
対象期間：　2021年4月1日～2022年3月31日

1.理事会・総会

名称 実施日 開催場所

6/12（土）13：30～ 長崎県市町村会館

6/27（日）14：00～ 平安閣サンプリエール

12/5(日)13：30～予定 長崎県市町村会館

3/6(日)13：30～予定 長崎県市町村会館

2.国際試合

名称 実施日 開催場所

5/29(土)～6/7(月) トランスコスモススタジアム長崎、他

3.天皇杯

名称 実施日 開催場所

4/18（日） 未定

5/9（日） トランスコスモススタジアム長崎

5/22(土)or23(日)、予備日：5/24(月) 他県にて開催

6/9(水)、予備日：6/16(水) 長崎県内開催　調整中

7/7(水)、予備日：7/14(水) 長崎県内開催　調整中

8/18(水)、予備日：10/13(水) 長崎県内開催　調整中

10/27(水)、予備日：11/17(水) 長崎県内開催　調整中

4.国体　　

名称 実施日 開催場所

8/7（土）～9(月) 福岡県

9/26（日）～30（木） 三重県

 

5.社会人　1種

名称 実施日 開催場所

2021年4月～2022年1月 長崎県内

2021年4月～202２年３月 長崎県内

2021年6月20日、27日 未定

2021年6月20日、27日 未定

202２年2月13日、20日 未定

6.大学　1種

名称 実施日 開催場所

未定 未定

未定 未定2021 長崎県大学秋季リーグ

2021年度　長崎県ミドルリーグ

九州社会人ｻｯｶｰ選手権大会　長崎県予選

九州ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑｻｯｶｰ選手権大会 長崎県予選

２０２１年度長崎県サッカー選手権大会　社会人予選

第32回 県サッカー選手権大会　大学予選

天皇杯 JFA  第101回 全日本サッカー選手権大会（4回戦）

天皇杯 JFA  第101回 全日本サッカー選手権大会（準々決勝）

国民体育大会 第42回 九州ブロック大会

第76回 国民体育大会　三重とこわか国体

2021年度　長崎県サッカーリーグ

令和3(2021)年度　（一社）長崎県サッカー協会　事業計画＜案＞

第1回 通常理事会

第1回 通常総会

第2回 通常理事会

第3回 通常理事会

U-16 インターナショナルドリームカップ

第32回 長崎県サッカー選手権大会（天皇杯　県予選　1回戦）

第32回 長崎県サッカー選手権大会（天皇杯　県予選　決勝戦）

天皇杯 JFA  第101回 全日本サッカー選手権大会（1回戦）

天皇杯 JFA  第101回 全日本サッカー選手権大会（2回戦）

天皇杯 JFA  第101回 全日本サッカー選手権大会（3回戦）



7.高校　2種

名称 実施日 開催場所

未定　～6/11（金） 県内各地

決勝戦 6/11(金) トランスコスモススタジアム長崎

未定　～１１/14（日） 県内各地

準決勝 11/7(日) トランスコスモススタジアム長崎

決勝戦 11/14(日) トランスコスモススタジアム長崎

8.中学　3種

名称 実施日 開催場所

4/24(土)、25(日)、29(木祝) 未定

5/8(土)、15(土)、22(土)、29(土) 未定

6/26(土)、27(日) 未定

7/24(土)、25(日)、26(月) 未定

8/28(土)、29(日)、
9/4(土)、5(日)、11(土)、12(日)

島原半島内

10/2(土)、9(土)、10(日)、16(土) 未定

10/23(土)、24(日) 未定

11/27(土)、28(日) 未定

12/4(土)、5(日)、11(土)、12(日) 未定

12/18(土)、19(日)、
1/8(土)、9(日)予定

未定

2/5(土)、6(日)、12(土) 未定

2/5(土)、6(日) 島原市

9.小学　4種

名称 実施日 開催場所

4/24(土)～２5(日) 島原市(県フットボールセンター)

9/11(土)～12(日) 島原市(県フットボールセンター)

