
　　　　　《県内大会》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

第33回鹿児島県サッカー選手権大会（天皇杯県予選） 3月18日・19日・4月2日 県立鴨池陸上競技場

　　兼 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4月9日 鹿児島ふれあいスポーツランド

2018新春ドリームサッカー in kagoshima 2019年1月6日 ふれあいスポーツランド

U-12 14 飛松FC 6年 坂元台SSS 青葉南SSS ARATAKE FC U12

U-15 11 東松
菱刈中学校
サッカー部

川内中央中学校
サッカー部

東中蹴球行動

一般 5 川上幼稚園delsore ALL KOA K.IZUMI FC 蹴球会

U-10 13 FC朝日ベータ FC 龍郷　A 名瀬イレブンU-10 FC朝日アルファ

U-12 17 伊津部FC U-12 FC朝日ドリームス FC 龍郷　A FC 龍郷　B

MBC・第15回KFAストリートサッカー大会 2019年2月9日 かんまちあ広場 12
中郡サッカー

スポーツ少年団
FC ESPERANZA FC 龍郷 ARATAKE FC

　　　　　《医学委員会》
大会・事業名 期日 会場 備考

2018年度スポーツ外傷・傷害防止に関する講習会 2018年11月25日
今村総合病院　スポー
ツ整体リハセンター

2018年度第1回サッカー医科学勉強会 2018年6月14日
メンタルホスピタル鹿
児島　多目的ホール

2018年度第2回サッカー医科学勉強会 2018年12月14日
鹿児島勤労者交流セン
ター

2018年度第1回九州サッカー協会医学委員会 2018年5月27日
博多ターミナルホテル
（福岡）

2018年度第2回九州サッカー協会医学委員会 2018年8月11日
鹿児島市勤労者交流セ
ンター

第26回九州サッカーメディカルミーティング 2018年8月11日
鹿児島市勤労者交流セ
ンター

第27回九州サッカーメディカルミーティング 2018年12月8日
電気ビルみらいホール
（福岡）

2018年度第3回九州サッカー協会医学委員会 2018年12月8日
電気ビルみらいホール
（福岡）

全国 全国医学委員長会議 2019年1月14日 JFAハウス（東京都）

主催

九州

参加者：小学生6名，保護者5名

出席者：14名

出席者：24名

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）
【事務局・医学委員会】

出場チーム数

主催

6 鹿児島ユナイテッドFC 鹿屋体育大学

1107・1449ＭＢＣラジオ第11回KFAストリートサッカー in 奄美 4月29日
奄美市
（ＢＩＧⅡ奄美店芝生広
場）

なんぎんエコカップ第15回KFAビーチサッカー大会 9月2日 国分下井海岸



　　　　　《県内大会》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位 備考

県立サッカー・ラグビー場 1部 8 鹿児島銀行FC Liberty.FC FC レインディア

鹿児島ふれあいスポーツランド 2部 8 鹿児島市役所サッカー部 霧島レッズ 国分自衛隊サッカー部

捔志田サッカー場　他 3部 8 ALZUA KAJIKI 蒲生FC

第54回九州社会人サッカー選手権大会 鹿児島県予選 4月29日～6月17日 県立サッカー・ラグビー場　他 7 Liberty.FC A.T.CIELO

主管 2018第44回鹿児島県学生リーグ 4月29日～7月15日 県立サッカー・ラグビー場　他 5 鹿児島大学 鹿児島国際大学 鹿児島高専

　　　　　《九州・全国大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

KYFA第47回九州サッカーリーグ 4月7日～9月23日 九州各地（沖縄開幕） 10

KYFA第54回九州社会人サッカー選手権大会 7月28日・29日 熊本県 12

KYFA第25回全国クラブチームサッカー選手権大会 九州大会 9月8日・9日 福岡県 8

KYFA第11回藤井杯九州社会人ミドル（Ｏ-35）サッカー大会 10月6日・10月7日 沖縄県 8

KYFA第42回九州各県リーグ　決勝大会 2019年1月12日・13日 大分県 8

第73回国民体育大会サッカー競技地区予選　九州大会

第38回九州ブロック国体サッカー競技（成年男子）

5位・全国大会出場

1部 12

4月15日～11月19日

第55回九州沖縄地区高専サッカー大会 7月14日～16日 福岡フットボールセンター 9

第24回九州高等専門学校（U-19）サッカー大会 12月23日・24日 福岡県　八女市 9

第97回天皇杯全日本ｻｯｶｰ選手権大会 5月26日～12月24日 全国各地 88

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2018　(一次ラウンド) 11月9日～11日 北海道・岐阜県・島根県 12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （決勝ラウンド） 11月21日～25日 ゼットエー・オリプリスタジアム 4

第73回国民体育大会(ｻｯｶｰ競技) 10月1日～4日 福井県　坂井市 16

第54回全国社会人ｻｯｶｰ選手権大会 10月11日～16日 茨城県　鹿島市　ひたちなか市 32

第25回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権大会 12月1日～4日 愛媛県　宇和島市　愛南町 16 出場無し

第51回全国自衛隊ｻｯｶｰ大会 4月21日～28日 首都圏 24

日本スポーツマスターズ2018大会サッカー競技 9月15日～18日 北海道　札幌市 16

第47回全国自治体職員ｻｯｶｰ選手権大会 8月3日～8日 大分県別府市 32

第53回全国高等専門学校体育大会

第51回全国高等専門学校ｻｯｶｰ選手権大会

第28回全国専門学校ｻｯｶｰ選手権大会 10月7日～13日 宮城県 18

第67回全日本大学ｻｯｶｰ選手権大会(予選ﾘｰｸﾞ･決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ) 12月13日～24日 首都圏 24

2018年度第42回総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 9月1日・4日・6日・8日・10日 ヤンマースタジアム長居 20

