 技術委員会会議
年3回
①5/28

協会会議室 会議　①16名 熊本県サッカー協会

2 ユース育成会議
年2回
①9/8

協会会議室 会議　①17名 熊本県サッカー協会

3 各部会会議：養成部、育成部、運営部
年1回/3部会
養成部：①7/15　②9/23
合同：①11/30

協会会議室
養成部：①熊本工業 ②嘉島町
総合運動公園／合同：①協会

会議
養成部：①7名　②6名
合同：①7名

熊本県サッカー協会

4 全国技術委員長会議 2/17・18 JFAハウス 会議派遣 日本サッカー協会

5 九州技術委員長会議 ①8/10 ①長崎県
会議派遣
①甲斐氏・井川氏

九州サッカー協会
熊本県サッカー協会

6 47FAユースダイレクター研修会 後期：12/8～10 後期：帝人アカデミー富士 会議派遣　井川氏 日本サッカー協会

7 47FAチーフインストラクター研修会 6/10・11 JFAハウス 研修会派遣　堀川氏 日本サッカー協会

8 キッズリーダーチーフインストラクター研修会 6/3・4 帝人アカデミー富士 研修会派遣　光永氏 日本サッカー協会

9
公認C級コーチ養成講習会
集中／東海／特別／上海

集中：8月、9月／東海：12月
上旬／特別：4月～2月／上
海：3月

集中：熊本工業高校・京陵中学
校／東海：東海大学熊本キャン
パス／特別：県内各地／上海：
中国上海

指導者講習会
集中：15名／東海：21名／特別：26名／上
海：6名／合計：68名

熊本県サッカー協会

10 公認D級コーチ養成講習会①②③
①5/28・6/4
②12/2・3

①宇城市立ふれあいスポーツセ
ンター ②熊本工業高校

指導者講習会
①17名 ②7名 合計24名

熊本県サッカー協会

11 公認キッズリーダー養成講習会

①5/27 ②6/4 ③12/3 ④
1/23 ⑤3/8 ⑥3/14
トヨタ：11/9、10、13、20、27　
計5回

①②宇城市立ふれあいスポーツ
センター ③熊本工業高校 ④⑤
嘉島総合運動公園 ⑥YMCA
トヨタ：カベッサ熊本須屋店

指導者講習会
①29名（キッズエリート保護者） ②23名（内
D級17名） ③16名（内D級7名） ④80名 ⑤
30名 ⑥14名／トヨタ：17名、22名、17名、
19名、19名／合計　286名

熊本県サッカー協会

熊本県サッカー協会審判員及びインストラクター認定・更新講習会1

4 審判員及び審判指導者セミナー 熊本県サッカー協会

3 審判員及びインストラクター研修会 熊本県サッカー協会

2 審判員及びインストラクター派遣 九州サッカー協会



平成29年度事業報告

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

12

リフレッシュ研修会
①通常
②TSG報告
③グラスルーツフェスティバル
④JFA／Jリーグ協働プログラム（JJP) 指導者研修会

①-01　4/8　
①-02　4/9
①-03　4/16
①-04　7/27
①-05　8/31
①-06　9/12
①-07　1/28
①-08　3/17
①-09　3/18
②-01  2/20
④-01 6/4
④-02 10/15
④-03 12/10

①-01 嘉島町民会館
①-02 大津町運動公園
①-03 フードパル熊本
①-04 JFAアカデミー熊本宇城
①-05 東海大学熊本キャンパス
①-06 熊本市立青年会館
①-07 えがお健康スタジアム会
議室
①-08 ホテル熊本テルサ
①-09 JFAアカデミー熊本宇城
②-01 熊本市立青年会館
④-01 JFAアカデミー熊本宇城
④-02 人吉市梢山グラウンド
④-03 天草市亀川グラウンド

①-01　22名
①-02　14名
①-03　51名
①-04　20名
①-05　  9名
①-06　34名
①-07　40名
①-08　37名
①-09　10名
②-01　22名
④-01　24名
④-02　12名
④-01　33名　　合計328名

熊本県サッカー協会

13
熊本県選考会（A級（ジェネラル・U-15・U-12）・B級トライア
ル） 兼 C級リフレッシュ研修会

通年
宇城市立ふれあいスポーツセン
ターほか

研修会トライアル
A級：3名／A級U-15：1名／A級U-12：2名
／B級：9名／合計：15名

熊本県サッカー協会

14
優秀競技者・指導者育成支援事業
兼公認指導者リフレッシュ研修会（ABCD級）

7/27・28
宇城市立ふれあいスポーツセン
ター

研修会　講師影山雅永氏
7/27　25名

熊本県サッカー協会

15
第6回熊本育成フットボールフォーラム
（ABCD級リフレッシュ研修会）

3/17・18
17：ホテル熊本テルサ
18：宇城市立ふれあいスポーツ
センター

研修会
17：内山篤 参加者51名
18：井川雄一 参加者22名

熊本県サッカー協会

16 GKクリニック
熊本コース：6/1・15、7/20、
9/7
宇城コース：6/8

熊本：県民総合運動公園スポー
ツ広場
宇城：宇城市立ふれあいスポー
ツセンター

教室
熊本①：延べ342名 平均43名／熊本②：
延べ161名 平均20名
宇城：延べ145名 平均15名

熊本県サッカー協会

17 九州C級コーチインストラクター講習会 2/10・11 JFAアカデミー熊本宇城 インストラクター研修会 熊本県サッカー協会

18
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／九州トレセンU-13＜ファイナル＞／九州育成シンポ
ジュウム指導者講習会（ABCD級）

