平成27年度事業報告
■ 事務局
№
会議

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 業務執行委員会

月1回開催 18時半
4/5（日）・13（月）・5/7（木）・
6/5（金）・24（水）・8/4（火）・
協会会議室
9/25（金）・10/7（水）・27
（火）・12/2（水）・1/6（水）・
2/3（水）・16（火）・3/2（水）

熊本県サッカー協会

2 第1回常務理事会

5/13（水） 18時半

協会会議室

熊本県サッカー協会

3 第1回理事会

5/20（水） 19時

協会会議室

決算承認理事会

熊本県サッカー協会

4 平成27年度定時総会

6/7（日） 14時

熊本県保証協会会議室

定時総会

熊本県サッカー協会

5 第1回顧問会議

6/7（日） 18時

ホテル日航熊本

6 JFA-47都道府県協会訪問会議

6/19（金） 19時

協会会議室

7 平成27年度功労者選考委員会

8/19（水） 18時半

協会会議室

熊本県サッカー協会

8 平成27年度緒方健司賞運営委員会

9/2（水） 18時

協会会議室

熊本県サッカー協会

熊本県サッカー協会
JFA：7名、九州FA：1名、KFA：19名

熊本県サッカー協会

9 第2回常務理事会

9/2（水） 19時

協会会議室

10 第2回理事会

9/8（火） 19時

協会会議室

11 第3回常務理事会

11/4（水） 18時半

協会会議室

熊本県サッカー協会

12 臨時理事会

11/18（水） 19時

協会会議室

熊本県サッカー協会

13 第4回常務理事会

1/13（水） 18時半

協会会議室

熊本県サッカー協会

14 第3回理事会

1/20（水） 19時

協会会議室

15 第5回常務理事会

3/9（水） 18時半

協会会議室

16 第4回理事会

3/16（水） 19時

協会会議室

予算承認理事会
表彰推薦

熊本県サッカー協会

8/22～24

成年男子：別府市／女子：中津
市／少年男子：大分市

2名派遣

九州サッカー協会

8/22～24

成年男子：別府市／女子：中津
市／少年男子：大分市

成年男子・女子・少年男子の応援

九州サッカー協会
熊本県サッカー協会

日本体育協会

熊本県サッカー協会
表彰推薦

熊本県サッカー協会

第1次予算及び事業計画の確認

熊本県サッカー協会
熊本県サッカー協会

事業
1 マッチコミッショナー研修会派遣事業
平成27年度国民体育大会
2
第35回九州ブロック秋季大会
3

JFAフットボールデー2015熊本
ロアッソ熊本観戦デー

9/23

男子：481名（初心者123名）／女子：108
県民総合運動公園いこいの広場 名（初心者77名）／TOTAL：589名（初心
者：200名）

4

平成27年度第70回国民体育大会
2015紀の国わかやま国体

9/27～10/1

成年男子：桃源郷運動公園陸上
成年男子：1回戦敗退
競技場／女子：やたがらすサッ
女子：1回戦敗退
カー場／少年男子：田辺スポー
少年男子：1回戦敗退
ツパーク陸上競技場

5 平成27年度功労者表彰式及び祝賀会

11/23

ホテル日航熊本

表彰：19名、6団体
参加者：約240名

6 JFAユニクロサッカーキッズ in 熊本

11/28

うまかな・よかなスタジアム

午前の部：60チーム／722名（男子：576
名、女子：146名）、午後の部：44チーム／ 日本サッカー協会
439名（男子：342名、女子：97名）、個人参 熊本県サッカー協会
加：26名（男子：19名、女子：7名）

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 委員会開催事業

4/9・30・7/30・10/1・
11/11・1/19

協会事務所

会議

熊本県サッカー協会

2 平成27年度緒方健司賞表彰事業

11/23

ホテル日航熊本

川部靖徳

熊本県サッカー協会

3 広報誌発行

年4回（4月・7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 財務委員会運営会議

7/16

協会事務所

会議

熊本県サッカー協会

2 平成28年度事業計画及び予算ヒアリング

12/14・15・16・17・21

協会事務所2F

事業計画・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19回NHK杯・熊本県サッカー選手権大会
（第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）

6/21・28

嘉島町総合運動公園
大津町運動公園球技場

優勝：東海大学熊本／準優勝：熊本学園
大学

熊本県サッカー協会

2

第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦
ロアッソ熊本 vs 福岡大学

8/29

水前寺競技場

ロアッソ熊本 1-0 福岡大学
入場者数：1,524名

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

3

第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦
ロアッソ熊本 vs ガイナーレ鳥取

9/9

うまかな・よかなスタジアム

ロアッソ熊本 1-0 ガイナーレ鳥取
入場者数：1,520名

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

4

JFAフットボールデー2015熊本
ロアッソ熊本観戦デー

9/23

男子：481名（初心者123名）／女子：108
県民総合運動公園いこいの広場 名（初心者77名）／TOTAL：589名（初心
者：200名）

熊本県サッカー協会

優勝：大津高校／準優勝：東海大学付属
10/3・4・10・11・12・17・18・ 県民総合運動公園スポーツ広場
熊本星翔高校／第3位：ルーテル学院高
24・25・31・11/1・7・14
水前寺競技場 他
校、済々黌高校

熊本県サッカー協会
熊本県民テレビ

5 第94回全国高等学校サッカー選手権熊本県大会
6

2015プレナスなでしこリーグ
INAC神戸レオネッサ vs ベガルタ仙台レディース

7 国内外キャンプ誘致活動及びキャンプ支援事業

10/24

水前寺競技場

INAC神戸 2-4 ベガルタ仙台
入場者数：5,049名

日本サッカー協会
日本女子サッカーリーグ

通年

県民総合運動公園
大津町運動公園 他

U-15日本代表候補／U-15韓国代表／な
でしこ：INAC神戸レオネッサ／J2：北海道コ
熊本県サッカー協会
ンサドーレ札幌、ザスパクサツ群馬、カマタ
マーレ讃岐／J3：大分トリニータ

平成27年度事業報告
■ 審判委員会
№

事業（大会）名

1 審判員及びインストラクター認定・更新講習会事業

日 程

会 場

Ｓ4級審判員認定講習会 （19回）

熊本県サッカー協会

11月～

大津町生涯学習センター 他

Ｓ4級審判員更新講習会 （6回）
受講者：166名

熊本県サッカー協会

4月～

熊本県立大学 他

Ｓ3級審判員認定講習会 （6回）

熊本県サッカー協会

11月～

大津町生涯学習センター 他

Ｓ3級審判員更新講習会 （10回）
受講者：385名

熊本県サッカー協会

4月～8月

小川公民館 他

Ｆ4級審判員認定講習会 （2回）

熊本県サッカー協会

11/1

県協会会議室

Ｆ4級審判員更新講習会

熊本県サッカー協会

宇土市民会館

Ｆ3級審判員更新講習会 （1回）
受講者：6名

熊本県サッカー協会

2/13～15

鹿児島市

2級昇級試験
派遣：審判員4名、インストラクター1名
九州サッカー協会
S2級合格者：3名、S2級インストラクター1名

8/21～23

別府市野口原総合運動場 他

九州ブロック国体
審判員：3名、インストラクター：4名

九州サッカー協会

4/5

富合公民館

オープニング研修会

熊本県サッカー協会

7/5

大津町総合体育館

Ｓ2級審判員、インストラクター強化研修会

熊本県サッカー協会

8/29・30

熊本県青年会館
九州学院高校 他

S2級審判員、S2級・S3級インストラクター更
熊本県サッカー協会
新講習会

10/4

パークドーム熊本

障害者競技審判員研修会

熊本県サッカー協会

5月～

富合公民館 他

Ｓ3級審判トレセン （19回）

熊本県サッカー協会

5月～

肥後銀行グラウンド 他

2 審判員及びインストラクター派遣事業

3 審判員及びインストラクター研修会事業

5 インストラクター各種大会派遣事業

主催

大津町生涯学習センター 他

3/6

4 審判員及びインストラクターセミナー事業

内容

4月～8月

女子審判員セミナー （8回）

熊本県サッカー協会

5月～ 月1回（毎月第3火曜） 富合公民館 他

レフェリーセミナー

熊本県サッカー協会

7月～

ウイングまつばせ 他

フットサルレフェリーセミナー （3回）

熊本県サッカー協会

4月～

文徳高校グラウンド 他

ユース審判員研修会 （6回）

熊本県サッカー協会

県内各地

インストラクター各種大会派遣
115試合、40名派遣

熊本県サッカー協会

通年

■ 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

①5/29日(金) ②10/29（木） 協会会議室

①13名 ②13名

熊本県サッカー協会

2 ユース育成会議

①5/15（金） ②9/7（月）
③1/23（土）

①②協会会議室 ③宇城市立
ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ研修室

①8名 ②12名 ③23名

熊本県サッカー協会

3 全国技術委員長会議

2/14（土）・15（日）

JFAハウス 4F

会議派遣

日本サッカー協会

4 九州技術委員長会議

①8/22（土）
②2/14(土)・15(日)