九
州
大
会

5月6日～7月22日

第33回九州大学サッカーリーグ

15

主催

122部

5月25日～28日 佐賀県

第25回全国クラブチームサッカー選手権大会 鹿児島県予選 県立サッカー・ラグビー場　他

鹿児島市

第42回九州大学サッカートーナメント大会 5月13日～7月16日 佐賀県　熊本県　福岡県 20

36

8

成績

志布志市役所

鹿児島県庁

姶良市役所 二回戦敗退

全国大会出場権獲得

NIFS KANOYA FC

一回戦敗退

三回戦敗退

台風25号により大会中止

2回戦敗退

3位

本県代表

準優勝

2回戦敗退

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）

全
国
大
会

【1種（社会人・大学・高専）】

出場チーム数

出場チーム数

8月10日～12日

さつま揚げの薩摩家カップ第52回鹿児島県社会人サッカーリーグ 4月15日～2019年1月20日

8月23日～27日
駒沢オリンピック公園
総合運動場

第47回九州自治体職員サッカー選手権大会

九州各地

Liberty.FC

鹿児島銀行FC

一回戦敗退

鹿児島銀行FC 指宿サッカークラブ

ベスト8

鹿屋体育大学

鹿児島銀行FC

鹿児島県

鹿屋体育大学

鹿児島大学

鹿児島市役所

霧島市役所 二回戦敗退

準々決勝敗退

二回戦敗退

鹿屋自衛隊サッカー部

北海道胆振東部地震により大会中止

鹿児島市役所

鹿屋体育大学

鹿児島高専 優勝

NIFS KANOYA FC

鹿屋体育大学

薩摩川内市役所 二回戦敗退

16

3位

7位

予選リーグ敗退

準々決勝敗退

鹿児島県

二回戦敗退

準々決勝敗退

優勝

出場無し

鹿児島高専

鹿児島ユナイテッドFC

鹿児島国際大学

鹿児島大学

6位

3位

一回戦敗退



　　　　　《県内大会》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

平成30年度南九州高校サッカーフェスティバル 4月23日・29日・30日 吹上浜海浜公園・捔志田サッカー場 20 鹿児島実業 都城 日章 鵬翔

第28回鹿児島県高等学校1年生（Ｕ-16）ユースサッカー大会 7月22日～24日 姶良地区グラウンド 20 鹿児島高校 出水中央 れいめい 鳳凰

第97回全国高等学校サッカー選手権　鹿児島県大会 11月6日・7日・10日・11日・12日 鴨池陸上競技場　他 32 神村学園 鹿児島城西 出水中央 松陽

2018南日本招待ユースサッカー大会 12月10日 鴨池陸上競技場　他 2＋選抜2 順位なし

平成30年度地域選抜ユースサッカー大会 2019年3月16日・17日 吹上浜海浜公園・捔志田サッカー場 8 北薩地区 南薩地区 鹿児島市地区 県ユース

2018高円宮杯U-18サッカーリーグ　鹿児島県トップリーグ1部リーグ 吹上浜海浜公園・捔志田サッカー場 10 鹿児島 松陽 鹿児島実業 神村2nd･城西Next

2018高円宮杯U-18サッカーリーグ　鹿児島県トップリーグ2部リーグ 県立サッカー・ラグビー場・他 10 鹿児島ユナイテッド 鹿児島2nd 鹿児島中央 出水中央B

鹿児島県高等学校総合体育大会 5月20日～22日

第71回鹿児島県高等学校サッカー競技大会 5月24日～26日

平成30年度市比野温泉杯サッカー大会 12月25日～27日 丸山自然公園　他 鹿児島ユナイテッド れいめい高校 鹿児島商業 鹿児島情報

2019年1月20日～22日

1月24日～26日

　　　　　《九州・全国大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

県リーグ降格

第29回　九州クラブユース（U-18）サッカー選手権大会 4月14日～4月28日 福岡県　他 6

第22回　九州クラブユース（U-18）サッカーリーグ（Ｊユースカップ予選） 5月中旬～9月中旬 福岡県　他

2018　サニックス杯国際ユースサッカー大会 2019年3月14日～17日 福岡県グローバルアリーナ 8

第46回　九州高校サッカーフェスティバル 2019年3月 福岡市及び周辺

第73回国民体育大会サッカー競技地区予選　九州大会

第38回九州ブロック国体サッカー競技（少年男子）

第73回国民体育大会(サッカー競技　少年男子) 10月1日～5日 福井県　坂井市 24

平成30年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 三重県 54

第97回全国高等学校サッカー選手権大会 首都圏 48

2018　Ｊユースカップ第回Ｊリーグユース選手権大会地域代表決定戦 福岡県

第28回　九州クラブユース（U-17）サッカー大会　決勝トーナメント 2019年2月11日～3月3日 福岡県　他 12
アミーゴス鹿児島

全
国
大
会

九
州
大
会

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）
【2種委員会（高体連・クラブU-18)】

出場チーム数

出場チーム数

8月10日～12日

主催

後援

4月16日～12月3日

2018高円宮杯U-18サッカーリーグ　プリンスリーグ九州 4月8日～12月2日 九州各地（閉幕：鹿児島県）

本県代表

第40回鹿児島県高等学校新人サッカー大会

鹿児島市

16

16

8

2019年2月16日～19日 熊本県

10
神村学園

県立サッカー・ラグビー場・他 68 神村学園 鹿児島城西

61県立サッカー・ラグビー場　他 鹿児島城西 出水中央

5位

10位

準優勝

準優勝

8位

優勝

初戦敗退　1-2藤枝東

初戦敗退　0-1尚志

初戦敗退　0-1ルーテル

神村学園

神村学園

鹿児島ユナイテッド

初戦敗退

松陽

成績

鹿児島県

初戦敗退　1-4大分

鹿児島城西

全国大会出場権獲得

鹿児島実業

神村学園

神村学園

鹿児島

主
催

共
催

初戦敗退

鹿児島ユナイテッド

アミーゴス鹿児島

鹿児島県

5位

鹿児島城西

予選リーグ敗退

鹿児島城西

出水中央

鹿児島城西

第70回　全九州高等学校サッカー競技大会 6月16日～18日 福岡県

第40回　九州高等学校（U-17)サッカー大会



　　　　　《県内大会》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

第30回鹿児島県ユース(U-15)サッカー選手権大会 8月26日～29日・9月1日 県立サッカー・ラグビー場　他 116 F.Cuore 太陽SC国分 神村学園 ディアマント

