
日曜日

Ｈ２４ (h24)開催日 名　称 場　所 主　管 責任者 備　考
4月 7 KYUリーグ開幕 各地 第１種社会人委員会 小川 JFL
1 1・8 第24回九州なでしこサッカー大会長崎県予選 諫早市 女子委員会 酒井 　前期   3/11(開幕)・4/8・22、5/13・26
8 14～11/25 高円宮杯U-18サッカーリーグ2012長崎県リーグ 各地 第２種委員会 渡邉 　　      6/3・17、7/1・8・15・29、9/17・29・
15 14～12/9 高円宮杯U-18サッカーリーグ2012プリンスリーグ九州 各地 第２種委員会 渡邉 　後期   7/3・17、8/7、9/18
22 8 県シニアＯ-50リーグ開幕 各地 シニア委員会　 廣田　隆 　       10/2・22、11/23・27
29 22 長崎県サッカーリーグ開会式・開幕 大村市 第1種社会人委員会 小川
㉚ 22 県シニアＯ-40リーグ開幕 各地 シニア委員会　 廣田　隆 シニアリーグ4月～2月（０－４０・０－５０）

28・29 第17回九州女子ユース(U-15)選手権大会県予選 大村市 女子委員会 宮崎
5月
③ 12 第8回県ねんりんぴっく大会 諫早市 県・県すこやか長寿財団他 廣田　隆
④ 12・19・26・27 第18回長崎県クラブユース(U-15)選手権大会 佐世保市・島原市 クラブ連盟 小林 県サッカーリーグ
⑤ 6・27 第47回九州社会人大会　県予選 佐世保市・諌早市 第１種社会人委員会 小川 　１部　6/10～12/16
6 13・20・27 第１8回全国クラブチーム選手権大会長崎県予選 佐世保市・諌早市 第１種社会人委員会 小川
13 12,13,6/3 平成24年度第23回長崎県サッカー選手権大会大学予選 長崎市・佐世保市 第１種大学委員会 辻下 　２部　6/17～12/16
20 20 長崎県フットサルリーグ１部・２部開幕 小佐々・ｼｰﾊｯﾄ大村 フットサル委員会 名切・杉町

6月 　３部　6/24～12/16
3 3 九州大学フットサル大会２０12長崎県予選 県立ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学 フットサル委員会 名切・杉町

10 23・24 第16回長崎県少女サッカー選手権大会(少女) 長崎市 女子委員会 宮崎 ミドルリーグ　　　
3 長崎県フットサルリーグ３部開幕 雲仙市国見町 フットサル委員会 名切 　（北部・南部）6月～3月上旬）
17 ファミリーフットサルファースト 県立大学シーボルト校 フットサル委員会 名切

17 2～8 第64回県高等学校総合体育大会 長崎市 第２種委員会 渡邉 県大学サッカー秋季リーグ　
24 9・10・17日（予備日24） 第36回全日本少年大会県大会 雲仙市 第４種委員会 平坂   9/25、30、10/7・14・28(長崎市・佐世保市)

10(日) (社)長崎県ｻｯｶｰ協会第1回通常総会 長崎市 総務委員会 小川
23・24 第21回長崎県Ｊｒユース（Ｕー14）トレセン大会 島原市 第３種委員会 相川 プリンスリーグ１部・２部
下旬 ミドルリーグ開幕（社会人） 各地 第１種社会人委員会 小川 　１部(4月～12月)　4/14・15・21・28・30・

30・7/1 平成24年第23回長崎県サッカー選手権１・２回戦及び準決勝 長崎県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 第１種社会人委員会 小川 　　5/3・5・12・13・19、7/8・14・16・22、

7月 1 フットサル社会人リーグ１部 小佐々 フットサル委員会 名切 　　9/2・9・17・22、10/7、11/25・12/1・2

14.15 九州シニア0－50フェスティバル 長崎県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ シニア委員会 廣田 　2部(4月～7月)　　4/14・15・28・30、5/3・5・12・13、

15 長崎県ジュニアユースフットサル大会 島原復興 フットサル委員会 名切 　　　7/8・14・22、9/2・17・22・30、10/7、12/1・2

1 8・29・8/26 第14回長崎県女子選手権大会・兼九州選手権予選 佐世保市・諌早市・島原市 女子委員会 酒井
8 14・15日 2012　Ｎａｇａｓａｋｉ　Ｇｒａｓｓｒｏｏｔ　Festival U-11 雲仙市 第４種委員会 平坂 県U-18リーグ（4月～12月）
15 28・29・30 長崎県中学校総合体育大会サッカー競技 佐世保市 県中体連・県教委 相川 　1部　4/21・22・28・30、5/3・13・19・20、6/10