①大分県
②JFAハウス

会議派遣
①甲斐氏 ②小野龍男氏

九州サッカー協会
熊本県サッカー協会

5 47FAユースダイレクター研修会

前期：7/10（金）～12（日）
後期：12/11（金）～13（日）

前期：大阪府/Jグリーン堺
研修会派遣 井川氏
後期：静岡県/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士

日本サッカー協会

6 47FAチーフインストラクター研修会（関西コース）

①6/7（土）～8（日）
②10/2（金）～4（日）

①JFAハウス
②大坂/J-GREEN

研修会派遣 堀川氏

日本サッカー協会

7 47FAチーフインストラクター研修会（関東コース）

①5/31（土）～6/1（日）
②10/9（金）～11（日）

①JFAハウス
②静岡県/帝人アカデミー富士

研修会派遣 南氏

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

6/13（土）・14（日）

静岡県/Jステップ

研修会派遣 光永氏

日本サッカー協会

公認C級コーチ養成講習会：夜間（前期）

7/2(木)・9(木)・11(土)・
12(日)・9/6(日)

熊本工業高等学校 他

指導者講習会 5名

熊本県サッカー協会

公認C級コーチ養成講習会：夜間（後期）

11/19(木)・26(木)・12/6(日) 熊本工業高等学校 他

指導者講習会 上記+2名

熊本県サッカー協会

8/29(土)・30(日)・9/6(日)・
12(土)・13(日)

嘉島町公民館
嘉島町スポーツ交流広場

指導者講習会 20名

熊本県サッカー協会

公認C級コーチ養成講習会：東海

前期：12/1(火)～5(土)
後期：12/8(火)～12(土)

東海大学熊本キャンパス

指導者講習会 17名

熊本県サッカー協会

公認C級コーチ養成講習会：上海

3/18(金)～22（火）

中国上海

指導者講習会 7名

熊本県サッカー協会

①7/11（土）・12（日） ②
12/5（土）・6（日） ③6/10
（水）・26（金）・7/13（月） ④
3/12（土）・13（日）

①嘉島町公民館・スポーツ交流
指導者講習会
広場 ②熊本工業高等学校 ③
①21名 ②21名 ③11名 ④16名
嘉島町・宇城市 ④熊本工業高
合計69名
等学校

9 公認C級コーチ養成講習会：集中

10 公認D級コーチ養成講習会①②③

11 公認キッズリーダー養成講習会

公認C級リフレッシュ研修会
①通常
②TSG報告
12
③グラスルーツフェスティバル
④キッズリーダー講習会
⑤JJP

①7/12（日） ②7/13（月）
③8/11（火） ④10/3（土）
⑤10/24（土） ⑥12/6（日）
⑦2/16（火） ⑧2/17（水）
⑨3/8（火） ⑩3/9（水） ⑪
3/12（土） ⑫3/14（月）

①-01 4/11(土) ①-02
4/12(日) ①-03 4/28(火)
①-04 7/11(土)-12(日) ①
-05 9/11(金) ①-06
3/12(土) ①-07 3/13(日)
①-08 3/21(月・祝)
②-01 1/15(金) ②-02
1/26(火) ②-03 2/2(火)
③-01 7/23(木) ③-02
10/4(日) ③-03 10/12(月・
祝) ③-04 11/29(日) ③05 1/30(土) ③-06
3/12(土) ③-07 3/13(日)
④未開催
⑤-01 11/28(土) ⑤-02
1/18(月) ⑤-03 2/6(土)
⑤-04 3/12(土)

熊本県サッカー協会

①嘉島町公民館・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 ③益城運動公園 ④坂
本町 ⑤嘉島町競技場 ⑥熊本
工業高校 ⑦嘉島町競技場 ⑧
県民総合運動公園会議室・ｽﾎﾟｰ
ﾂ広場、野々島ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ⑨嘉島
町競技場 ⑩県民総合運動公
園会議室・ｽﾎﾟｰﾂ広場 ⑪熊本
工業高校 ⑫YMCA

指導者講習会
①4名+21名（D級） ②7名 ③9名 ④10
名 ⑤46名（キッズエリート保護者） ⑥12
名+21名（D級） ⑦51名（国府高校） ⑧29
名（開新高校）
熊本県サッカー協会
12名（ルーテル高校） ⑨30名（熊本工業
高校） ⑩30名（熊本商業高校） ⑪4名
+16名（D級） ⑫17名（YMCA）
合計319名

①01ﾊﾟﾚｱ富合 02ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾙ熊本
03熊本工業高校・嘉島町ｽﾎﾟｰﾂ
交流広場 04宇城市立ふれあい
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 05宇城市立ふれ
あいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 06ﾎﾃﾙ熊本ﾃ
ﾙｻ 07JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城
08県民総合運動公園ｻｯｶｰ場／
②01熊本工業高校 02熊本工
業高校 03熊本工業高校／③
01ﾊﾟｰｸﾄﾞｰﾑ熊本 02荒尾運動
公園陸上競技場 03ﾊﾟｰｸﾄﾞｰﾑ熊
本 04水前寺競技場 05天草市
大矢崎緑地公園 06県民総合
運動公園ｽﾎﾟｰﾂ広場 07県民総
合運動公園ｽﾎﾟｰﾂ広場／④未
開催／⑤01熊本工業高校 02
ﾌｯﾄｻﾙﾊﾟｰｸ熊本 03人吉市立
第一中学校 04ﾎﾃﾙ熊本ﾃﾙｻ

研修会
①-01 11名 ①-02 36名 ①-03 18名
①-04 4名 ①-05 14名GK ①-06 55名
12日 ①-07 16名 13日 ①-08 8名GK
②-01 11名 ②-02 32名 ②-03 36名
③-01 26名 ③-02 6名 ③-03 9名 ③
熊本県サッカー協会
-04 5名 ③-05 0名 ③-06 2名 ③-07
5名
④未開催
⑤-01 19名 ⑤-02 34名 ⑤-03 7名
⑤-04 20名
合計374名

平成27年度事業報告
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

13

公認A級・B級コーチトライアル
兼C級リフレッシュ研修会

①12/5（土）・6（日）
②1/4(月)・5(火)・6(水)

①熊本工業高等学校
②熊本県民総合運動公園

研修会
トライアル

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）

7/31（木）・8/1（金）

JFAアカデミー熊本宇城

研修会 講師：吉武博文
31（木）：72名
1（日）：20名（指導者）+選手50名

熊本県サッカー協会

15

第4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）

3/12（土）・13（日）

12（土）：ホテル熊本テルサ
13（日）：JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城

研修会（一般参加可）
12（土）：70名
13（日）：25名 合計95名

熊本県サッカー協会

日本サッカー協会

16 2015紀の国わかやま国体・大会

成年男子：9/27(日)～30(水)
成年男子：橋本市・紀の川市
女子：9/28（月）～10/1(木)
女子：新宮市・串本町
少年男子：9/27(日)～
少年男子：田辺市・上富田町
10/1(木)

指導者派遣 甲斐氏・井川氏

17 GKクリニック・トレセン

①毎月第1木曜
5/7・6/4・7/2・9/3・10/1・
11/5・12/3・1/7・2/4・3/3
②毎月第2木曜
5/14・6/11・7/9・9/10・
10/8・11/12・12/10・1/14・
2/11・3/10
③毎月第3木曜

①熊本県民総合運動公園ス
ポーツ広場
②JFAアカデミー熊本宇城
③熊本県民総合運動公園ス
ポーツ広場

教室
①46名、55名、57名、55名、39名、58名、
35名、32名、42名、39名
小計458名
②25名、24名、26名、30名、26名、22名、
32名、25名、26名
熊本県サッカー協会
小計236名
③12名、7名、24名、12名、12名、10名、9
名、7名、9名
小計102名
合計796名