2/24・25 JFAアカデミー熊本宇城 トレセン大会・合宿・研修
九州サッカー協会
熊本県サッカー協会

19 トレセン 通年 各地
トレセン事業
U-11・12・13・14・15、女子U-12・15・17

熊本県サッカー協会

20 U-12モデル地区トレセン 通年 菊池、熊本市、宇城、天草 熊本県サッカー協会

21 地域/地区トレセン活動補助事業 通年 県内各地 補助 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29年度国民体育大会
第37回九州ブロック秋季大会

成年男子・女子：8/11・12
少年男子：8/10～12

成年男子：島原市営平成町多目
的広場／女子：島原市営平成町
人工芝グラウンド／少年男子：県
立百花台公園サッカー場ほか

成年男子：2回戦敗退
女子：2回戦敗退
少年男子：代表権獲得（Bパート第2位）

九州サッカー協会

2
平成29年度第72回国民体育大会
愛顔つなぐえひめ国体

10/1～5
少年男子：西条市ひうち陸上競
技場ほか

少年男子：1回戦敗退 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 熊本県体育協会

■ 規律・フェアプレー委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 MC育成研修会 8/10～12 長崎県島原市 九州ブロック国体

2 ウェルフェアオフィサー認定講習会 11/18 JFAハウス 受講者：2名 日本サッカー協会

3 九州規律委員長会議 1/13
福岡フットボールセンター研修会
館

会議 九州サッカー協会

4 ウェルフェアオフィサー認定講習会 2/25 ホテル熊本テルサ
熊本県クラブユースサッカー連盟向け講習
会 受講者：36名

熊本県サッカー協会

■ 医学委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 ドクター派遣 通年 県内各地

①キリンチャレンジカップ2017なでしこジャパ
ンvs コスタリカ女子代表：ドクター1名 ②第
97回天皇杯全日本サッカー選手権大会1
回戦：ドクター1名 ③JFAフットボールデー
2017熊本：トレーナー1名 ④KFAサッカー
キッズ in えがおスタ：ドクター1名

熊本県サッカー協会

2 九州サッカー協会医学委員会 ①5/28 ②8/11 ③11/26
①セントラルホテルフクオカ ②島
原文化会館 ③リファレンス駅東

①1名 ②3名 ③2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
①8/11
②11/25

①島原文化会館
②リファレンス駅東

①3名 ②2名 九州サッカー協会

■ 郡市協会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 郡市協会会議 6/11（日） 11時半 ホテル日航熊本「肥後」 47FA支援事業講習会 熊本県サッカー協会

2 第72回熊本県民体育祭 サッカー競技
9/16・17
※台風の為16日のみ実施

人吉第一中学校
あさぎり町森園カントリーパーク

優勝：葦北郡・八代市・玉名郡・宇土市
熊本県教育委員会
熊本県体育協会

3 郡市・市町協会主催・主管競技会支援 通年 県内各地 地域協会事業開催支援 熊本県サッカー協会

4 熊本グリーンプロジェクト 通年 県内各地 社会貢献事業 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 2017 1種委員会社会人部会総会 5/13（土） 19時 熊本市北区植木文化センター 会議 社会人部会

2 第53回全国社会人サッカー選手権大会熊本県予選 5/7・14・21・28、6/4
宇城市立ふれあいスポーツセン
ターほか

優勝：小川サッカークラブ／準優勝：シマズ
自動車サッカー部／第3位：Honda熊本サッ
カー部、ダイナマイツ八代FC

熊本県サッカー協会

3
RKKカップ争奪
第24回全国クラブチームサッカー選手権熊本県予選

7/9・16・23 県民総合運動公園スポーツ広場
優勝：シマズ自動車／準優勝：日奈久体協
／第3位：小川クラブ、AFC アガーナ

熊本県サッカー協会

4
第24回九州クラブチームサッカー選手権大会 全国大会予
選

9/9・10 エコパーク水俣
優勝：スケアクロウズ北九州（福岡）
（シマズ自動車サッカー部：1回戦敗退）

九州サッカー協会
九州社会人サッカー連盟



平成29年度事業報告

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

5 第43回協会長旗争奪熊本県総合サッカー選手権大会 2/18・25、3/4・11・18・25
県民総合運動公園補助競技場・
スポーツ広場ほか

優勝：熊本県教員蹴友団／準優勝：ダイナ
マイツ八代／第3位：FCKマリーゴールド、ホ
ンダ熊本

熊本県サッカー協会

1 第19回熊本県ミドルサッカーリーグ 3/18～7/23 県内各地

＜1部＞優勝：FC GOJYU-YON／準優勝：
トレゾール八代／第3位：FC Selvarrozo 
Fuente ＜2部＞優勝：99FC／準優勝：アン
リミテッド／第3位：蹴友会

熊本県サッカー協会

2 第52回熊本県サッカーリーグ 7/30～1/28 県内各地
＜1部＞優勝：嘉島サッカ－クラブ／準優
勝：小川サッカ－クラブ ＜2部＞優勝：矢部
FC／準優勝：Fcバルサミコス

熊本県サッカー協会

3 第1回熊本県サッカーリーグ 8人制大会 8/27 県民総合運動公園スポーツ広場
＜1部＞優勝：嘉島クラブ／準優勝：熊本
FC＜2部＞優勝：HCクラブ／準優勝：運営
クラブ

熊本県サッカー協会

■ 1種委員会 ＜学生部会＞

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2017 1種委員会学生部会総会 4/29（土） 19時 東海大学会議室 会議 学生部会

