
２ ０ ２ １ 年 度 事 業報 告 

 

I. 事業計画の実施状況 

２０２１年度は、当協会の基本理念及び中期業務計画に基づいた年度事業計画に沿

って、「熊本地震からの復興」、「普及」、「強化」、「基盤」の 4 項目について具体的取組

事項を掲げて事業を推進した。 

当初計画した事業は、２０２１年３月以降の新型コロナウィルス第４波から第６波の感

染拡大の中にあって、各委員会においてはＪＦＡの「サッカー活動の再開に向けたガイドラ

イン」（以下、「ＪＦＡガイドライン」という。）に沿った感染予防対策を徹底して多くの事業を

実施した。 

1. 復 興 

熊本県サッカーの拠点であり、復興のシンボルである熊本県フットボールセンター（仮

称）建設は、２０２１年３月に当協会と嘉島町との間で合意がなされ、設置管理許可制

度による官民連携事業として２０２２年８月の開設に向けて建設が進んだ。 

２０２２年３月末にはフットボールセンター内の保育園棟が完成し、４月には他の施設

に先行して企業主導型保育園が開園した。 

2. 普 及 

（1） 生涯スポーツの促進と地域との連携 

 グラスルーツ活動の一貫として２０２０年度に開始したロアッソ熊本と連携した熊本県

キッズプロジェクトを更に展開。巡回指導やキッズキャラバンに取り組んだ。 

（2） 登録者数維持・増加 

 女子、キッズの事業に関して JFA の登録拡大推進事業の企画提案制度に応募。 

女子委員会では、小学 6 年生へのアンケート調査、県出身の WE リーグ選手をパ

ネリストに迎えて「なでしこサッカーフォーラム」、「なでしこ U10 サッカー大会」を開催。 

キッズ委員会は、キッズ交流会を開催し、多数の参加者に好評だった。 

 ４種年代については、ＪＦＡが抜本的な制度改革を検討しており、それに沿って対応し

ていくことにしたい。 

（3） 安心安全な環境の提供と人間力の育成 

 各種競技会やイベント等の開催に当たっては、選手・スタッフ等の健康を最優先として

ＪＦＡガイドラインに沿って開催の可否判断を行い、感染症予防対策を講じた。集合

型の理事会、研修会等は感染予防のためにオンライン上での開催が多かった。 

 マッチコミッショナー、ウェルフェアーオフィサーの資格取得者は増加したが、組織的な

活動に課題を残した。 

3. 強 化 

（1） トレセン活動・指導者養成 

 トレセン活動や指導者養成事業はコロナ禍により中止・延期あるいは縮小開催を余儀

なくされた。 

 技術委員会とユースダイレクター、各年代の指導者が連携して育成ビジョンを推進。 

育成ビジョンは、これからの熊本サッカーの育成や競技力向上の根幹となるものであり、

技術委員会では継続した取組みを積極的に行っていく。 

  



（2） 審判員の育成 

 新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けたものの、十分な対策をとりながらユース

審判員、女子審判員及びサッカー３級審判員の各カテゴリーにおいて審判トレーニ

ングセンターを実施し、審判技術の向上に繋がった。 

 サッカー及びフットサルのユース審判員の普及については、サッカー3級審判 7名増

えたものの、4 級審判員では前年比約 270 名の減となった。ただ、ユース審判員か

ら２級審判員が今年度も１名昇格した。今後、これらのユース審判員が卒業後も継

続するよう、また、より上級審判員へと目指すよう推進していく。 

 女子審判員については、特にユース年代の普及を目的に、各種大会や強化練習

等の機会を通しての研修会や定期的なオンラインによる研修等を実施し、底辺の拡

大及び育成強化を行った。 

（3） 国体少年女子霜雪に伴う女子 U-１２世代の育成強化 

「熊本なでしこプロジェクト」の活動は、予定した活動はコロナ禍により一部を除いて

中止となった。女子選手の県内定着を目的として、トレセンメンバーに対して U-１６

（２種・クラブ）の現状説明会を開催した。 

（4） ＪＦＡアカデミー熊本宇城、ロアッソ熊本の活用  

 ＪＦＡアカデミー熊本宇城と連携して各種指導者養成事業やトレセン活動を積極的

に行った。 

 ロアッソ熊本について、2020 年度にスタートした熊本県キッズプロジェクト活動はコロ

ナ禍により半減したが、広報面での相互連携を高めることができた。 

4. 基 盤 

（1） 財政基盤の充実 

 財政基盤強化の為の予算編成・予算統制プロセスの構築は、一定の成果が得られ

ており、今後も継続的に推進していく。 

 ＪＦＡの会計セルフチェックの開始に伴い、各委員会が認識を新たにして会計処理

に取り組み、ガバナンス・コンプライアンス研修に参加した。 

（2） 運営スタッフの育成と確保 

 各委員会において後継者育成に努めているが、人材の固定化が顕在化しており、次

代を担う若い人材を積極的に登用することが喫緊の課題となっている。 

（3） 各組織の連携 

 業務執行委員会、常務理事会、理事会間の連携が向上した。業務執行委員会と

各委員会間については、情報共有を含めた課題解決に努める必要がある。 

（4） 社会貢献活動の一環で SDGｓの推進団体として熊本県 SDGｓ登録制度に登録した。

今後は、事業計画と SDGｓとの関連性を認識しながら、その達成に向けて取り組みを

推進したい。 

 

Ⅱ 実施事業 ※行事一覧参照 

 新型コロナウィルスの第４波から６波の感染拡大の中、予定した当協会主催事業

（大会・リーグ戦、講習会・会議、等）はＪＦＡガイドラインに沿って可能な限り多くの事

業を実施した。 

 別添、２０２１年度事業報告（事業一覧表）のとおり。 



II. 理事・理事会に関する事項 

1. 理事 

 ２０２１年度定時総会において任期満了に伴う理事改選を行った。 

 年度を通してコロナ禍での事業活動であったが、各担当理事の積極的なリーダシップによ

りスムーズに責任ある事業が推進された。 

 利益相反行為等の違反行為はなかった。 

2. 理事会の開催状況 

 
開催日 

理事定数／ 

  出席者数 
議題、等 

第 1 回 

（WEB） 

2021 年 

5 月 26 日 

27／26 

 

 2020 事業報告・収支決算報告 

 公益目的事業実施報告 

 常勤役員報酬額について 

 2021 定時総会開催について 

臨時理事会 6 月 6 日 27／22  会長、副会長、専務理事、常務理事の

選定 

第 2 回 

（WEB） 

9 月 22 日 27／23  特定資産（特定費用準備資金）取崩し 

 ＪＦＡコンプライアンス担当理事の選定 

 熊本県 SDGｓ登録制度の申請について 

第 3 回 

（WEB） 

2022 年 

1 月 19 日 

27／25  2022 年度事業計画・収支予算につい

て 

 功労者、緒方健司賞の決定 

第 4 回 

（WEB） 

3 月 16 日 27／27  2022 年度収支予算案の修正 

 文科省等の外部表彰候補者推薦 

 ２０２１年度理事会は、コロナ禍により全ての理事会がオンライン上での開催となった。 

 オンライン上での WEB 会議に際しては、開会前に出席理事とのオンライン接続が適切な

状態にあることを確認した上で、出席者全員が相互に意見表明が可能であり、出席者が

一堂に会するのと同等な状況で開催した。 

 召集の手続き、決議要件、決議事項等に不備事項はなかった。 

以上 



■ 事務局

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2021年度定時総会 6/6（日） 10：00 嘉島町民会館
2020年度事業報告・収支決算報告、役員の選
任、2021年度事業計画・収支予算、他

熊本県サッカー協会

2 理事会
19：00
①5/26（水）　 ②9/22（水）
③1/19（水）　④3/16（水）

協会会議室・WEB
事業計画・予算・決算、表彰推薦、役員改選等
の理事会事項の承認

熊本県サッカー協会

3 常務理事会
原則：理事会1週間前（18：30）
①5/19（水） ②9/15（水）
③1/12（水） ④3/9（水）

協会会議室・WEB 理事会付議事項の決定、等 熊本県サッカー協会

4 業務執行委員会

原則：月1回（第1水曜、18：30）
4/7（水）、5/12（水）、6/2（水）、
7/7（水）、8/4（水）、9/1（水）、
10/6（水）、11/4（水）、12/1
（水）、1/5（水）、2/2（水）、　3/2
（水）