3/5（土）・6（日）

福岡県

指導者推薦
研修会 A級1名・B級14名

九州サッカー協会

通年

全国各地

指導者派遣 今年度派遣なし

日本サッカー協会

通年

静岡県/時之栖（御殿場）

指導者派遣（合格済み）
井川雄一

日本サッカー協会

通年

宇城市立ふれあいスポーツセン
ター

指導者派遣（合格済み）
辰巳禎一・松下涼太

日本サッカー協会
日本サッカー協会

18

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

19 公認A級コーチ養成講習会
20 公認A級U-15コーチ養成講習会
21 公認A級U-12コーチ養成講習会
22 公認B級コーチ派遣（5名）

通年

全国各地

指導者派遣（合格済み）
井村慎吾・松本翔・吉田直哉
山本樹慶・今村龍介

23 公認キッズリーダーインストラクター研修会（1名）

5/16（金）～18（日）

静岡県/Jステップ

指導者派遣 今年度派遣なし

日本サッカー協会

24 九州C級コーチインストラクター講習会

2/12（金）～14（日）

JFAアカデミー熊本宇城

指導者派遣
受講済み：南弘一・堀川桂司・井川雄一
甲斐卓・池田政秀・小野龍男
以下未受講：松山周平・瀧上知巳

日本サッカー協会

25 「フットボールフューチャープログラム」トレセン研修会U-12

7/29～8/2

静岡県/時之栖（御殿場）

指導者派遣

日本サッカー協会

JFAアカデミー熊本宇城

指導者派遣
研修会 参加者45名

九州サッカー協会
熊本県サッカー協会

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
26
九州ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ兼公認指導者ﾘﾌﾚｯｼｭ研修会（ABCD級）

2/27（土）・28（日）

■ 強化委員会
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

平成27年度国民体育大会
第35回九州ブロック秋季大会

8/22～24

成年男子：別府市／女子：中津
市／少年男子：大分市

2

平成27年度第70回国民体育大会
2015紀の国わかやま国体

9/27～10/1

成年男子：桃源郷運動公園陸上
成年男子：1回戦敗退
競技場／女子：やたがらすサッ
女子：1回戦敗退
カー場／少年男子：田辺スポー
少年男子：1回戦敗退
ツパーク陸上競技場

日本体育協会

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

1 U-11・12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-13・14・15トレセン

通年

各地

トレセン事業

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

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

熊本県サッカー協会

3 熊本県体育協会競技力向上対策事業

成年男子：代表権獲得／女子：代表権獲
得／少年男子：代表権獲得

主催

1

九州サッカー協会

トレセン

■ 規律・フェアプレー委員会
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

6/20・21・22

県民総合運動公園スポーツ広場
MC育成
大津町運動公園 他

7/19・20

日奈久ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ「シー・湯・遊」
芦北町営岩崎グランド

MC育成

熊本県サッカー協会

平成27年度国民体育大会
3
第35回九州ブロック秋季大会

8/22～24

成年男子：別府市／女子：中津
市／少年男子：大分市

MC育成

九州サッカー協会

第24回九州大学女子サッカー選手権大会 兼 第24回全日
4
本大学女子サッカー選手権大会 九州地域予選

10/31

県民総合運動公園スポーツ広場 MC育成

九州サッカー協会
九州大学女子ｻｯｶｰ連盟

5 九州規律委員長会議

12/26・27

鹿児島

九州サッカー協会

1 第67回全九州高等学校サッカー競技大会
2

第21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2015 熊本）

会議

■ 医学委員会
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 第1回九州サッカー協会 スポーツ医学委員会

4/26

セントラルホテル福岡

会議 委員長派遣

九州サッカー協会

2 第2回九州サッカー協会 スポーツ医学委員会

8/22

芙蓉倶楽部（大分）

会議 委員長派遣

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

8/22

芙蓉倶楽部（大分）

会議 委員長派遣

九州サッカー協会

4 第3回九州サッカー協会 スポーツ医学委員会

12/19

電気ビル共創館会議室（福岡）

会議 ドクター派遣：１名

九州サッカー協会

5 2016年度全国医学委員長会議

1/11

JFAハウス9F

会議 委員長派遣

日本サッカー協会

6/28

嘉島町総合運動公園
大津町運動公園球技場

派遣 ドクター：1名

熊本県サッカー協会

8/29

水前寺競技場

派遣 ドクター：1名

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

9/9

うまかな・よかなスタジアム

派遣 ドクター：1名

日本サッカー協会
日本プロサッカーリーグ

6

第19回NHK杯・熊本県サッカー選手権大会 決勝戦
（第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）

第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦
7
ロアッソ熊本 vs 福岡大学
8

第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦
ロアッソ熊本 vs ガイナーレ鳥取

平成27年度事業報告
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

JFAフットボールデー2015熊本
ロアッソ熊本観戦デー

9/23

県民総合運動公園いこいの広場 派遣 理学療法士：1名

熊本県サッカー協会

10 JFAユニクロサッカーキッズ in 熊本

11/28

うまかな・よかなスタジアム

日本サッカー協会
熊本県サッカー協会

9

派遣 ドクター：2名

■ 郡市協会
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 第1回郡市協会支援事業講習会（郡市協会連絡会議）

6/7（日） 15時

熊本県信用保証協会会議室

47FA支援事業講習会

熊本県サッカー協会

2 第70回熊本県民体育祭 サッカー競技

9/12・13

県民総合運動公園サッカー場
スポーツ広場

優勝：宇城市／準優勝：天草郡／第3位：
玉名市、宇土市

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

■ 1種委員会 ＜社会人部会＞
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 2015 1種委員会社会人部会総会

4/19（日） 13時

熊本市植木文化センター

会議

2 第51回全国社会人サッカー選手権大会熊本県予選

5/3・10・17・31・6/7

県営八代運動公園陸上競技場
小川町観音山グラウンド 他

優勝：ダイナマイツ八代／準優勝：シマズ自
動車／第3位：合志ぺルナ、熊本県教員蹴 熊本県サッカー協会
友団

7/5・12・19

県民総合運動公園
七城運動公園サッカー場 他

優勝：熊本県教員蹴友団／準優勝：嘉島
サッカークラブ／第3位：合志ぺルナ、小川 熊本県サッカー協会
サッカークラブ

2/21・28・3/6・13・20・27

県民総合運動公園補助競技場
他

優勝：熊本県教員蹴友団／準優勝：ダイナ
マイツ八代／第3位：嘉島サッカークラブ、 熊本県サッカー協会
熊本大学

1 第50回熊本県サッカーリーグ

7/26～2/7

県内各地

＜1部＞優勝：熊本県教員蹴友団／準優
勝：ダイナマイツ八代FC ＜2部＞優勝：
Honda熊本サッカ－部／準優勝：スポ－ツ
の森大津クラブ

2 第17回熊本県ミドルサッカーリーグ

3/8～7/26

宇城市立ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
菊陽さんさん公園 他

優勝：FC Gojyu-Yon／準優勝：シマズ・コン
熊本県サッカー協会
パーレ／第3位：トレゾール

3

RKKカップ争奪
第22回全国クラブチームサッカー選手権熊本県予選

4 第41回協会長旗争奪熊本県総合サッカー選手権大会

社会人部会

リーグ
熊本県サッカー協会

■ 1種委員会 ＜学生部会＞
№

事業（大会）名

1 2015 1種委員会学生部会総会
2

平成27年度大杉杯学生サッカー大会
（第19回NHK杯熊本県サッカー選手権大会学生予選）

日 程
4/4（土） 18時

会 場
協会会議室

予選ﾘｰｸﾞ：4/12・19・25・26・ 嘉島町総合運動公園
29 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ：5/9・16
熊本学園大学グラウンド 他

