
主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

3月18日

3月19日

4月2日

4月9日

　第14回KFAｽﾄﾘｰﾄｻｯｶｰ in 奄美 4月29日 奄美市

　なんぎんエコカップ第14回KFAﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ大会 9月2日・3日 霧島市国分下井海岸

　第14回1107MBCﾗｼﾞｵﾃﾞｰ･KFAｽﾄﾘｰﾄｻｯｶｰ大会 11月4日（予定）

　2018新春ﾄﾞﾘｰﾑｻｯｶｰin kagoshima 1月7日 県立サッカー・ラグビー場

　天皇杯1回戦 4月22日・23日 全国各地

　天皇杯2回戦 6月21日 全国各地

　天皇杯3回戦 7月12日 全国各地

　天皇杯4回戦 9月20日 全国各地

　天皇杯準々決勝 10月25日

　天皇杯準決勝 12月23日

　天皇杯決勝 1月1日

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

　南日本カップ第51回社会人サッカーリーグ
4月9日（開会式）～
2018年　月　日

県立サッカー・ラグビー場　他

　第53回九州社会人サッカー選手権大会　鹿児島県予選
4月30日・6月4日・18日・
25日

捔志田サッカー場　他

　第24回全国クラブチームサッカー選手権大会　鹿児島県予選
5月7日・28日・6月4日・
18日・7月2日

捔志田サッカー場　他

　 第45回九州サッカーリーグ 4月15日～9月24日 九州各地（沖縄開幕）

　 第53回九州社会人サッカー選手権大会 7月29日・30日 佐賀県

　 第24回九州クラブチームサッカー選手権大会 9月9日・10日 熊本県

　 第10回藤井杯九州社会人ミドル（O-35）サッカー大会 9月30日・10月1日 鹿児島県　鹿児島市

　 第41回九州各県サッカーリーグ決勝大会 2018年1月13日・14日 福岡県

九州
共催 　 第37回九州ブロック国体(成年男子) 8月12日・13日 長崎県　島原市

九州
後援 　 第47回九州自治体職員サッカー選手権大会 5月12日～15日 沖縄県

　第51回全国自衛隊サッカー大会 4月22日～29日 首都圏

　第47回全国自治体職員サッカー選手権大会 8月5日～8月9日 三重県　伊勢市

　日本スポーツマスターズ2017大会サッカー競技 9月16日～19日 兵庫県　三木市

　第72回国民体育大会(サッカー競技) 10月1日～4日 愛媛県　松山市

　第53回全国社会人サッカー選手権大会 10月14日～18日 福井県　坂井市

　第24回全国クラブチームサッカー選手権大会 10月28日～31日 岩手県　遠野市

　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017(一次ラウンド) 11月10日～12日 鹿児島県　鹿児島市　他

　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017(決勝ラウンド) 11月24日～26日 千葉県　市原市

天皇杯

全国
大会

2017年度行事予定表

◆県協会

主催

　第32回鹿児島県ｻｯｶｰ選手権大会
　　兼第97回天皇杯全日本ｻｯｶｰ選手権大会

県立鴨池陸上競技場・
県立サッカー・ラグビー場・
鹿児島ふれあいスポーツラン
ド

◆１種委員会（社会人連盟）

県大会
(主催)

九州
大会



2017年度行事予定表

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

県大会
(主催)

　 2017第43回鹿児島県学生サッカーリーグ 4月29日～7月15日 県立サッカー・ラグビー場　他

   第41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 大分県・福岡県

　 第12回 九州大学インディペンデンスリーグ（2016Ｉリーグ九州） 7月上旬～11月上旬 九州各地

   第54回九州沖縄地区国立高専体育大会サッカー競技 7月14日～16日 長崎県　佐世保市

   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

   第32回九州大学サッカーリーグ 4月15日～11月19日 九州各地

　2017年度第41回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 9月2日～10日 大阪府　大阪市　他