11/6(土)、7(日)、１3(土)、１4(日)、20(土)
予備日：11/21(日)未定

長崎・西彼/決勝：トラスタ

12/4(土)、５(日)、１２(日)、予備日：１９(日) 県北

2/5（土）、６（日）、１２（土）、予備日：１３日（日） 県央/決勝：トラスタ

２０２1 長崎県少年U-1２トレセン交流大会

２０２1 長崎県少年U-1１トレセン交流大会

JFA 第45回 全日本U-12サッカー選手権大会　長崎県大会

第1３回 米濵・リンガーハットカップ長崎県ジュニアサッカー大会

２０２２　こくみん共済 coop 杯　九州少年サッカー長崎県大会

長崎県Ｕ－１３トレセン交流会

長崎県クラブユースU-14サッカー大会

長崎県クラブユースU-1３サッカー大会

長崎県中総体新人大会

九州クラブユースＵ－１４サッカー大会

長崎県Ｕ－１４トレセン交流会

長崎県中総体

宅島建設杯　第２９回長崎県ジュニアユースサッカー選手権大会

高円宮杯　長崎県代表決定戦

長崎県Ｕ－１５トレセン大会

第73回 長崎県高等学校総合体育大会サッカー競技

第100回 全国高等学校サッカー選手権長崎県大会

長崎県クラブユースＵ－１５選手権大会（予選）

長崎県クラブユースＵ－１５選手権大会（決勝トーナメント）



10.女子

名称 実施日 開催場所

4/4(日)、11(日) 島原市人工芝他

6/12(土)、13(日) 諫早市久山港人工芝

7/3(土)、4(日)、18(日)、25(日) 百花台サッカー場他

9/4(土)～5(日) 諫早市久山港人工芝

9/18(土)～19(日) 島原市人工芝

9/18(土)～19(日) 島原市人工芝

9/25(土)～26(日) 島原市人工芝

10/30(土)～11/1(月) 島原市人工芝他

2/12(土)～13(日) 大村市古賀島サッカー場

11.シニア

名称 実施日 開催場所

9/11（土）～12（日） 大村市多目的スポーツ広場（古賀島）

未定 未定

12.フットサル

名称 実施日 開催場所

４月予定 未定

５月予定 未定

５月予定 未定

６月予定 未定

７月予定 島原復興アリーナ予定

７月予定 未定

７月予定 島原復興アリーナ予定

９月予定 島原復興アリーナ予定

１０月予定 未定

１０月予定 未定

１０月予定 未定

２月予定 島原復興アリーナ予定

３月予定 未定

３月予定 未定

全日本女子フットサル選手権大会長崎県予選

全日本フットサル選手権大会長崎県予選

U-11フットサル新人長崎県大会

ファミリーフットサル

NHK杯フットサル大会

JFAバーモントカップ長崎県大会

長崎県ビーチサッカー大会

長崎県ガールズフットサル大会

長崎県ジュニアユースフットサル大会

長崎県ジュニアユース女子フットサル大会

シニアサッカーリーグ（O-40、O-50、O-60）

各郡市フットサル委員長会議

九州大学フットサル大会県予選

九州ユース(U-18)フットサル大会県予選

長崎県フットサルリーグ開幕

第10回 Ｕ-1８女子サッカー選手権大会

第２６回 九州女子ユースＵ15サッカー長崎県予選

第26回 九州ジュニアユースＵ１５女子サッカー選手権大会

第7回 長崎県Ｕ-12少女交流サッカー大会

KYFA 2021 九州O-50フェスティバル

第33回 九州なでしこサッカー大会長崎県予選

第25回 長崎県少女サッカー大会

第2７回 長崎県女子サッカー選手権大会

第31回 九州ガールズエイトＵ12サッカー長崎県予選

第16回 長崎県高等学校女子サッカー選手権大会



名称 実施日 開催場所

4月～3月　予定 各幼稚園保育園等

9月～10月　予定 佐世保市宇久　予定

11月　予定 トラスタ

2月～3月　予定 長崎市、西彼

14.知的障がい者サッカー

名称 実施日 開催場所

5月～9月 未定

11月 未定

12/19(日) トランスコスモススタジアム長崎

15.審判

名称 実施日 開催場所

4/17（土）予定 未定

４月～９月 各所・オンライン

６月～３月 各所

9/4（土）予定 未定

９月～２月末日 オンライン

3/5（土）予定 未定

16.規律・フェアプレー

名称 実施日 開催場所

未定 高校新人戦時に開催

第２回 郡市審判長会議

マッチコミッショナー（MC）講習会