第26回鹿児島県U-13サッカー大会 2019年1月19日・20日 薩摩川内市総合運動公園陸上競技場　他 16 FC.KAJITSU 太陽SC N.UNITED 鹿児島育英館

第46回鹿児島県中学校（U-14）サッカー大会 2019年2月2日～5日 桷志田サッカー場　他 95 鹿児島育英館 神村学園 川内北 重富

九州ユース（U-15)サッカー選手権大会 代表決定戦 10月20日・21日 桷志田サッカー場　他 8 太陽SC国分 F.Cuore FC ARARA 鹿児島育英館

第10回鹿児島県U-15チェストリーグ（1部） 10 F.Cuore 太陽SC国分 鹿児島育英館 FC ARARA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2部東地区） 9 JUVENTUDE チェステレラ 鹿児島育英館B 出水セントラル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2部西地区） 9 モンスター霧島 帖佐 重富 SSアドバンス

第32回九州クラブユースサッカー（U-15)選手権大会 鹿児島県予選大会 5月14日・20日・21日・27日・28日 県立サッカー・ラグビー場　他 24 F.Cuore 鹿児島スポーツクラブ 太陽国分 ディアマント 　

第27回九州クラブユースサッカー（U-14)新人サッカー大会 鹿児島県予選大会 12月2日・3日・10日・16日・17日 県立サッカー・ラグビー場　他 24 太陽SC 鹿児島ユナイテッド F.Cuore Tremble

クラブユースU-13大会 10月7日・8日・9日 県立サッカー・ラグビー場　他 15 FC　KAJITSU 太陽SC モンスター霧島 飛松FC

平成30年度鹿児島県中学校総合体育大会 桷志田サッカー場

第67回鹿児島県中学校サッカー競技大会 吹上浜海浜公園

南日本新聞社旗中学生かのやサッカーフェス 11月3日・4日 西原陸上競技場　他 28 太陽宮崎 人吉第二 出水セントラル FC アラーラ

平成30年度市比野温泉杯中学生サッカー大会 7月27日～29日 丸山自然公園　他

県トレセン合宿 8月2日・3日 吹上浜海浜公園　　　　他

地区トレセン大会（U-13・U-14） 12月24日・25日 桜島溶岩グラウンド

　　　　　《九州・全国大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

全国大会出場

西日本IC大会出場

平成30年度　KYFA2018九州U-14選抜サッカー大会 8

平成30年度　KYFA2018九州U-13選抜サッカー大会 8

KYFA第39回　九州選抜中学生サッカー大会 2019年1月5日・6日 鹿児島県 8

第7回　九州クラブユース（Ｕ-15）ディベロップサッカー大会 7月21日～23日 長崎県 16

全国中学校体育大会第49回全国中学校ｻｯｶｰ大会 8月18日～23日 鳥取県 32

高円宮杯第29回全日本ﾕｰｽ(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会(1次R)

8月10日～12日 福岡県
Aブロック　2位

準優勝

16

神村学園 3位

神村学園 鹿児島育英館 種子島 重富

6月30日～7月16日
鹿児島県・沖縄県を

除く九州各県

ディアマント 1回戦敗退

3月4日～10月9日 九州各地 12
神村学園 9位

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）
【3種委員会（中体連・クラブU-15）】

出場チーム数

出場チーム数

主催

2018年度　第32回九州クラブユース（Ｕ-15）サッカー選手権
大会（兼第32回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会
九州地区予選

本県代表 成績

太陽SC 6位

太陽SC ５位

F.Cuore ９位

鹿児島スポーツクラブ 3回戦敗退

太陽国分 3回戦敗退
48

チェステレラ鹿児島 ベスト１６

7月24日～26日

16

16

16

神村学園…ベスト16 鹿児島育英館…ベスト16

神村学園 3位

鹿児島育英館 3位

出水セントラル 1回戦敗退

太陽SC 準優勝

鹿児島ユナイテッド 1回戦敗退

鹿児島育英館

FC　KAJITSU

太陽SC

優勝

1回戦敗退
16

全
国

大
会

第32回　九州中学校（Ｕ-14）サッカー大会 2018年3月27日・28日 佐賀県

第49回　九州中学校サッカー競技大会 8月4日～6日 宮崎県　宮崎市共催

後
援

九
州
大
会

第28回　九州クラブユース（Ｕ-14）サッカー大会 2019年2月2日・3日 熊本県

第8回　九州ユース（Ｕ-15）サッカーリーグ

第13回　九州クラブユース（Ｕ-13）サッカー大会 2019年3月2日・3日 福岡県

主管

後援

1月～10月初旬 県内各地

主
催

太陽SC…1回戦敗退 太陽SC国分…1回戦敗退

神村学園 2回戦敗退

神村学園 3回戦敗退
第9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月17日・18日・24日 福岡県 12

F.Cuore 1回戦敗退

第30回　高円宮杯九州ユース（Ｕ-15）サッカー選手権大会 11月3日・4日・10日 大分県

Aブロック3位

1回戦敗退

32



　　　　　《県内大会》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

JFA第42回全日本U-12サッカー選手権大会　鹿児島県大会 11月11日・18日・24日 県立サッカー・ラグビー場 64 太陽SC 串木野FC FCサウサーレ 太陽SC国分