　第50回全国高等専門学校サッカー選手権大会 8月23日～27日 東京駒沢陸上競技場　他

　第27回全国専門学校サッカー選手権大会 10月2日～7日 大阪府　J-GREEN堺

　第66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)

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

　平成29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

　鹿児島県U-18トップリーグ（1部・2部） 4月9日～12月3日 県立サッカー・ラグビー場　他

　第26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

　第96回全国高等学校サッカー選手権 鹿児島県大会 11月6日～8日・11日・12日 鴨池陸上競技場　他

　2017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

　平成29年度地域選抜ユースサッカー大会 2018年3月17日・18日 桷志田サッカー場

　鹿児島県高等学校総合体育大会
　第70回鹿児島県高等学校サッカー競技大会

5月21日～23日
5月25日・26日・27日

県立サッカー・ラグビー場　他

　第39回鹿児島県高等学校新人サッカー大会
2018年1月21日～23日
25日～27日

県立サッカー・ラグビー場　他

　平成29年度市比野温泉杯サッカー大会 丸山自然公園　他

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

  第39回九州高等学校(U-17)サッカー大会 2018年2月17日～20日 宮崎県

  2018サニックス杯国際ユースサッカー大会 2018年3月予定 福岡県グローバルアリーナ

  第45回九州高校サッカーフェスティバル 2018年3月予定 福岡市及び周辺

  第69回全九州高等学校サッカー競技大会 6月16日～19日 大分県

  第37回九州ブロック国体(少年男子) 8月10日～12日 長崎県　島原市

　平成29年度全国高等学校総合体育大会(サッカー競技) 7月29日～8月4日 宮城県　仙台市

　第72回国民体育大会(サッカー競技会) 10月1日～5日 愛媛県　新居浜市　西条市

　第95回全国高等学校サッカー選手権大会 12月30日～2018年1月9日 首都圏

県立サッカー・ラグビー場
桷志田サッカー競技場
神村学園Ｇ

◆２種委員会（連盟）

九州
大会

4月8日～12月2日

九州
共催

九州
大会

　高円宮杯U-18サッカーリーグ2017
　第13回JFAプリンスリーグ九州

◆１種委員会（専門・大学）

九州
大会

全国
大会

県大会
(主催)

◆２種委員会（連盟）

県大会
(後援)

全国
大会



2017年度行事予定表

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

　第28回鹿児島県ユースU-15サッカー選手権大会 8月26～29日・9月2日 県立サッカー・ラグビー場　他

　第25回鹿児島県U-13サッカー大会 2018年1月20日・21日 桷志田サッカー場

　第45回鹿児島県(U-14)サッカー大会 2018年2月3日～6日 吹上浜海浜公園　他

　第10回鹿児島県U-15チェストリーグ 1月～10月 県内各地

　平成29年度鹿児島県中学校総合体育大会
　第64回鹿児島県中学校サッカー競技大会

7月24日～26日
吹上浜海浜公園
桷志田サッカー場

　南日本新聞社旗中学生サッカーフェスティバル in かのや 西原陸上競技場　他

　第29回市比野温泉杯中学生サッカー大会 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
桷志田サッカー場