2021年度 長崎県審判委員会総会

長崎県 新規サッカー４級審判員認定講習会

長崎県サッカー３級審判員昇格研修会

第１回 郡市審判長会議

長崎県 サッカー３級・４級審判員更新講習会

NFAキッズフェスティバル&巡回指導

JFAフットボールデー

JFAキッズサッカーフェスティバル in 諫早

石橋工務店カップFM長崎U-10サッカー大会

第7回 きらめきカップ

第６回全国知的障害特別支援学校高等部サッカー選手権　長崎県予選

２０２１年度　特別支援学校スペシャルリーグ

13.キッズ



１7．登録拡大推進事業＜新規＞

18.第72回長崎県民体育大会サッカー競技運営事業

19．強化派遣事業

地元JリーグのV・ファーレン長崎と協働し、V・ファーレン長崎普及コーディネーターを携え「男子(U-8)」＋
「女子(U-10)」＋「シニア(O-50)」5人～8人制サッカー大会の開催、更には、父兄の参加事業も実施し、メ
ディア並びに地域にも協力していただくことにより、サッカーファミリーの拡大、登録に向けたきっかけづくりの
一翼を担う。

詳細は、『2021年度 登録拡大推進事業【事業計画書】』参照

　また、（公財）長崎県スポーツ協会の『がんばれ長崎！とびだぜ世界へ！』支援事業として、ジュニア育成の競
技力向上対策事業の補助対象経費助成(上限20万円（補助対象経費5分の４）)を受け、支出する。

　また、国体女子チームの遠征費等について、免税募金の収入（国体女子チーム活動としての収入）を助成す
る。

　前年度の登録料の中から各郡市サッカー協会へ運営費として、一律６万円+（各郡市サッカー協会の前年度
の登録人数×100円）の合計額を還元する。

22．表彰事業

23.JFAカレンダー購入斡旋事業

24．V.ファーレン長崎との連携事業

　　長崎県におけるサッカー競技の健全なる普及発展に貢献した者及び日本代表として活躍した者を対象に
表彰し、長崎県のサッカー競技の振興に資する。
　　また、次に掲げる表彰について、サッカー関係団体及び個人を本協会から推薦する。
　　・公益財団法人　日本サッカー協会功労者(JFA関係)

　　訪問回数が少ない市町村を訪問することで、サッカーファミリーの拡大とJ2リーグホームゲームにおけるス
タジアム集客に貢献することを目的に、V.ファーレン長崎との協働で、郡市サッカー協会を巡回指導する。

　　・春秋叙勲(国関係)
　　・県民表彰(長崎県関係)
　　・長崎県スポーツ表彰及び長崎県スポーツ教育長顕彰(長崎県教育委員会関係)
　　・公益財団法人　長崎県スポーツ協会スポーツ功労者(長崎県スポーツ協会関係)

　　「一般社団法人長崎県サッカー協会表彰」

　　　ＪＦＡ登録加盟チーム・登録選手を対象に「日本代表オフィシャルカレンダー」をＪＦＡの案内により、特別価
格優待販売価格で県協会が斡旋する。

　①　国体選手育成強化に係る競技力向上対策事業として、長崎県体育保健課（競技力向上対策本部）から
の助成支援を受け、県外遠征や県内強化練習会・合宿等の経費を支出する。
　②　九州ブロック大会及び本国体出場に係る監督・選手に対し派遣費として、(公財)長崎県スポーツ協会か
らの助成支援を受け、旅費（交通費・宿泊費・弁当代）を支出する。

　③　九州ブロック大会及び本国体出場に係るチームへ栄養費（5万円）及び激励費（5万円）として（一社）
長崎県サッカー協会から支給する。
　　　　(1カテゴリー10万円上限×3種別(九州ブロック大会・本国体)

20．資格取得助成事業

　審判1級及び指導者A級ライセンス取得者に対し、お祝い金として活動資金の一部(5万円)を助成する。

　③　競技種別　　一般の部、30歳以上の部、40歳以上の部、50歳以上の部、60歳以上の部(オープン競技)

　・広く県民各層のスポーツを振興して、その普及発展と競技力の向上を図り、あわせて県民の健康を増進し、
明朗な県民性を養うため、長崎県、長崎県教員委員会、(公財)長崎県スポーツ協会、開催地市町・開催地市
町教育委員会及び開催地市町体育・スポーツ協会主催により開催される「令和3年度ながさき県民総スポー
ツ祭・第72回長崎県民体育大会」のサッカー競技の運営に当たる。
　①　期　　　　日　　令和3年11月13日(土)～14日(日)
　②　場　　　　所　　県北地区（壱岐含）

21．地域活性化事業



　

　