内容

主催

会議

学生部会

優勝：熊本学園大学／準優勝：熊本大学
／第3位：熊本高専八代

熊本県サッカー協会
熊本県サッカー協会
九州サッカー協会
九州大学サッカー連盟

3 第40回熊本地区高専サッカー大会

5/10

熊本高専熊本キャンパスグラウン 優勝：熊本高専八代／準優勝：有明高専
ド
／第3位：熊本高専熊本

4 第39回九州大学サッカートーナメント大会

5/23・24・30・31・6/6

春日公園球技場（福岡）
錦原サッカー場（宮崎） 他

7/17・18・19

優勝：鹿児島高専／準優勝：熊本高専八
大分スポーツ公園サッカー・ラグ
代／第3位：有明高専
ビー場
（熊本高専熊本：初戦敗退）

6 第22回九州高等専門学校（U-19）サッカー大会

12/19・20

髙原町総合運動公園（宮崎）

優勝：鹿児島高専
（熊本高専八代：第3位、熊本高専熊本：予 九州サッカー協会
選リーグ敗退）

7 第3回KUMAMOTO SPRING FESTIVAL 2016

3/8・9・10

大津町運動公園

優勝：熊本学園大学／準優勝：熊本大学

1 第30回九州大学サッカーリーグ

4/11～11/23

九州各地

＜1部＞優勝：福岡大学（東海大学熊本：
第9位）＜2部＞優勝：熊本大学（熊本学園 九州大学サッカー連盟
大学：第10位）

2 平成27年度熊本県学生サッカーリーグ

9/12～11/14

熊本高専熊本・八代グラウンド
熊本学園大学グラウンド

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／第3位：熊
本高等専門学校八代サッカー部

熊本県サッカー協会

3 平成27年度熊本県大学サッカーリーグ

9/6～11/15

県立大学グラウンド
東海大学熊本グラウンド 他

優勝：熊本大学医学部サッカー部／準優
勝：東海大学熊本サッカー部／第3位：熊
本県立大学サッカー部

熊本県サッカー協会

1 審判育成事業

通年

崇城大学グラウンド 他

育成事業

熊本県サッカー協会

2 選抜チーム強化事業

通年

崇城大学グラウンド 他

強化事業

熊本県サッカー協会

8/9～14

堺市立サッカー・ナショナルトレー 優勝：徳島大学
ニングセンター
（熊本大学：初戦敗退）

5

第52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

優勝：福岡大学
（東海大学熊本・熊本大学：1回戦敗退）

九州沖縄地区国立高等
専門学校体育連盟

熊本県サッカー協会

リーグ

育成・強化

後援事業
1 第67回西日本医科学生体育大会

西日本医科学生体育連
盟

■ 2種委員会 ＜高校＞
№

事業（大会）名

1 2015 2種委員会総会

日 程
4/4（土） 10時

2 第31回熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯） 7/23・24・25
3 第94回全国高校サッカー選手権熊本県大会

会 場

内容

主催

熊工会館研修室

会議

嘉島町総合運動公園
県民総合運動公園 他

各リーグ優勝＜未来リーグ＞高稜高校＜強 熊本県サッカー協会
化リーグ＞熊本国府高校
株式会社ミカサ

優勝：大津高校／準優勝：東海大学付属
10/3・4・10・11・12・17・18・ 県民総合運動公園スポーツ広場
熊本星翔高校／第3位：ルーテル学院高
24・25・31・11/1・7・14
水前寺競技場 他
校、済々黌高校

2種委員会

熊本県サッカー協会
熊本県民テレビ

リーグ
4/5～12/6

県民総合運動公園
大津町運動公園 他

優勝：ロアッソ熊本／準優勝：秀岳館高校
／第3位：熊本国府高校

熊本県サッカー協会

2 高円宮杯2015チャンピオンズリーグ熊本U-18 2部

4/5～12/20

県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンド 他

優勝：大津3RD／準優勝：専大玉名／第3
位：秀岳館2ND

熊本県サッカー協会

3 高円宮杯2015チャンピオンズリーグ熊本U-18 3部

4/5～12/6

県民総合運動公園
熊本県各高校グラウンド 他

優勝：東海2ndA／準優勝：国府2A／第3
位：第二

熊本県サッカー協会

4 高円宮杯2015プリンスリーグ九州U-18

4/5～12/5

九州各地

優勝：大津高校

九州サッカー協会

12/11・13

広島広域公園補助競技場

大津高校：高円宮杯U-18サッカーリーグ
2016プレミアリーグWEST参入決定

日本サッカー協会

5/23･24・29･30・31・6/1・2

水前寺競技場
益城町陸上競技場 他

優勝：大津高校／準優勝：熊本国府高校 熊本県高体連
／第3位：済々黌高校、専修大学玉名高校 熊本県教育委員会

1 高円宮杯2015チャンピオンズリーグ熊本U-18 1部

5 高円宮杯U-18プレミアリーグ参入戦
高体連 （共催事業）
1 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技（男女）

平成27年度事業報告
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

第67回全九州高等学校サッカー競技大会（男）
2
第4回全九州高等学校女子サッカー競技大会（女）

6/20・21・22

優勝：東福岡高校（福岡）
県民総合運動公園スポーツ広場
（大津高校：第3位、熊本国府高校：2回戦
大津町運動公園 他
敗退）

3 県下高校サッカー大会

1/10・16･17･23･30･31

大津町運動公園
県民総合運動公園 他

優勝：熊本国府高校、大津高校／第3位：
九州高体連
熊本商業高校、東海大学付属熊本星翔高
熊本県教育委員会
校

4/12～5/31

九州各地

優勝：アビスパ福岡
（ロアッソ熊本：第7位）

九州サッカー協会
九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

4/25･26

宮崎県綾町

第1位：佐賀県／第2位：熊本県／第3位：
宮崎県

九州サッカー協会

九州高体連
熊本県教育委員会

クラブユース
第26回九州クラブユース（U-18）サッカー選手権大会
1 兼 第39回日本クラブユースサッカー選手権（U-18)大会九
州地区予選
トレセン
1 九州トレセンリーグUｰ16

■ 3種委員会 ＜中学・クラブ＞
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 2015 3種委員会総会

4/11（土） 12時半

アスパル富合

会議

2 第30回熊本県クラブユースサッカー（U-15）選手権大会

5/30・6/6･7・13･14

水俣エコパーク
岩崎グラウンド 他

優勝：UKI-C.FC／準優勝：太陽スポーツク
熊本県サッカー協会
ラブ熊本玉名／第3位：アルバランシア熊本

堺整形外科杯2015
第30回九州クラブユースサッカー（U-15）選手権大会
3 兼 第30回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権（U-15）大会九州地
区予選 兼 2015 JCYｲﾝﾀｰｼﾃｨｶｯﾌﾟ（U-15）WEST・堺市長
杯九州地区予選

7/4・5・11･12･18･19

中津市禅海ふれあい広場 他
（2回戦まで九州各地）

優勝：サガン鳥栖（佐賀）
（ブレイズ熊本：第3位、ソレッソ熊本：3回戦
敗退、太陽スポーツクラブ熊本玉名・ロアッ 九州サッカー協会
ソ熊本ジュニアユース・バレイア熊本：2回戦 九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟
敗退、荒尾FC・UKI-C.FC・アルバランシア熊
本：1回戦敗退）

4 熊本県中学校総合体育大会サッカー競技大会

7/24・25・26

大津町運動公園

優勝：ルーテル学院中学校／準優勝：小川 熊本県中学校体育連盟
中学校／第3位：腹栄中学校、鎮西中学校 熊本県教育委員会

8/5・6

沖縄県総合運動公園
うるま市具志川多種目球技場

優勝：日章学園中学校（宮崎）
（ルーテル学院中学校：第5代表権獲得、
小川中学校：1回戦敗退）

8/22･9/5・12･19･26･10/3

大津町運動公園
岩崎グラウンド 他

優勝：FCK MARRY GOLD AMAKUSA U15
／準優勝：太陽スポーツクラブ熊本玉名／ 熊本県サッカー協会
第3位：UKI-C.FC

11/7・8･15

全国大会出場：アビスパ福岡U-15（福岡）、
鹿児島県立サッカー・ラグビー場 ソレッソ熊本（熊本）
九州サッカー協会
他
（ロアッソ熊本ジュニアユース：グループ決勝
敗退、ブレイズ熊本：グループ準決勝敗退）