　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

   第8回九州ユース（U-15）サッカーリーグ 3月4日～10月9日 九州各地

   第28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～5日 宮崎県

   第8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18日・19日 福岡県

   第31回九州中学校(U-14)サッカー大会 2018年3月 佐賀県

   ＪＦＡプレミアカップ2018九州大会 2018年4月6日・7日 大分県

共催    第48回九州中学校サッカー大会 8月7日～9日 福岡県　久留米市

　全国中学体育大会第48回全国中学校サッカー大会 8月18日～23日 熊本県

　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) 12月下旬 茨城　ひたちなか市　他

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

  第41回全日本少年サッカー大会　鹿児島県大会 11月12日・19日・23日 県立サッカー・ラグビー場　他

　九州ジュニア(U-11)サッカー大会　鹿児島県大会 2018年2月17日・18日 丸山自然公園

　第56回鹿児島県ちびっこサッカー選手権大会 6月11日・17日・18日・24日・25日 国分運動公園陸上競技場　他

　第49回九州ジュニア(U-12)サッカー大会　鹿児島大会 2018年1月28日・2月4日・11日・12日 吹上浜海浜公園

  2017　U-12サッカーリーグ 県内各地

  2017　U-10サッカーリーグ 県内各地

　第23回砂の祭典杯地区選抜少年サッカー大会 5月20日･21日 吹上浜海浜公園

　第32回市比野温泉杯少年サッカー大会 丸山自然公園

　南日本ちびっ子サッカー2017年　大会 桜島溶岩グラウンド

　第30回姶良新春ちびっ子サッカー大会 姶良総合運動公園　他

　第33回串木野さのさ杯 いちき串木野市総合Ｇ　他

　第8回地区対抗選抜サッカー大会（福間秀憲杯） 12月2日・3日 吹上浜海浜公園

  フジパンカップ第49回九州ジュニア（U-12）サッカー大会 2018年3月10日・11日 熊本県

  第24回九州ジュニア（U-11）サッカー大会 2018年3月24日・25日 大分県

  第5回九州地区ジュニア（U－12）サッカーフェスティバルin宮崎 宮崎県

　2018九州地区ジュニアU－10サッカーフェスティバルin熊本 熊本県

  2018ＪＲ九州ＣＵＰちびっこサッカーフェスティバル 鹿児島県

全国
大会

　第41回全日本少年サッカー大会　決勝大会 12月25日～29日 鹿児島県

県大会
(その他)

九州
大会

全国
大会

◆４種委員会（連盟）

県大会
(主催)

九州
大会

九州
後援

県大会
(後援)

県大会
(後援)

◆３種委員会（連盟）

県大会
（主催）



2017年度行事予定表

◆女子委員会（連盟）

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

　第22回鹿児島県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 4月29日・30日 国分運動公園陸上競技場運動公園