九州ジュニア（U-11）サッカー大会鹿児島県大会 2019年2月16日・17日 丸山自然公園サッカー場 32 FCアラーラ鹿児島 ＦＣ　ＴreｍｂleU-12 さつきジョレンティアＦＣ 皇徳寺ＳＳＳ

第57回鹿児島県ちびっこサッカー選手権大会 6月10日・16日・17日・24日 霧島市国分運動公園　他 137 太陽SC SC・SFIDA 太陽SC国分 飛松FC

KYFA2019 フジパンCUP第50回九州U-12サッカー大会 鹿児島県大会 2019年1月27日・2月3日・10日・11日 県立吹上浜海浜公園　他 156 太陽SC 串木野FC FCアラーラ鹿児島 太陽SC国分

2018 U-12サッカーリーグ 県内各地 ７地区

2018 U-11サッカーリーグ 県内各地 ７地区

U-11 16 宮崎A 姶良伊佐 宮崎B 鹿児島市A

U－12 16 鹿児島市C 宮崎 南薩A 姶良伊佐B

U－11 8 姶良伊佐 鹿児島市B 大隅 大島

U－12 8 鹿児島市C 姶良伊佐 南薩A 鹿児島市D

第33回市比野温泉杯少年サッカー大会 8月3日・4日・5日 丸山自然公園 52 Nユナイテッド鹿児島 FCアラーラ鹿児島 チェスタ鹿児島 坂元SSS

市比野温泉杯サッカー大会　第28回女子U-12サッカー大会 12月15日・16日 丸山自然公園 4 益城ﾙﾈｻﾝｽ熊本FC FCコスモス セルシオ都城FC 広川フラーズ

南日本ちびっ子サッカー2018年大会 8月23日～27日 桜島溶岩グランド 129 Nユナイテッド鹿児島 串木野FC 太陽SC 鹿児島ドラゴン

第31回姶良新春ちびっ子サッカー大会 2019年1月19日・20日 姶良市総合G　他 48 飛松FC FC加治木 鹿児島ドラゴン 本名SSS

第34回串木野さのさ杯４年生以下サッカー大会 2019年3月2日・3日 いちき串木野市総合G　他

　　　　　《九州・全国大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

優勝：MSS（大分）

U-11 64 ＭＳＳ さつきＳＣ Ｎ・ユナイテッド 湯川フットボール

U-10 26 飛松ＦＣ 太陽熊本 ＭＳＳ 太陽玉名

全国大会 全国大会 JFA 第42回全日本U-12ｻｯｶｰ選手権大会 12月25日～29日 鹿児島県 48

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）
【4種委員会（ジュニア）】

出場チーム数

出場チーム数

主催

第9回地区対抗選抜サッカー大会（福間秀憲杯） 12月1日・2日 県立吹上浜海浜公園

後援

県立吹上浜海浜公園第24回砂の祭典杯地区選抜少年サッカー大会 5月19日・20日

１回戦敗退

成績

太陽SC
KYFA2019 フジパンCUP第50回九州U-12サッカー大会 2019年3月9日・10日 大分県 16

１位グル－プ３位

太陽SC国分 １位グル－プ優勝

串木野ＦＣ

鹿児島選抜A

鹿児島選抜B

１位グル－プ３位

４位グル－プ優勝

FCアラーラ鹿児島 ２回戦敗退

ＦＣ　ＴreｍｂleU-12 １回戦敗退

16

16

16

太陽鹿児島

　

１回戦敗退

本県代表

１分２敗（１次ラウンド敗退）

串木野FC ３位グル－プ準優勝

FCサウサーレ ６位グル－プ準優勝

飛松FC

第6回　九州地区Ｕ-12サッカーフェスティバル in 宮崎

　2019 第8回九州地域ジュニア（Ｕ-10）サッカーフェスティバル in 熊本

2018年12月22日23日・24日

2019年3月16日・17日

宮崎県

熊本県

第25回　九州ジュニア（Ｕ-11）サッカー大会in佐賀

各組1位

九
州
大
会

2019年3月23日・24日 佐賀県

2019年1月13日・14日 福岡県　宮若市

後
援

キャノンガールズエイト 第29回JFA九州ガールズエイト（Ｕ-12）サッカー大会

主
催

共
催

主
管

2019 ＪＲ九州ＣＵＰちびっこサッカーフェスティバル 2019年3月30日・31日・4月1日 桜島溶岩グランド

24



　　　　　《県内大会》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

第23回鹿児島女子ユース（U-15)サッカー選手権大会 4月28日・29日 県立サッカー・ラグビー場 日置ｼｰｶﾞﾙｽﾞFC 神村学園中等部 HKSCﾘﾝﾄﾞｰｾﾞ霧島 ﾓｾﾞｰﾗ鹿児島

第15回鹿児島県女子U-15サッカーフェスティバル 6月23日・24日 神村学園サッカー場 ー ー ー ー

第20回鹿児島県女子O-13サッカーフェスティバル 8月4日・5日 吹上浜海浜公園 ー ー ー ー

第33回鹿児島県女子サッカー選手権大会 9月1日・17日 吹上天然or桷志田 鳳凰高等学校 鹿児島女子高等学校

第15回鹿児島県女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 8月12日 霧島市国分運動公園陸上競技場 日置ｼｰｶﾞﾙｽﾞFC ﾓｾﾞｰﾗ鹿児島 ｼﾞｬｲｶﾞ霧島