2 第42回熊本地区高専サッカー大会 5/14
熊本高専八代キャンパスグラウン
ド

優勝：熊本高専八代キャンパス 熊本県サッカー協会

3 第32回デンソーカップチャレンジサッカー 熊本大会 2/16・17・18 大津町運動公園
優勝：関東B・北信越選抜／準優勝：関東
選抜A／第3位：九州選抜

日本サッカー協会
全日本大学サッカー連盟

4
熊本県学生サッカーフェスティバル
兼 NHK杯学生部会代表決定戦

2/24、3/3・4 嘉島町総合運動公園
優勝：熊本大学体育会サッカー部／準優
勝：熊本学園大学サッカー部

熊本県サッカー協会

1 熊本県学生リーグ大会 5/13～12/13 熊本県立大学グラウンドほか
優勝：熊本学園大学サッカー部／準優勝：
熊本大学体育会サッカー部／第3位：東海
大学熊本サッカー部

熊本県サッカー協会

1 審判育成事業 通年 審判育成事業 熊本県サッカー協会

2 学生選抜強化事業（国体強化） 通年 東海大学グラウンドほか 国体強化事業 熊本県サッカー協会

■ 2種委員会 ＜高校＞

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2017 2種委員会総会 4/8（土） 16時 熊工会館 会議 2種委員会

2 第33回熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯） 7/24・25・26
嘉島町総合運動公園
県民総合運動公園ほか

各リーグ優勝＜未来リーグ＞熊本国府高校
＜強化リーグ＞専修大学玉名高校＜2nd
リーグ＞折尾愛真

熊本県サッカー協会
株式会社MIKASA

3 第96回全国高校サッカー選手権熊本県大会
10/7・8・14・15・21・22・28・
29、11/5・12・19

えがお健康スタジアム
大津町運動公園多目的広場ほ
か

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
勝：大津高校／第3位：ルーテル学院高
校、秀岳館高校

熊本県サッカー協会
熊本県民テレビ

1 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技（男子） 5/27・28、6/2・3・4・5・6
県営八代運動公園陸上競技場・
多目的広場ほか

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
勝：ルーテル学院高校／第3位：熊本国府
高校、大津高校

熊本県高体連
熊本県教育委員会

2 県下高校サッカー大会
1/13・14・20・21・27・28、
2/4

えがお健康スタジアムほか
優勝：大津高校／準優勝：東海大学付属
熊本星翔高校／第3位：ルーテル学院高校

熊本県高体連
熊本県教育委員会

1 高円宮杯2017チャンピオンズリーグ熊本U-18 1部 4月～12月
県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンドほか

優勝：東海大学熊本星翔高校／準優勝：
大津高校2nd／第3位：ルーテル学院高校

熊本県サッカー協会

2 高円宮杯2017チャンピオンズリーグ熊本U-18 2部 4月～12月
県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンドほか

優勝：大津高校3rd／準優勝：熊本商業高
校／第3位：熊本国府高校2nd

熊本県サッカー協会

3 高円宮杯2017チャンピオンズリーグ熊本U-18 3部 4月～12月
県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンドほか

優勝：秀岳館高校3rdA／準優勝：慶誠高
校／第3位：韓国CYスポーツ

熊本県サッカー協会

1
九州トレセンリーグU-16
兼 九州U-16トレセンスタッフ研修

4/22・23 エコパーク水俣 優勝：長崎県（熊本県：第6位） 九州サッカー協会

■ 3種委員会 ＜中学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2017 3種委員会総会（及び3種カンファレンス） 4/8（土） 12時半 嘉島町民会館 会議・研修会 3種委員会

2 第32回熊本県クラブユースサッカー（U-15）選手権大会 6/3･4･10･11･17 金魚と鯉の郷広場グラウンドほか
優勝：FCK MARRY GOLD AMAKUSA U15
／準優勝：八代フューチャーズU-15／第3
位：シャルムFC熊本

熊本県サッカー協会

3 熊本県中学校総合体育大会サッカー競技大会 7/22･23･24
エコパーク水俣
芦北町営岩崎グラウンド

優勝：人吉第二中学校／準優勝：小川中
学校／第3位：五和中学校、鎮西中学校

熊本県中体連
熊本県教育委員会

4
平成29年度全国中学校体育大会
第48回全国中学校サッカー大会

8/18～23 大津町運動公園球技場ほか
優勝：青森山田中学校（青森）
（人吉市立第二中学校、宇城市立小川中
学校：2回戦敗退）

日本中体連、日本サッ
カー協会、熊本県教育委
員会ほか

5 第12回熊本県クラブユース（U-13）サッカー大会 12/2･3･9･10
嘉島総合運動公園
山鹿カルチャーセンターほか

優勝：ソレッソ熊本／準優勝：太陽スポーツ
クラブ熊本／第3位：ブレイズ熊本①

熊本県サッカー協会

6 第27回熊本県クラブユースサッカー（U14）選手権大会 1/7・8・13・14 七城町総合グラウンドほか
優勝：ブレイズ熊本／準優勝：ソレッソ熊本
／第3位：FCK MARRYGOLD 熊本

熊本県サッカー協会

7
第46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

1/27・28、2/3
宇城市小川町観音山運動公園
鏡町民グラウンド

優勝：ルーテル学院中学校／準優勝：合志
中学校／第3位：小川中学校、松橋中学校

熊本県サッカー協会

8 第44回熊本県中学校教職員サッカー大会 3/4 菊陽杉並木公園さんさんほか
優勝：山鹿中学校／準優勝：合志中学校
／第3位：阿蘇中学校

熊本県サッカー協会

1 高円宮杯2017熊本県サッカーリーグU-15　【1部】 3月～10月 嘉島町総合運動公園ほか
優勝：ルーテル学院中学校／準優勝：FCK 
MARRY GOLD AMAKUSA U15／第3位：
FCK MARRY GOLD KUMAMOTO