　第14回鹿児島県女子U-15サッカーフェスティバル 6月24日・25日 神村学園サッカー場　他

　第18回鹿児島県女子O-13サッカーフェスティバル 7月8日・9日 桷志田サッカー場

　第32回鹿児島県女子サッカー選手権大会 8月19日・20日 吹上浜海浜公園

　第14回鹿児島県女子ユース(U-18)サッカー選手権大会 9月23日 桷志田サッカー場

　2017鹿児島県地区対抗女子サッカー大会 11月18日・19日 まきのはら運動公園

　第6回鹿児島県高校女子サッカー選手権大会 9月23日・24日 桷志田サッカー場

　第30回鹿児島県なでしこサッカー大会 2018年3月10日・11日 桷志田サッカー場

　2017年鹿児島県女子サッカーリーグO-13 4月～12月 県内各地

　第23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26日・27日 県立サッカー・ラグビー場

　第14回新春西日本女子サッカーフェスティバルINかせだ 2018年1月6日～8日 吹上浜海浜公園

　第23回鹿児島県高等学校新人女子サッカー大会 2018年1月27日・28日 吹上浜海浜公園

　3種登録女子トレセン大会 8月5日・6日 伊佐市陸上競技場

　3種登録女子トレセン大会 12月16日・17日 伊佐市陸上競技場

　レディースエイト(O-13）サッカーフェスティバル（伊佐忠元杯） 7月15日・16日 伊佐市陸上競技場

　レディースエイト(O-13）サッカーフェスティバル（伊佐忠元杯） 10月28日・29日 伊佐市陸上競技場

   第20回九州女子サッカーリーグ 4月23日～12月17日 九州各地

   第29回九州なでしこサッカー大会 5月13日・14日 鹿児島県

   第22回九州女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 6月10日・11日 沖縄県

   第28回九州高等学校女子サッカー選手権大会 10月21日～23日 宮崎県　西都市

   第29回九州レディースサッカー大会 12月2日・3日 熊本県

   第35回九州女子サッカー選手権大会（皇后杯九州地域予選） 10月7日～9日 大分県

   第21回九州女子(U-18)サッカー選手権大会 10月14日・15日 佐賀県

   第28回九州ガールズエイト(U-12)サッカー大会 2018年1月7日・8日 福岡県　宮若市

   第15回九州女子サッカーリーグチャレンジカップ 2018年1月13日・14日 熊本県

   サニックス杯高校女子サッカー大会2018 2018年3月26日・27日 福岡県　グローバルアリーナ

　 九州女子高等学校（U-17)サッカー大会　プレ大会（仮称） 2018年2月 鹿児島県（予定）

共催    第37回九州ブロック国体サッカー競技(女子) 8月12日・13日 長崎県　島原市

   第6回全九州高等学校女子サッカー競技大会 6月17日～19日 大分県

   第22回女子ユースU－15ＩＮくまもと 7月15日・16日 熊本県

　「ガールズエイト（U-12)サッカーフェスティバル」第4回なでしこMIYAZAKIカップ 11月25日・26日 宮崎県

　JFAレディース（U-18)サッカーフェスティバル2017佐賀 12月23日～25日 佐賀県

　平成29年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技 7月29日～8月4日 宮城県　仙台市

　第26回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 2018年1月（予定） 兵庫県

　第22回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 7月下旬 大阪府　堺市

　第72回国民体育大会サッカー競技会 10月2日～5日 愛媛県　宇和島市・愛南町

丸山自然公園　他

全国
大会

県大会
(主催)

県大会
(後援)

県大会
(主管)

後援

九州
（主催）

　市比野温泉杯女子サッカー大会



2017年度行事予定表

◆シニア委員会（連盟）

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

　17'白波杯鹿児島県シニアサッカーリーグ 4月～2018年2月 県内各地

　17'鹿児島県シニアサッカー(O-50)リーグ 同上 同上

  第28回鹿児島県ｼﾆｱｻｯｶｰ春季大会　予選ﾘｰｸﾞ・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

  第32回鹿児島県シルバーカップサッカー大会 9月17日・18日 健康の森公園（予定）

   2017　第16回九州シニア（O-60) サッカー大会　九州予選 4月1日・2日 長崎県　島原市

   2017　第2回九州シニア（O-70) サッカー大会　九州予選 4月1日・2日 長崎県　島原市

   2017　第17回九州シニア（O-50) サッカー大会 4月22日・23日 熊本県　大津町

   2017　第5回九州シニア（O-40）サッカー大会　九州予選 6月10日・11日 沖縄県

   2017　九州シニア（O-50) サッカーフェスティバル 5月27日・28日 宮崎県　西都市

   2017　九州シニア（O-60) サッカーフェスティバル

   2017　九州シニア（O-70) サッカーフェスティバル

   2017　第23回九州シニアサッカー大会 10月14日・15日 佐賀県

　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

　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

　第30回全国健康福祉祭　ねんりんピック秋田2017 9月10日～11日 秋田県　にかほ市　秋田市

◆クラブ委員会

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

  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

  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

  第28回九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会 4月中旬～5月末 福岡県　他

  第21回九州クラブユース(U-18)サッカーリーグ （Ｊﾕｰｽｶｯﾌﾟ予選） 5月中旬～9月中旬 福岡県　他

  第27回九州クラブユース(U-17)サッカー大会 2018年1月下旬～3月中旬 福岡県　他

　 堺整形外科杯2017　第32回九州クラブユース（U－15） 鹿児島県

　 サッカー選手権大会 （2回戦まで九州各地）

  第27回九州クラブユース(U-14)サッカー大会 2018年2月3日～18日 鹿児島県

  第12回九州クラブユース(U-13)サッカー大会 2018年3月3日・4日 宮崎県

　第 6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15日～17日 長崎県

◆キッズ委員会（連盟）

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

　第33回鹿児島県幼児ガーデンサッカー大会 11月19日 健康の森公園

　KFAキッズサッカーフェスティバル 11月26日 県立サッカー・ラグビー場

　第35回鹿児島県幼児サッカーフェスティバル 2018年2月25日 健康の森公園

後援 　セイカキッズサッカーフェスティバル 2018年3月11日 県立サッカー・ラグビー場

九州 　九州ジョイントミーティング 10月21日・22日 沖縄県

県大会
(主催)