2018鹿児島県地区対抗サッカー大会 11月17日・18日 まきのはら ー ー ー ー

第7回鹿児島県高校女子サッカー選手権大会 10月20日・21日 桷志田サッカー場 鳳凰高等学校 神村学園高等部 鹿児島女子高等学校

第31回鹿児島県なでしこサッカー大会 3月9日・10日 桷志田サッカー場 神村学園女子サッカー部 鹿児島女子高等学校 レイナ川内

2018年鹿児島県女子サッカーリーグO-13 4月～2月 各地

第24回鹿児島県高等学校総合体育大会女子サッカー競技 5月25日・26日 県立サッカー・ラグビー場 神村学園高等部 鳳凰高等学校 鹿児島女子高等学校

第15回新春西日本女子サッカーフェスティバルINかせだ 1月12日～14日 吹上浜海浜公園 鳳凰高等学校

第24回鹿児島県高等学校新人女子サッカー大会 1月25日・26日 桷志田サッカー場 神村学園高等部 鳳凰高等学校 鹿児島女子高等学校

市比野温泉杯　第3回女子U-15サッカー大会 12月15日・16日 丸山公園

女子U-15サッカー交流大会 10月27日・28日 まきのはら ー ー ー ー

8人制サッカー大会 7月29日 健康の森公園 ー ー ー ー

8人制サッカー大会 12月9日 健康の森公園 ー ー ー ー

　　　　　《九州・全国大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

第21回九州女子サッカーリーグ 4月21日～12月16日 九州各地 2部

第30回　九州なでしこサッカー大会 5月12日・13日 大分県 神村学園女子サッカー部

第23回九州女子ユースＵ-15サッカー選手権大会 6月9日～10日 熊本県 日置ｼｰｶﾞﾙｽﾞFC 神村学園中等部

第36回九州女子サッカー選手権大会 兼 第40回皇后杯

JFA全日本女子サッカー選手権大会九州大会

第29回九州高等学校女子サッカー選手権大会 11月16日～19日 沖縄県 鳳凰高等学校 神村学園高等部

第22回九州Ｕ-18女子サッカー選手権大会 10月13日～14日 宮崎県

第30回九州O-30女子サッカー大会 12月1日・2日 沖縄県

第16回　九州女子サッカーリーグチャレンジカップ 2019年1月12日・13日 長崎県

サニックス杯高校女子サッカー大会2019 2019年3月25日・26日 福岡県

第1回九州高等学校女子（U-17)サッカー大会 2019年2月16日～18日 熊本県 神村学園高等部

第73回国民体育大会サッカー競技地区予選　九州大会

第38回九州ブロック国体サッカー競技（女子）

第7回全九州高等学校女子サッカー競技大会 6月16日～18日 福岡県 神村学園高等部 準優勝

第23回　女子ユース（Ｕ-15）INくまもと 7月15日・16日 熊本県 HKSCﾘﾝﾄﾞｰｾﾞ霧島 ﾓｾﾞｰﾗ鹿児島

「ガールズエイト（Ｕ-12）サッカーフェスティバル」第5回なでしこMIYAZAKIカップ 11月24日・25日 宮崎県 鹿児島市u-12 大隅 7位：鹿児島市U-12 12位：大隅

JFAレディース（U-18)サッカーフェスティバル2018　佐賀 12月22日～24日 佐賀県 神村学園高等部 神村学園中等部

JFA　第23回全日本Ｕ-15女子サッカー選手権大会 7月21日～28日 大阪府　JGREEN堺 神村学園中等部 日置ｼｰｶﾞﾙｽﾞFC

第73回国民体育大会(サッカー競技　女子) 10月1日～4日 福井県　坂井市

第39回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 11月3日～1月1日 各都道府県

第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 1月3日～13日 兵庫県

後
援

8

16

16

30

8

8

 

ー

ー

ー

全
国
大
会

32

16

48

32

九
州
大
会

主
催

8

12

16

10月6日～8日 長崎県

8月10日～12日
霧島市国分運動公園陸
上競技場

共
催

16

15

8

6

6

8

3

5

12

5

ベスト8：神村学園中等部

日置ｼｰｶﾞﾙｽﾞFC 優勝：日置ｼｰｶﾞﾙｽﾞFC

優勝：神村学園高等部

神村学園高等部 優勝

優勝

3位：神村学園高等部

鹿児島県

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）
【女子委員会】

出場チーム数

出場チーム数

主催

後援

主管

成績本県代表

6

ー

ー

2

3

ー

4

鹿児島県 準決勝敗退

なし

神村学園高等部 初戦敗退

ジュブリーレ鹿児島

なし

4位：HKSCﾘﾝﾄﾞｰｾﾞ霧島

全国大会出場権獲得

ﾓｾﾞｰﾗ鹿児島 準優勝

8位

鳳凰高等学校 神村学園高等部 準決勝敗退

初戦敗退

優勝：神村学園中等部



　　　　　《県内大会》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位 4位 備考

1部 13 鹿児島四十雀 星ヶ峯FC 蒲生FC（0－40） 南さつまオ・セーラ

2部 13 ろっこうFC 霧島コンパレーレ 姶良シニア 鹿屋四十雀

2018　鹿児島県シニアサッカー（O-50）リーグ 4月～2018年1月 県内各地 14 鹿児島四十雀 星ヶ峯FC 蒲生FC（０－５０） 谷山．武岡・F谷山

第29回鹿児島県シニアサッカー春季大会予選リーグ 2月10日 枕崎市総合グランド他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決勝トーナメント 2月17日 吹上浜海浜公園 14