　　　「ずっと平和であるために!」をコンセプトに開催する「しま」からの発信事業。
私たちがスポーツに打ち込めること。 私たちが、この空と海のもと、仲間と楽しむことができること。 すべては、
人々が悲しみを乗り越え、長い年月をかけて築かれた平和な日常があるからこそ。 (一社)長崎県サッカー協
会は、76年前に被爆した悲しい思いを忘れることなく「ビーチサッカー　「Peace Festival in  island 」」を
開催し、しまから県内外へ、また、海外へ平和を発信し、命を守り、生活を守り、大切なひとを守ることの大切さ
を実感し、平和の中でビーチサッカーを楽しめる日にすることを目的に開催する。

ソーシャルフットボールとは、精神障がいのある人が行うフットサルやサッカーです。基本ルールは健常
者と同じで、フットサルでは女子選手を含む場合に最大6人がコートでプレーするなど、一部特別ルー
ルを採用しています。

　④　知的障がい者サッカー[ 知的障がい ]

　　　日頃から陰で支える母親(父親)をメインとし、子どもアスリートの育成と、全員参加型交流ゲームを開催す
ることにより、女性・女の子が気軽に運動する環境を触れることで「しま」のサッカー普及並びにサッカーファミ
リーの拡大を図ることを目的に開催する。

　　　サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会貢献の発展に寄与する
ことを目的に開催する。しまの子供たちにサッカーの楽しさ、スポーツの楽しさを知ってもらい、スポーツを身近
に感じてもらう。保護者の方々もスポーツを楽しむ子供たちの姿を見て応援し、また、保護者の方々にも参加し
ていただき、スポーツを身近なものに感じ、サッカーファミリーの輪を広げる。

　③　ビーチサッカー　「Peace Festival in island 」　

　②　フットボールデー　離島開催

  ①　レディースデー　離島開催

知的障がい者サッカーとは、知的障がいのある人が行う11人制サッカーです。フットサルも行っていま
す。ルールは健常者のサッカー、フットサルと同様で、プレーヤーの障がいの度合いにより試合時間が
異なります。

アンプティサッカーとは、足や腕に切断障がいのある人が行う7人制サッカーです。日常生活で使用す
る義足・義手を外し、ロフトストランドクラッチという杖で体を支えながらプレーします。

　　④　2022年度に障がい者委員会を設置するに当たり、先進地への視察を実施する。
　　⑤　長崎県FAとして、7つの障がい者サッカーへの関わり方について、調査研究を実施する。

２6．離島支援事業

　⑤　電動車椅子サッカー[ 重度障がい等 ]
電動車椅子サッカーは国際的にはパワーチェアーフットボールと呼ばれ、主に自立歩行が困難な重度
の障がいのある人が行う４人制サッカーです。手やアゴでジョイスティック型のコントローラーを操り、
電動車椅子でプレーします。

　⑥　ブラインドサッカー[ 視覚障がい ]
ブラインドサッカーとは、視覚障がいのある人がアイマスクをつけて行う5人制のサッカーです。転がる
と音の出るボールを使用し、まわりの声を頼りにプレーします。2004年からパラリンピックの正式種目
です。弱視者のロービジョンフットサルもあります。

　⑦　ろう者サッカー[ 聴覚障がい ]
ろう者（デフ）サッカーは、聴覚障がいのある人が行うサッカーです。フットサルもあります。ルールは基
本的に健常者と同じです。審判は笛だけではなくフラッグも使用するなど、視覚情報を頼りにプレーし
ます。

　②　CPサッカー[ 脳性麻痺 ]

CPサッカーとは、脳の損傷によって運動障がいのある人が行う7人制サッカーです。Cerebral（脳か
らの）Palsy（麻痺）の頭文字をとり、そう呼ばれています。

　③　ソーシャルフットボール[ 精神障がい ]

　　①　障がい者サッカーの普及に努め、社会に根付いたものとなることで、誰もが、いつでもどこでもスポーツ
を楽しめる環境を創りあげる。
　　②　健全な組織の構築に努め、社会的責任を果たしていくことで、障がい者サッカーの価値を向上する。
　　③　障がい者サッカーを行う環境づくりを整える。

 (７つの障害者サッカー)
　①　アンプティサッカー[ 切断障がい ]

25．障害者サッカー推進事業

　(事業)

　・広くサッカーを通じ、障害の有無に関わらず、誰もがスポーツの価値を享受し、一人ひとりの個性が尊重さ
れる活力ある共生社会の創造に貢献するため、2021年度に第1種社会人委員会の中に「障がい者部会(き
らめき部会(仮称))」を設置し、目的達成のための事業を実施する。2021年度は、引き続き、「きらめきカッ
プ」を開催する。また、2022年度には、一つのカテゴリーである「障がい者(きらめき(仮称))委員会」の設立
を目指す。