協会会議室・WEB
専務理事諮問事項、常務理事会付議事項の協
議・決定、日常重要業務・業務改善に関する協
議・決定、その他

熊本県サッカー協会

5 顧問会議【中止】 6/18（金）18：00 顧問との意見交換、他 熊本県サッカー協会

6 2021年度功労者選考委員会・緒方健司賞運営委員会 1/12（水）18：30 協会会議室・WEB 2021年度功労者・緒方健司賞候補者選考 熊本県サッカー協会

1 SMCサテライトオンライン講座【中止】 10/30・31、11/3 協会会議室
スポーツ組織の運営に携わる方 、スポーツ選手
や指導者などを対象とした講座（オンライン）
＊募集定員に満たなかったため中止

日本サッカー協会
熊本県サッカー協会

2
2021年度国民体育大会
第41回九州ブロック秋季大会

8/7・8・9

成年男子：福岡県（北九州市立本城
陸上競技場）
女子：福岡県（福岡フットボールセン
ター）
少年男子：福岡県（同上）

大会視察・代表応援
成年男子/代表：鹿児島県、大分県
女子/代表：福岡県、宮崎県
少年男子/代表：佐賀県、熊本県、長崎県、鹿
児島県

九州サッカー協会

3 2021年度第76回国民体育大会三重大会【中止】 9/26～9/30
成年男子：鈴鹿市
女子：伊勢市、伊賀市
少年男子：四日市市

大会視察・代表応援 日本スポーツ協会

4 2021年度表彰式並びに祝賀会【中止】 2022年1月予定 ホテル日航熊本 緒方健司賞表彰、功労者表彰及び祝賀会 熊本県サッカー協会

■ 専務理事直轄

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 マーケティング活動【中止】 通年 企業 マーケティング 熊本県サッカー協会

1 県内外大会等のスカウティング・視察【中止】 通年 未定 県内大会、九州大会、全国大会 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 随時 協会会議室 フットボールセンター建設に関係した会議 熊本県サッカー協会

2 嘉島町との合同会議、他 随時 嘉島町町民会館、他 フットボールセンター建設に関係した会議 熊本県サッカー協会・嘉島町

■ 総務委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 総務委員会会議 9/16、10/18、11/15、12/13 協会会議室、WEB 会議（年間6回程度開催予定） 熊本県サッカー協会

2 2021年度表彰式並びに祝賀会【中止】⇒定時総会で表彰式実施 6/6 嘉島町民会館 緒方健司賞表彰、功労者表彰及び祝賀会 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 広報委員会会議 5/12，9/13、10/13、3/30 KFA会議室、WEB 広報誌発行編集、他

2 広報誌発行 2021/9月号、2022/3月号 ― フットボールセンター特集、情報提供 熊本県サッカー協会

3 ホームページ更新・大会システム構築 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（事務局事業）

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 財務委員会会議・予算検討会議・予算ヒアリングほか
10月第1回会議
11月～12月　ヒアリング
R4/4/4第2回会議

協会会議室、WEB 会議 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
KFA 第25回熊本県サッカー選手権大会（天皇杯 JFA 第101回全
日本サッカー選手権大会代表決定戦）【中止】

準決勝・4/17 or 18
決勝・5/8 or 9

えがお健康スタジアム予定
有料　トーナメント戦
協議の結果、ロアッソ熊本（J3）を熊本県代表と
決定

熊本県サッカー協会

2 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 1回戦  5/22 11：00～ えがお健康スタジアム予定
無観客　トーナメント戦
ロアッソ熊本3-0日本文理大学（大分県代表）
次戦：サガン鳥栖1-0ロアッソ熊本（駅スタ）

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

3
天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦【開催無
し】

6月中 えがお健康スタジアム予定
有料
トーナメント戦

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

しんちゃん先生Presents KFAウイニングイレブン大会2021 6/19　１３時00分～15時30分
cocosa・西部ガスショールーム ヒナ
タ熊本

「子どもと身体障がい者とのコミュニケーションの
場に」年齢、性別、国境、障がいを越えて、共に
サッカーを楽のしむことができるeスポーツを通し
て、子ども達と障がい者との交流を図る。
障がいに関する理解を深め、子ども達の健全育
成に寄与する。

熊本県サッカー協会

4 第100回全国高等学校サッカー選手権熊本県大会 10/2～11/14 熊本市水前寺競技場　他
準決勝・決勝：有料 トーナメント戦
優勝：大津高等学校/準優勝：秀岳館高等学校

熊本県サッカー協会

5 日本代表カレンダー販売 8月～12月 ― 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 1月～3月 県民総合運動公園他 コンサドーレ札幌・サンフレッチェ広島 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

通年 各会場 Ｓ4級審判員認定講習会（20回）

1月以降 各会場 Ｓ4級審判員更新講習会（4回）

通年 各会場 Ｓ3級審判員認定講習会（3回）

1月以降 各会場 Ｓ3級審判員更新講習会（4回）

会議

事業

マーケティング活動

スカウティング活動

1 審判員及びインストラクター認定・更新講習会 熊本県サッカー協会
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通年 各会場 Ｆ4級審判員認定講習会（4回）

10月以降 各会場 Ｆ4級審判員更新講習会（1回）

未定 各会場 Ｆ3級審判員認定講習会（1回）

未定 各会場 Ｆ3級審判員更新講習会（1回）

通年 各会場 ＳＩ3級インストラクター認定・更新講習会（2回）

通年 各会場 ＦＩ3級インストラクター認定・更新講習会（2回）

2月 九州内 Ｓ2級・ＳＩ2級審判員昇格研修会

通年 九州内 九州審判トレセン・アカデミー

7月 九州内 九州ブロック国体審判員等派遣

8月 北信越 全国高校総体審判員派遣 日本サッカー協会

4月 県内 オープニング研修・リフレッシュ研修

7月、１月 県内 Ｓ2級審判員強化研修会

通年 県内 インストラクターセミナー

8月 県内 Ｓ2級審判員・インストラクター合同研修会

4月～1月 県内 Ｓ3級審判トレセン（都道府県トレセン）（18回）

7月・12月 県内 女子審判員トレセン（都道府県トレセン）（2回）

5月～11月 県内 Ｆ3級審判員トレセン（５回）

月1回（毎月第3火曜） 県内 レフェリーセミナー

5月～1月 県内 フットサル審判員セミナー（6回）

隔月1回（第2木曜） 県内 女性レフェリーセミナー

通年 県内 ＦＡアカデミー（ユース）（10回）

未定 県内 障害者競技審判員研修会（1回）

1月 県内 フットサルインストラクターセミナー（1回）

5 インストラクター各種大会派遣 通年 各会場 インストラクター各種大会派遣 熊本県サッカー協会

6 ビーチサッカー審判指導者セミナー 5月・７月 県内 ビーチサッカー審判指導セミナー（２回） 熊本県サッカー協会

■ 技術委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 技術委員会会議
①5/14(15名)
②2月(中止)

①協会会議室（Web会議） 会議 熊本県サッカー協会

2 ユース育成会議
①4月(未実施)
②8月(未実施)
③11月(未実施)

協会会議室（Web会議） 会議 熊本県サッカー協会

3 各部会会議：養成部、育成部、運営部
①養成部(3月予定)
②育成部(未実施)
③運営部11/2

①③協会会議室（Web会議） 会議 熊本県サッカー協会

4 全国技術委員長会議 2/19 オンライン会議 会議派遣：甲斐卓 日本サッカー協会

5 九州技術委員長会議 8/7 福岡フットボールセンター 会議派遣：甲斐卓
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
前期：7/10
後期：12/4-5

前期：オンライン会議
後期：JFA夢フィールド

研修会派遣：井川雄一（前期・後期） 日本サッカー協会

7 47FAチーフインストラクター会議 6/5 オンライン会議 会議派遣：池田政秀 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 11/7 オンライン会議 研修会派遣:光永誠司 日本サッカー協会