九州
（主催）

九州
（主催）

全国
大会

県大会
(主催)

九州
（後援）

9月30日・10月1日 熊本県　大津町

7月1日～17日

県大会
(主催)



2017年度行事予定表

主催別 大　　　　　　会　　　　　　名 期　　日 会　　　場

　第23回全日本フットサル選手権鹿児島大会 サンアリーナ川内　他

　鹿児島県女子フットサル大会　県予選 未定

　全日本大学フットサル大会2017　鹿児島県大会 5月27日 鴨池ドーム

　第23回全日本ユース(U-15)フットサル鹿児島県大会 未定

　第8回全日本女子ユース(U-15)フットサル鹿児島県大会 未定

　全日本U-18フットサル大会　県予選 5月27日 鴨池ドーム

　バーモントカップ第28回全日本少年フットサル大会 鹿児島県大会 吹上浜公園体育館

　JFAファミリーフットサルフェスティバル 県内各地

   第16回九州フットサルリーグ 4月29日～2018年1月21日 九州各地

   第11回九州大学フットサル大会 7月15日・16日 鹿児島県　牧園アリーナ

   第 4回九州ユース（U-18）フットサル大会 7月1日・2日 大分県　佐伯市総合体育館

   第14回九州女子フットサル選手権大会 10月8日・9日 宮崎県　佐土原体育館

   第23回九州ユース（U-15）フットサル大会 10月21日・22日 大分県　佐伯市総合体育館

   第 8回九州女子ユース（U-15）フットサル大会 11月11日・12日 沖縄県　豊見城市民体育館

   第23回全日本フットサル選手九州大会 12月2日・3日 熊本県　天草アロマ体育館　ほか

   第12回九州各県フットサルリーグ決勝大会 2018年2月3日・4日 長崎県　島原復興アリーナ

   第10回九州ビーチサッカーリーグ2017 4月～8月 熊本県・福岡県・沖縄県

   第12回九州ビーチサッカー大会2017 8月5日・6日 未定

   第 3回北部九州近県交流ビーチサッカーフェスティバル2017 未定 未定

   第 3回南部九州近県交流ビーチサッカーフェスティバル2017 7月予定 熊本県　芦北

   第 5回九州女子フットサルリーグ 5月20日～2018年1月7日 九州各地

   第14回九州選抜フットサル大会 5月27日・28日 佐賀県　県総合体育館ほか

   2017九州ジュニアフットサル大会 12月2日・3日 長崎県　島原復興アリーナ

　 トリムカップ2018第10回全国女子選抜フットサル大会九州予選 2018年1月27日・28日 福岡県

　 ユースフットサル選抜トーナメント2018　九州大会 2018年2月10日・11日 佐賀県　県総合体育館

　第13回全日本大学フットサル大会 8月25日～27日 大阪府

　第4回全日本ユース（U-18)フットサル大会 8月17日～20日 宮城県

　第12回全国ビーチサッカー大会 9月8日～10日 兵庫県

　第7回全日本女子ユース（U-15)フットサル大会 2018年1月8日・9日 三重県

　第14回全日本女子フットサル選手権大会 11月10日～12日 北海道

　第22回全日本ユース（U-15)フットサル大会 2018年1月7日～9日 三重県

　バーモントカップ第27回全日本少年フットサル大会 8月18日～20日 東京　駒沢体育館

　2017第22回全日本フットサル選手権大会 2018年3月10～12日 静岡県

◆地域委員会

主催別 事　　　　　業　　　　　名(会議名) 期　　日 会　　　場

主催 　第33回鹿児島県サッカー選手権地域決勝大会 2018年3月3日・4日

  第71回県民体育大会 9月16日・17日 県立サッカー・ラグビー場

　JFAフットボールデー

県大会
(主催)