熊本県サッカー協会

2 高円宮杯2017熊本県サッカーリーグU-15　【2部】 3月～11月 県内各地

＜Aグループ＞優勝：太陽スポーツクラブ熊
本／準優勝：エスペランサ熊本／第3位：人
吉第二中学校
＜Bグループ＞優勝：アルバランシア熊本／
準優勝：FC Almalazo.Kumamoto／第3位：
八代フューチャーズU-15

熊本県サッカー協会

3 高円宮杯2017熊本県サッカーリーグU-15　【3部】 3月～11月 県内各地

＜Aグループ＞優勝：アスフィーダ熊本／準
優勝：FC LISOL／第3位：ビアンカスにしはら
＜Bグループ＞優勝：大津中学校／準優
勝：八代市立第四中学校／第3位：力合中
学校

熊本県サッカー協会

トレセン

リーグ

リーグ

リーグ

育成・強化

リーグ

高体連　（共催事業）
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№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

4 高円宮杯2017熊本県サッカーリーグU-15　【4部】 4月～11月 県内各地区 県内16地区にて実施 熊本県サッカー協会

5
高円宮杯2017熊本県サッカーリーグU-15チャレンジ大会
（4部→3部への昇格チーム決定戦）

12/2・16・17 小川観音山グラウンドほか

＜3部自動昇格＞①フォルテ②熊本城南
中③合志中④西合志南中＜3部との入替
戦出場＞①八代フューチャーズ2nd、②
錦ヶ丘中、③帯山中、④スクデット

熊本県サッカー協会

6
高円宮杯2017熊本県サッカーリーグU-15入替戦
（1部-2部）（2部-3部）（3部-4部）

1部-2部：11/23
2部-3部：11/25、12/17
3部-4部：12/27

大津町運動公園多目的
県民総合運動公園スポーツ広場
ほか

＜1-2部＞ブレイズ2nd1部残留、アルマラッ
ゾ1部昇格＜2-3部＞エスパシオ2部昇格、
菊陽中2部残留＜3-4部＞八代フュー
チャーズ2ｎｄ昇格、UKI.C-FC残留、出水中
残留、スクデット昇格

熊本県サッカー協会

7 2017熊本県サッカーリーグU-13 6/4～11/26 県民総合運動公園ほか
優勝：FCKマリーゴールド天草／準優勝：太
陽スポーツクラブ熊本①／第3位：ブレイズ
熊本

熊本県サッカー協会

1 第3種委員会トレーニングセンター 通年 熊本県内グラウンド トレセン事業 熊本県サッカー協会

2 2017九州選抜中学生サッカー大会 8/10・11・12
大分スポーツ公園だいぎんサッ
カー・ラグビー場ほか

＜U-13＞優勝：佐賀県選抜（熊本県選抜：
第7位）＜U-14＞優勝：宮崎県選抜（熊本
県選抜：Aブロック第4位）

九州サッカー協会

3 2017九州選抜中学生サッカー大会 1/5・6 金武町フットボールセンターほか
優勝：大分県選抜、佐賀県選抜（熊本県選
抜：Bブロック第4位）

九州サッカー協会

■ 4種委員会 ＜小学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1
4種委員会総会
＊U-12リーグ指導者講習会

4/16（日） 9時半
フードパル熊本
食品交流会館ホール

計画・登録・全日本 4種委員会

2 第43回熊日学童オリンピックサッカー競技大会
開会式：6/3
大会：6/11・17・18・25

パークドーム熊本ほか
優勝：FC Wings熊本／準優勝：太陽スポー
ツクラブ熊本U-12／第3位：FCK MARRY 
GOLD KUMAMOTO U-12、 FC BIG WAVE