9 公認B級コーチ養成講習会

前期:6/12・13・19・20・26・27
7/3・4
後期：10/2・3・9・10・30
11/13・14、12/4、3/5・6

東海大学熊本キャンパス 他
指導者講習会
16名、インストラクター：川部靖徳、髙橋誉

熊本県サッカー協会

10 公認C級コーチ養成講習会①②
①7/31、8/1・7～9・21・22・29
②12/6～11・14～19

①高森町民グラウンド
②東海大学熊本キャンパス

指導者講習会
①21名、インストラクター：池田政秀
②23名、インストラクター：川部靖徳

熊本県サッカー協会

11 公認D級コーチ養成講習会①②③
①5/29・30
②12/4・5
③3/5・6

①高森町町民グラウンド・会議室
②熊本工業高校
③熊本県立天草青年の家

指導者講習会
①18名、インストラクター：榎本大、井川雄一
②16名、インストラクター：榎本大、甲斐卓
③17名、インストラクター：甲斐卓

熊本県サッカー協会

12 公認キッズリーダー養成講習会

(1)一般（2回）
①5/30
②12/5
(2)高校・専門学校（1回）
①1/19【中止】
②2/16【中止】
③2/16【中止】

④2/25【中止】
⑤3/1

(3)キッズエリート保護者（1回）
①3/27
②4/24【中止】
③2/26【中止】

(1)一般
①高森町民グラウンド
②熊本工業高校グラウンド
(2)高校・専門学校（1回）
①慶誠高等学校女子サッカー部
②ルーテル学院高等学校サッカー
部
③九州学院高等学校サッカー部・開
新高等学校サッカー部
④大津高等学校サッカー部
⑤熊本YMCA学院こども保育科・児
童福祉教育科
(3)キッズエリート保護者（1回）
①宇城市立ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ屋
根

指導者講習会
(1)一般
①22名（内D級18名）
②17名（うちD級16名）
(2)高校・専門学校

⑤15名

(3)キッズエリート保護者
①19名

熊本県サッカー協会

13

リフレッシュ研修会
(1)通常 (2)TSG報告
(3)JFA／Jリーグ協働プログラム（JJP) 指導者研修会
(4)熊本県コーチングスクール（トレセンスタッフ研修）

(1)通常
①6/19障がい者サッカーコース
②7/13育成年代のフィジカルト
レーニング
③9/28 サッカー競技規則
（2021/22）の改正について
④9/29育成年代の取り組み
⑤3/11データ分析
(2)TSG報告　※未実施
(3)JFA／Jリーグ協働プログラム
（JJP) 指導者研修会　　※未実
施
(4)県コーチングスクール
①4/16
②2/17

(1)通常
①嘉島町町民会館・ｽﾎﾟｰﾂ交流広
場
②宇城市立ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ研
修室・屋内コート
③オンライン研修会
④オンライン研修会
⑤オンライン研修会

(4)オンライン研修会

(1)通常
①12名、講師：上野二郎
②12名、講師：菅野淳
③17名、講師：田渕量也
④15名、講師：影山雅永
⑤●名、講師：藤宏明

(4)県コーチングスクール
①17名、講師：宮川真一
②●名、講師：宮川真一

熊本県サッカー協会

14
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

指導実践①12/5
指導実践②2/6【中止】

熊本工業高等学校グラウンド
研修会トライアル
A級_4名、A級U12_2名、B級3名

熊本県サッカー協会

15
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）【中止】

1/22
嘉島町総合運動公園多目的競技場
会議室

研修会 熊本県サッカー協会

16
第9回熊本育成フットボールフォーラム
（BC級リフレッシュ研修会）

3/3 オンライン研修会
研修会
25名、講師：森山佳郎

熊本県サッカー協会

17

GKクリニック
(1)熊本コース
(2)宇城コース
＊各コース木曜日開催

(1)熊本コース（5/20～3/17）
①5/20②6/3③6/17④7/1⑤
7/15⑥9/2⑦10/7⑧10/21⑨
11/4⑩11/18⑪12/2⑫12/16
⑬1/20⑭2/3⑮2/17⑯3/3⑰
3/17
(2)宇城コース（6/10～3/10）
①6/10②7/8③9/9④10/14⑤
11/11⑥12/9⑦1/13⑧2/10⑨
3/10

(1)県民総合運動公園スポーツ広場
(2)宇城市立ふれあいスポーツセン
ター多目的屋内コート

(1)熊本コース（のべ〇人）
①中止②中止③7名④7名⑤11名⑥中止⑦12
名⑧10名⑨7名⑩7名⑪11名⑫4名⑬中止⑭中
止⑮中止⑯中止⑰●名

(2)宇城コース（のべ〇人）
①中止②12名③中止④9名⑤10名⑥8名⑦5名
⑧中止⑨●名

熊本県サッカー協会

18 47FAインストラクター講習会
①2月26日（土）19:00～21:00
②3月12日（土）19:00～21:00
③4月2日（土）19:00～21:00

オンライン研修会 インストラクター研修会 熊本県サッカー協会

19
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）【中止】

2月予定 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

1 審判員及びインストラクター認定・更新講習会 熊本県サッカー協会

2 審判員及び指導者派遣
九州サッカー協会

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



20 トレセン 通年 各地
トレセン事業
U-15.14.13.12.11、女子U-15,12

熊本県サッカー協会

21 指導者派遣【中止】 通年 各地 派遣事業 熊本県サッカー協会

22 ブロック/地区トレセン活動補助事業 通年 県内各地

3種_9地区（荒玉,菊池阿蘇,熊本A,熊本B,上益
城,宇城,八代,人吉球磨水俣,天草）
4種_4ブロック（菊池、熊本市、宇城、天草）、10
地区（県北,菊池郡市,阿蘇郡市,熊本中央,宇城,
天草,八代北,八代南,芦北・水俣,人吉・球磨）

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 強化委員会会議 通年 KFA会議室 会議

2 強化委員会意見交換会 第1回4/13、第2回2/3 KFA会議室、第2回嘉島町民会館
国体監督と技術・関係種別・KFA執行部を交え
た意見交換会

熊本県サッカー協会

3
2021年（令和3年度）国民体育大会
第41回九州ブロック秋季大会

8/7・8・9

成年男子：福岡県北九州市（北九州
市立本城陸上競技場）
女子：福岡県福岡市（福岡フットボー
ルセンター）
少年男子：福岡県福岡市（同上）

大会視察・代表応援
成年男子/代表：鹿児島県、大分県
女子/代表：福岡県、宮崎県
少年男子/代表：佐賀県、熊本県、長崎県、鹿
児島県

九州サッカー協会

4
2021年（令和3年度）第76回国民体育大会
三重とこわか国体【中止】

9/26～9/30
成年男子：鈴鹿市／女子：伊勢市・
伊賀市／少年男子：四日市市

成年男子・女子・少年男子 日本体育協会

5 熊本県スポーツ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 熊本県スポーツ協会

■ 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【中止】 未定 未定 フォローアップ研修会 九州サッカー協会

2 MC派遣事業 通年 県内各地 大会へのMC派遣 熊本県サッカー協会

3 ウェルフェアオフィサー講習会【中止】 各種別総会時、他 各種別総会時、他 講習会を予定 熊本県サッカー協会

4 九州規律委員長会議 未定 未定 会議 九州サッカー協会

■ 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

①NHK杯熊本県サッカー選手権大会
②天皇杯全日本サッカー選手権大会
③熊本県高校サッカー選手権大会
④JFAユニクロサッカーキッズin熊本
⑤宇城アカデミー選考試験（1次～最終）

熊本県サッカー協会

2 医学委員会・トレーナー合同会議【中止】 1回（予定） KFA会議室 メディカルチェック事業 熊本県サッカー協会

3 九州サッカー協会医学委員会【中止】 （5月、8月、11月） 未定 会議 九州サッカー協会

4 九州サッカーメディカルミーティング【中止】 （8月、11月） 未定 会議 九州サッカー協会

5 全国医学委員長会議【中止】 JFAハウス 会議 日本サッカー協会

6 メディカルチェック事業①　足部疾患チェック【中止】 5校（高校・大学、ロアッソユース） 訪問しての足部疾患チェック 熊本県サッカー協会

7 メディカル事業②　熱中症対策or小児スポーツ障害講習会【中止】 未定 熱中症対策講習会 熊本県サッカー協会

■ チャレンジド委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 チャレンジド委員会会議 4月、9月 協会会議室 熊本県サッカー協会