2018 第７回県シルバーカップサッカー大会 9月16日・17日 健康の森公園 6 鹿児島Ｂ 南薩みらいＦＣ 北薩 元老

主管 2018　鹿児島県シニアサッカー（0-60）リーグ ７月～２０１９年１月 県内各地 6 北薩 姶良 鹿児島元老 鹿児島B-

　　　　　《九州・全国大会》

大会・事業名 期日 会場 備考

2018　第16回九州シニア（O-60）サッカー大会　全国大会九州予選 3月31日・4月1日 宮崎県　宮崎市 8

2018　第2回九州シニア（O-70）サッカー大会　全国大会九州予選 3月31日・4月1日 宮崎県　宮崎市

2018　第17回九州シニア（O-50）サッカー大会　全国大会九州予選 4月21日・22日 鹿児島県立サッカー場 8

2018　第5回九州シニア（O-40）サッカー大会　全国大会九州予選 6月2日・3日 長崎県島原市 8

2018　九州シニア（O-50）サッカーフェスティバル 9月8日・9日 熊本県　大津町 8

2018　九州シニア（O-60）サッカーフェスティバル 9月8日・9日 熊本県　大津町 8

2018  九州シニア（０－７０）サッカーフェスティバル 10月13日・14日 佐賀県　総合運動公園 6

2018　第23回九州シニアサッカー大会 11月17日・18日 大分県　中津市 16

第17回全国シニア（O-60）サッカー大会 6月3日～5日 静岡県　藤枝市

第16回全国シニア（O-50）サッカー大会 6月24日～26日 大阪府堺市（J-GREEN）

シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル 6月3日～5日 静岡県　藤枝市

第5回全国シニア（O-40）サッカー大会 11月3日～5日 大阪府堺市（J-GREEN）

ねんりんピック秋田2018 9月9日～12日 秋田県 4

4ページ

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）
【シニア委員会】

出場チーム数

出場チーム数

主催

本県代表

2018　白波杯鹿児島県シニアサッカーリーグ 4月～2018年1月 県内各地

成績

鹿児島四十雀 中山FC 星ヶ峯FC 蒲生FC（0－40）

全
国
大
会

鹿児島四十雀

北薩

出場なし

鹿児島ＳＦＣ

主
催

九
州
大
会

鹿児島四十雀

出場なし

鹿児島四十雀

鹿児島SFC

星ヶ峯FC・蒲生FC

出場なし

予選リーグ１位　代表決定戦で惜敗

１分２敗　予選敗退

２分１敗　予選敗退

３分　予選敗退

２分１敗　予選敗退

2勝1敗（3位）

両チーム共：1勝1敗1分

鹿児島ＳＦＣ

出場なし

出場なし

１勝１敗１分（グループ３位）



主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

47FAフットサルクリニック 2018年4月～ 県内各地域

第24回全日本フットサル選手権鹿児島大会 2018年10月27・28日、11月3日 日置市吹上体育館、霧島市国分体育館 FEGAエルグフットサルクラブ KagoshimaFR A.F.C 姶良F.SHOGUN

第15回全日本女子フットサル選手権大会　県予選 2018年6月23日、24日 郡山体育館 ASTRO鹿児島 AFC

第14回全日本大学フットサル選手権大会　県予選 2018年5月26日 鴨池ドーム 鹿児島大学Zee 歯学部KUZU やにーず G-KLANG

第24回全日本U-15フットサル選手権大会　鹿児島県大会 2018年7月15日、16日 霧島市横川体育館 桜ヶ丘FC PLATS鹿児島 西陵中 KSC　U15

第9回全日本U-15女子フットサル選手権大会　鹿児島県大会 2018年9月2日 郡山体育館 HKSC　リンドーゼ霧島 日置シーガールズFC

第5回全日本U-18フットサル選手権大会　県予選 2018年6月3日 鴨池ドーム 鹿実フットサルA FC.GLANT 城西 育英館

バーモンドカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会　鹿児島県大会 2018年7月7日 横川体育館 伊敷FC Ａｎｊｏｙ TAKEOKA　SC FCサウサーレ

第15回鹿児島県地域選抜フットサル大会 2018年11月14日、15日 大崎町総合体育館 奄美地域選抜 鹿児島地域選抜 大崎地域選抜 霧島地域選抜

第12回鹿児島県フットサルリーグチャンピオンシップ 2019年2月23日、24日 出水市総合体育館 FC　飛猿 A・F・SN　HEDS ROR HappyFC

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in kagoshima 2018年5月5日 鹿児島アリーナ 順位決定なし

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 大崎 2018年5月5日、2019年2月10日 大崎町総合体育館 順位決定なし

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 伊佐 2019年2月17日 伊佐市総合体育館 順位決定なし

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 薩摩川内 2018年７月１日/2019年３月24日 サンドームせんだい 樋脇Ｃ ドリーム 指導者連合 樋脇Ａ

大会・事業名 期日 会場 備考

第17回九州フットサルリーグ 2018年5月～2019年1月 九州各県(鹿児島：サンアリーナ川内)

第12回九州大学フットサル大会 2018年7月28日・29日 べっぷアリーナ

第5回九州U-18フットサル選手権大会 2018年7月7日・8日 佐世保市東部スポーツ広場体育館

第15回九州女子フットサル選手権大会 2018年9月15日・16日 アクシオン福岡

第24回九州U-15フットサル選手権大会 2018年11月3日・4日 島原復興アリーナ

第9回九州U-15女子フットサル選手権大会 2018年11月17日・18日 佐土原体育館

第24回全日本フットサル選手権九州大会 2018年12月1日・2日 鹿児島アリーナ

第13回九州各県フットサルリーグ決勝大会 2019年2月16日・17日 福岡市総合体育館 入替戦に勝利し九州リーグ2部へ昇格

第11回九州ビーチサッカーリーグ2018 出場なし

第13回九州ビーチサッカー大会2018 出場なし

第4回北部九州近県交流ビーチサッカーフェスティバル2018 出場なし

第5回南部九州近県交流ビーチサッカーフェスティバル2018 出場なし

第6回九州女子フットサルリーグ 2018年5月～ 九州各県(鹿児島：郡山体育館)

