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　「熊本県高等学校総合体育大会サッカー競

技（女子）」が 5月 27 日、6月 2 日、3日

の３日間、秀岳館高校グラウンドであり、秀

岳館高が初代女王に輝いた。

　サッカー女子は今回が初開催。秀岳館高、

大津高、松橋高の 3校が参加してリーグ戦

を行い、2戦 2勝した秀岳館高校が優勝した。

＜試合結果＞

秀岳館　  6-0　大津

大津　　11-0　松橋

秀岳館　20-0　松橋

　優勝した秀岳館高校は宮崎県であった「第

1回九州高等学校女子サッカー競技大会」に

出場。１回戦で神村学園（鹿児島）と対戦し

１－６で敗れた。

　　　　　　（写真は熊本日日新聞提供）

県高校総体サッカー女子
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【サッカー女子決勝リーグ・秀岳館－大津】後半２分、シュートを放つ秀岳館の西田（左）＝秀岳館高グラウンド

初代女王に秀岳館初代女王に秀岳館
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大津  延長戦制す
Category

２
高校

県高校総体サッカー男子

この広報紙は、

スポーツ振興くじ助成金を受けて

実施しています

準優勝 : 熊本工業高　第 3位 : 秀岳館高、必由館高
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　第４０回県高校総合体育大会サッカー男子

は５月２７日から６２校が参加して開催。決

勝は熊本市水前寺競技場であり、大津が延長

戦の末、１－０で熊本工を下し２年連続１５

度目の優勝を飾った。

　決勝は１９歳以下日本代表のＤＦ植田直通

らを擁する第１シードの大津と、堅い守備で

勝ち上がった熊本工の対戦となった。

　試合は前後半ともに両チーム無得点で延長

戦に。試合が動いたのは延長後半３分。大津

のＭＦ豊川雄太が右サイドからのクロスを頭

で合わせゴール。これが決勝点となり、大津

が全国行きの切符を手にした。

※写真は喜ぶ大津イレブン＝熊本日日新聞社

提供

熊本市内高校サッカー大会

鎮西 ルーテル下しＶ
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　第４８回全国社会人サッカー選手権県予選は６