2 KFA 第5回熊本スカンビオカップ 【中止】 6/12 益城町陸上競技場
精神障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、
健常者のフットサル交流大会

熊本県サッカー協会

3 KFA 第6回熊本スカンビオカップ （ロービジョンフットサル体験会） 10/23 パークドーム熊本

精神障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、健常
者のフットサル交流大会
令和３年度県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」事
業の一環
＊特別ゲスト：片山奨典（ロアッソ熊本アンバサダー）
優勝：チームドラゴン/２位ロアッソ熊本withあさひちゃ
ん/３位九州デフファミリー・YOKAFC①

熊本県サッカー協会

4 JFAフットボールデー　障がい者サッカー体験会【中止】 9/26
熊本県民総合運動公園・補助競技
場

視覚障がい、アンプティ（義足）、車椅子などの障
がい者サッカーの体験会

熊本県サッカー協会

5 障がい者サッカーフェスティバル視察【中止】 9月 兵庫県神戸市 障がい者サッカー普及先進県の視察 熊本県サッカー協会

■ 地域委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 地域委員会会議 6/6 総会会場 総会/47FA支援事業研修会 熊本県サッカー協会

2 第74回熊本県民体育祭 サッカー競技【中止】 9/11.12 八代市球磨川河川緑地 郡市対抗（6人制）
熊本県教育委員会
熊本県スポーツ協会

3 郡市協会主催・主管競技会支援 7/　～3/ 県内各地 地域協会事業開催支援 熊本県サッカー協会

■ 1種社会人委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2021 1種委員会社会人委員会総会 4/11（日） 10時  (or4/4) やつしろハーモニーホール 会議 社会人委員会

2 KFA 第57回全国社会人サッカー選手権大会熊本県予選 4/18・25、5/2・9・16、6/13 熊本県総合運動公園スポーツ広場
トーナメント戦
優勝：嘉島サッカークラブ
準優勝：イロンデル熊本FC

熊本県サッカー協会

3
RKKカップ争奪 KFA 第28回全国クラブチームサッカー選手権熊本
県予選

5/23、7/4・11・18
菊池市七城運動公園サッカー場ほ
か

トーナメント戦
優勝：益城ビッグウェーブ/準優勝：AFCアガーナ
3位：八代工OB, アムール

熊本県サッカー協会

4 藤井杯KYFA第14回九州社会人(O-35)サッカー大会 11/20・21 大津町運動公園多目的広場 予選：リーグ戦、決勝：トーナメント戦
主催：九州サッカー協会
主管：熊本県サッカー協会

1 KFA 第23回熊本県ミドルサッカーリーグ 5/2～9/26 県内各地 リーグ戦 熊本県サッカー協会

2 KFA 第56回熊本県サッカーリーグ 9/5～2/27 県内各地 リーグ戦 熊本県サッカー協会

3 KYFA第49回九州サッカーリーグ（最終節:集中開催） 9/18～9/19
嘉島町総合運動公園多目的競技場
観音山総合運動公園多目的競技場

リーグ戦
優勝：沖縄SV/準優勝：ヴェロスクロノス都農
熊本県教員蹴友団は9位

九州サッカー協会
九州サッカリーグ連盟

■ 1種学生委員会

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 2021 1種学生委員会総会 4/17(土) 18時 東海大学会議室 会議 1種学生委員会

2 CWF研修会 4/17(土) 17時 東海大学会議室 CWO育成のための研修会 熊本県サッカー協会

リーグ



3 KFA 第45回熊本地区高専サッカー大会 6/26 熊本高専八代Cグランド
リーグ戦
優勝：熊本高専八代キャンパス

熊本県サッカー協会

4
第58回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会サッカー競技
【中止】

7/9(金)・10(土)・11(日) 大津町運動公園多目的広場 トーナメント戦
熊本高等専門学校・九州沖
縄地区国立高等専門学校体
育連盟

5
KFA 2021年度KUMAMOTO学生フェスティバル 兼 学生委員会天
皇杯県予選代表決定戦

2月～3月 嘉島町総合運動公園多目的競技場 トーナメント戦 熊本県サッカー協会

6 3級審判育成事業 4月〜3月 未定 3級審判育成のための各種研修会 1種学生委員会・審判委員会

1 KFA 2021年度大杉杯争奪熊本県学生リーグ大会 7/25～12/5 松前記念サッカー場　他
リーグ戦　Aグループ優勝：東海大学熊本/Bグ
ループ優勝：熊本県立大学

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 2021 2種委員会総会 4/10（土） 16時（予定） 翔陽高校（予定） 会議 2種委員会

2 2021 2種委員会第2回総会 11/20（土）（予定） 翔陽高校（予定） 会議 2種委員会

3 KFA 第17回熊本県高等学校女子サッカー選手権大会 9/4・20・25、10/2 県民総合運動公園ほか
女子高校単独による大会（参加８チーム
上位大会あり
優勝：秀岳館/準優勝：東海星翔/3位：慶誠

熊本県サッカー協会

4 PUMA杯 KFA 熊本未来サマーサッカーフェスティバル【中止】 8/2～5 県民総合運動公園ほか
予選：リーグ戦 決勝：トーナメント戦
未来リーグ・強化リーグ・チャレンジリーグ・PUMA
杯／各16チーム

熊本県サッカー協会

5 KFA 第100回全国高等学校サッカー選手権熊本県大会
9/25・26、10/2・3・9・10・23・
24・30・31、11/6・7・13

水前寺競技場ほか
トーナメント戦/準決勝・決勝：有料
優勝：大津高等学校/準優勝：秀岳館高等学校
３位：慶誠高等学校、熊本国府高等学校

熊本県サッカー協会

1 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技（男女） 5/22・23・28・29・30、6/1・2 水前寺競技場ほか

トーナメント戦
〈男子〉優勝：大津高校/準優勝：秀岳館高校
/３位：慶誠高校、学園大付属高校
〈女子〉優勝：秀岳館高校/準優勝：東海大付属
星翔高校

熊本県高体連
熊本県教育委員会

2 県下高等学校サッカー大会（男女） 1/8・9・15・16・22・23・29 県民総合運動公園陸上競技場

トーナメント戦
〈男子〉優勝：大津高校/準優勝：ルーテル学院
高校/３位：学園大付属高校
〈女子〉優勝：秀岳館高校/準優勝：熊本農業高
校/３位：球磨中央高校

主催：熊本県高体連・熊本県
教育委員会
共催：熊本県サッカー協会

1 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021熊本 1部 4/4～12/13
県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンドほか

リーグ戦／10チーム　〈3節～８節まで中止〉
※1位チームはFA代表戦
優勝：大津高校2nd/２位：秀岳館
12/19プリンスリーグ参入戦
鵬翔（長崎）に2-0で勝利。参入決定

熊本県サッカー協会

2 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021熊本 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

リーグ戦／16チーム（A・Bパート各７節）
Aパート優勝：国府高校/２位：熊本工業高校
Bパート優勝：大津高校3rd/2位：開新高校

熊本県サッカー協会

3 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021熊本 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

リーグ戦／43チーム（8パート）＊優勝校のみ記
載
〈Aパート〉必由館高校〈Bパート〉開新高校2ndB
〈Cパート〉秀岳館3rdA〈Dパート〉秀岳館3rdＢ
〈Ｅパート〉濟々黌2nd〈Fパート〉慶誠2ndA
〈Gパート〉第二高校〈Hパート〉東海大星翔3rdA

熊本県サッカー協会

■ 3種委員会 ＜中学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 3種執行委員会 4/１(水） 他8回 県協会会議室　他 会議 3種委員会

2 3種委員会総会（及び三種カンファレンス） 4/3（土） 12時半 嘉島町民会館大ホール 会議・研修会 3種委員会

3 KFA 第36回　熊本県クラブユースサッカー選手権（U-1５)大会 6/5・6 ・12・13・19 そよ風パーク他

【クラブ】予選リーグ・トーナメント
優勝：ブレイズ熊本/準優勝：FCKマリーゴールド
天草/３位：アスフィーダ熊本/４位：太陽スポー
ツクラブ熊本/5位：八代フューチャーズ/6位：バ
レイアSC

熊本県サッカー協会

4
堺整形外科杯2021 KYFA 第36回九州クラブユースU-15サッカー
選手権大会

7/17・18・23・24・25
大分県：永添運動公園
鹿児島県：かぐや姫グラウンド　他

【クラブ】九州大会 トーナメント（上位６チームが全
国大会出場）
優勝：ソレッソ熊本（熊本）/準優勝：アビスパ福岡
U-15（福岡）/３位：ブレイズ熊本（熊本）/４位：サ
ガン鳥栖U-15（佐賀）/５位：アリーバFC（宮崎）6
位：大分トリニータU-15（大分）

