
　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

第35回鹿児島県サッカー選手権大会 4月18日（土）19日（日）

　　兼 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会代表決定戦 4月29日（祝）　5月10日（日）

2021 新春ドリームサッカー in kagoshima 2021年1月10日 県立サッカー・ラグビー場

なんぎんエコカップ第17回 KFA ビーチサッカー大会 9月6日（日） 霧島市 国分下井海岸

第13回 KFA ストリートサッカー　in　奄美 4月26日（日） ビッグⅡ奄美店 芝生広場

第17回 1107 MBCラジオデー・ KFA ストリートサッカー大会 11月中旬 未定 MBCイベントと調整

　　　　　《医学委員会》
大会・事業名 期日 会場 備考

2020年度第1回スポーツ外傷・傷害防止制度講習会 2020年6月ごろ 未定

2020年度第2回スポーツ外傷・傷害防止制度講習会 2020年10月ごろ 未定

2020年度第1回サッカー医科学勉強会 2020年6月ごろ 鹿児島勤労者交流センター

2020年度第2回サッカー医科学勉強会 2020年12月ごろ 鹿児島勤労者交流センター

2020年度第1回九州サッカー協会医学委員会 2020年6月14日 福岡市 委員長・トレーナー代表出席

2020年度第2回九州サッカー協会医学委員会 2020年8月15日 那覇市 委員長・トレーナー代表出席

第29回九州サッカーメディカルミーティング 2020年8月15日 那覇市

第30回九州サッカーメディカルミーティング 2020年12月初旬ごろ 福岡市

2020年度第3回九州サッカー協会医学委員会 2020年初旬12月ごろ 福岡市 委員長・トレーナー代表出席

全国 全国医学委員長会議 2021年1月11日予定 東京都 委員長のみ出席

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【事務局・医学委員会】

主催

主催

九州

県立サッカー・ラグビー場
他



　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

主管 2020 第46回鹿児島県学生リーグ 4/25（土）～ 県立サッカー・ラグビー場、鹿児島高専

　　　　　《九州大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

KYFA 第48回九州サッカーリーグ 2020 4月4日（土）～9月20日（日） 開幕：沖縄　　閉幕：熊本

KYFA 第35回九州大学サッカーリーグ 4月11日（土）～11月22日（日） 九州各地

KYFA 第44回九州大学サッカートーナメント大会　（予選）
4月11日（土）～4月29日（水
祝）

九州各地

（1回戦・2回戦・準々決勝・準決勝・決勝） 6月20日（土）～7月4日（土） 九州各地

KYFA 第15回インディペンデンスリーグ 2020 【九州】 6月～10月（未定） 九州各地  (福岡、大分、熊本)

KYFA 第56回九州社会人サッカー選手権大会 8月1日（土）・2日（日） 大分県

KYFA 第27回九州クラブチームサッカー選手権大会 9月5日（土）・6日（日） 宮崎県

藤井杯 KYFA 第13回九州社会人Ｏ-35サッカー大会 11月22日（土）・23日（日） 佐賀県

KYFA 2020 第27回九州高等専門学校U-19サッカー大会 12月18日（金）～20日（日） 熊本県 八代運動公園

KYFA 第44回九州各県リーグ　決勝大会 2021年1月9日（土）・10日（日） 沖縄県

第75回国民体育大会サッカー競技地区予選　九州大会

第40回九州ブロック国体サッカー競技 （成年男子）

第49回九州自治体職員サッカー選手権大会   

第57回九州沖縄地区高等専門学校体育大会 サッカー競技 7月10日（金）～12日（日） 福岡県　グリーンフィールド八女

　　　　　《全国大会》

天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 5月23日～1月1日 全国各地

全国地域サッカーチャンピオンズリーグﾞ決勝大会　 (一次ラウンド) 11月6日（金）～8日（日） 栃木県・兵庫県・佐賀県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   （決勝ラウンド） 11月19日（木）～23日（月） 高知県

第75回国民体育大会(サッカー競技) 10月8日～10月11日 鹿児島県 志布志市

第56回全国社会人サッカー選手権大会 10月17日（金）～21日（水） 三重県

第27回全国クラブチームサッカー選手権大会 10月24日（土）～27日（火） 茨城県 ひたちなか市 他

第54回全国自衛隊サッカー大会   

日本スポーツマスターズ 2020 愛媛大会 （サッカー競技会） 9月19日（土）～21日（火） 愛媛県

第49回全国自治体職員サッカー選手権大会 7月27日（土）～8月1日（木） 福島県 Ｊヴィレッジ

第53回全国高等専門学校サッカー選手権大会 8月21日（水）～25日（日） 広島県 呉市総合スポーツセンター 他

第30回全国専門学校サッカー選手権大会 10月初旬～中旬 長崎県 島原市

第69回全日本大学ｻｯｶｰ選手権大 (予選ﾘｰｸﾞ･決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ) 12月11日（水）～22日（日）未定 首都圏