熊本県サッカー協会
熊本日日新聞社

3
第25回RKK・タカスギカップ
火の国少年サッカートレセン熊本県大会

8/13 パークドーム熊本
優勝：熊本中央トレセンベガ／準優勝：県北
トレセン／第3位：八代北トレセン

熊本県サッカー協会

4
第7回スーパースポーツゼビオカップ熊本県U-10少年サッ
カー（9人制）大会
兼 九州ジュニアU-10サッカーフェスティバル予選

開会式：9/2
大会：9/10・18・23

観音山総合運動公園
大津町運動公園多目的広場

あパート優勝：ソレッソ熊本V／いパート優
勝：アルバランシア熊本FC／うパート優勝：
FC Ants U-10／えパート優勝：UKI-C.FC

熊本県サッカー協会

5 第41回全日本少年サッカー大会熊本県大会
開会式：10/28
大会：11/3・11・18・23

大津町運動公園球技場
八代県南運動公園多目的ほか

優勝：ブレイズ熊本ジュニア／準優勝：エス
ペランサ熊本／第3位：FC BIG WAVE、出
水サッカークラブ

日本サッカー協会、日本
体育協会スポーツ少年
団、読売新聞社

6
第39回熊本県少年サッカー新人大会（田嶋杯）U-11熊本県
大会／第16回スポーツハヤカワカップ

開会式：10/28
大会：12/2・10・16・17

県民総合運動公園スポーツ広場
八代県南運動公園多目的ほか

優勝：ソレッソ熊本U-12V／準優勝：SIEG熊
本SS／第3位：シャルムFC熊本

熊本県サッカー協会

7
第49回熊本県少年サッカー選手権大会（大谷杯）
第49回九州少年サッカー大会熊本県代表決定戦

開会式：1/13
大会：1/20・28、2/3・4・10

大津町運動公園多目的ほか
優勝：ソレッソ熊本U-12V／準優勝：FCク
ラッキ／第3位：あさぎりFC、ヴィラノーバ水
俣U-12

熊本県サッカー協会

8 第21回熊本県地域選抜少年サッカー大会（5年） 3/3
県営八代運動公園
陸上競技場、多目的広場

優勝：熊本中央トレセンシリウス／準優勝：
熊本中央トレセンリゲル／第3位：宇城トレセ
ンレッド

熊本県サッカー協会

9 第28回熊本県地域選抜少年サッカー大会（6年） 3/4
県営八代運動公園
陸上競技場、多目的広場

優勝：熊本中央トレセンベガ／準優勝：菊阿
トレセン／第3位：熊本中央トレセンカペラ

熊本県サッカー協会

10 フジパンCUP第49回九州ジュニア（U-12）サッカー大会 3/10・11 大津町運動公園球技場・競技場
優勝：比屋根FC（沖縄）
（ソレッソ熊本：2回戦敗退、FCクラッキ：1回
戦敗退）

九州サッカー協会

1 U-12サッカーリーグｉｎ熊本県 5月～10月 県内各地 U-10/11/12各地区 熊本県サッカー協会

1 KFA U-9サッカーフェスティバル ※未実施 熊本県サッカー協会

2
2018
第7回九州地域ジュニアU10サッカーフェスティバル（9人制）

3/17・18 パークドーム熊本

優勝：飛松FC（鹿児島）
（アルバランシア熊本、ソレッソ熊本、FC 
Ants：決勝トーナメント1回戦敗退、UKI-
C.FC：火の国トーナメント準優勝）

熊本県サッカー協会

1 U-11 熊本県トレセン 通年 各地 トレセン事業 熊本県サッカー協会

2 U-12 熊本県トレセン 通年 各地 トレセン事業 熊本県サッカー協会

■ 女子委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2017 女子委員会総会 4/16(日) 15時 水前寺共済会館 会議 女子委員会

2 第22回熊本県女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 5/4・5
県民総合運動公園スポーツ広
場、補助競技場

優勝：益城ルネサンス熊本FCフェニックス／
準優勝：熊本ユナイテッドSCフローラ／第3
位：MELSA熊本FCソヒーア

熊本県サッカー協会

3 第6回熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技（女子） 5/27、6/3・6
県営八代運動公園陸上競技場
松前記念サッカー場

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
勝：秀岳館高校／第3位：慶誠高校、大津
高校

熊本県高体連
熊本県教育委員会

4 第6回熊本県女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 8/19・20 植木総合スポーツセンター
優勝：益城ルネサンス熊本FCフェニックス／
準優勝：熊本ユナイテッドSC／第3位：FCK 
MARRY GOLDレディース U18

熊本県サッカー協会

5
第36回熊本県女子サッカー選手権大会
兼 第35回九州女子サッカー選手権大会熊本県予選

9/2・3
県民総合運動公園補助競技場
ほか

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
勝：益城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フローラ

熊本県サッカー協会

6
第13回熊本県高等学校女子サッカー選手権大会
兼 第28回九州高等学校女子サッカー選手権大会熊本大会

9/2・16・18・24
秀岳館高校サッカーグラウンドほ
か

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
勝：秀岳館高校／第3位：慶誠高校

熊本県サッカー協会
熊本県民テレビ

7 第27回熊本県女子ユース（U12）サッカー選手権大会 9/18・30 大矢野総合スポーツ公園
優勝：益城ルネサンス熊本FCジュニア／準
優勝：プリンセス天草／第3位：ほくぶ総合
ヴェルストレーラ

熊本県サッカー協会

8 第29回全国レディースサッカー大会熊本県大会 ※未実施
※申込が1チームだった為、スポーツの森・
大津マリノスが県代表として九州大会へ出
場

熊本県サッカー協会

9 大学女子サッカー選手権大会 ※未実施 熊本県サッカー協会

10 第43回熊日学童五輪サッカー競技（女子の部）大会 11/3・4 益城町黒石崎仮設グラウンド
優勝：熊本ユナイテッドSCエーマ／準優勝：
益城ルネサンス熊本FCジュニア／第3位：
ほくぶ総合ヴェルストレーラ

熊本日日新聞社
熊本県サッカー協会

11
第29回九州レディースサッカー大会
兼 第29回全国レディースサッカー大会九州地域予選

12/9・10 大津町運動公園球技場・競技場
優勝：モゼーラ鹿児島（鹿児島）／準優勝：
スポーツの森・大津マリノス（熊本）

九州サッカー協会

フェスティバル

トレセン

トレセン

リーグ
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№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

12 県下高校サッカー大会（女子） 1/13・14・21・28
東海大学松前記念サッカー場ほ
か

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
勝：秀岳館高校／第3位：大津高校

熊本県高体連
熊本県教育委員会

13 第15回九州女子サッカーリーグ・チャレンジカップ 1/13・14 大津町運動公園球技場
優勝：ヴェルスパ大分レディース（大分）
（益城ルネサンス熊本FCフェニックス：1回
戦敗退）

九州サッカー協会

14 第25回熊本県女子（U-12）さわやかサッカー大会 2/11・12 荒尾運動公園陸上競技場
優勝：熊本ユナイテッドSCエーマ／準優勝：
プリンセス天草／第3位：益城ルネサンス熊
本FCジュニア