月１０日、県営八代運動公園陸上競技場で決勝を

行い、熊本教員蹴友団が５－０でダイナマイツ八

代を下し、４連覇を飾った。

　教員蹴友団は豊富な運動量と高いキープ力で、

序盤からゲームを支配。前半９分、左サイドから

ボールをつなぎ、ＦＷ志水貴彦が右足で決めて先

制した。後半に入り、相手の動きが鈍ると、両サ

イドを起点にゴールへ迫り、ＦＷ野口慶の３得点

などで圧倒。前後半合わせて八代の４倍余りとな

る２１本のシュートを放ち、快勝した。教員蹴友

団は８月４、５日に大分県である九州地区予選に

出場する。

全国社会人サッカー選手権県予選

熊本教員蹴友団が４連覇Category

１
社会人
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　「御立岬ビ－チサッカーフェ

スティバル 2012」が 5月 26、

27 日の両日、芦北町御立岬海

水浴場であった。

　参加チームは、各カテゴリー

（小学生・中学生・女子・フレ

ンドリー・チャンピオン）あわ

せて 89 チーム。約千人が熱戦

を繰り広げた。 

　チャンピオンクラスでは、Ｅ

ＳＴＡＴＥが決勝戦でエスペラ

ンサ熊本を延長の末、PK 戦で

下し、4年ぶりの優勝を果たし

た。

　ESTATE は 8 月末に同海水浴

場で行われる九州大会に熊本県

代表として出場する。

＜チャンピオンクラス＞

優勝　：ESTATE

準優勝：エスペランサ熊本

第３位：mas que nada 　　　

　　　　ASHIKITA

＜フレンドリークラス＞

優勝　：EGOISTA

準優勝：焼肉一

第 3位：FC Skunk

＜小学生クラス＞

優勝　：エスペランサ熊本

準優勝：ファンタジスタ

第 3位：FC CRAQUE ジュニア

＜中学生クラス＞

優勝　：エスペランサ熊本　　

　　　　U-15

準優勝：エスペランサ熊本 P

第 3位：佐敷中学校 B

＜女子クラス＞

優勝　：joy style

準優勝：まんた牧場

第 3位：La Fleur

Category

１
社会人

御立岬ビーチサッカーフェスティバル

89 チーム、1000 人が熱戦

九
州
ビ
ー
チ
サ
ッ
カ
ー
リ
ー
グ10月

ま
で
熱
戦
続
く
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期日：5月 13日（日）

会場：熊本高等専門学校熊本キャンパスグラウンド

【第 1試合】

熊本高専八代 C　3-0　熊本高専熊本 C

【第２試合】

有明高専　1-2　熊本高専八代 C

【第３試合】

有明高専 　3-2 　熊本高専熊本 C

優勝：熊本高等専門学校八代キャンパス

準優勝：有明工業高等専門学校

第 3位：熊本高等専門学校熊本キャンパス

学生
熊本地区高専サッカー大会

熊本高専八代キャンパスＶ

Referee
審判

女性レフェリートレーニングを開催
　本年度より、女性審判員の技術、体力の向上及

び普及のために女性審判員を対象としたトレーニ

ングを毎月1回開催します。第1回の女性レフェ

リートレーニングは 5月 17日夜、県民総合運動

公園スポーツ広場で国体選手強化練習試合を使っ

て実施しました。

　今回は、15 分間ずつの練習試合に、主審、副

審として入ってもらい笛と旗の実技トレーニング

を行いました。審判を終わるごとに現役の審判員

及びインストラクターによる実技指導が行われま

した。

　今後も、参加審判員のレベルにあった指導をし

ていこうと考えています。有資格者やこれから審

判資格取得を考えているかた等、審判活動に興味

のあるかたの参加お待ちしております。次回は下

記の日程で実施します。（雨天の場合も内容を変

更して同会場で行います）。

　期日／ 7月 26日（木）

　時間／午後 7時 30分から 9時 30分頃まで

　場所／益城町運動公園陸上競技場

　費用は無料で事前の申込みも必要ありません。

運動のできる服装と審判道具（お持ちであれば）

を持参して直接会場へお越し下さい。

ジョアン・サルバンスとリカルド・セガラによる
サッカークリニック
～GK＋ FP の実践的トレーニング～
【講師】ジョアン・サルバンス／リカルド・セガ

ラ

【期日】7月 16日（月・祝）

【場所】熊本県民総合運動公園サッカー場、

火の国ハイツ

【締切】7月 10日（火）

優秀競技者・指導者育成支援事業　公認指導者特
別研修会
「育成年代のサッカー及び指導について」
【講師】足達 勇輔 氏（AC長野パルセイロ　スクー

ル・アカデミー　総合プロデューサー）

【期日】8月 1日（水）

【場所】宇城市立ふれあいスポーツセンター

【締切】7月 25日（水）

GK のトレーニングに関する内容
【講師】南 弘一 氏（熊本県サッカー協会技術委

員会スタッフ）

【期日】7月 5日（木）・10 月 4 日（木）・11 月

1日（木）・12 月 6日（木）・平成 25 年 1月 10

日（木）・2月 7日（木）・3月 7日（木）

【場所】熊本県民総合運動公園スポーツ広場

【締切】各開催日の 3日前

※詳細は熊本県サッカー協会ホームページをご覧

ください。

公認 C級コーチリフレッシュ研修会を開催Coach
技術
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Category

３
クラブ

県クラブユース ( Ｕ -15) 選手権

ＵＫＩ－Ｃ . ＦＣ優勝
２位 シャルム　３位 ヴィラノーバ
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　「第 17 回九州女子ユース（U-15）サッカー選