2020年度第44回総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 8月29日（木）～9月7日（土）未定 大阪府 大阪市 他

共催

後援

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

全
国
大
会

【1種（社会人・大学・高専）】

さつま揚げの薩摩家カップ
第54回鹿児島県社会人サッカーリーグ

4/12（日）～2021年1/31（日）

主催

8月14日（金）～16日（日） 沖縄県 金武町

第27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

県立サッカー・ラグビー場 他

4/26（日）・5/24（日）
5/31（日）・6/28（日）

県立サッカー・ラグビー場 他第56回九州社会人サッカー選手権大会 鹿児島県予選

5/3（日）・5/10（日）・6/14
（日）・6/21（日）・7/5（日）

主催



　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

令和2年度南九州高校サッカー交流大会 4月25日（土）・26日（日）・29日（水祝）
吹上浜海浜公園
桷志田サッカー場

第30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23日（木祝）～24日（金祝）
県立サッカー・ラグビー場
鹿実・桷志田サッカー場

鹿児島市地区

第99回全国高等学校サッカー選手権　鹿児島県大会
11月2日（月）・3日（火祝）・5
日（木）・7日（土）・8日（日）

姶良フットボールセンター
吹上人工芝・神村学園
OSAKO YUYA stadium 他(予
定)

11月1日（日）開会式
（鹿児島ｱﾘｰﾅ予定）

2020 南日本招待ユースサッカー大会 12月13日（日） 県立サッカー・ラグビー場A

令和2年度地区選抜サッカー大会 2021年3月14日（土）･15日（日） 桷志田サッカー場

2020 高円宮杯Ｕ-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ鹿児島県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ （1部）

2020 高円宮杯Ｕ-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ鹿児島県ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ （2部）

鹿児島県高等学校総合体育大会

第73回鹿児島県高等学校サッカー競技大会

令和2年度市比野温泉杯サッカー大会 12月25日（金）～27日（日） 丸山自然公園 他

第42回鹿児島県高等学校新人サッカー大会
2021年1月17日（日）～19日
（火）・21日（木）～23日（土）

県内各地

　　　　　《九州大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2020 九州 4月4日（土）～11月28日（土）
開幕：鹿児島
閉幕：福岡　他 九州各地

KYFA 第31回九州クラブユースU-18サッカー選手権大会  九州各地

KYFA 第24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）  九州各地

KYFA 第30回九州クラブユースU-17サッカー大会  九州各地

KYFA 第42回九州高等学校U-17サッカー大会 2021年2月19日（金）～23日（火） 長崎県 島原市

サニックス杯国際ユースサッカー大会　2021  
福岡県 宗像市
グローバルアリーナ

KYFA 第48回九州高校サッカーフェスティバル   

第75回国民体育大会サッカー競技地区予選　九州大会

第40回九州ブロック国体サッカー競技 （少年男子）

後援 第72回全九州高等学校サッカー競技大会 6月19日（金）～22日（月） 宮崎県

　　　　　《全国大会》

第75回国民体育大会  (サッカー競技　少年男子) 10月8日（木）～10月12日（月） 鹿児島県 南さつま市

令和2年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 （男子）
8月19日（水）～21日（金）
23日（日）～25日（火）

群馬県 前橋市

令和2年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 （女子）
8月21日（金）～22日（土）
24日（月）～25日（火）

群馬県 前橋市

第99回全国高等学校サッカー選手権大会  首都圏

全
国
大
会

8月14日（金）～16日（日） 沖縄県

桷志田サッカー場・丸山自
然公園・姶良フットボールセ
ンター・県立サッカー・ラグ
ビー場・OSAKO YUYA
stadium 他(予定)

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【2種委員会（高体連・クラブU-18)】

主催

後援

2020年4月～12月（予定）

5月24日（日）～26日（火）・
28日（木）～30日（土）

県内各地

主催

共催

4月28日（火）抽選会
（二甲記念館予定）



　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

KFA 第32回鹿児島県U-15サッカー選手権大会 8月26日～29日，9月5日 県立サッカー・ラグビー場 他

KFA 第28回鹿児島県U-13サッカー大会 1月16日・17日 大隅地区

KFA 第48回鹿児島県中学校U-14サッカー大会 1月30日～2月2日 OSAKO　YUYA　stadium 他

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ 2020 鹿児島県チェストリーグ 2月上旬～10月上旬 県内各地

