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■ 3種委員会 ＜中学・クラブ＞事業報告
№ 事業（大会）名 日�程 会�場 内�容 主�催 47FA 区�分

1 3種執行委員会 4/1(日） 他8回 県協会会議室�他 会議 3種委員会
大会事業等
他2

2 3種委員会総会（及び三種カンファレンス） 4/7（土） 12時半 嘉島町民会館大ホール

カンファレンス内容

①スペイン研修報告

②地区トレセンの活性化

③女子トレセンについて

④救急救命

3種委員会
大会事業等
他2

3
KFA 第33回熊本県クラブユース
サッカーU-15選手権大会

5/26・27、6/2･3･9･10･16 県下会場
優�勝： 太陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ熊本

準優勝： 荒尾FC

第3位 ： コンクエスタ
熊本県サッカー協会

大会事業等
他2

4
堺整形外科杯2018
KYFA第33回九州クラブユースU-15サッカー選手権大会

6/30・7/1･7･8･15･16 大分県（2回戦まで九州各地）

県下出場チーム①ﾛｱｯｿ➁ｿﾚｯｿ③ﾌﾞﾚｲｽﾞ④FCK天草⑤ｱﾙﾏﾗｯ

ｿﾞ⑥荒尾FC⑦ｺﾝｸｴｽﾀ

優勝:アビスパ、準優勝：ｻｶﾞﾝ鳥栖�第3位ｻｶﾞﾝ鳥栖唐津�第4

位ｷﾞﾗｳﾞｧﾝﾂ�第5位太陽鹿児島、ｿﾚｯｿ熊本

九州サッカー協会
九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

大会事業等
他2

5 熊本県中体連大会サッカー大会 7/21･22･23 玉名･荒尾・山鹿市ブロック
優�勝： ルーテル学院中学校

準優勝： 八代第一中学校

第3位 ： 長嶺中学校・託麻中学校
熊本県中体連

大会事業等
他2

6
高円宮杯 JFA 第30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

10/13・20・予備日21 県下会場

優�勝： FCK MARRYGOLD AMAKUSA U-15

準優勝：太陽スポーツクラブ熊本

第3位： FC Almalazo.Kumamoto

FA1部リーグ上位3チームにて行う

熊本県サッカー協会 ○
大会事業等
他2

7 KFA 第13回熊本県クラブユースU-13サッカー大会 12/1･2･8･9 県下会場
優�勝：ロアッソ熊本

準優勝：FCKマリーゴールド天草

第3位：UKI-CFC
熊本県サッカー協会

大会事業等
他2

8 KFA 第28回熊本県クラブユースU-14サッカー大会
12/22・23・24、1/12・13・
14・予備日19

県下会場

優�勝 ：ソレッソ熊本

準優勝 ：太陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ熊本

第3位 ：FCKﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ天草

第3位 ：FCKﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ熊本

熊本県サッカー協会 ○
大会事業等
他2

9
第47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

1/26･27.2/2 宇城市各会場
優�勝： ルーテル学院中学校

準優勝： 人吉第二中学校

第3位 ： 御船中学校・稜南中学校
熊本県サッカー協会

大会事業等
他2

10 KYFA 第28回九州クラブユースU-14サッカー大会 2/2・3
熊本県開催
（八代市､上天草市予定）

優�勝：ソレッソ熊本

準優勝：太陽スポーツクラブ鹿児島

第3位：TINO(福岡県）・Casa(沖縄県）

九州大会出場�ソレッソ・太陽S本

九州サッカー協会
九州ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟

大会事業等
他2

11 体動かし講習会 2/11 フードパル熊本 参加者252名（幼児から中1年生） 熊本県サッカー協会

12 KYFA 第32回九州中学校U-14サッカー大会 3/26〜28 熊本県開催（大津町予定）
優�勝： ルーテル学院中学校

準優勝： 日章学園中学校

第3位 ： 長崎南山中学校・筑陽学園中学校
九州サッカー協会

大会事業等
他2

13 KFA 第45回熊本県中学校教職員サッカー大会 3/3 熊本県内中学校 優勝�合志中学校�2位�山鹿中学校 熊本県サッカー協会
大会事業等
他2

1 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018熊本�【1部】 3月〜10/7 県下会場
優� 勝：FCKマリーゴールド天草

準優勝：アルマラッゾ熊本

第3位：太陽スポーツクラブ熊本
熊本県サッカー協会

大会事業等
他2

2 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018熊本�【2部】 4月〜11/4 県下会場

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ������������Bｸﾞﾙｰﾌﾟ

優�勝：�荒尾FC・�����：ｱｽﾌｨｰﾀﾞ熊本

準優勝：�リーソルFC��� ：太陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ玉名

第3位：�ｴﾝﾌﾚﾝﾃ�����：ソレッソ2nd

熊本県サッカー協会
大会事業等
他2

3 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018熊本�【3部】 4月〜11/4 県下会場

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ������������Bｸﾞﾙｰﾌﾟ

優�勝：�西合志南中���：合志中

準優勝： 人吉第一中 �� ：アムソウル

第3位：�ソレッソ3rd ���：八代第三中

熊本県サッカー協会
大会事業等
他2

4 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018熊本�【4部】 4月〜11/4 県内各地区会場

各地区1位①荒玉山鹿本：FERVOR FC､ 荒尾FC 2nd➁菊池阿蘇：

VIVO，武蔵ヶ丘中③熊本市：ﾙｰﾃﾙ中2nd､帯山中､二岡中,京陵中､

西山中，太陽S熊本2nd④上益城宇城天草:矢部中､FCK天草2nd､

甲佐中

⑤八代郡市：竜北中､八代第一中⑥人吉球磨水俣芦北：錦中

熊本県サッカー協会
大会事業等
他2

5
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018熊本
チャレンジ大会（4部→3部への昇格チーム決定戦）

11/23・24
予備日：11/25、12/2・3

県内グラウンド
3部昇格：

①ルーテル学院中学校2nd�➁京陵中学校

③FERVOR�④FCK MARRY GOLD 天草2nd
熊本県サッカー協会

大会事業等
他2

6 高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2018熊本 5月〜11月 熊本県下各会場
優�勝：UKI

準優勝：FCKﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ天草

第3位：太陽スポーツクラブ熊本
熊本県サッカー協会

大会事業等
他2

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 ○
大会事業等
他2

2
KYFA 2018九州U-14・U-13選抜サッカー大会
（夏季トレセン大会)

8/10〜12 福岡県

Aグループ順位
1位福岡�2位鹿児島�3位大分�4位沖縄
Bグループ順位
1位佐賀�2位宮崎�3位熊本�4位長崎
※熊本�1勝1分1敗

九州サッカー協会 ○
大会事業等
他2

3
KYFA 第38回九州選抜中学生サッカー大会
（冬季トレセン大会）

1/4〜6 鹿児島県
優勝�佐賀�2位宮崎�3位大分�4位長崎
�※熊本予選リーグ�1勝2敗

九州サッカー協会
大会事業等
他2

トレセン

リーグ
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■ 3種委員会 ＜中学・クラブ＞

№ 事業（大会）名 日�程 会�場 内�容 主�催 47FA 区�分
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