手権大会」が 6月 2、3日の両日、大分県中津市

であり、熊本県からはMELSA 熊本 FC ソヒーア

と熊本ユナイテッド SC が出場。MELSA 熊本 FC

ソヒーアが準優勝した。

　MELSA 熊本 FC ソヒーアは、決勝で神村学園

中等部（鹿児島県）と対戦。0-4 で敗れはしたも

のの、「全日本女子ユース U-15 サッカー選手権

大会」の出場権を獲得した。熊本ユナイテッド

SC は、2 回戦で優勝した神村学園中等部に 0-8

で敗れ、惜しくも全日本出場はならなかった。 

　なお、「全日本女子ユース U-15 サッカー選手

権大会」は、7月 28日～ 8月 2日の 6日間、大

阪府の J-GREEN 堺にて、全国地域代表 32 チー

ムで行われる。 

優勝：神村学園中等部女子サッカー部（鹿児島）

準優勝：MELSA 熊本 FCソヒーア（熊本）

第 3位：日置シーガルズ（鹿児島）

　「第 17 回熊本県女子ユース

（U-15）サッカー選手権大会」

の予選リーグが 5 月 3 日、益

城町運動公園であり、予選リー

グ 6 試合を行い上位 4 チーム

が決勝トーナメントへ進出し

た。

　決勝トーナメントは 4 日、

大津町運動公園球技場であり、

MELSA 熊本ソヒーアが決勝で

熊本ユナイテッド SC を 6-0 で

下し優勝した。

県女子ユース (Ｕ -15) 選手権

ＭＥＬＳＡ熊本ソヒーアＶCategory

５
女子

九州女子ユース　ＭＥＬＳＡ準Ｖ 全国へ

九州なでしこ大会
ルネサンス制す

　「第 24 回九州なでしこサッ

カー大会」が 5 月 12、13 日

の両日、福岡県の福岡フット

ボールセンターで開催され、熊

本県からは益城ルネサンス熊

本 FC（Q リーグ 1位シード）、

MELSA 熊本 FC アマール（Q

リーグ 3位シード）、益城ルネ

サンス熊本FCフェニックス（熊

本県代表）の 3チームが出場。

決勝で益城ルネサンス熊本 FC

が鹿児島代表の神村学園高等部

女子サッカー部を 1 － 0 で下

し優勝した。

優勝　：益城ルネサンス熊本フットボールクラブ（熊本）

準優勝：神村学園高等部女子サッカー部（鹿児島）

第 3位：大分トリニータレディース（大分）、

　　　　HOYOスカラブ FC（大分）



KFA NEWSKumamoto Football Association 一般社団法人 熊本県サッカー協会 9

Senior
シニア

　4月 22 日（日）より九州各地で開催されてい

る「第 15回九州女子サッカーリーグ」の前半が

終了し、熊本県勢としてはMELSA熊本FCが3位、

熊本ユナイテッド SC が 4位、益城ルネサンス熊

本 FCが 5位となった。

　この結果、MELSA 熊本 FC と益城ルネサンス

熊本 FC が、10 月に佐賀県で行われる「平成 24

年度第 30 回九州女子サッカー選手権大会兼第

34 回全日本女子サッカー選手権大会九州地区予

選」の九州女子サッカーリーグ枠のシード権を獲

得した。 

　※九州女子サッカー選手権大会は、上位グルー

プ ( 益城ルネサンス熊本 FC、HOYO スカラブ

FC、MELSA 熊本 FC、大分トリニータレディース、

NW北九州レディース、柳ヶ浦高 ) の前半戦終了

時点での上位 3チームに九州女子サッカーリー

グ枠のシード権が与えられる。

九州女子リーグ前半戦
ＭＥＬＳＡ､ ルネサンス シード権獲得

全国シニア九州予選

県勢 全国出場逃す
【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 日の 2日間、大

分県で開催された。

　代表決定戦は A組 1 位の鹿児島と

B組 1位の宮崎の対決となり、鹿児島

が 1-0 で宮崎を退け、九州代表となっ

た。

熊本選抜は、B組 3位だった。

【2012 全国シニア（O-50）サッカー

大会　九州予選】

　4 月 14 日・15 日の 2 日間、鹿児

島県で開催された。

　A組を 1位通過した熊本選抜は、代

表決定戦で宿敵の福岡と対戦。残念な

がら 1-3 で敗れ、全国大会出場を逃し

た。

【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 日・13 日、佐賀県で開催

され、九州 8県代表によるトーナメ

ント形式で行われた。

緒戦、福岡を 0-0 からの PK 戦（3-0）