KYFA 第32回九州U-15サッカー選手権大会

兼 高円宮杯 JFA 第32回全日本Ｕ-15サッカー選手権大会

鹿児島県代表決定戦

第35回 九州クラブユースU-15サッカー選手権大会 鹿児島県予選大会 5月10.16.17.23.24 かぐや姫G　他

第30回 九州クラブユースU-14サッカー大会 鹿児島県予選大会 12月5.6.13.19.20 かぐや姫G　他

クラブユースU-13大会 1月11日・23日・24日・30日 吹上浜海浜・桷志田・県立 他

令和2年度鹿児島県中学校総合体育大会

第67回鹿児島県中学校サッカー競技大会

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 10月31日（土）・11月1日（日） 鹿屋市野里運動広場　他

第32回市比野温泉杯中学生サッカー大会 7月31日（金）～8月2日（日） 丸山自然公園 他

県トレセン合宿 7月31日・8月1日　12月27日・28日 桷志田サッカー場

地区トレセン大会 （U-13・U-14） 12月25日・26日 桜島溶岩グラウンド

　　　　　《九州大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

高円宮杯JFA Ｕ-15サッカーリーグ　2020　九州 3月8日（日）～10月11日（日） 九州各地

KYFA 第35回 九州クラブユースＵ-15サッカー選手権大会 6月27日・28日 福岡県・佐賀県

（1回戦/2回戦） 7月4日・5日 熊本県・鹿児島県

（3回戦～決勝戦） 7月11日・12日 長崎県

KYFA 2020 九州U－13選抜サッカー大会 （8人制）

KYFA 2020 九州U－14選抜サッカー大会

KYFA 第32回 九州U-15サッカー選手権大会

兼 高円宮杯 JFA 第32回全日本Ｕ-15サッカー選手権大会

九州予選

KYFA 第11回 九州各県Ｕ-15サッカーリーグチャレンジ大会 11月14日・15日 福岡県 新門司球技場　他

KYFA 第41回 九州選抜中学生サッカー大会 2021年1月4日（月）～6日（水） 島原市 平成多目的人工芝

KYFA 第30回 九州クラブユース Ｕ-14サッカー大会 2021年2月6日（土）・7日（日） 福岡県

KYFA 第34回 九州中学校 Ｕ-14サッカー大会 2021年3月26日（金）～28日（日） 指宿市サッカー場

共催 第51回 九州中学校サッカー競技大会 8月4日（火）～7日（金） 熊本県 大津

第9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18日（金）・19日（土）・20日（日） 熊本県

第15回 九州クラブユース （Ｕ-13） サッカー大会 2021年3月6日（土）・7日（日） 佐賀県

　　　　　《全国大会》

令和2年度全国中学校体育大会第51回全国中学校ｻｯｶｰ大会 8月19日（水）～24日（月） 三重県

高円宮杯第32回全日本ﾕｰｽ (U-15) ｻｯｶｰ選手権大会 (1次R) 12月12日・13日・20日・26日・28日 群馬県・大阪府・東京都

10月17日・18日

7月27日～29日

主管

主催

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【3種委員会（中体連・クラブU-15）】

主催

後援

県立サッカー・ラグビー場 他

桷志田サッカー場

後援

全
国
大
会

10月31日（土）・11月1日（日）・7日（土）

8月10日～12日
大分県サッカー協会人工芝
グラウンド・昭和電工サッ
カー・ラグビー場

熊本県 大津
佐賀県サンライズパーク球
技場



　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

「南国殖産グループ旗争奪戦」
第59回鹿児島県ちびっこサッカー選手権大会

6月14（日）・20日（土）
21（日）・27（土）

姶良市フットボールセンター
丸山自然公園　他

第20回地区対抗女子U-12選抜サッカー大会 10月17日（土）・18日（日） 丸山自然公園　

JFA 第44回全日本U-12サッカー選手権大会 鹿児島県大会 11月8（日）・15（日）・21日（土）
姶良市フットボールセンター
丸山自然公園　他

第11回地区対抗選抜サッカー大会 （福間秀憲杯） 12月5日（土）・6日（日） 吹上海浜公園サッカー場 期日・会場：予定

KYFA 2021 フジパンCUP
第52回九州U-12サッカー大会 鹿児島県大会

2021年1月24（日）・30（土）
31（日）・2月7日（土）

姶良市フットボールセンター
丸山自然公園　他

第27回九州ジュニア（U-11）サッカー大会 鹿児島県大会 2021年2月11日（木）・14日（日） 丸山自然公園

2020 女子 U-12サッカーリーグ  (地区選抜選手） 4月～10月 割当地区で確保

2020 U-12サッカーリーグ 4月～10月 県内７地区

2020 U-11サッカーリーグ 4月～10月 県内７地区

第26回砂の祭典杯地区選抜少年サッカー大会 5月23日（土）・24日（日） 吹上海浜公園サッカー場

第35回市比野温泉杯少年サッカー大会 7月31日（金）～8月2日（日） 丸山自然公園　他 　

南日本U-12サッカー2020年大会 8月   日  ～   日 桜島溶岩グランド 期日未定

市比野温泉杯サッカー大会 第30回女子U-12サッカー大会 12月   日  ～   日 丸山自然公園　他 期日未定

第33回姶良新春ちびっ子サッカー大会 2021年1月16日（土）・17日（日） 姶良市内

第36回串木野さのさ杯4年生以下サッカー大会 2021年3月6日（土）・7日（日） いちき串木野市

　　　　　《九州大会》

大会・事業名 期日 会場 備考

主催 KYFA 2021 フジパンCUP第52回九州Uー12サッカー大会 2021年3月13日（土）・14日（日） 沖縄県

JA 全農杯全国小学生選抜サッカー IN 九州

兼　KYFA 第27回九州U-11サッカー大会 in 長崎

キャノンガールズエイト第3１回 JFA 九州ガールズエイト

（U-12)　サッカー大会

第8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 12月26日（土）・27日（日） 宮崎県 総合運動公園

2021 九州地区U-10サッカーフェスティバル in 熊本 2021年3月20日（土）・21日（日） 熊本県 熊本市パークドーム 　

2021 JR九州CUPちびっこサッカーフェスティバル 2021年3月　未定 鹿児島市 桜島溶岩グラウンド

その他 第40回九州ブロックスポーツ少年団サッカー交流会 期日・会場未定

　　　　　《全国大会》

全国大会 JFA　第44回全日本U-12サッカー選手権大会 12月25日（金）～29日（火） 鹿児島市

2021年1月10日（日）・11日（月祝）
福岡県 宮若市
西鞍の丘総合運動公園

後援

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【4種委員会（ジュニア）】

2021年3月27日（土）・28日（日） 長崎県共催

主催

後援

主管



　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

第25回鹿児島女子ユース （U-15) サッカー選手権大会 9月5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（日） 県立サッカー・ラグビー場B・C