熊本県サッカー協会

15 第36回熊本県女子サッカー総合選手権大会 2/18・25 県民総合運動公園補助競技場
優勝：秀岳館高等学校／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

熊本県サッカー協会

1 第22回熊本県女子サッカーリーグ （1部） 6/24～12/28
日奈久ドリームランド｢シー・湯・
遊｣ほか

優勝：秀岳館高校セカンドチーム／準優勝：
益城ルネサンス熊本フェニックス／第3位：
エスプレッソ

熊本県サッカー協会

2 第22回熊本県女子サッカーリーグ （2部） 6/11・18、7/9 竜北東小学校ほか
優勝：プリンセス天草／準優勝：ソレイユ熊
本フットボールクラブ／第3位：FCリベルテ

熊本県サッカー協会

3 第19回熊本県女子ジュニア（U-12）サッカーリーグ 7・9・16・23・30、2/3・4 北部公園
優勝：熊本ユナイテッドSCエーマ／準優勝：
ほくぶ総合ヴェルストレーラー／第3位：益城
ルネサンス熊本FCジュニア

熊本県サッカー協会

1
第23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2017熊本）

7/16・17
日奈久ドリームランド｢シー・湯・
遊｣、芦北町営岩崎グラウンド

優勝：熊本ユナイテッドSCフローラ／準優
勝：日置シーガルズ（鹿児島）／第3位：益
城ルネサンス熊本FCフェニックス

熊本県サッカー協会

2 JFAガールズサッカーフェスティバル2017熊本 10/9 パークドーム熊本

未就学児～小学6年生、保護者
男子：47名（初心者33名）／女子：36名（初
心者27名）／保護者／22名／TOTAL：
105名（初心者60名）

熊本県サッカー協会

3
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2017熊本）

1/21 大津町運動公園多目的広場
＜enjoyの部＞優勝：スポ森♥CUTE
＜ATHLETEの部＞優勝：マリノスA

熊本県サッカー協会

4 JFAガールズサッカーフェスティバル2017熊本 3/10 県民総合運動公園スポーツ広場
未就学児～小学6年生
男子：10名（初心者4名）／女子：39名（初
心者17名）／TOTAL：49名（初心者21名）

熊本県サッカー協会

1 熊本県U-12・U-11・U-10スクール（トレセン） 5月～2月 県内各地 熊本県サッカー協会

2 熊本県U-15スクール（トレセン） 5月～2月 県内各地 熊本県サッカー協会

3 熊本県U-17スクール（トレセン） ※未実施 熊本県サッカー協会

1 熊本県国体選抜 4月～ 県内各地 熊本県サッカー協会

■ シニア委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2017 シニア委員会総会 4/23（日） 15時 大津町運動公園球技場会議室 会議 シニア委員会

2
第29回熊本県シルバースポーツ交流大会
（ねんりんピックサッカー熊本県予選）

4/16 県民総合運動公園スポーツ広場
優勝：ランザ熊本シニアFC／準優勝：城まち
FC／第3位：熊本オールドキッカーズ

熊本さわやか長寿財団、
熊本県、熊本県老人クラ
ブ連合会

3
第17回九州シニア（O-50）サッカー大会
兼 第16回全国シニア（50歳以上）サッカー大会九州予選

4/22・23 大津町運動公園球技場・競技場
優勝：KUMAMOTO肥後シニア（熊本）、福岡
飛梅シニアサッカークラブ（福岡）

九州サッカー協会

4 九州シニア（O-60/70）サッカーフェスティバル 9/30、10/1 大津町運動公園

＜O-70＞未実施 ＜O-60＞優勝：福岡六
十雀フットボール（福岡）（ランザ熊本・城
町、熊本南オールスターズFC：予選リーグ
敗退）

九州サッカー協会

5 第6回O-50シニア熊本大津大会 3/17・18 大津町運動公園球技場・競技場
優勝：福岡飛び梅四十雀FC（福岡）／準優
勝：スポーツの森大津シニア／第3位：肥後
シニア

大津町サッカー協会
熊本県サッカー協会シニ
ア部会

6 強化事業 通年 県内各地 選抜の強化・派遣（練習会・九州大会） 熊本県サッカー協会

1 第26回熊本県シニアサッカーリーグ 4/9～8/27 大津町運動公園ほか

＜1部＞優勝：シマズ自動車北部／準優
勝：熊本県教員蹴友団OB／第3位：
HK2013シニアFC＜2部＞優勝：スポーツの
森大津シニア／準優勝：NTTアルエットシニ
ア／第3位：熊本四十雀S.C

熊本県サッカー協会

2 第11回熊本県シニアO-50サッカーリーグ 9/10～1/28 大津町運動公園ほか
優勝：肥後シニアFC／準優勝：ランザ熊本・
熊本ベアーズ・自衛隊シニア／第3位：熊本
県教員蹴友団OB

熊本県サッカー協会

3 第1回熊本県シニア（O-60）サッカーリーグ ※未実施 熊本県サッカー協会

■ フットサル委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2017 フットサル委員会総会 4/30（日） 18時 ウイングまつばせ会議室 会議 フットサル委員会

2 第4回全日本ユース（U-18）フットサル大会熊本県大会 5/13 大矢野総合体育館
優勝：秀岳館高等学校A／準優勝：秀岳館
高等学校B

熊本県サッカー協会

3 九州大学フットサル大会熊本県大会2017 5/14 大矢野総合体育館
優勝：東海大学九州フットサル部／準優勝：
熊本学園大学フットサル部／第3位：熊本
大学フットサル部SMILE