12/5・6・12・13

大津町運動公園
嘉島町総合運動公園 他

優勝：ロアッソ熊本／準優勝：UKI-C.FC／第
熊本県サッカー協会
3位：アルバランシア熊本

1/9・10・11・16

小川町観音山グラウンド
嘉島町総合運動公園 他

優勝：ソレッソ熊本／準優勝：ブレイズ熊本
／第3位：FCK MARRY GOLD 熊本

熊本県サッカー協会

1/30・31・2/6

小川町観音山グラウンド
鏡町町民グラウンド

優勝：鎮西中学校／準優勝：出水中学校
／第3位：矢部中学校、力合中学校

熊本県サッカー協会

3/6

宇土市立鶴城中学校 他

優勝：阿蘇中学校／準優勝：山鹿中学校
／第3位：宇土市立鶴城中学校

熊本県サッカー協会

3/26～28

大分スポーツ公園だいぎんサッ
カー・ラグビー場 他

優勝：神村学園中等部（鹿児島）
（出水中学校・鎮西中学校：1回戦敗退）

九州サッカー協会

1 高円宮杯U-15サッカーリーグ2015熊本県リーグ 【1部】

2月～10月

益城町陸上競技場 他

優勝：ロアッソ熊本／準優勝：ルーテル学院
中学校／第3位：FCK MARRY GOLD 天草 熊本県サッカー協会
U-15

2 高円宮杯U-15サッカーリーグ2015熊本県リーグ 【2部】

3月～10月

益城町陸上競技場 他

＜Aグループ＞優勝：ロアッソ熊本2nd／準
優勝：エスペランサ熊本／第3位：人吉第一
中学校 ＜Bグループ＞優勝：ブレイズ熊本 熊本県サッカー協会
2nd／準優勝：荒尾FC／第3位：八代フュー
チャーズ

3 高円宮杯U-15サッカーリーグ2015熊本県リーグ 【3部】

4月～11月

益城町陸上競技場 他

＜Aグループ＞優勝：菊陽中学校／準優
勝：大津北中学校／第3位：力合中学校 ＜
熊本県サッカー協会
Bグループ＞優勝：ブレイズ熊本3rd／準優
勝：矢部中学校／第3位：桜木中学校

4 高円宮杯U-15サッカーリーグ2015熊本県リーグ 【4部】

4月～10月

県内各地区会場

各地区

11/28・29

益城町陸上競技場 他

3部昇格：ジーク熊本、アルマラッゾ、レタドー
熊本県サッカー協会
ル、FCK MARRY GOLD 熊本2nd

1-2部：12/23、2-3部：
12/27、3-4部：1/17

＜1-2部＞ソレッソ2nd、荒尾FC、ロアッソ
2nd：1部へ ＜2-3部＞北部中、あさぎり
県民総合運動公園スポーツ広場
中、力合中、桜木中：2部へ ＜3-4部＞出
大津町運動公園 他
水中、ブレイズ4th、ソレッソ3rd、大津中：3
部へ

熊本県サッカー協会

5月～11月

嘉島総合運動公園 他

優勝：ロアッソ熊本／準優勝：FCK MARRY
GOLD 天草／第3位：ブレイズ熊本

熊本県サッカー協会

九州各地

優勝：サガン鳥栖
（ソレッソ熊本：第4位、ブレイズ熊本：第7
位）

九州サッカー協会

本城運動場
福岡フットボールセンター

ロアッソ熊本：九州ユース（U-15）リーグ昇
格

九州サッカー協会

5

九州中学校体育大会
第46回九州中学校サッカー競技大会

6 第36回熊本県U-15サッカー総合選手権大会

7

第27回高円宮杯全日本ユース（U-15）サッカー選手権
九州大会

8 第10回熊本県クラブユース（U-13）サッカー大会
9 第25回熊本県クラブユース（U14）選手権大会
第44回熊本県教員蹴友会会長旗争奪
10
熊本県中学校新人サッカー大会
11 第42回熊本県中学校教職員サッカー大会
12 第29回九州中学校（U-14）サッカー大会

3種委員会

九州中体連
九州サッカー協会

リーグ

高円宮杯2015熊本県サッカーリーグU-15チャレンジ大会
5
（4部→3部への昇格チーム決定戦）

6

高円宮杯2015熊本県サッカーリーグU-15入替戦
【1-2部・2-3部・3-4部】

7 2015熊本県サッカーリーグU-13
8 第6回九州ユース（U-15）サッカーリーグ

3月～10月

9 第6回九州各県ユース（U-15）サッカーリーグ チャレンジ大会 11/28・29

熊本県サッカー協会

トレセン
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 2015九州U-14/U-13選抜サッカー大会

8/11・12

島原市営平成町多目的広場

荒天の為、12日は中止

九州サッカー協会

1/5・6

優勝：大分県選抜
北九州市立本城陸上競技場 他
（熊本県選抜：第4位）

3 第36回九州選抜中学生サッカー大会

九州サッカー協会

■ 4種委員会 ＜小学・クラブ＞
№

事業（大会）名

2015 4種委員会総会
1
＊U-12リーグ指導者講習会
2 第41回熊日学童オリンピックサッカー競技大会

3

第23回RKK・タカスギカップ
火の国少年サッカートレセン大会熊本県大会

4 第39回全日本少年サッカー大会熊本県大会

日 程

会 場

内容

主催

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

開会式：6/6
大会：6/14・20・21・27

パークドーム熊本 他

優勝：太陽SC熊本玉名U-12／準優勝：ブ
レイズ熊本ジュニア／第3位：ソレッソ熊本
U-12V、FC BIG WAVE

熊本県サッカー協会

8/15

パークドーム熊本

優勝：熊本市中央トレセン・ベガ／準優勝：
熊本市中央トレセン・シリウス／第3位：熊本 熊本県サッカー協会
市中央トレセン・リゲル

開会式：10/24
大会：11/15・21・23・28

県民総合運動公園
大津町運動公園 他

日本サッカー協会、日本
優勝：ソレッソ熊本U-12V／準優勝：NPO法
体育協会スポーツ少年
人ひとよしFC・R／第3位：FC Wings熊本
団、読売新聞社

4/12（日） 9時半

平成27年度事業報告
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

開会式：10/24
大会：12/13・19・20・23

県内16会場
大津町運動公園球技場

優勝：ソレッソ熊本U-12V／準優勝：SIEG熊
本SS U-12／第3位：太陽スポーツクラブ熊 熊本県サッカー協会
本U-12

開会式：1/9
大会：1/24・31・2/6・11

県内16会場
嘉島町総合運動公園

優勝：ブレイズ熊本ジュニア／準優勝：出水
熊本県サッカー協会
SC／第3位：ソレッソ熊本U12V

第5回スーパースポーツゼビオカップ熊本県U-10少年サッ
7 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：1/17
大会：2/13・14・20

県民総合運動公園補助競技場
大津町運動公園多目的広場

＜各パート優勝＞あパート：アッズリーノ熊本
／いパート：八千把FC／うパート：ブレイズ熊 熊本県サッカー協会
本ジュニア／えパート：UKI-C.FC

8 第19回熊本県地域選抜少年サッカー大会（5年）

2/27

県営八代運動公園
陸上競技場、多目的広場

優勝：熊本市中央トレセン・シリウス／準優
勝：熊本市中央トレセン・ベガ／第3位：熊本 熊本県サッカー協会
市中央トレセン・リゲル

9 第26回熊本県地域選抜少年サッカー大会（6年）

2/28

県営八代運動公園
陸上競技場、多目的広場

優勝：熊本市中央トレセン・カペラ／準優
勝：菊阿トレセン／第3位：熊本市中央トレセ 熊本県サッカー協会
ン・リゲル

5月～10月

県内各地

各地区

第37回熊本県少年サッカー新人大会（田嶋杯）
5
第14回スポーツハヤカワカップ
6

第47回熊本県少年サッカー選手権大会（大谷杯）
第47回九州少年サッカー大会熊本県代表決定戦

リーグ
1 U-12サッカーリーグｉｎ熊本県

熊本県サッカー協会

フェスティバル
1 KFA U-12‐10サッカーフェスティバル in パークドーム

未実施

2 KFA U-9サッカーフェスティバル

4/29：22チーム、9/22：44チーム、
4/29・9/22・11/28・12/20・ 県民総合運動公園スポーツ広場
11/28：19チーム、12/20：25チーム、
3/27
パークドーム熊本
3/27：24チーム