第17回鹿児島県女子U-15サッカーフェスティバル 8月16日（日） 桷志田サッカー場

第21回鹿児島県女子O-13サッカーフェスティバル 7月26日（日） 県立サッカー・ラグビー場B

第35回鹿児島県女子サッカー選手権大会 8月29日（土）・30日（日） 吹上浜海浜公園A・B

第17回鹿児島県女子ユース （U-18） サッカー選手権大会 8月22日（土）・23日（日） 吹上浜海浜公園A・B

2020 鹿児島県地区対抗サッカー大会 11月14日（土）・15日（日） まきのはら

第9回鹿児島県高校女子サッカー選手権大会 9月26日（土）・27日（日） 桷志田サッカー場

第32回鹿児島県なでしこサッカー大会 2021年3月6日（土）～7日（日）桷志田サッカー場

2020年鹿児島県女子サッカーリーグO-13 2020年4月～2021年3月 鹿児島市内

第26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29日（金）・30日（土） 桷志田サッカー場

第17回新春西日本女子サッカーフェスティバル IN かせだ 2021年1月9日（土）～11日（月祝） 吹上浜海浜公園

第26回鹿児島県高等学校新人女子サッカー大会 2021年1月22日（金）・23（土） 桷志田サッカー場

市比野温泉杯 第5回女子U-15サッカー大会 2020年12月5日（土）・6日（日） 薩摩川内市丸山自然公園

女子U-15サッカー交流大会 2020年10月 まきのはら

8人制サッカー大会 7月5日（日） 県立サッカー・ラグビー場C

8人制サッカー大会 12月6日（日） 県立サッカー・ラグビー場C

　　　　　《九州大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

KYFA 第23回九州女子サッカーリーグ 4月19日（日）～ 九州各地

KYFA 第32回九州なでしこサッカー大会 5月9日（土）・10日（日） 福岡県

KYFA 第25回九州Ｕ-15女子サッカー選手権大会 10月24日（土） ・ 26日（月） 大分県

KYFA 第38回九州女子サッカー選手権大会

兼 第42回皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会 九州大会

KYFA 第24回九州Ｕ-18女子サッカー選手権大会 10月17日（土）・18日（日） 熊本県

KYFA 第31回九州高等学校女子サッカー選手権大会 11月7日（土）～10日（火） 熊本県 大津町運動公園

KYFA 第29回九州大学女子サッカー選手権大会 11月14日（土）・16日（日） 長崎県

KYFA 第32回九州O-30女子サッカー大会 12月5日（土）・6日（日) 鹿児島県

KYFA 第18回九州女子サッカーリーグ・チャレンジカップ 2021年1月16日（土）・17日（日） 宮崎県

KYFA 第3回九州高等学校女子U-17サッカー大会 2021年2月20日（土）～22日（月） 長崎県 島原市

KYFA サニックス杯高校女子サッカー大会 2021 2021年3月 福岡県 宗像市グローバルアリーナ

第75回国民体育大会サッカー競技地区予選 九州大会

第40回九州ブロック国体サッカー競技 （女子）

第9回全九州高等学校女子サッカー競技大会 　 宮崎県

第26回女子ユース （Ｕ-15） IN くまもと 　 熊本県 芦北町岩崎グラウンド

「ガールズエイト （Ｕ-12） サッカーフェスティバル」第7回なでしこMIYAZAKIカップ 11月21日（土）・22日（日） 宮崎県 総合運動公園サッカー・ラグビー場

JFA レディース （U-18) サッカーフェスティバル 2020 佐賀 　 佐賀県 総合運動場 他

　　　　　《全国大会》

JFA 第25回全日本Ｕ-15女子サッカー選手権大会 　 大阪府 Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺

第75回国民体育大会 (サッカー競技　女子) 10月9日（金）～10月12日（月） 鹿児島県 霧島市

皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会 　 全国各地

第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 　 　