九州
後援

全国
大会

主管

九州
（主催）

◆フットサル委員会（連盟）
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主催別 事　　　　　業　　　　　名(会議名) 期　　日 会　　　場

　公認Ｂ級コーチ養成講習会 6月17日～11月末予定 鹿児島県内各地

6月3日～7月9日 加治木工業高校　他

7月～9月（2ヶ月間コース） 緑地公園　他

12月～2018年2月（2ヶ月間コース） 鹿児島大学

通年（学生対象） 鹿屋体育大学

5月27日～28日（2日間コース） 加治木工業高校　他

2018年2月10日～11日
（2日間コース）

加治木工業高校　他

　公認キッズリーダー認定講習会

　リフレッシュ研修in４種トレセン交流大会（４種トレセン担当限定） 5月20日 県立吹上浜海浜公園

　リフレッシュ研修in４種県トレ合宿（４種限定） 7月23日 未定

　リフレッシュ研修inキッズサッカーフェスティバル 11月23日・25日 県立サッカー・ラグビー場

　リフレッシュ研修in全日本少年サッカー大会 12月下旬 未定

　リフレッシュ研修in鹿屋体育大学 2018年2月3日・4日 鹿屋体育大学

　リフレッシュ研修in姶良市総合 2018年2月25日 姶良市総合運動公園

　リフレッシュ研修in４種義務研修 5月～10月 未定

　公認インストラクター研修会 2018年2月3日・4日 鹿屋体育大学

　U－12・13・14・15・16・17トレセン 4月～2018年3月 鹿児島県内各地

　U－11・12・15・18女子トレセン 4月～2018年3月 鹿児島県内各地

　キッズプロジェクト(キッズ･エリート) 4月～2018年3月 鹿児島県内各地

　ストライカー・GKプロジェクト 4月～2018年2月 鹿児島県内各地

　中・高一貫強化対策事業 4月～2018年2月 鹿児島県内各地

　ユース会議・指導者協議会 5月31日・11月29日（予定） 鹿児島市

　総会・小委員会 4月26日（総会）・10月 鹿児島市

　第3回フットボールカンファレンス 12月16日（予定） 未定

　九州トレセンリーグU-16 4月22日・23日 熊本県　水俣市

  第36回九州ブロック国体 8月10日～12日 長崎県　島原市

　U-17地域キャンプ 9月11日～13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 大分県

　九州U-14選抜サッカー大会 8月10日～12日 大分県

　九州トレセンリーグU-15 12月2日・3日 大分県中津江村

　第36回九州選抜中学生サッカー大会 2018年1月4日～6日 沖縄県

　九州トレセンU-13 2018年1月4日～6日 沖縄県

　九州トレセンU-13＜ファイナル＞ 2018年2月24日・25日 熊本県アカデミー宇城

　九州トレセンU-12 8月25日～27日 佐賀県

　九州トレセンU-12＜ファイナル＞ 2018年2月24日・25日 熊本県アカデミー宇城

8月26日・27日 鹿児島県　南さつま市

9月16日～18日 鹿児島県　南さつま市

10月6日～9日 大分県湯布院※ＮＴＣ

2018年2月11日・12日 未定※U-14合同

8月5日・6日 鹿児島県　南さつま市

9月16日～18日 鹿児島県　南さつま市

11月4日・5日 鹿児島IGR京セラ

12月2日・3日（15歳のみ） 鹿児島県　南さつま市※U-17合同

2018年2月11日・12日 鹿児島県　※U-12合同

12月2日・3日 鹿児島県　南さつま市

2018年2月3日・4日 福岡県
　九州トレセン女子U-17

九州
（女子）

　九州トレセン女子U-12

　九州トレセン女子U-15

◆技術委員会

九州
（2種）

九州
（3種）

九州
（4種）

その他

　公認Ｃ級コーチ養成講習会

　公認Ｄ級コーチ養成講習会

上記Ｃ級・Ⅾ級講習会内で併催を計画
主催
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GK 　九州GKトレーニングキャンプ 12月2日・3日 熊本県アカデミー宇城