熊本県サッカー協会

3/19・20

パークドーム熊本

優勝：比屋根（沖縄）／準優勝：太陽延岡
（宮崎）／第3位：志免（福岡）・木之川内
（宮崎）

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

3

2016
第6回九州地域ジュニア（U-10）サッカーフェスティバル

トレセン

■ 女子委員会
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 2015 女子委員会総会

4/5（日） 10時

大津町運動公園総合体育館
会議室

会議

2 第20回熊本県女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

5/5・6

大津町運動公園球技場

優勝：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO レ
ディース U-15／準優勝：益城ルネサンス
熊本FCフェニックス／第3位：ほくぶ総合ス 熊本県サッカー協会
ポーツクラブ クレスト、熊本ユナイテッドSCフ
ローラ

3 熊本県高等学校総合体育大会サッカー競技（女子）

5/23・31・6/2

水前寺競技場 他

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
熊本県高体連
勝：秀岳館高校／第3位：大津高校、慶誠
熊本県教育委員会
高校

4 第4回全九州高等学校女子サッカー競技大会

6/20・21・22

県民総合運動公園スポーツ広場 優勝：鎮西学院高校（長崎）
大津町運動公園 他
（東海大付属熊本星翔高校：1回戦敗退）

8/1・15

日奈久ドリームランド多目的広場 優勝：秀岳館高校／準優勝：東海大学付
益城町総合運動公園陸上競技 属熊本星翔高校／第3位：益城ルネサンス 熊本県サッカー協会
場
熊本FCフェニックス

9/13

益城町運動公園

優勝：熊本ユナイテッドSCフローラ／準優
勝：益城ルネサンス熊本FCフェニックス

水前寺陸上競技場ほか

優勝：東海大学付属熊本星翔高校／準優
熊本県サッカー協会
勝：秀岳館高校／第3位：大津高校、球磨
熊本県民テレビ
商業高校

5

第34回熊本県女子サッカー選手権大会
兼 第33回九州女子サッカー選手権大会熊本県予選

6 第4回熊本県女子ユース（U-18）サッカー選手権大会
7

第11回熊本県高等学校女子サッカー選手権大会
9/13・21・10/3
兼 第26回九州高等学校女子サッカー選手権大会熊本大会

8 第27回全国レディースサッカー大会 熊本県大会

9/23

県民総合運動公園スポーツ広場 優勝／スポーツの森・大津マリノス

女子委員会

九州高体連
熊本県教育委員会

熊本県サッカー協会

熊本県サッカー協会

9/23・26

本田技研工業㈱総合グラウンド

優勝：益城ルネサンス熊本FCジュニア／準
優勝：MELSA熊本FCボニータ／第3位：FCK
熊本県サッカー協会
MARRY GOLD KUMAMOTO レディース U12

10/31

県民総合運動公園スポーツ広場

優勝：福岡大学・九州国際大学／準優勝： 九州サッカー協会
九州共立大学／第3位：佐賀大学
九州大学女子ｻｯｶｰ連盟

11 第41回熊日学童五輪サッカー競技（女子の部）大会

11/1・3

大津町運動公園多目的広場

優勝：益城ルネサンス熊本FCジュニア／準
熊本日日新聞社
優勝：FCKマリーゴールドレディースU12／第
熊本県サッカー協会
3位：MELSA熊本FCボニータ

12 第22回熊本県女子（U-12）さわやかサッカー大会

2/6・7

大津町運動公園多目的広場

優勝：MELSA熊本FCボニータ／準優勝：
FCK MARRY GOLD KUMAMOTO レディース 熊本県サッカー協会
U-12／第3位：矢部FCジュニア

2/11・13・14

日奈久ドリームランド
県民総合運動公園補助競技場

優勝：秀岳館高校／準優勝：東海大学付
属熊本星翔高校

1 第20回熊本県女子サッカーリーグ （1部）

5/1～11/30

日奈久ドリームランド 他

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FC／第3位：FCKマ 熊本県サッカー協会
リーゴールド

2 第20回熊本県女子サッカーリーグ （2部）

前期：5/31～9/13
後期：11/1～2/28

竜北東小学校

優勝：ソレイユ熊本FC／準優勝：Confianza
熊本県サッカー協会
／第3位：菊陽中学校

3 第17回熊本県女子ジュニア（U-12）リーグ

前期：8/9・9/6・13
後期：1/10・17・27

西里小学校

＜前期＞優勝：MELSA熊本／準優勝：FCK
MARRY GOLD KUMAMOTO レディース ＜
熊本県サッカー協会
後期＞優勝：益城ルネサンス熊本／準優
勝：MELSA熊本

4 第18回九州女子サッカーリーグ

4月～8月

九州各県グラウンド

優勝：柳ヶ浦高等学校（大分）／準優勝：国
見FC（長崎）／第3位：ニューウェーブ北九 九州サッカー協会
州レディース（福岡）

9 第25回熊本県女子ユース（U-12）サッカー選手権大会

10

第24回九州大学女子サッカー選手権大会 兼 第24回全日
本大学女子サッカー選手権大会 九州地域予選

第34回熊本県女子サッカー総合選手権大会
13
兼 第28回九州なでしこサッカー大会熊本県予選
リーグ

熊本県サッカー協会

フェスティバル
1

第21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2015 熊本）

7/19・20

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：大分トリニータレディース（大分）／準
優勝：Dream Spread FC 宮崎（宮崎）／第3 熊本県サッカー協会
位：日置シーガルズ（鹿児島）

2

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2015 熊本）

9/23

県民総合運動公園補助競技場

※中止

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2015 熊本

10/12

パークドーム熊本

未就学児～小学6年生、保護者
男子：14名（初心者6名）／女子：58名（初
熊本県サッカー協会
心者29名）／保護者／27名／TOTAL：99
名（初心者35名）

4 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2015 熊本

3/13

県民総合運動公園スポーツ広場

未就学児～小学6年生、保護者
男子：8名（初心者6名）／女子：58名（初心
熊本県サッカー協会
者40名）／保護者／10名／TOTAL：76名
（初心者46名）

平成27年度事業報告
№
トレセン

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 熊本県U-12・U-11・U-10スクール（トレセン）