　

　

全
国
大
会

8月14日（金）・16日（日） 沖縄県

9月19日（土）～21日（月祝）

主
催

共
催

後
援

佐賀県

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【女子委員会】

主催

主管

後援



　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

20’ 鹿児島県シニアサッカー （0-50） リーグ 5月～2020年1月 県内各地

第31回鹿児島県シニアサッカー春季大会 予選リーグ 2021年2月7日（日） 枕崎市総合グランド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 決勝トーナメント 2021年2月21日（日） 県立サッカー・ラグビー場

第9回鹿児島県シルバーカップサッカー大会 9月21（月祝）･22日（火祝） 健康の森

主管 20’ 鹿児島県シニアサッカー （O-60） リーグ 6月～11月 県内各地

　　　　　《九州大会》

大会・事業名 期日 会場 備考

KYFA 第5回九州O-70サッカー大会 4月19日（日） 大分県中津市永添運動公園

KYFA 第19回九州O-60サッカー大会 4月18日（土）・19日（日） 大分県中津市永添運動公園

KYFA 第20回九州O-50サッカー大会 5月16日（土） ・ 17日（日）
長崎県島原市平成町多目
的広場ｏｒフットボールセン
ター

KYFA 第8回九州O-40サッカー大会 6月6日（土）・7日（日） 県立サッカー・ラグビー場

KYFA 2020 九州O-70サッカーフェスティバル 9月26日（土）・27日（日）
佐賀県SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ球
技場南北

KYFA 2020 九州O-60サッカーフェスティバル 9月5日（土）・6日（日） 宮崎県綾町小田爪運動公園

KYFA 2020 九州O-50サッカーフェスティバル 9月12日（土）・13日（日） 福岡県八女市東部運動公園

KYFA 第26回九州シニアサッカー大会 11月29日（土）・28日（日） 熊本県大津市ｏｒ阿蘇町

　　　　　《全国大会》

JFA 第20回全日本O-60サッカー大会 6月6日（土）～8日（月） 秋田県 にかほ市

JFA 第14回全日本O-70サッカー大会 6月6日（土）～8日（月） 秋田県 にかほ市

JFA 第19回全日本O-50サッカー大会 6月27日（土）～6月29日（月） 静岡県 藤枝市

JFA 第8回全日本O-40サッカー大会 11月7日（土）～9日(月) 福島県 楢葉町 （Ｊヴィレッジ）

第33回全国健康福祉祭ぎふ大会 （ねんりんピック岐阜
2020）

10月31日（土）～11月3日（火） 岐阜県飛騨市古川町黒内

全
国
大
会

主
催

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【シニア委員会】

主催

20’ 白波杯鹿児島県シニアサッカーリーグ 4月～2021年1月 県内各地



　　　　　《県内大会》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

第25回全日本フットサル選手権 鹿児島大会 10月24日(土)・25日(日)・11月3日(火祝) 横川体育館・大崎体育館

鹿児島県女子フットサル大会 県予選 6月13日(土)・14日(日) 郡山体育館

全日本大学フットサル大会2020 県予選 5月9日(土) 郡山体育館

第25回全日本ユース （Ｕ-15） フットサル 鹿児島県大会 7月12日(日) 横川体育館

第10回全日本女子ユース （Ｕ-15） フットサル 鹿児島県大会 9月5日(土)・6日(日) 横川体育館

全日本U-18フットサル大会 県予選 5月9日(土) 郡山体育館

JFA バーモントカップ第30回全日本少年フットサル大会 鹿児島県大会 7月18（土）・19日（日） 吹上町体育館 予定

第15回全国ビーチサッカー大会 鹿児島県大会 未定

JFA ファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in kagoshima 6月・2月 郡山体育館　他