第15回九州選抜フットサル大会 2018年6月2日・3日 沖縄県豊見城市民体育館、沖縄国際大学体育館

トリムカップ2019第11回全国女子選抜フットサル大会九州予選 2019年2月26日・27日 大矢野総合体育館

2018九州ジュニアフットサル大会 2018年12月23日・24日 佐賀県総合体育館

第14回全日本大学フットサル大会 2018年9月 出場なし

第34回全国選抜フットサル大会 2018年9月 出場なし

第15回全日本女子フットサル選手権大会 2018年11月 出場なし

第5回全日本U-18フットサル選手権大会 2018年8月 出場なし

第24回全日本U-15フットサル選手権大会 2019年1月 出場なし

第9回全日本U-15女子フットサル選手権大会 2019年1月13日・14日 三重県営サンアリーナ

バーモンドカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会 2018年8月17日～19日 駒沢オリンピック公園総合運動場

日本トリムPresents第11回全国女子選抜フットサル大会 2019年3月 出場なし

第24回全日本フットサル選手権大会 2019年3月 静岡、大阪、兵庫、東京 出場なし

ｋａｇｏｓｈｉｍａFR 2部　7位

鹿児島大学　Zee

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）
【フットサル（ビーチサッカー）委員会】

出場チーム数

30

本県代表 成績

予選敗退

　　　　　《九州・全国大会》
出場チーム数

九
州
大
会

1

8

8 鹿実フットサルA 予選敗退

ASTRO鹿児島 予選敗退

桜ヶ丘FC(ベスト8)、PLATS鹿児島(予選敗退)

FEGAエルグフットサルクラブ ベスト8

FEGAエルグフットサルクラブ グループリーグ敗退

優勝HKSC　リンドーゼ霧島

桜ヶ丘FC、PLATS鹿児島

ASTRO鹿児島 優勝

鹿児島県選抜 予選敗退

鹿児島県選抜 予選敗退

8

　　　　　《県内大会》

主
催

16

5

4

14

8

7

10

7

8

4

8

8

8

8

16

8

16

8

全
国
大
会 9

47

7

16 伊敷FC/Anjoy 予選敗退

予選敗退伊敷FC

準優勝HKSC　リンドーゼ霧島



　　　　　《県内大会》

主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

第34回鹿児島県幼児ガーデンサッカー大会 11月18日 かごしま健康の森公園 100

第36回鹿児島県幼児サッカーフェスティバル 2019年2月24日 かごしま健康の森公園 145

KFAキッズサッカーフェスティバル 11月25日 県内各地

後援 セイカキッズサッカーフェスティバル 2019年3月10日 県立サッカー・ラグビー場

　　　　　《九州・全国大会》

大会・事業名 期日 会場 備考

九州大学サッカーリーグエスコートキッズ 4月15日 宮崎県

九州リーグエスコートキッズ 未定 各地域

キッズ活動好事例研修会 4月～6月（予定） 熊本県

九州ジョイントミーティング 10月28日・29日 沖縄県

JFAキッズリーダー養成講習会 未定 未定

　　　　　《県内大会》

大会・事業名 期日 会場 優勝 準優勝 3位（4位） 3位（4位） 備考

ＪＦＡフットボールデー

Ｊキャンプ対策事業

主催 第34回鹿児島県ｻｯｶｰ選手権地域決勝大会 2019年3月2日・3日 県立サッカー・ラグビー場 8
霧島レッズ
（第１代表）

鹿児島高専
（第２代表）

NIFS FC 2nd Free Style
第１代表、第２代表
は、抽選による

第72回県民体育大会 2018年9月15日・16日 丸山自然公園グラウンド 12 鹿児島 北薩 曽於 伊佐 曽於・伊佐ともに３位

出場チーム数

【地域委員会】

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内大会）

【キッズ委員会】

出場チーム数

主催



　　　　　《県内》
主催等 事業費支出№ 事業名 期日 会場

公認C・D級コーチ・キッズリーダー養成講習会 4月～2019年3月 鹿児島県各地
公認B級コーチ養成講習会 4月～2019年3月 鹿児島県各地
公認C級コーチリフレッシュ研修会 4月～2019年3月 鹿児島県各地
指導者研修会 4月～2019年3月 鹿児島県各地
U-12・13・14・15・16・17トレセン 4月～2019年3月 鹿児島県各地
U-11・12・15・18女子トレセン 4月～2019年3月 鹿児島県各地
キッズプロジェクト（キッズエリート） 4月～2019年3月 鹿児島県各地
ストライカー・GKプロジェクト 4月～2019年3月 鹿児島県各地
ユース会議・指導者協議会 5月31日・11月28日 鹿児島市
総会・小委員会 4月25日・12月6日 鹿児島市
第3回フットボールカンファレンス 実施しない（2年1回）

　　　　　《九州・全国》
事業名 期日 会場

九州トレセンリーグU-16 4月28日・29日 佐賀県
第38回九州ブロック国体 8月10日～12日 鹿児島県
U-17地域キャンプ 9月3日～5日 福岡県
九州U-13選抜サッカー大会（8人制） 8月10日～12日 福岡県
九州U-14選抜サッカー大会 8月10日～12日 福岡県
九州トレセンU-14/13キャンプ 10月20日・21日 アカデミー熊本宇城
九州トレセンリーグU-15 12月1日・2日 大分県中津江村
第37回九州選抜中学生サッカー大会 2019年1月4日～6日 鹿児島県
九州トレセンU-13 2019年1月4日～6日 鹿児島県
九州トレセンU-13＜ファイナル＞ 2019年2月23日・24日 アカデミー熊本宇城
九州トレセンU-12 8月17日～19日 沖縄県
九州トレセンU-12＜ファイナル＞ 2019年2月23日・24日 アカデミー熊本宇城
九州トレセン女子U-12＜各県対抗戦＞ 8月18日・19日 宮崎県西諸県郡高原町
九州トレセン女子Ｕ-12（U-15合同） 9月15日～17日 鹿児島県　南さつま市
キャノンガールズ・エイト第29回JFA九州ガールズ・エイト（U-12）サッカー大会 2019年1月13日・14日 福岡県宮若市
九州トレセン女子Ｕ-12（U-14合同） 2019年2月9日・10日 鹿児島県　南さつま市
九州トレセン女子U-15＜各県対抗戦＞ 8月4日・5日 長崎県
九州トレセン女子Ｕ-15（U-12合同） 9月15日～17日 鹿児島県　南さつま市
九州女子トレセンU-14 11月3日・4日 鹿児島IGR京セラ
九州トレセン女子R15＜各県対抗戦＞ 11月3日・4日 福岡県
九州トレセン女子R15＜U-17合同＞ 12月1日・2日 鹿児島県　南さつま市
九州女子トレセンU-14＜U-12合同＞ 2019年2月9日・10日 鹿児島県
九州トレセンU-17＜各県対抗戦＞ 12月1日・2日 鹿児島県　南さつま市
九州トレセン女子U-17＜各県対抗戦＞ 2019年2月2日・3日 大分県
九州GKトレーニングキャンプ 12月1日・2日 アカデミー熊本宇城
※ナショナルトレセンU-14（西日本） 5月24日～27日 大分県
「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」 8月2日～5日 新居浜
ナショナルトレセンU-12（九州） 10月6日～8日 アカデミー熊本宇城（40名）
※ナショナルトレセンU-14（全国地域対抗戦） 11月22日～25日 時之栖（御殿場）