で 2 回戦に進んだ熊本選抜は大分と

対戦したが 0-1 で敗退。

　決勝は宮崎と大分の対戦となり、

1-0 で勝った宮崎県が全国大会出場を

決めた。
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Futsal
フットサル

　「第 1回熊本県フットサル連盟カップ」が 4月

15日、パークドーム熊本で開催されました。

　この大会は日頃フットサルを楽しんでいる方々

やフットサルを始めて間もない方々が一緒になっ

て楽しもうをテーマに、学生や女子チームを中心

に 15チーム 250 名の参加がありました。

　第 1回目とあってＦリーグ現役選手や元フッ

トサル日本代表キャプテン経験者 5名もゲスト

参加しました。

　大会は各カテゴリーに分かれ対戦を行い、チャ

ンピオン

を決定す

る方式で

行われま

した。

　特別イ

ベントと

して、全チームがＦリーグドリームチームと対戦

し、日本のトップレベルの技術やスピードを感じ

てもらいました。

九州大学選手権県大会

東海大Ｖ 九州大会へ
　「九州大学フットサル選手権 2012 熊本県大会」

が 6月 3日、東海大学体育館で開催されました。

　熊本県代表を決める戦いは昨年同様、東海大学

と熊本大学医学部との対戦となり、東海大学が優

勝を決めました。

　優勝した東海大学は佐賀県で開催される九州大

学フットサル選手権大会 2012 に出場します。

　本年度の熊本県フットサルリーグが5月13日、

松島総合センター「アロマ」で開幕しました。

　3連覇を狙うエゴイスタを筆頭に各チームの熱

い戦いが始まりました。

　今年度は各チームともシーズン前から補強や遠

征等を行いレベルアップを図ったことで実力が拮

抗し、各試合とも面白い試合が展開されそうです。

　是非とも、熊本県のトップレベルのフットサル

を会場で観戦してください。

県リーグが開幕

　今年も各会場でファミリーフットサルフェス

ティバルを開催いたします。

　ご家族で、仲の良い仲間で是非ご参加ください。

[7 月 29 日 ]　松島総合センター「アロマ」

[9 月 30 日 ]　フットサルパーク熊本

　申込方法等、詳細は熊本県サッカー協会ホーム

ページをご覧下さい。

ファミリーフットサル　参加者募集

第 1回県連盟カップを開催
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Kids
キッズプロジェクト

　[U-10 定期トレーニング ]

　2012 年度第 1回目の「エリート（U-10）定期

トレーニング」を 5月 12日、パークドーム熊本

で実施。カベッサ熊本コーチの指導のもと「1対

1のなかで相手を観る・だます」をテーマに 14

名が参加した。

　今回は「第 24回熊本県シルバースポーツ交流

大会総合開会式」の一環として行い、トレーニン

グの最後にはシニアチームの熊本オールドキッ

カーズとミニゲームを行った。

　年齢差が 50 ～ 60 歳程ある方々を相手に、子

どもたちはいつもと違った試合内容で少し戸惑っ

ていたようだが、よい経験になったと思う。

　また、シルバースポーツ交流大会総合開会式の

イベントとして、シュートの速度を測るスピード

ガン対決を実施。トレーニング終了後の選手や保

護者、開会式に参加していたこども達が、自己最

高記録をめざして一生懸命ボールを蹴っていた。

　トレーニング終了後には、「めざせファンタジ

スタ！」の検定会を行い、下記の 4名が合格した。

＜めざせファンタジスタ合格者＞

stage8：宮嵜彩菜

stage7：菊地雄太　草野夢太　浜田航

※合格者は、めざせファンタジスタ！公式サイト

にも名前が掲載されます。

　第 2回目の「エリート（U-10）定期トレーニ

ング」は 6月 9日、巻フットサルセンターカベッ

サ熊本で実施した。

　この日は朝から曇り空で雨が心配されたが、ト

レーニングが始まるにつれ天気も回復。カベッサ

熊本コーチの指導のもと、「ボールキープ」をテー

マとしたトレーニングに 18名が参加した。

　また前回に引き続き、トレーニング終了後に「め

ざせファンタジスタ！」の検定会を実施し、下記

の 8名が合格した。

＜めざせファンタジスタ！合格者＞

stage8：

硴田大心、岸竜生、倉田晃士朗、道井大河

stage7：

蔵座勇尚、栃原大輝、濱田冬河、三原颯人

　[U-11 定期トレーニング ]