JFA ファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 大崎 2021年2月21日(日) 大崎町総合体育館

JFA ファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 伊佐 2021年1月17日(日) 横川体育館

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 7月、2021年3月 サンドームせんだい

JFA ファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 日置 7月・8月 日置市吹上町体育館

鹿児島県地域選抜大会 12月12日(土)・13日(日) 横川体育館

鹿児島県チャンピオンシップ 未定

　　　　　《九州大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

KYFA 第19回九州フットサルリーグ 5月～12月 九州各地

KYFA 第14回九州大学フットサル大会 7月18日（土）・19日（日） 佐賀県/ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館

KYFA 第7回九州Ｕ-18フットサル大会 7月4日（土）・5日（日） 沖縄県/那覇市民体育館

KYFA 第17回九州女子フットサル選手権大会 9月12日（土）・13日（日） 佐賀県/ＳＡＧＡサンライズパーク総合体育館

KYFA 第26回九州Ｕ-15フットサル選手権大会 11月28日（土）・29日（日） 沖縄県/那覇市民体育館

KYFA 第11回九州Ｕ-15女子フットサル大会 11月28日（土）・29日（日） 熊本県/大矢野総合体育館

JFA 第26回全日本フットサル選手権 九州大会 2021年1月30日（土）・31日（日） 長崎県/島原復興アリーナ

KYFA 第15回九州各県フットサルリーグ 決勝大会 2021年2月6日・7日or13日・14日 宮崎県/佐土原体育館

KYFA 第13回九州ビーチサッカーリーグ 2020 5月～9月 九州各地

KYFA 北部九州近県交流ビーチサッカーフェスティバル 2020 （予定）

KYFA 南部九州近県交流ビーチサッカーフェスティバル 2020 （予定）

第9回九州女子フットサルリーグ 5月～12月 九州各地

第17回九州選抜フットサル大会 6月6日（土）・7日（日） 福岡県/アクシオン福岡

2020 九州ジュニアフットサル大会 12月19日（土）・20日（日） 宮崎県/佐土原体育館

日本トリムカップPresents
第13回全国女子選抜フットサル大会 九州予選

2021年1月23日（土）・24日（日） 大分県/佐伯市総合体育館

　　　　　《全国大会》
大会・事業名 期日 会場 備考

第16回全日本大学フットサル大会 8月28日（金）～30日（日） 大阪府/岸和田市総合体育館

JFA 第7回全日本U-18フットサル大会 7月30日（木）～8月2日（日） 京都府/ハンナリーズアリーナ

JFA 第15全日本ビーチサッカー選手権大会 9月4日～6日or11日～13日 兵庫県/明石市大蔵海岸

JFA 第10回全日本Ｕ-15女子フットサル選手権大会

JFA 第17回全日本女子フットサル選手権大会 10月30日（金）～11月1日（日） 北海道/帯広市総合体育館

JFA 第25回全日本Ｕ-15フットサル選手権大会

JFA バーモントカップ 第30回全日本U-12フットサル選手権大会

JFA 第25回全日本フットサル選手権大会

全
国
大
会

後
援

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【フットサル（ビーチサッカー）委員会】

主
催

KYFA 第15回九州ビーチサッカー大会 福岡県7月



　　　　　《県内大会》

主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

第36回鹿児島県幼児ガーデンサッカー大会 2020年11月15日（日） 健康の森公園

第38回鹿児島県幼児サッカーフェスティバル 2021年2月28日（日） 健康の森公園

KFA キッズサッカーフェスティバル 2020年11月22日（日） 鹿児島県内各地