九州サッカー協会
九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

5 令和3年度　熊本県中学校総合体育大会サッカー競技 7/24・25・26
熊本県総合運動公園スポーツ広場
他

【中学校】トーナメント
優勝：ルーテル学院中学校(3大会連続10回目)
準優勝：託麻中学校/3位：熊本城南中学校、小
川中学校
優勝・準優勝の２校は2021/08/03(火)〜
2021/08/6(金)、鹿児島市で開催される九州中
学校総合体育大会に出場

熊本県中体連

6
2021年度　第10回九州クラブユース（U-15）デベロップサッカー大
会【中止】

7/17・18・19 大分県
【クラブ】九州大会
予選リーグ・決勝トーナメント

九州サッカー協会
九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

7 令和3年度 九州中体連サッカー大会 8/4・5・6 鹿児島県立サッカー・ラグビー場
【中学校】トーナメント/上位5チーム全国大会
優勝：神村学園/準優勝：鹿児島育英館
熊本県代表（ルーテル中、託麻中）予選敗退

熊本県中体連
熊本県サッカー協会

8
高円宮杯 JFA 第33回全日本U-15サッカー選手権大会
熊本県プレーオフ大会

10/9.16 予備日17 県下会場
【中学校・クラブ】トーナメント
FA1部リーグ上位3チームにて行う

熊本県サッカー協会

9 第16回九州クラブユース（U-13)サッカー大会【中止】 2022/3/5.6 熊本県
【クラブ】
ラウンド１６からのトーナメント（予定）

九州サッカー協会
九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

10 KFA 第16回熊本県クラブユースU-13サッカー大会 11/27.28 12/4.5 七城運動公園　他

【クラブ】予選リーグ・トーナメント
上位2チーム九州大会（予定）
優勝：ソレッソ熊本/準優勝：太陽熊本/３位：シャ
ルム熊本/４位：ブレイズ熊本

熊本県サッカー協会

11 KFA 第31回熊本県クラブユースU-14サッカー大会 12/12.18.19 1/8.9.10
熊本県民総合運動公園補助競技
場、真志喜陸上競技場　他

【クラブ】上位2チーム九州大会へ（予定）
優勝：FCK  MARRYGOLD天草/準優勝：ロアッソ
人吉

熊本県サッカー協会

12
第50回熊本県教員蹴友会会長旗争奪
KFA 熊本県中学校U-14サッカー大会

代表者会議2022/1/8
1/22.23.29

宇城市小川町観音山運動公園　他
【中学】中体連新人戦 上位2チーム九州大会へ
優勝：ルーテル学院中学校/準優勝：松橋中学
校/第3位：矢部中学校,武蔵ヶ丘中学校

熊本県サッカー協会

13 運動能力向上講習会【中止】 2/13（予定） ﾊﾟｰｸﾄﾞｰﾑ予定 【クラブ】小・中・指導者・保護者対象 熊本県サッカー協会

14 KFA 第48回熊本県中学校教職員サッカー大会【中止】 3/6 熊本県内中学校
【中学校】
リンク戦

熊本県サッカー協会

1 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021熊本　【1部】 3月～10月 県下会場
【中学・クラブ】11チームによる2回戦総当たり。
優勝チームは九州チャレンジ大会へ。９、10、1１
位は2部へ自動降格。

熊本県サッカー協会

2 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021熊本　【2部】 4月～11/8 県下会場
【中学・クラブ】9チーム2グループの2回戦総当。
各グループ1位1部へ自動昇格。各グループ７、
8、9位は3部へ自動降格。

熊本県サッカー協会

3 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021熊本　【3部】 4月～11/8 県下会場
【中学・クラブ】8チーム2グループの2回戦総当。
各グループ1、2位は2部へ自動昇格。各グルー
プ7位、8位は4部へ自動降格。

熊本県サッカー協会

4 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021熊本　【4部】 4月～11/8 県内各地区会場
【中学・クラブ】各グループ（7～10チーム）の2回
戦総当たり。

熊本県サッカー協会

リーグ戦

高体連　（共催事業）

リーグ

リーグ



5
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2021熊本
チャレンジ大会（4部→3部への昇格チーム決定戦）

11/21.23 県内グラウンド
【中学・クラブ】トーナメント
3部昇格チーム：鶴城中学校、ロアッソ人吉、八
代第二中学校、フォルマーレ熊本

熊本県サッカー協会

6 高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2021熊本 5月～11月 熊本県下各会場
【中学・クラブ】
U13年代のリーグ戦

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
KYFA 2021九州U-14・U-13選抜サッカー大会
（夏季トレセン大会)【中止】

8/10～12 沖縄県 トレセン九州大会 九州サッカー協会

3
KYFA 第42回九州選抜中学生サッカー大会
（冬季トレセン大会）

1/5・6 大分県サッカー協会グラウンド　他
トレセン九州大会
優勝：鹿児島県選抜/準優勝：大分県選抜A/３
位：熊本県選抜

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

4/11（日） 9時半
フードパル熊本
食品交流会館ホール

収支報告、事業計画・予算・登録・学童五輪　等 4種委員会

2 第46回熊日学童オリンピックサッカー競技大会
開会式：5月（各支部ごと）
大会：6/5・12・19・20

熊本県営八代運動公園多目的広場
及び同陸上競技場

（小学校・クラブ）トーナメント戦
優勝：ソレッソ熊本U-12V/準優勝：FC,Ants U-
12/第3位：FC Wings 熊本、第3位：ブレイズ熊
本ジュニア

熊本県サッカー協会
熊本日日新聞社

3
第28回RKKカップ
火の国少年サッカートレセン熊本県大会【中止】

8/9 パークドーム熊本
（県内１２地区トレセン）
リーグ戦・トーナメント戦

熊本県サッカー協会

4
第11回ゼビオカップ熊本県U-10少年サッカー大会
兼 九州ジュニアU-10サッカーフェスティバル予選
（九州ジュニアは中止）

3/12～3/20（予備3/21） パークドーム熊本　他

（小学校・クラブ）リーグ戦・トーナメント戦
優勝（Aパート）：FC,Ants/(Bパート）：太陽スポー
ツクラブU-12/（Cパート）：ソレッソ熊本U-12V/
（Dパート）：レタドール熊本SC

熊本県サッカー協会

5 第45回ＪＦＡ全日本Ｕ－１２選手権熊本県大会
開会式：10/下旬（各支部ごとに
開催）
大会：10/30～11/23

熊本県民総合運動公園陸上競技場
他

（小学校・クラブ）トーナメント戦
＊シードチーム（ソレッソ熊本 U-12V、FC.Ants、
FC.Wings、ブレイズ熊本ジュニア）
優勝：ソレッソ熊本U-12 V/準優勝：FCK
MARRY GOLD KUMAMOTO U-12/第3位：ブレ
イズ熊本ジュニア/第4位：FC,Ants U-12

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、熊本県サッカー
協会

6
第20回スポーツハヤカワカップ
第43回熊本県少年サッカー新人大会（田嶋杯）

開会式：各支部ごと
大会：11/27～12/19

えがお健康スタジアムほか
県内10会場

（小学校・クラブ）トーナメント戦
優勝：ロアッソ熊本ジュニア/準優勝：ソレッソ熊本
U-12V/第3位：ひとよしフットボールクラブ/第4
位：サイレコ・エスペランサ熊本

熊本県サッカー協会

7
第53回熊本県少年サッカー選手権大会（大谷杯）
第53回九州少年サッカー大会熊本県代表決定戦

開会式：1/上旬（各支部ごと）
大会：1/15～2/13

えがお健康スタジアムほか
県内16会場

（小学校・クラブ）トーナメント戦
＊シードチーム（ソレッソ熊本 U-12V、FC.Ants、
FCKマリーゴールド、ブレイズ熊本）
優勝：ソレッソ熊本U-12V/準優勝：ソレッソ熊本
U-12F/第3位：FC Wings熊本S、ロアッソ熊本
ジュニア