4月～

県内各地

47FA支援事業で実施（九州トレセン､ナショ
熊本県サッカー協会
ナルトレセンに繋がる）

2 熊本県U-15スクール（トレセン）

4月～

県内各地

47FA支援事業で実施（九州トレセン､ナショ
熊本県サッカー協会
ナルトレセンに繋がる）

3 熊本県U-17スクール（トレセン）

7月～

県内各地

47FA支援事業で実施（九州トレセンに繋が
熊本県サッカー協会
る）

5月～

県内各地

熊本県サッカー協会

国体
1 熊本県国体選抜

■ シニア委員会
№

事業（大会）名

1 2015 シニア委員会総会

日 程

会 場

内容

大津町運動公園球技場会議室

5/16

優勝：ランザ熊本シニアFC／準優勝：熊本
県民総合運動公園スポーツ広場 オールドキッカーズ／第3位：熊本南オール 熊本さわやか長寿財団
スターズFC

3 第4回O-50シニア熊本大津大会

3/19・20

大津町運動公園球技場、競技
場

4 強化支援

通年

2

第27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）

会議

主催

4/5（日） 15時

シニア委員会

優勝：鹿児島SFC／準優勝：三菱重工長崎
熊本県サッカー協会
／第3位：福岡飛び梅シニア
熊本県サッカー協会

リーグ
1 第24回熊本県シニアサッカーリーグ

4/13～8/16

大津町運動公園 他

＜1部＞優勝：シマズ自動車北部／準優
勝：HK2013シニアFC＜2部＞優勝：小川シ 熊本県サッカー協会
ニアFC／準優勝：ネオミノタウロスFC

2 第1回熊本県シニア（O-60）リーグ

4月～8月

県内各地

※未実施

9/6～12/20

阿蘇市農村公園あぴか
大津町運動公園 他

優勝：熊本県教員蹴友団OB／準優勝：ラン
熊本県サッカー協会
ザ・ベアーズ

1 2015第14回九州シニア（O-60）サッカー大会

4/11・12

沖縄県恩納村赤間総合運動公
園

九州代表：福岡60雀フットボールクラブ
（熊本：Aグループ第3位）

九州サッカー協会

2 九州シニア（0-70）蹴球フェスティバル2015in阿蘇

4/18・19

asovigo

※中止

九州サッカー協会
九州シニアサッカー連盟

3 2015第15回九州シニア（O-50）サッカー大会

4/25・26

中津市総合運動場サッカー場
他

九州代表：熊本（熊本県）、三菱重工長崎
シニア（長崎県）

九州サッカー協会
九州サッカー協会
九州シニアサッカー連盟

3 第9回熊本県O-50サッカーリーグ
九州大会

4 九州シニア（O-60）サッカーフェスティバル

7/4・5

大津町運動公園

優勝：福岡六十雀フットボール倶楽部（福
岡）／準優勝：FC延岡（宮崎）

5 第3回全国シニア（O-40）サッカー大会 九州予選

9/5・6

鹿児島県立サッカー・ラグビー場

九州代表：佐賀県選抜、O-40鹿児島選抜
九州サッカー協会
（熊本県選抜：Bグループ第3位）

■ フットサル委員会
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 2015 フットサル委員会総会

4/26（日） 20時

ウイングまつばせ

会議

2 九州大学フットサル大会熊本県大会2015

4/29

ウイングまつばせ

優勝：東海大学九州フットサル／準優勝：熊
熊本県サッカー協会
本大学医学部フットサルSMILE

3 第2回全日本ユース（U-18）フットサル大会熊本県大会

5/17

カベッサ熊本小川

優勝：エンフレンテ熊本U18／準優勝：国府
高校フットサル／第3位：アマード熊本FCエ 熊本県サッカー協会
ンペラーU18

7/11・12

カベッサ熊本小川

優勝：エスペランサ熊本U12／準優勝：FC
LISOL／第3位：マルバ×カベッサ熊本
U12、中原SCF

4

バーモントカップ
第25回全日本少年フットサル選手権熊本県大会

5 第12回九州女子フットサル選手権熊本大会

中止

フットサル委員会

熊本県サッカー協会
熊本県サッカー協会

6 第21回九州ユース（U-15）フットサル熊本県大会

9/13 ・21

カベッサ熊本小川
ウイングまつばせ

優勝：プエルタ熊本FC／準優勝：クレアール
IFC／第3位：エスペランサ熊本U14、エスペ 熊本県サッカー協会
ランサ熊本U15

7 第21回全日本フットサル選手権熊本県大会

9/27・10/11・12

ウイングまつばせ
宇土市民体育館

優勝：KELKEL／準優勝：F.C.Moralista／第
熊本県サッカー協会
3位：La Sagrada Familia、熊本FC

8 第6回九州女子ユース（U-15）フットサル熊本県大会

10/4

カベッサ熊本須屋スタジアム

優勝：FCKマリーゴールドレディースU15／準
優勝：益城ルネサンスFCフェニックス／第3 熊本県サッカー協会
位：FCKマリーゴールドガールズU15

1 第19回熊本県フットサルリーグ（1部・2部）

5/30～3/6

ウイングまつばせ 他

＜1部＞優勝：FC東陽／準優勝：FORZA．
BB／第3位：エスペランサ熊本 ＜2部＞優
熊本県サッカー協会
勝：BTT／準優勝：OHANA／第3位：熊本大
学医学部フットサル部SMILE

2 第5回熊本県高校生フットサルリーグ2015

前期：9/5～11/8
後期：11/21～3/20

フジスポーツ熊本御幸店 他

リーグ

熊本県サッカー協会

3 SuperSports XEBIO 第14回九州フットサルリーグ2015

5/9～1/24

ウイングまつばせ
九州各地

＜1部＞優勝：REVIVAL futsal SAGA（佐
賀）（FUKUEI JAPAN：第6位） ＜2部＞優
勝：ランブレッタ福岡（福岡）（EGOISTA：準
優勝、KELKEL FUTSAL：第6位）

4 第3回九州女子フットサルリーグ

5/9～1/10

和水町スカイドーム2000

優勝：Valenteea’10（鹿児島）
（Primeiro 熊本：第4位）

九州フットサル連盟

2/20・21

牧園アリーナ（鹿児島）

A・Bグループ優勝：Espolecarna MFC（宮
崎）、LEON福岡（福岡）
（FC東陽：Aグループ2位）

九州サッカー協会

7/25・26

コンパルホール（大分）

優勝：福岡県選抜
（熊本県選抜：第3位）

九州フットサル連盟

9月～2月

エンフレンテ熊本フットサルクラブ
選考会
グラウンド 他

5 第10回九州各県フットサルリーグ決勝大会

九州フットサル連盟

選抜
1 第12回九州選抜フットサル大会
2 U18フットサルリーグ熊本県選抜選考会
トリムカップ2016
3
第8回全国女子選抜フットサル大会九州予選

熊本県サッカー協会

沖縄県総合運動公園体育館

優勝：佐賀県選抜
（熊本県選抜：1次ラウンド敗退）

2/20・21

べっぷアリーナ

優勝：宮崎県選抜
（熊本県選抜：第3位）

1 第2回九州ユース（U-18）フットサル大会

7/4 ・5

ウイングまつばせ

優勝：読谷高校（沖縄）／準優勝：鵬翔高
校（宮崎）／第3位：鹿児島城西高校（鹿児 九州サッカー協会
島）、佐賀工業高校（佐賀）

2 第21回九州ユース（U-15）フットサル大会

10/24・25

ウイングまつばせ

優勝：筑後サザンFC Sulestrela（福岡）／準
優勝：セレージャフットボールクラブ（長崎）
九州サッカー協会
／第3位：セントラルFC 宮崎A（宮崎）、W
ウィング沖縄FC（沖縄）

4 ユースフットサル選抜トーナメント2016

1/30・31

九州フットサル連盟

九州大会

平成27年度事業報告
№
フェスティバル

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

7/19

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14名）／女性13名（初 熊本県サッカー協会
心者8名）／TOTAL：86名（初心者22名）

9/13

フットサルパーク熊本

12チーム
男性：65名／女性17名／TOTAL：82名

熊本県サッカー協会

10/10

松島総合センター「アロマ」

4チーム
男性：15名／女性14名／TOTAL：29名

熊本県サッカー協会

10/18

フジスポーツ熊本御幸店

8チーム
男性：67名／女性2名／TOTAL：69名

熊本県サッカー協会

アクアドームくまもと

9チーム
男性：51名／女性11名／TOTAL：62名

熊本県サッカー協会

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

7チーム
男性：35名（初心者1名）／女性11名（初心 熊本県サッカー協会
者6名）／TOTAL：46名（初心者7名）

1 Hsk杯第8回九州ビーチサッカーリーグ201５

6/7・8/30・9/27・10/4

優勝／DORSOLE北九州（福岡）
シーサイドももち海浜公園（福岡）
（エスペランサ熊本：第5位、マシュケナーダ 九州サッカー協会
トロピカルビーチ（沖縄） 他
芦北：第7位）

2 2015ビーチサッカー熊本県大会

5/23・24

芦北町御立岬海水浴場 特設会 優勝：エスペランサ熊本／準優勝：ESTATE
熊本県サッカー協会
場
／第3位：mas que nada ASHIKITA

1 JFAファミリーフットサルフェスティバル2015熊本

11/1

ビーチサッカー

優勝：JNCサッカー部（熊本）／準優勝：
SOLEIL（熊本）／第3位：南日本銀行（鹿児 九州サッカー協会
島）／第4位：河村電器（熊本）

3 第1回南部九州近県交流ビーチサッカーフェスティバル2015 7/5

芦北マリンパークビーチ

4 第10回九州ビーチサッカー大会2015

8/15・16

エスペランサ熊本：決勝リーグBグループ第2
シーサイドももち海浜公園（福岡） 位／優勝：ソーマプライア沖縄／準優勝：エ 九州サッカー協会
スタジ佐世保BS

5 第2回小学生ビーチサッカー大会

2/20

芦北マリンパークビーチ

＜高学年の部＞優勝／田浦FC U-12、準
優勝／FCクラクション U-12、第3位／相良
FC U-9＜低学年の部＞優勝／エスペラン 熊本県サッカー協会
サ熊本U-9、準優勝／エスペランサ熊本U8、第3位／相良FC U-9