セイカキッズサッカーフェスティバル 2021年3月14日（日） 県立サッカー・ラグビー場

キッズリーダー養成講習会 4月～2021年3月 鹿児島県内各地

チャレンジトレセン U-10 4月～2021年2月 鹿児島県内各地

U-10　県キッズリーグ 4月～2021年2月 鹿児島県内各地

KFA ドリームリーグ U-9 4月～2021年2月 鹿児島県内各地

　　　　　《九州関係》

大会・事業名 期日 会場 備考

KYFA キッズリーダーチーフインストラクター・
巡回指導者担当研修会

5月9日（土）～10日（日） 大分県 臼杵市

KYFA 九州ジョイントミーティング 9月～12月 福岡県

JFA キッズリーダー養成講習会 4月～12月 九州各県

KYFA キッズフェスティバル研修会 4月～12月 九州各県

KYFA キッズ活動好事例研修会 4月～12月 九州各県

KYFA 九州ジョイントミーティング 4月～12月 九州各県

JFA キッズリーダー養成講習会 4月～12月 九州各県

　　　　　《県内大会》

大会・事業名 期日 会場 備考

JFA フットボールデー 2020年11月1日(日) 姶良フットボールセンター

J キャンプ対策事業 2021年1月～2月 県内各地

第36回鹿児島県ｻｯｶｰ選手権 地域決勝大会 2021年3月6日（土）、7日（日） 県立サッカー・ラグビー場

第73回県民体育大会サッカー競技 2019年9月21日（土）・22日（日） 県立サッカー・ラグビー場 実施されないため削除

2020　鹿児島県サッカー協会　事業等　計画　（県内大会）

【キッズ委員会】

【地域委員会】

主催

その他



　　　　　《県内》
事業名 期日 会場 備考

公認C・D級コーチ 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

公認B級コーチ養成講習会 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

公認C級・Ｄ級コーチリフレッシュ研修会 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

指導者研修会 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

U-12・13・14・15・16・17トレセン 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

U-11・12・15・18女子トレセン 2020年4月～2021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） 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

ストライカー・GKプロジェクト 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

中・高一般一貫強化対先事業 2020年4月～2021年3月 鹿児島県各地

ユース会議・指導者協議会 5月26日・11月24日 鹿児島市

総会・小委員会 4月21日・12月1日 鹿児島市

フットボールカンファレンス 開催しない

　　　　　《九州関係》
事業名 期日 会場 備考

九州トレセンリーグU-16 4月25日・26日 佐賀県

第39回九州ブロック国体 8月14日～8月16日 沖縄県

Ｕー１７地域キャンプ ９月　８日（火）～１０日（木） 福岡県グローバルアリーナ  

九州トレセンU-14/13キャンプ １０月１７日（土）～１８日（日） JFAアカデミー熊本宇城

九州トレセンリーグＵ－１５ １１月２８日（土）～２９日（日） 日田市鯛生スポーツセンター

九州トレセンＵー１３ 2021年１月　４日（月）～６日（水） 島原市平成多目的人工芝グラウンド

九州トレセンＵ－１３＜ファイナル＞ 2021年２月２０日（土）・２１日（日） JFAアカデミー熊本宇城

九州トレセンＵー１２ ８月２１日（金）～２３日（日） 福岡県

九州トレセンＵ－１２＜ファイナル＞ 2021年２月２０日（土）・２１日（日） JFA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２２日（土）～２３日（日） 宮崎県高城町