熊本県サッカー協会

8 第25回熊本県地区トレセンU-11サッカー大会【中止】 2/27
県営八代運動公園
陸上競技場、多目的広場

熊本県サッカー協会

9 第32回熊本県地区トレセンU-12サッカー大会【中止】 2/27
県営八代運動公園
陸上競技場、多目的広場

熊本県サッカー協会

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

2
2022
第10回九州地域ジュニア（U-10）サッカーフェスティバル

3/中旬 パークドーム熊本 九州大会 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 2021 女子委員会総会 4/11（日）13時 未定
（R1年度／大津運動公園球技場大会議室

収支報告、事業計画・予算 等 女子委員会

2
熊本東ライオンズCUP KYFA 第33回九州なでしこサッカー大会熊本
県大会

4/3・4
熊本県民総合運動公園スポーツ広
場

中学生以上の70分ゲーム兼九州大会予選
優勝：秀岳館高等学校
準優勝：熊本ユナイテッドSCフローラ

熊本県サッカー協会

3 JFA 第26回全日本U-15女子サッカー選手権大会熊本県大会 9/18・19・20 甲佐リバーサイドパーク

U-15の50分ゲーム兼九州大会予選
(予選L６G、決勝T３G）
優勝：熊本ユナイテッドSC/準優勝：Fragrant熊
本
第3位：益城ルネサンス熊本FC

熊本県サッカー協会

4
KFA 第10回熊本県U-18女子サッカー選手権大会 兼 JFA 第25回
全日本U-18女子サッカー選手権大会九州大会予選

8/22 緑川リバーサイドパーク

U-18の70分ゲーム、兼九州大会予選
優勝：八代フューチャーズレディース
準優勝：熊本ユナイテッドSCフローラ
３位：MELSA熊本FCアマール

熊本県サッカー協会

5
KFA 第40回熊本県女子サッカー選手権大会 兼 皇后杯 JFA 第
43回全日本女子サッカー選手権大会熊本県大会

8/17・19・21 熊本甲佐運動公園　他

中学生以上の70分ゲーム兼九州大会予選
優勝チームは九州大会へ出場
優勝：熊本ユナイテッドSCフローラ
準優勝：八代フューチャーズレディース

熊本県サッカー協会

6 KYFA 第33回九州O-30女子サッカー大会熊本県大会【開催無し】 9/23
熊本県民総合運動公園スポーツ広
場

一般社会人（O-30）の50分ゲーム、兼九州大会
＊出場申込チームが無かった為開催無し

熊本県サッカー協会

7
KYFA 第30回九州大学女子サッカー選手権大会熊本県大会【開催
無し】

9/23
熊本県民総合運動公園スポーツ広
場

大学生の80分ゲーム　兼九州大会予選
＊出場申込チームが無かった為開催無し

熊本県サッカー協会

8
KFA第31回熊本県U-12女子サッカー選手権大会 兼「ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ
（U-12)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」第8回なでしこMIYAZAKIｶｯﾌﾟ 熊本県大
会

10/9・10
熊本甲佐総合運動公園　緑川サイド
パーク

U-12（8人制）の30分ゲーム/兼九州大会予選
予選リーグ12G：優勝：ビアンカスにしはら
準優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO U-12
３位：MELSA熊本FCボニータ

熊本県サッカー協会

9
KYFA第39回九州女子サッカー選手権大会 （兼皇后杯　JFA第43
回全日本女子サッカー選手権大会九州地域予選）

9/11～9/13 大津町運動公園多目的広場

中学生以上の80分ゲーム
全16チーム（各県代表8）（九州女子サッカーリーグ
1部所属チーム8）によるトーナメント戦
優勝：東海大付属福岡高校（第一代表）
準優勝：ヴィアマテラス宮崎（第二代表）
熊本代表：熊本ユナイテッドＳＣフローラ/ＱＬ代表：
熊本星翔高校、熊本ルネサンスＦＣ、秀岳館高校
（全て１回戦敗退）

九州サッカー協会

10 KFA第47回熊日学童五輪サッカー競技（女子の部）大会 11/6・13 熊本甲佐総合運動公園サッカー場
U-12（8人制）の30分ゲーム/リーグ戦15試合
優勝：MELSA熊本FCボニータ/準優勝：ビアンカ
スにしはら/３位：熊本ユナイテッドSCエーマ

熊本日日新聞社
熊本県サッカー協会

11 KFA 第29回U-12さわやか女子サッカー大会 2/26・27
甲佐総合運動公園　緑川リバーサイ
ドパーク

U-12（8人制）の30分ゲーム
（R3年度/リーグ戦8G）
優勝：嘉島セレシアFC/準優勝：FCK MARRY
GOLD KUMAMOTO U-12/３位：熊本ユナイテッ
ドSCエーマ

熊本県サッカー協会

12 KFA 第40回熊本県女子サッカー総合選手権大会 2/26・27
甲佐総合運動公園　緑川リバーサイ
ドパーク

中学生以上の70分ゲーム（R3年度／トーナメント
戦7G）
優勝：MELSA熊本FCアマール/準優勝：熊本ユ
ナイテッドSCフローラ/３位：益城ルネサンス熊本
FC

熊本県サッカー協会

1 KFA 第26回熊本県女子サッカーリーグ （1部） 6月～2月 県内各地
一般チームによる60分ゲーム
年間を通じたリーグ戦  1部A、B共に：第3・6・7
節：未消化

熊本県サッカー協会

2 KFA 第26回熊本県女子サッカーリーグ （2部）【中止】 6月～2月 県内各地 一般チームによる年間を通じたリーグ戦 熊本県サッカー協会

トレセン

リーグ

フェスティバル

トレセン

リーグ



3 KFA 第22回熊本県女子U-12サッカーリーグ 7月～3月 県内各地

U-12（8人制）の30分ゲーム
年間を通じたリーグ戦（7チーム・14節）
各チーム試合数にばらつき有。
暫定１位：ビアンカスにしはら

熊本県サッカー協会

1
KFA 第27回女子U-15サッカーINくまもと supported by DAIHATSU
熊本ダイハツ販売
（JFAガールズサッカーフェスティバル2021熊本）

7/17・18
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

U-15県内外16チームによる50分ゲーム
トーナメント及び順位決定戦（全32G）
優勝：日置シーガールズFC（鹿児島県）
準優勝：HKSC リンドーゼ霧島（鹿児島県）
３位：モゼーラ鹿児島（鹿児島県）

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2021熊本【中止】 9/26
熊本県民総合運動公園・補助競技
場

U-12、50名程度､ステーション方式 熊本県サッカー協会

3 JFAガールズサッカーフェスティバル2021熊本 10/23 パークドーム熊本
U-12、100名程度､グラスルーツ形式
令和３年度県民スポーツの日「ふれあいスポー
ツ」事業の一環＊午後の部

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2021熊本【中止】 11/14 U-12、50名程度､ステーション方式 熊本県サッカー協会

5
KFA 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2021熊本）

1/15 大津町運動公園　球技場（天然芝）

一般女性対象の普及目的大会
〈ENJOYの部〉優勝：ミセス.ソンリッサ/準優勝：益
城ルネサンス熊本FC・Brillant/3位：あつまれス
ポーツの森
〈ATHLETEの部〉優勝：FC AMIE
準優勝：REPLO/3位：Victoria

熊本県サッカー協会

6 JFAガールズサッカーフェスティバル2021熊本
3/13
１部：9：30～
2部11：15～

県民総合運動公園スポーツ広場

U-10を対象としたグラスルーツ形式（フェスティ
バル）午前中のみ２部方式
【1部】参加者：〈未就学児〉/男子15（うち初心者
12）名、女子7（うち初心者7）名〈小1〉/男子5
（5）名、女子3（2）名〈小２〉/男子8（7）名、女子8
（7）名〈小３〉/男子8（4）名、女子4（4）名〈小４〉/
男子3（3）名、女子1（0）名〈合計〉/男子35
（29）、女子20（17）名〈総合計〉/55（46）名
【2部】参加者：〈未就学児〉/男子12（うち初心者
11）名、女子3（うち初心者3）名〈小1〉/男子12
（8）名、女子4（3）名〈小２〉/男子7（7）名、女子4
（2）名〈小３〉/男子9（1）名、女子1（0）名〈小４〉/
男子3（1）名、女子1（1）名〈合計〉/男子43
（28）、女子13（9）名〈総合計〉/56（37）名