5月29日～6月3日
9月6日～9月9日
2019年1月16日～20日
前期：6月18日～6月23日
後期：11月26日～12月1日

九州A・B級コーチリフレッシュ研修会（沖縄開催分） ※必要に応じて 沖縄県
育成シンポジュウム指導者講習会（A・B・C級リフレッシュ） 2019年2月23日・24日 アカデミー熊本宇城（3種技術員会担当）

九州A・B級コーチリフレッシュ研修会＆A級コーチトライアル 2019年3月2日・3日 宮崎県
九州C級コーチインストラクター講習会 1泊2日 各FA毎
九州トレセンスタッフ研修U-16 4月21日・22日 佐賀県（U-16TCリーグ時）
九州トレセンスタッフ研修U-14 6月16日・17日 アカデミー熊本宇城
九州トレセンスタッフ研修U-12 2019年2月23日・24日 アカデミー熊本宇城（育成シンポジウム）

第72回国民体育大会 9月30日～10月4日 福井県坂井市

A級 U12指導者養成講習会 アカデミー熊本宇城

佐賀市B級指導者養成講習会

その他

備考

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内・九州・全国大会）
【技術委員会】

備考

主催

ナショナルトレセン

指導者養成

女子

U-12

2種

3種

4種

U-15

U-17

GK



　　　　　《県内》
主催等 事業費支出№ 大会・事業名 期日 会場

2018年度審判委員会総会 5月12日 鹿児島市

3・4級審判員認定、更新講習会 9月～2019年2月 県内各地

JFA都道府県トレセン（男子）兼3級インストラクター講習会 12月1日 鹿児島高専

JFA都道府県トレセン（女子） 7月15日～12月17日 熊本県・宮崎県

インストラクター・2級審判員強化研修会 4月～2019年2月 県内各地

県トレセンC （3・4級強化 兼2級候補選考） 4月～2019年2月 県内各地

インストラクター・2級審判員合同研修会 11月17日 鹿児島高専

小委員会 4月～2019年3月 協会事務局

　　　　　《九州・全国》
大会・事業名 期日 会場

１級一次審査（九州大学リーグ・九州リーグ） 4月～10月 九州各地

１級三次審査（九州大学リーグ） 4月～10月 九州各地

トップR　研修 未定 九州各地

1級・2級強化研修 4月～12月 九州各地

受験者・トレセンファースト研修（九州社会人サッカー選手権） 7月28日・29日 熊本県

2018年度1級候補者選考（九州大学リーグ1部） 9月下旬～10月下旬 九州各地

2018年度トレセンＡ選考（九州大学リーグ2部） 10月初旬～11月中旬 九州各地

2級強化研修会（九州ブロック国体） 8月10日～12日 鹿児島県

トレセンセカンド研修（九州自治体　他） 4月～12月 九州各地

2級昇格研修会（九州高等学校U-17） 2019年2月16日～19日 熊本県

ユース（U-18)審判員研修会（ミズノカップ） 8月中旬 熊本県

各県トレセン担当者会議 4月～12月 九州各地

女子研修会（九州高校女子サッカー大会　他） 6月～12月 九州各地

女子2級昇格研修会（九州女子フェスティバルU-18) 12月22日～24日 佐賀県

インストラクター実力アップ研修会（九州高校総体） 6月16日～18日 福岡県

インストラクター強化指導者研修会（九州ブロック国体） 8月10日～12日 鹿児島県

2級インストラクター昇格研修会（九州高等学校U-17) 2019年2月16日～19日 熊本県

フットサルインストラクター総会（2級強化審判員合同研修会） 4月14日～15日 熊本県

フットサル3級インストラクター認定講習会 5月～7月

フットサル2級インストラクター更新講習会（九州フットサルリーグ　他） 9月16日～17日・2019年1月5日～6日 熊本県・福岡県

2018年度1級候補者選考（全日本フットサル選手権） 12月1日～2日 鹿児島県

男子フットサル2級昇格審査（九州ユース選抜） 7月28日～29日・2019年2月23日～24日 大分県・福岡県

女子フットサル2級昇格研修会（九州女子選手権・トリムカップ） 9月14日～15日 福岡県

女子フットサル2級強化研修会（九州女子リーグ・U-15大会） 6月10日・11月3日～4日 鹿児島県・長崎県

ビーチサッカー審判研修会（全国大会　九州予選） 9月1日～2日 熊本県

Ｓ級・1級審判インストラクター研修会 6月23日・24日 JFAハウス他

全国審判委員長会議 5月19日・20日 九州

備考

九
州

2018　鹿児島県サッカー協会　事業等　結果　（県内・九州・全国大会）
【審判委員会】

備考