熊本県サッカー協会

4
バーモントカップ
第27回全日本少年フットサル選手権熊本県大会

7/1・2 ウイングまつばせ
優勝：エスペランサ熊本U-12／準優勝：カ
ベッサ熊本U-12／第3位：FCリーソル

熊本県サッカー協会

5 第14回九州女子フットサル選手権熊本県大会 7/16 ウイングまつばせ
優勝：プリメーロ熊本／準優勝：プエルタ熊
本

熊本県サッカー協会

6 第8回九州女子ユース（U-15）フットサル熊本県大会 ※未実施
申込が１チームだった為、プエルタ熊本FCを
県代表として九州大会へ推薦

熊本県サッカー協会

7 第23回九州ユース（U-15）フットサル熊本県大会 8/27、9/23 ウイングまつばせ
第1代表：FCヴィラノーバ水俣／第2代表：
エスペランサ熊本U15

熊本県サッカー協会

8 第23回全日本フットサル選手権熊本県大会 10/8・15、11/3
アクアドーム熊本
大矢野総合体育館

優勝：EGOISTA／準優勝：FUKUEI JAPAN
／第3位：熊本FC、KEL FUTSAL

熊本県サッカー協会

9 第23回全日本フットサル選手権 九州大会 12/2・3
大矢野総合体育館
松島総合センター「アロマ」

優勝／BLACKA BROCCO（福岡）
（EGOISTA：1回戦敗退）

九州サッカー協会

10 SuoerSports XEBIO CUP in熊本 3/3 EFKフットサルフィールド熊本店
優勝：OHZU／準優勝：サネッティ／第3位：
FC城西B

ゼビオグループ
日本フットサル連盟
日本フットサルリーグ

リーグ

リーグ

フェスティバル

トレセン

国体
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№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1
super sports XEBIO 第21回熊本県フットサルリーグ（1部・2
部）

5/21～2/25
ウイングまつばせ
大矢野総合体育館ほか

＜1部＞優勝：FC東陽／準優勝：熊本FC／
第3位：エンフレンテ熊本＜2部＞優勝：熊
本大学フットサル部SMILE／準優勝：FS．
SolBiAnca／第3位：Fest．FC

熊本県サッカー協会

2 第7回熊本県高校生フットサルリーグ2017 8/5～3/21 EFKフットサルフィールド
優勝：エンフレンテ熊本E／準優勝：秀岳館
高校A／第3位：秀岳館高校B

熊本県サッカー協会

3 第16回九州フットサルリーグ 4/29～1/21 ウイングまつばせほか
＜1部＞優勝：ランブレッタ福岡（福岡）＜2
部＞優勝：FUKUEI JAPAN（熊本）（KEL 
FUTSAL：第6位、EGOISTA：第7位）

九州フットサル連盟

4 第5回九州女子フットサルリーグ 熊本ラウンド 5/21～1/7 ウイングまつばせほか
優勝：COLAC,O FUKUOKA（福岡）
（Primeiro熊本：第3位）

九州フットサル連盟

1 第14回九州選抜フットサル大会 5/27・28
佐賀県総合体育館
芦刈文化体育館

優勝：福岡県選抜
（熊本県選抜：準優勝）

九州フットサル連盟

2
日本トリムpresents
第10回全国女子選抜フットサル大会九州大会

1/27・28 粕屋町総合体育館
優勝：鹿児島県選抜
（熊本県選抜：1次ラウンド敗退）

九州フットサル連盟

3 ユースフットサル選抜トーナメント2018九州大会 2/10・11 佐賀県総合体育館
優勝：佐賀県選抜
（熊本県選抜：1次リーグ敗退）

九州フットサル連盟

9/10 スキルアップフットサルパーク
8チーム／男性：73名（初心者21名）／女
性15名（初心者10名）／TOTAL：88名（初
心者31名）

10/1 フットサルパーク熊本
11チーム／男性：73名（初心者5名）／女
性21名（初心者2名）／TOTAL：94名（初心
者7名）

11/4 アクアドームくまもと
6チーム／男性：43名（初心者2名）／女性
6名（初心者1名）／TOTAL：49名（初心者3
名）

9/17→11/19　※台風で延
期

EFKフットサルフィールド
13チーム／男性：113名（初心者7名）／女
性7名（初心者2名）／TOTAL：120名（初心
者9名）

10/22→11/26　※台風で延
期

フジスポーツ熊本御幸店
8チーム／男性：66名（初心者46名）／女
性9名（初心者9名）／TOTAL：75名（初心
者55名）

12/23
巻フットサルセンターカベッサ熊
本 須屋スタジアム

11チーム／男性：76名／女性10名／
TOTAL：86名

2/17 EFKフットサルフィールド
12チーム／男性：99名（初心者11名）／女
性6名（初心者0名）／TOTAL：105名（初心
者11名）

1 2017ビーチサッカー熊本県大会 7/8・9 御立岬海水浴場
優勝：アヴェルダージ熊本BS／準優勝：
ESTATE／第3位：なかよし会

熊本県サッカー協会

2 第4回小学生ビーチサッカー大会 3/25 芦北マリンパークビーチ
＜高学年の部＞優勝：アミスタ／準優勝：ク
ラクションU-12／第3位：田浦FCU-12

熊本県サッカー協会

3 第1回熊本県ビーチサッカーリーグ2017 ※未実施

4 Hsk杯第10回九州ビーチサッカーリーグ2017 5月～9月
御立岬公園ビーチ
玉名鍋松原海水浴場ほか

優勝：アヴェルダージ熊本BS
（マシュケナーダ芦北：第6位、ESTATE：第
7位、エスペランサ熊本：第8位）

九州サッカー協会

■ キッズ委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 巡回指導 通年 県内各地 参加者：延べ7,939名、開催回数：210回 熊本県サッカー協会