■ 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

参加者数：延べ5,478名（男3,262名、女
2,216名）、開催回数：140回

熊本県サッカー協会

2 キッズサッカー交流会

7月～12月

県内15会場 25コース

参加者：延べ1,598名、開催回数：100回

熊本県サッカー協会

7/23

パークドーム熊本

未就学児～小学4年生
男子：247名（初心者95名）／女子：46名
（初心者31名）／TOTAL：293名（初心者
126名）

熊本県サッカー協会

9/6

人吉市梢山グラウンド

未就学児～小学4年生
男子：60名（初心者19名）／女子：4名（初
心者4名）／TOTAL：64名（初心者23名）

熊本県サッカー協会

10/4

荒尾運動公園陸上競技場

未就学児～小学4年生
男子：136名（初心者50名）／女子：18名
（初心者10名）／TOTAL：154名（初心者
60名）

熊本県サッカー協会

10/12

パークドーム熊本

未就学児～小学4年生、保護者
男子：128名（初心者63名）／女子：17名
熊本県サッカー協会
（初心者14名）／保護者／61名／TOTAL：
206名（初心者77名）

11/15

熊本高専八代キャンパス

未就学児～小学4年生
男子：75名（初心者28名）／女子：8名（初
心者7名）／TOTAL：83名（初心者35名）

11/29

水前寺競技場

未就学児～小学4年生
男子：87名（初心者55名）／女子：13名（初 熊本県サッカー協会
心者9名）／TOTAL：100名（初心者64名）

1/30

天草市大矢崎緑地公園

未就学児～小学4年生
男子：106名（初心者27名）／女子：12名
熊本県サッカー協会
（初心者5名）／TOTAL：118名（初心者32
名）

3/12

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：100名（初心者68名）／女子：15名
（初心者12名）／TOTAL：115名（初心者
80名）

4 JFAユニクロサッカーキッズ in 熊本

11/28

うまかな・よかなスタジアム

午前の部：60チーム／722名（男子：576
名、女子：146名）、午後の部：44チーム／ 日本サッカー協会
439名（男子：342名、女子：97名）、個人参 熊本県サッカー協会
加：26名（男子：19名、女子：7名）

5 キッズエリート（U-10・11）定期トレーニング

4/25・5/23・6/27・7/18

宇城市立ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
他

＜U-10＞4/25：21名、5/23：14名、
6/27：22名、7/18：21名
熊本県サッカー協会
＜U-11＞4/25：17名、5/23：5名、6/27：
7名、7/18：12名

6 キッズエリート（U-10・11）九州隣県サッカー交流会

8/1・2

佐賀県吉野ヶ里歴史公園

福岡・佐賀・長崎・熊本による交流試合、ト
レーニング、吉野ヶ里歴史公園見学等
U-10：24名／U-11：19名／スタッフ：8名

佐賀県サッカー協会

7 キッズエリート（U-9・10）定期トレーニング

9/23・26・10/24・11/29・
12/19・1/23

宇城市立ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
他

＜U-9＞9/23：61名、10/24：52名、
11/29：38名、12/19：43名、1/23：47名
＜U-10＞9/26：22名、10/24：23名、
11/29：12名、12/19：11名、1/23：17名

熊本県サッカー協会

8 キッズエリート（U-9・10）九州隣県サッカー交流会

2/27・28

長崎県フットボールセンター

福岡・佐賀・長崎・熊本による交流試合、ト
レーニング、雲仙災害記念館見学等
U-9：34名／U-10：22名／スタッフ：9名

長崎県サッカー協会

9 キッズ委員会会議

3/6

県協会会議室

会議

熊本県サッカー協会

10 M3/M5合同九州ジョイントミーティング

9/19・20

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合
参加者：武田昭二、松下涼太、山下稔
運動公園 他

宮崎県サッカー協会

11 JFAキッズミーティング（旧：合同ジョイントミーティング）

1/30・31

JFAハウス

日本サッカー協会

3 JFAキッズサッカーフェスティバル2015熊本

参加者：武田昭二

熊本県サッカー協会

熊本県サッカー協会

平成27年度事業報告
■ 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

①③④⑤通年
②7月～12月

熊本県内各地

①巡回指導
②キッズサッカー交流会
③キッズサッカーフェスティバル
④D級・ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ等の指導者養成講習会
⑤スポーツ用具の貸出

2 M4.中学生年代の環境充実事業

6月～3月

熊本県内各地

中学生サッカースクール（U-13、U-15）

3 M6.女子サッカーの活動推進事業

通年

杉並木公園スポーツ広場 他

熊本県女子サッカースクール（U-12～17） 熊本県サッカー協会

4 M7.フットサルの普及推進事業

①5/24・25
②2/20

①芦北町御立岬海水浴場
②芦北マリンパークビーチ

①ビーチサッカー九州大会県予選
②第2回小学生ビーチサッカー大会

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

通年

県内各地

郡市町村協会活性化支援

熊本県サッカー協会

6 各種都道府県代表事業

①②③4月～12月
④男子：7/18・19、女子：
1/30・31

①②③県内各地
④男子：大分県、女子：沖縄県

①②③熊本県国体選手選出・遠征活動・
強化（成年男子・女子・少年男子）
④選抜大会出場（フットサル）

熊本県サッカー協会

7 スカウティング事業

通年

全国各地

スカウティング

熊本県サッカー協会

8 都道府県内競技会

通年

①九州各地
②県内各地

①九州大会支援
②県内大会開催支援

熊本県サッカー協会

9 リーグ推進事業

①4月～9月
②7月～1月
③5月～1月

県内各地

①ミドルサッカーリーグ
②社会人サッカーリーグ
③フットサルリーグ

熊本県サッカー協会

10 指導者養成事業

①通年
②6月～12月

県内各地

①リフレッシュ研修会
②C級コーチ指導者養成講習会

熊本県サッカー協会

11 審判関連事業

通年

県内各地

①審判資格認定及び更新講習会
②審判員及び審判指導者セミナー
③審判指導者派遣

熊本県サッカー協会

12 広報事業

通年

ホームページ作成及び機関誌発行

熊本県サッカー協会

13 Jクラブとの共同事業

通年

県内各地

①Jクラブ指導者派遣
②フェステバル開催支援

熊本県サッカー協会

14 基盤強化

通年

事務局

協会運営

熊本県サッカー協会

熊本県サッカー協会

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

1 キッズサッカー交流会

7月～12月

県内15会場 25コース

2 ユースサッカー教室

1/4・5・6

県民総合運動公園スポーツ広場 参加者：236名、指導者：延べ48名

参加者：延べ1,598名、開催回数：100回

主催
熊本県サッカー協会
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 第1回常任理事会・第1回理事会

4/25（土）
常任：9時半 理事：14時

セントラルホテルフクオカ

会議

九州サッカー協会

2 第2回常任理事会

7/10（金） 18時

セントラルホテルフクオカ

会議

九州サッカー協会

3 第3回常任理事会・第2回理事会

7/11（土）
常任：11時 理事：14時

セントラルホテルフクオカ

会議

九州サッカー協会

4 Jエントリープロジェクト9地域訪問会議

7/24（金） 15時

セントラルホテルフクオカ

会議

日本サッカー協会

5 第4回常任理事会

8/22（土） 16時半

実相寺サッカー競技場

会議

九州サッカー協会

6 第5回常任理事会

11/2（月） 16時

セントラルホテルフクオカ

会議

九州サッカー協会

7 第6回常任理事会・第3回理事会

11/27（金） 常任：17時
28（土） 常任：11時 理事：14 セントラルホテルフクオカ
時

会議

九州サッカー協会

8 第7回常任理事会

2/6（土） 11時

セントラルホテルフクオカ

会議

九州サッカー協会

9 第8回常任理事会

3/12（土） 15時

長崎バスターミナルホテル

会議

九州サッカー協会

10 九州サッカー協会委員長会議

9/19（土） 17時

セントラルホテルフクオカ

会議

九州サッカー協会

2016年度九州サッカー協会行事日程記者発表
11
2015プライドオブ九州サッカー賞表彰式

3/23（木） 15時

セントラルホテルフクオカ

記者会見、表彰式

九州サッカー協会

■ 日本サッカー協会＜諸会議等＞
№

事業（大会）名

日 程

会 場

内容

主催

1 JFA定時評議員会

2015/3/29（日） 13時

JFAハウス 4F会議室

会議

日本サッカー協会

2 JFA臨時評議員会

10/4（日） 13時

JFAハウス 4F会議室

会議

日本サッカー協会

3 全国専務理事会議

10/4（日） 15時

JFAハウス 4F会議室

会議

日本サッカー協会

4 JFA臨時評議員会

12/23（水祝） 13時

JFAハウス 4F会議室

会議

日本サッカー協会