熊本県サッカー協会

7
（登録拡大事業）
第１回　熊本県なでしこU-10サッカー（５人制）

10/9
熊本県甲佐総合運動公園（人工芝）
（緑川リバーサードパーク）

U-10以下の女子限定サッカーイベント（無料）
参加者を８人程度の16グループに分けてのゲー
ム/初心者・選手登録の有無は問わない
総参加者：37名/ピンク（１０名）ブルー（9名）グ
リーン（9名）イエロー（9名）の４チームで催行

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）
4月～3月
（毎月1回）

宇城市立ふれあいスポーツセンター
（熊本宇城フットボールセンター）他

選抜選手は九州トレセン､ナショナルトレセンに派遣 熊本県サッカー協会

2 熊本県U-15スクール（トレセン）
4月～3月
（毎月1回）

宇城市立ふれあいスポーツセンター
（熊本宇城フットボールセンター）他

選抜選手は九州トレセン､ナショナルトレセンに派遣 熊本県サッカー協会

3 熊本県U-17スクール（トレセン）
4月～3月
（毎月1回）

宇城市立ふれあいスポーツセンター
（熊本宇城フットボールセンター）他

選抜選手は九州トレセンに派遣 熊本県サッカー協会

1 熊本県国体選抜 8/7・8 福岡フットボールセンター（福岡県） 県選抜（１回戦敗退） 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 2021 シニア委員会総会 4月 未定 会議 シニア委員会

2
第33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）【中止】

5/30 肥後銀行菊陽グラウンド 全国大会熊本県予選（ねんりんピック）
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 KYFA 第6回九州Ｏ-70サッカー大会 4/10．11 阿蘇市農村公園あぴか
九州大会/優勝：熊本オールドキッカーズ
準優勝：福岡六十雀フットボール倶楽部

九州サッカー協会

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

1 KFA 第30回熊本県O-40サッカーリーグ【8/23以降中止】 4月～9月 大津町運動公園ほか リーグ戦 熊本県サッカー協会

2 KFA 第15回熊本県O-50サッカーリーグ 9/12～11/21 大津町運動公園ほか
リーグ戦/優勝：肥後シニアFC/準優勝：
FC.Jumbo/３位：NTTアルエットシニアO-50

熊本県サッカー協会

3 KFA 第3回熊本県O-60サッカーリーグ 12/5～4/10 大津町運動公園ほか リーグ戦 8チーム 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 2021年　フットサル委員会総会 ４月２５日（日） 未定（Web会議） 総会 熊本県サッカー協会

2
JFAバーモントカップ第31回全日本U12フットサル選手権熊本県大
会

7/4 大矢野総合体育館

予選リーグ
優勝：アッズリーノ熊本(全国大会出場【中止】）
準優勝：バレイアサッカークラブU-12【azul】（九
州ジュニアフットサル大会出場）

熊本県サッカー協会

3 JFA第８回全日本U18フットサル選手権熊本県大会 6/6 国府高校体育館

大会参加7チーム（うち１チーム棄権）によるトー
ナメント
優勝：エンフレンテ熊本フットサルU-18
準優勝：第一高校

熊本県サッカー協会

4 JFA第１５回全日本大学フットサル大会熊本県大会 5/30 フットボールパーク御代志
参加チーム２チームの為、決勝１試合
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

熊本県サッカー協会

5 EXILEカップ【中止】 ６月～７月 県内競技場 予選リーグ・決勝トーナメント 熊本県サッカー協会

6
JFA第12回全日本U-15女子フットサル選手権 熊本県大会（開催無
し）

9/12 大矢野総合体育館

予選リーグ・決勝トーナメント
申し込みがFregrant熊本のみだったため
Fregrant熊本が委員会推薦として九州大会出場
（結果：ベスト４）

熊本県サッカー協会

7 JFA第２７回全日本U-15フットサル選手権大会熊本県大会 9/4・5 大矢野総合体育館
予選リーグ（参加チーム６）・決勝トーナメント
優勝：FC VIVO(九州大会出場）
準優勝：バレイアサッカークラブU-15

熊本県サッカー協会

8 JFA第１８回全日本女子フットサル選手権熊本県大会（開催無し） 11/21 大矢野総合体育館
予選リーグ・決勝トーナメント
申し込みがFregrant熊本のみだったため
Fregrant熊本が委員会推薦として九州大会出場

熊本県サッカー協会

9 JFA 第27回全日本フットサル選手権熊本県大会 10/3・10 大矢野総合体育館

予選リーグ（7チーム）・決勝トーナメント（4チーム）
優勝：エンフレンテ熊本フットサルクラブ(九州大
会出場）/準優勝：OHANA 熊本県サッカー協会

1 KFA 第25回熊本県フットサルリーグ（1部・2部） 6/13～2/27
大矢野総合体育館・ウィングまつば
せ他

リーグ戦 熊本県サッカー協会

2 KFA 第11回熊本県U-18フットサルリーグ2021 7月～2022年1月 県内施設 リーグ戦 熊本県サッカー協会

3 KYFA 第20回九州フットサルリーグ 熊本ラウンド 9月18日（土）19日（日） ウィングまつばせ リーグ戦　１部・２部 九州サッカー協会

4 第9回九州女子フットサルリーグ 熊本ラウンド 12/25・26 ウィングまつばせ リーグ戦 九州フットサル連盟

選抜大会 選抜大会

1 第17回九州選抜フットサル大会【中止】 ５月 福岡県 県選抜の派遣 九州フットサル連盟

2 トリムカップ第14回全日本女子選抜フットサル大会 2021/12月予定 未定 県選抜の派遣 九州フットサル連盟

フェスティバル

フェスティバル

トレセン

国体

リーグ

リーグ



1 JFAファミリーフットサルフェスティバル2021熊本 10/3 EVOLEパーク　ビーチサッカーコート

大人と子供混在チームによるビーチサッカー体験
参加者：〈男子合計〉19（うち初心者19）名/〈女
子合計〉6（うち初心者6）名≪男女総合計≫25
名（うち初心者25名）

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2021熊本 10/10 フットボールパーク御代志

大人と子供混在チームによるビーチサッカー体験
参加者：〈男子合計〉14（うち初心者2）名/〈女子
合計〉6（うち初心者4）名≪男女総合計≫20名
（うち初心者6名）

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2021熊本 10/24 フットサルパーク熊本

大人と子供混在チームによるビーチサッカー体験
参加者：〈男子合計〉75（うち初心者20）名/〈女
子合計7（うち初心者4）名
≪男女総合計≫82（うち初心者24）名

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2021熊本 11/7 コスギリゾート

大人と子供混在チームによるビーチサッカー体験
参加者：〈男子合計〉30（うち初心者2）名/〈女子
合計11（うち初心者8）名
≪男女総合計≫41（うち初心者10）名

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2021熊本 11/28 EFKフットサルフィールド

大人と子供混在チームによるビーチサッカー体験
参加者：〈男子合計〉35（うち初心者16）名/〈女
子合計20（うち初心者20）名
≪男女総合計≫55（うち初心者36）名

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2021熊本【中止】 3/13(2/13より延期） スキルアップフットサルパーク 大人と子供混在チームによるビーチサッカー体験 熊本県サッカー協会

ビーチサッカービーチサッカー

1 JFA 第16回全日本ビーチサッカー大会熊本県大会 7/3 エボレパーク

予選リーグ・決勝トーナメント
優勝：アヴェルダージ熊本BS(九州大会も優勝、
9/24～9/26の全国大会に出場）
準優勝：なかよし会

熊本県サッカー協会

2 KYFA第14回九州ビーチサッカーリーグ 5月～9月 未定 リーグ戦 九州サッカー協会

3 KFA 第7回小学生ビーチサッカー大会 11月 エボレパーク 熊本県サッカー協会

■ 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 幼稚園等への巡回指導 熊本県サッカー協会

2 キッズサッカー交流会

(1)定期活動
熊本①：10/6・13・20・27
熊本②：10/2・9・16・30
熊本③：10/25、12/6・13・20
熊本④：10/1・8・15・22
熊本⑤：10/2・9・23・31
八代：11/17・24、12/1・8
宇土：10/2・9・16・23
宇城①10/2・9・16・23
宇城②：11/7・14・21・28
天草：11/4・18・25、12/2
嘉島：10/10・17・24・31
水俣：11/4・11・18・25
菊陽：10/9・23、11/6・20
合志①：10/7・14・21・28
合志②：10/12・19・26、11/2
合志③：11/2・9・16、12/7