2 キッズサッカー交流会 10月～12月 県内13会場 参加者：延べ2,386名、開催回数：90回 熊本県サッカー協会

7/24 ※2部制 パークドーム熊本

＜午前の部＞未就学児～小学2年生
男子：70名（初心者48名）／女子：19名（初
心者19名）／TOTAL：89名（初心者67名）
＜午後の部＞小学2年生～小学6年生
男子：85名（初心者40名）／女子：7名（初
心者2名）／TOTAL：92名（初心者42名）

9/24 人吉梢山グラウンド
未就学児～小学4年生
男子：82名（初心者9名）／女子：15名（初
心者7名）／TOTAL：97名（初心者16名）

10/9 パークドーム熊本

未就学児～小学4年生
男子：136名（初心者89名）／女子：21名
（初心者19名）／保護者／36名（初心者27
名）TOTAL：193名（初心者135名）

10/15　→　※台風で中止 荒尾運動公園陸上競技場 未就学児～小学4年生

11/11 熊本高専八代キャンパス
未就学児～小学4年生
男子：42名（初心者7名）／女子：4名（初心
者4名）／TOTAL：46名（初心者11名）

1/27 天草市大矢崎緑地公園

未就学児～小学4年生
男子：121名（初心者61名）／女子：32名
（初心者27名）／TOTAL：153名（初心者
88名）

2/12
嘉島町総合運動公園多目的競
技場

小学2年生
男子：47名（初心者0名）／女子：1名（初心
者0名）／TOTAL：48名（初心者0名）

3/10 県民総合運動公園スポーツ広場

未就学児～小学4年生
男子：130名（初心者64名）／女子：12名
（初心者9名）／TOTAL：142名（初心者73
名）

4 KFAサッカーキッズ in えがおスタ 11/25 えがお健康スタジアム

＜午前の部＞38チーム／420名（男子：
297名、女子：123名）＜午後の部＞28
チーム／294名（男子：239名、女子：55
名）＜合計＞66チーム／714名（男子：536
名、女子：178名）

熊本県サッカー協会

5 キッズエリート（U-9・10）定期トレーニング
3/25、4/22、5/27、6/24、
7/22、9/23、10/28、
11/18、12/23、1/27、3/24

宇城市立ふれあいスポーツセン
ターほか

＜U-9＞11回、延べ214名＜U-10＞9回、
延べ157名＜保護者向け講習会＞レディー
スセミナー、ストレッチ講座、キッズリーダー
養成講習会、食育講座

熊本県サッカー協会

6 キッズエリート（U-9・10・11）九州隣県交流会 9/2・3
西鞍の丘運動公園芝生フィール
ド

福岡・佐賀・長崎・熊本によるフェスティバ
ル、交流試合等
U-9：21名／U-10：16名／スタッフ：6名

福岡県サッカー協会

ビーチサッカー

3 JFAキッズサッカーフェスティバル2017熊本 熊本県サッカー協会

リーグ

選抜

フェスティバル

1 JFAファミリーフットサルフェスティバル2017熊本 熊本県サッカー協会
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№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

7 キッズエリート（U-9・10）九州隣県交流会 2/24・25
県民総合運動公園スポーツ広
場・体育館

福岡・佐賀・長崎・熊本によるトレーニング、
体力測定、交流試合、保護者向けセルフケ
ア講座等
U-9：19名／U-10：28名／スタッフ：11名

熊本県サッカー協会

8 キッズ委員会会議 7/17 県協会会議室
参加者：12名
内容：キッズサッカー交流会

熊本県サッカー協会

9 九州キッズミーティング 10/21・22 沖縄 参加者：武田、光永　※台風の為欠席 沖縄県サッカー協会

10 JFAキッズミーティング 1/27・28
JFAハウスヴァーチャルスタジア
ム

参加者：武田 日本サッカー協会

■ 九州サッカー協会＜諸会議等＞

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 常務理事会
①5/27（土） ②8/26（土） ③
12/27（水） ④3/3（土）

①②セントラルホテルフクオカ ③
鹿児島サンロイヤルホテル3階 
④福岡朝日ビルB1F

会議 九州サッカー協会

2 理事会
①5/27（土） ②8/26（土） ③
11/25（土） ④3/3（土）

①②セントラルホテルフクオカ ③
博多バスターミナル9階第4ホー
ル ④福岡朝日ビルB1F

会議 九州サッカー協会

3 定時社員総会 6/26（月） セントラルホテルフクオカ 会議 九州サッカー協会

■ 日本サッカー協会＜諸会議等＞　2017/1/1～2017/12/31

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 47FA選出JFA評議員会議 2017/3/26（日） 11時 JFAハウス 4F会議室 会議 日本サッカー協会

2 JFA定時評議員会 2017/3/26（日） 13時 JFAハウス 4F会議室 会議 日本サッカー協会

3 47FA代表者会議 10/21（土） JFAハウス 4F会議室 会議 日本サッカー協会

5 JFA臨時評議員会 11/25（土） 14時 JFAハウス 4F会議室 会議 日本サッカー協会

4 都道府県サッカー協会選出評議員会議 12/16（土） 11時 JFAハウス 4F会議室 会議 日本サッカー協会

5 JFA臨時評議員会 12/16（土） 13時 JFAハウス 4F会議室 会議 日本サッカー協会