九州トレセン女子U-12＜U-14合同＞ ９月２６日（土）～２７日（日） 鹿児島県吹上浜海浜公園

キャノン ガールズ・エイト
第２９回JFA九州ｶﾞｰﾙｽﾞ･ｴｲﾄ(U-12)サッカー大会

2021年１月１０日（日）～１１日（月祝） 福岡県宮若市西鞍の丘総合運動公園

九州トレセン女子U-12（U-14合同） 2021年２月２７日（土）・２８日（日） 鹿児島県垂水市（予定）

九州トレセン女子U-15＜各県対抗戦＞ ６月２７日（土）～２８日（日） 鹿児島県さつま町かぐや姫G

九州トレセン女子U-15 ７月２４日（金祝）～２６日（日） 鹿児島県さつま町かぐや姫G

九州トレセン女子U-14＜U-12合同＞ ９月２６日（土）～２７日（日） 鹿児島県吹上浜海浜公園

九州トレセン女子U-14＜U-12合同＞ 2021年２月２７日（土）・２８日（日） 鹿児島県垂水市（予定）

九州トレセンU-17＜各県対抗戦＞ ７月４（土）～７月５日（日） 鹿児島県さつま町かぐや姫G

九州トレセン女子U-17 １２月５日（土）～１２月６日（日） 鹿児島県

九州トレセン女子U-17遠征 2021年３月２０日（土）～２１日（日） 鹿児島県霧島市

九州ＧＫトレーニングキャンプ 2021年２月　６日（土）・　７日（日） JFAアカデミー熊本宇城

※ナショナルトレセンＵー１４（西日本）
５月２１日～２４日
※２０日はシュミレーション

大分

「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」 　 中止

ナショナルトレセンＵー１２（九州） １０月～１２月（調整中） 熊本宇城（40名）

※ナショナルトレセンＵー１４（全国地域対抗戦） １１月１９日～２２日

前期　5月26日（火）～31日（日）

中期　9月3日（木）～6日（日）

後期　1月20日（水）～24日（日）

前期　6月30日（火）～7月5日（日）

後期　11月7日（土）～12日（木）

育成シンポジュウム指導者講習会 （Ａ・Ｂ・Ｃ級リフレッシュ研修会） 2021年２月２０日（土）・２１日（日） JFAアカデミー熊本宇城

ＧＫ　Ｃ級コーチ指導者養成講習会 ９月１９日（土）～２２日（火） JFAアカデミー熊本宇城

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

九州各県ユースダイレクター研修会

九州トレセンスタッフ研修会Ｕ-１６ ４月２５日（土）・２６日（日） 佐賀市

九州トレセンスタッフ研修会Ｕ-１４ 6月20日（土）21日（日） JFAアカデミー熊本宇城

九州トレセンスタッフ研修会Ｕ-１２ 2021年２月２０日（土）・２１日（日） JFAアカデミー熊本宇城

九州トレセン女子　NTC Ｕ-１４伝達講習会 ７月１８日（土）・１９日（日） 鹿児島県南さつま市

九州トレセン女子　地域トレセンコーチ研修会 １１月２８日（土）・２９日（日） 鹿児島県さつまゴルフリゾート

女子
U-15

U-17

GK

ナショナルトレ
セン

U-12

指導者養成

A級 U12指導者養成講習会 JFAアカデミー熊本宇城

B級指導者養成講習会 鹿児島県　 京セラゴルフリゾート
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2種

3種

4種

主催

その他

主催等



　　　　　《県内》
主催等 大会・事業名 期日 会場 備考

2020年度審判委員会総会 2020年4月18日（土） 鹿児島市

3・4級審判員認定、更新講習会 9月～2月 県内各地

3級インストラクター講習会（レフェリングアナリシス） ①8/1，2 ②11/14,15 鹿児島市

JFA 都道府県トレセン・県アカデミー （男子） 12月 鹿児島市，霧島地区(高専)予定

JFA 都道府県トレセン （女子） 12月 鹿児島地区(女子高)予定

インストラクター・2級審判員強化研修会 4月～2月 県内各地

県トレセン （3・4級，U18審判員強化 兼2級候補選考） 4月～3月 県内各地

2級インストラクター・審判員合同研修会 7月or8月 霧島地区(高専)予定

小委員会 4月～3月 協会事務局 他

　　　　　《九州・全国》
大会・事業名 期日 会場 備考

レフェリーアカデミー：九州大学リーグ・九州リーグ 4月～12月 九州各地

トップR　研修 4月～10月 九州各地

1級・2級強化 研修 4月～12月 九州各地

Kyu1,Kyu2 研修 4月～12月 九州各地

2021年度プール候補者選考 （九州大学リーグ1部） 10月～11月 九州各地

2021年度Kyu2選考 （九州大学リーグ2部） 10月～11月 九州各地

2級強化研修会 （九州ブロック国体） 8月 沖縄県

Kyu2研修 （九州高校総体　他） 4月～12月 九州各地

2級昇格研修会 （九州高等学校U-17） 2月 長崎県

U-20．U-22審判員研修会 （ミズノカップ） 8月 熊本県

U-18審判員研修会兼全日本U-12選考 （九州U-13選抜大会） 8月 大分県

各県育成担当者会議 6月 佐賀県

女子研修会 （九州高校女子サッカー大会　他） 4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) 4月～12月 九州各地

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 沖縄県

2級インストラクター昇格研修会 （九州高等学校U-17) 2月 長崎県

九州オープニング研修会 2月 福岡県

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～12月 九州各地

フットサル3級インストラクター認定講習会 4月～10月 県内各地

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） 4月～10月 九州各地

2020年度1級候補者選考 （全日本フットサル選手権） 4月～10月 九州各地

男子フットサル2級昇格審査 （九州ユース選抜） 12月 九州各地

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） 未定 九州各地

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） 未定 九州各地

ビーチサッカー審判研修会 （全国大会　九州予選） 8月 九州各地

KYFA 第8回九州O-40サッカー大会 6月 県立SR場

ナショナルトレセンU12九州 （全日本U12派遣U18審判強化研修） 10月 熊本県

　　　　　《全国関係》

第75回国民体育大会 10月 霧島市・南さつま市・志布志市

S級・1級審判インストラクター研修会 未定 JFAハウス 他

1級・女子1級審判員研修会 未定 JFAハウス 他

地域都道府県審判フォーラム （全国審判委員長会議） 6月 福岡県

全国
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