(2)Kids Game フェスティバル
【中止】

(1)定期活動
県内16コース
熊本①_feal futsal park
熊本②_月出グラウンド
熊本③_熊本学園大学
熊本④_フジスポーツ熊本御幸店
熊本⑤_桜木ふれスポパーク
八代_熊本県営八代運動公園
多目的広場
宇土_宇土市立宇土小学校グラウンド
宇城①_熊本県博物館ネットワークセ
ンター多目的広場
宇城②_宇城市立ふれあいスポーツ
センター(屋根付きコート)
天草_天草市立本町小学校グラウンド
嘉島_嘉島町スポーツ交流広場
水俣_旧水俣三中グラウンド
菊陽_フットサルパーク熊本
合志①_合志市みずき台グラウンド
合志②_巻フットサルセンターカベッサ
須屋スタジアム
合志③_フットボールパーク御代志
(2)Kids Game フェスティバル
嘉島町総合運動公園多目的競技場

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
(1)定期活動
県内16コース　延べ1,112名
熊本①延べ53名
熊本②延べ73名
熊本③延べ201名
熊本④延べ24名
熊本⑤延べ72名
八代_延べ37名
宇土延べ27名
宇城①延べ70名
宇城②延べ76名
天草延べ59名
嘉島延べ43名
水俣延べ44名
菊陽延べ175名
合志①延べ42名
合志②延べ73名
合志③延べ43名

熊本県サッカー協会

4/29【中止】 七城運動公園
U-10を対象としたグラスルーツ形式（フェスティ
バル）

5/16【中止】 えがお健康スタジアム
U-10を対象としたグラスルーツ形式（フェスティ
バル）

10/23 パークドーム熊本

U-10を対象としたグラスルーツ形式
令和３年度県民スポーツの日「ふれあいスポー
ツ」事業の一環＊午前の部
参加者：未就学児/男子19（うち初心者12）名、
女子10（うち初心者10）名
小１/男子11（8）名、女子3（2）名
小２/男子27（8）名、女子4（3）名
小３/男子8（4）名、女子4（4）名
小４/男子2（2）名、女子3（1）名
合計/男子67（34）名、女子24（20）名
総合計/91（54）名

11月【中止】
宇城市立ふれあいスポーツセンター
（予定）

U-10を対象としたグラスルーツ形式（フェスティ
バル）

1/22【中止】 本渡運動公園陸上競技場
U-10を対象としたグラスルーツ形式（フェスティ
バル）

2/11【中止】 嘉島町総合運動公園多目的競技場
U-8のみを対象としたグラスルーツ形式（フェス
ティバル・トーナメント） ※有料:1000円

3/19
１部：9：30～
2部11：15～

県民総合運動公園スポーツ広場

U-10を対象としたグラスルーツ形式（フェスティ
バル）午前中のみ２部方式
【1部】参加者：〈未就学児〉/男子15（うち初心者
12）名、女子7（うち初心者7）名〈小1〉/男子5
（5）名、女子3（2）名〈小２〉/男子8（7）名、女子8
（7）名〈小３〉/男子8（4）名、女子4（4）名〈小４〉/
男子3（3）名、女子1（0）名〈合計〉/男子35
（29）、女子20（17）名〈総合計〉/55（46）名
【2部】参加者：〈未就学児〉/男子12（うち初心者
11）名、女子3（うち初心者3）名〈小1〉/男子12
（8）名、女子4（3）名〈小２〉/男子7（7）名、女子4
（2）名〈小３〉/男子9（1）名、女子1（0）名〈小４〉/
男子3（1）名、女子1（1）名〈合計〉/男子43
（28）、女子13（9）名〈総合計〉/56（37）名

4 JFAフットボールデー【中止】 9/26
熊本県民総合運動公園・補助競技
場

JFA全国イベント(無料）
未就学児から大人まで、誰でも参加OK (男女・
経験不問)

熊本県サッカー協会

5
JFAユニクロサッカーキッズ in 熊本（熊本開催無し）
（KFAサッカーキッズin○○）⇒代替大会中止

11/28 えがお健康スタジアム U-6を対象としたフェスティバル
日本サッカー協会
熊本県サッカー協会

6 キッズエリート（U-9・10）定期トレーニング

｜2021年3月
①3/27
｜2021年4月～2022年2月
②4/24、③5/22(中止)、
④6/26、⑤7/24⑥/25(中止)、
⑦10/23⑧11/27⑨12/18
⑩1/22(中止)、⑪2/26(中止)

①②③④⑤宇城市立ふれあいス
ポーツセンター、⑥県民総合運動公
園補助競技場、⑦⑧⑨⑩⑪嘉島町
総合運動公園多目的競技場

定期的なトレーニング
｜2021年3月
①3/27(61名)
｜2021年4月～2022年2月
②4/24(55名)、④6/26(53名)、⑤7/24(47
名)、⑥9/25、⑦10/23(32名)、⑧11/27(34
名)、⑨12/18(42名)

熊本県サッカー協会

7 キッズエリート（U-9・10）九州隣県サッカー交流会【中止】 9月 未定 九州隣県（福岡・佐賀・長崎・熊本）による交流会 福岡県サッカー協会

8 キッズエリート（U-9・10）九州隣県サッカー交流会【中止】 2月or3月 未定 九州隣県（福岡・佐賀・長崎・熊本）による交流会 熊本県サッカー協会

9 キッズ委員会会議

①4/13
②4/13
③7/4

①②③県サッカー協会（オンライン）

会議
①4/13(7団体・7名+事務局1名）分科会1_巡回
指導
②4/13(8名)分科会2_キッズリーダーインストラク
ター
③7/4(15名)委員会

熊本県サッカー協会

10 九州サッカー協会キッズ委員会 2/24 オンライン 会議（派遣者：武田昭二） 九州サッカー協会

3 JFAキッズサッカーフェスティバル2021熊本 熊本県サッカー協会



11 九州キッズミーティング 11/7 オンライン
会議（派遣者：武田昭二、甲斐卓、井川雄一、光
永誠司、上村剛史）

大分県サッカー協会

12 JFAキッズミーティング
①1/22
②1/23

①②オンライン
会議（派遣者：①②武田昭二、①甲斐卓、②井
川雄一、①②光永誠司、①②上村剛史、②竹下
貴文）

日本サッカー協会

13 JFA キッズ巡回指導責任者研修会 11/7 オンライン 会議（派遣者：光永誠司、上村剛史） 日本サッカー協会

14 用具貸出 通年 県協会 ゴール等各種用具の貸出 熊本県サッカー協会

15 キッズコーチ研修 未開催 キッズ年代に求められる指導を学ぶ研修会 熊本県サッカー協会

■ グリーンプロジェクト

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 園庭・校庭・廃校跡地等緑化事業 通年 県下一円 苗を無償提供し、緑化を行なう 熊本県サッカー協会

2 クラブチーム等グラウンド緑化事業 通年 県下一円 ノウハウを伝え、緑化を行なう 熊本県サッカー協会

3 既存緑化地管理指導 通年 県下一円 緑地維持のアドバイスを行う 熊本県サッカー協会

4 グリーンプロジェクト推進会議【中止】 年数回 協会会議室 緑化ノウハウの共有と、後進の育成 熊本県サッカー協会

■ 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 定時社員総会 6/30（水） 福岡市、WEB
2020年度事業報告・収支決算報告、役員の選
任、2021年度事業計画・収支予算、他

九州サッカー協会

2 常務理事会
①6/12（土） ②9/18（土）
③12/11（土） ④3/19（土）

福岡市、WEB
会議（11：00～13：00）
事業計画・予算・決算、表彰推薦、役員改選等
の理事会付議事項等の確認・承認

九州サッカー協会

3 理事会
①6/12（土） ②9/18（土）
③12/11（土） ④3/19（土）

福岡市、WEB
会議（14：00～17：00）
事業計画・予算・決算、表彰推薦、役員改選等
の理事会事項の承認

九州サッカー協会

4 委員長会議
2022・1/22（土）
14：00～17：00

福岡市、WEB 会議 九州サッカー協会

■ 日本サッカー協会＜諸会議等＞　2021/1/1～2021/12/31

№ 事業（大会）名 日　程 会　場 内　容 主　催

1 定時評議員会 3/27 JFAハウス 4F会議室・WEB 会議 日本サッカー協会

2 47FA代表者会議 ①1/29　②3/27 JFAハウス 4F会議室・WEB 会議 日本サッカー協会