　「エリート（U-11）定期トレーニング」第 1回

目を 5月 19日、宇城市立ふれあいスポーツセン

ターで実施。

　この日は大会等と重なり参加者 10 名と少な

かったが、クーバー・コーチングの指導のもと、「関

わり続けて攻撃と守備をしていく」をテーマに、

一生懸命トレーニングに励んでいた。

キッズエリート
Ｕ -10、Ｕ -11 でトレーニング開始

郡市協会 支援事業講習会を実施
　第 1回郡市協会支援事業講習会が 5月 26 日、

火の国ハイツで開催された。

　この講習会は、昨年まで郡市協会連絡会議とし

て開催していたが、今年度から名称および内容を

一部変更して開催することとなった。

　当日は、各協会から 15名が参加。地域協会の

現状およびその打開策について、熱心な協議がな

された。

　特に、若手人材の育成や競技会運営等について

は各協会共通の課題として、今後も継続した審議

および取り組みが必要であると感じた。

　また、今年度より支援事業での取り組みを計画

している「グリーンプロジェクト」についは、地

域協会がグラウンド管理に関わりを持つなど、今

後の活動に広がりを感じさせる報告も行われた。

　第 2回郡市協会支援事業講習会は、来年 2月

16日に開催予定。

「第 67 回県民体育祭サッカー競技」が 9月 15

～ 16 日の 2日間、大津町運動公園多目的広場で

開催される。

　各地域の予選を勝ち抜いた 20チームによる熱

戦が期待される。

　昨年度、5年ぶり 2回目の優勝を果たした菊池

郡市の連覇か、一昨年まで 10連覇を続けてきた

八代市の巻き返しがなるか注目される。

県民体育祭　今年は大津で　
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【理事】　堀行徳（総務委員長）、山城大（審判委員）、小野龍男（技術委員長）、藤家澄夫（規律・フェアプレー委員長）、満
田和浩（事業委員長）、高野定（医学委員長）、岩本芳久（フットサル委員長）、宮本和史（郡市協会）、武田昭二（キッズプ
ロジェクトリーダー）、河野忍（強化委員長）、水口浩介（１種委員会社会人部会長）、山田清（１種委員会社会人部会委員）、
野田秋夫（１種委員会学生部会長）、渕田邦彦（１種委員会学生部会委員）、佐藤良広（２種委員長）、池田政秀（３種委員長）、
原弘明（３種委員会クラブ委員）、御厨眞（４種委員長）、宮崎雄二（４種委員）、梅本敏憲（女子委員長）、山本武道（シニ
ア委員長）　【会長特命委員】工藤幸史 (1 種社会人 )、青山武司 (1 種学生 )、山口輝尚 (2 種 )、相葉忠臣 ( 審判委員長 )、井
川雄一 ( ユースダイレクター )、仲道隆・光永誠司 ( キッズプロジェクト )、星津章博 (JFA アカデミー )

会長 井　薫 
副会長 遠山和美 
副会長 河野　等 
副会長 上野住江 
副会長 中山重臣 
専務理事 北岡長生 
常務理事 今田周作 （事務局長・広報委員長）
常務理事 松﨑正孝 （ビーチサッカー委員長）
常務理事 河田信之 （JFA 熊本宇城アカデミー担当）
常務理事 藤山直秀 （財務委員長）
監事 緒方史郎 
監事 前川隆道 

名誉会長 　 荒木時彌
名誉副会長　緒方健司
特別顧問 　 宮嶋昭二
顧問　　　   倉重　剛
顧問　　　   主海偉佐雄
顧問　　　   富田豊喜
顧問　　　   緒方司朗
顧問　　　   前田浩文
顧問　　　   山木　徹
顧問　　　   永井隆一
顧問　　　   藤野健一

平成 23・24年度役員一覧

　一般社団法人に移行して初めての熊

本県サッカー協会定時総会が 5月 26

日、熊本市の火の国ハイツで開催され

た。

　この日は、なでしこリーグ 2012 第

7 節「INAC 神戸レオネッサ vs 岡山湯

郷 Belle」も KKWING で開催されてお

り、観戦後に出席された方も大変多

かった。

　定時総会では、一般社団法人熊本県

サッカー協会定款に基づいて定足数の

確認・資格審査が行われ、出席した会員の中から

選出された河田信之議長の元、以下の議題につい

て満場一致で承認可決された。

　◆議題は以下の通り

　第 1号議案　平成 23年度事業報告について

　第 2号議案　平成 23年度収支決算報告及び監

　　　　　　　 査報告について

　第 3号議案　平成 24年度事業計画について

　第 4号議案　平成 24年度収支予算について

　また、議事終了後、以下の事項について報告が

なされた。

・平成 23 年度に制定又は改正した規程等につい  

　て

・平成 24 年度九州サッカー協会の事業計画等に

　ついて

　すでに 4月より各種別・専門委員会の活動は

開始されておりますが、今回の定時総会において

正式に事業計画、収支予算が決定しましたので、

この内容を再度ご確認いただき、今年度の事業を

進めていただければと思います。

　なお、定時総会に欠席されていた会員の方には、

県協会広報誌夏号と一緒に事務局より総会資料を

郵送いたします。（7月上旬予定）

事務局

九州サッカー協会役員改選
　4月 1日付けで九州サッカー協会の役員改選が行われ、

次の通り熊本県サッカー協会関係者が役員に選出されまし

た。（敬称略）

副会長（規律・フェアプレー）：藤家澄夫

副理事長：北岡長生

常任理事：松崎正孝

理事：山城　大（審判委員長）、山本武道（シニア委員長）、

中村　修（九州リーグ連盟）、渕田邦彦（高専連盟）

定時総会を開催

事業計画、予算を正式決定