　ナショナルトレセンU-14（西日本） 5月25日～28日 大分県大分市

　「フットボールフューチャープログラムレセン研修会U-12」 8月2日～6日 時之栖（御殿場）

　ナショナルトレセンU-12（九州） 10月7日～9日 大分県湯布院町

　ナショナルトレセンU-14（全国地域対抗戦） 11月23日～26日 時之栖（御殿場）

6月27日～7月2日（前期） 鹿児島県

11月1日～6日（後期） 鹿児島県

　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） 2018年2月25日・26日
熊本県アカデミー宇城
（3種技術委員会担当）

　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 2018年3月3日・4日 福岡市

　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22日・23日 熊本県（Ｕ-16ＴＣリーグ時）

　九州トレセンスタッフ研修U-14 6月17日・18日 熊本県アカデミー宇城

　九州トレセンスタッフ研修U-12 2018年2月24日・25日 熊本県アカデミー宇城

◆審判委員会

主催別 事　　　　　業　　　　　名(会議名) 期　　日 会　　　場

　29年度審判委員会総会 5月20日 ホテルタイセイアネックス

　インストラクター、2級審判員合同研修会 7月29日・30日 鹿児島高専（予定）

　3・4級審判員認定、更新講習会 9月～2018年2月 県内各地

　インストラクター、2級審判員強化研修会 4月～2018年2月 県内各地

　県トレセン（3・4級強化 兼2級候補推薦） 4月～2018年2月 県内各地

その他 　審判小委員会 4月～2018年3月 協会事務局

　2級強化研修（ｋｙuリーグ） 4月15日～9月24日 九州各地

　2級強化研修（九州大学リーグ） 4月15日～11月19日 九州各地

　2級強化研修（プリンスリーグ） 4月8日～12月2日 九州各地

　2級中堅審判員研修（高専大会・プリンスリーグ） 4月～12月 九州各地

　2級審判員・インストラクター昇格研修会 2018年2月16日～20日 宮崎県

　九州審判委員会 4月～3月 九州各地

　都道府県審判トレセン兼 3級インストラクター講習会 11月上旬 県立サッカー・ラグビー場

　都道府県女子審判トレセン 12月上旬 県立サッカー・ラグビー場

　全日本少年サッカー大会　決勝大会 12月25日～29日
鴨池陸上競技場・県立サッ
カー・ラグビー場　他

　全国審判委員長会議 6月3日・4日 JFAハウス

◆医学委員会

主催別 事　　　　　業　　　　　名(会議名) 期　　日 会　　　場

  2017年度　第1回メディカルマネージャー養成講習会 8月頃 メンタルホスピタル鹿児島

　2017年度　第1回サッカー医科学勉強会 7月5日 メンタルホスピタル鹿児島

　2017年度　第2回サッカー医科学勉強会 10月頃（予定） メンタルホスピタル鹿児島

　2017年度　第3回サッカー医科学勉強会 2018年3月頃（予定） メンタルホスピタル鹿児島

　2017年度　第1回九州サッカー協会医学委員会 5月28日 福岡セントラルホテル

　2017年度　第2回九州サッカー協会医学委員会 8月11日 長崎県　島原市

　第24回九州サッカーメディカルミーティング 8月11日 長崎県　島原市

　第25回九州サッカーメディカルミーティング 11月25日 福岡市

　2017年度　第3回九州サッカー協会医学委員会 11月26日 福岡市

全国 　全国医学委員長会議 2018年1月8日 東京都

九州

　B級コーチ養成講習会

ナショナル
トレセン

指導者
養成

主催

九州

全国

主催