22 15 長崎県ユースフットサルプレ大会 島原復興 フットサル委員会 江島・杉町　　7/8・14・16・20、8/25・26、9/15・22,10/6・6・8・14

29 長崎県リーグ３部 国見町 フットサル委員会 江島・杉町　2部　　4/22・28・30、5/20・27、6/10・17,7/8・16,

8月 25・26、9/1・2・8㉚9 宅島建設杯第20回長崎県Ｊｒユースサッカー選手権大会 島原市・雲仙市・南島原 第３種委員会 相川 　　7/16・22,8/5・12・19,9/15・17,10/6・8,14・21,12/1

5 5 社会人フットサルリーグ１部　 小佐々スポーツセンターフットサル委員会 名切
12 19 女子フットサル選手権九州予選 シーボルト大学 フットサル委員会 名切
19 26 平成24年第23回長崎県サッカー選手権決勝・女子選手権決勝島原市営陸上競技場 1種社会人委員会 小川 予備日8月27日（月）

26 26 長崎県フットサルリーグ１部　２部 1部大瀬戸・2部国見 フットサル委員会 名切
１(土) (社)長崎県サッカー協会第1回通常理事会 長崎県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 総務委員会 小川

9月 9 JFAフットボールデー2012 長崎県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ キッズ・総務委員会 廣田・小川

2 15・16 長崎クラブユース（Ｕ－１３）サッカーー大会 未定 クラブ連盟 小林 県ユース（U－１５）リーグ
9 17 ファミリーフットサルセカンド 小佐々 フットサル委員会 名切 　　　1部　1月～9月
8 8.9.16.(予備日17) 第4回ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄｶｯﾌﾟU-12長崎県ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会 島原市 第４種・女子委員会 平坂・林田　　　2部　3月～9月
⑰ 22・23 第12回九州高校女子サッカー選手権大会県予選 諫早市 女子委員会 林田 　　　3部　3月～9月
㉚ 22・23 第１回九州ユース（Ｕ－２２）サッカー大会 諫早市 女子委員会 林田
30 9/23・30・10/7・14・28 平成24年度長崎県大学サッカー秋季リーグ 長崎市・佐世保市 第１種大学委員会 辻下 県地域別Ｕ-13リーグ

10月 6・7 第２１回九州大学女子サッカー選手権大会 島原市 女子委員会 林田 （兼：長崎県ユース（Ｕ－１５）プレリーグ参加予選）　

7 6・7 長崎県クラブユース(U-15)サッカー大会 未定 クラブ連盟 小林 　　　6/1～11/30(県内4ブロック)
28 長崎県フットサルリーグ３部 国見 フットサル委員会 名切

⑧ 6.7 第４回長崎県クラブユース(Ｕ－15)サッカーフェスティバル 諌早市 クラブ連盟 小林
13・14 九州ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会長崎県代表決定戦 島原市 第３種委員会 相川

14 20・21 長崎県Ｊｒユース（Ｕー１５）トレセン大会 長崎市 第３種委員会 相川
21 28～11/18 全国高校選手権大会県予選 島原市・雲仙市・諌早市 第２種委員会 渡邉
28 27・28 第22回ＪＦＡ九州ガールズエイト(U-12)大会県予選 大村市 女子委員会 宮崎

28 PUMAカップ 小佐々 フットサル委員会 名切
11月 3 第４回ガールズU-15フットサル大会 シーボルト大学 ﾌｯﾄｻﾙ委員会・女子 名切・林田

③ 4 女子リーグU-18フットサル大会 シーボルト大学 ﾌｯﾄｻﾙ委員会・女子 名切・林田県女子リーグ
4 10・11 第64回長崎県民体育大会 島原市他 石橋 　　6/17、9/9、10/14、10/21、11/4、11/18
11 23・24 バーモントカップフットサル大会 琴海南部・シーボルト大 フットサル委員会 名切・江島

18 24・25 長崎県Ｊｒユース(Ｕ－１３)トレセン大会 佐世保市 第３種委員会 相川
㉚25 30・12/1・２ 全国地域リーグ決勝大会 長崎市 1種社会人委員会 小川
12月 1・2・8・9 第20回長崎県クラブユース(Ｕ－１４)サッカー大会 島原市 クラブ連盟 小林　

8・9 第２３回ガールズ・エイト（Ｕ－１２）サッカー大会 島原市 女子委員会 林田
2 1・2・9日（予備日16日） 長崎県少年サッカー新人大会（８人制） 佐世保市 第４種委員会 平坂
9 9(日) (社)長崎県サッカー協会第2回通常理事会 長崎市 総務委員会 小川
16 16 長崎県サッカーリーグ閉会式・閉幕 島原市 第1種社会人委員会 小川
16 16 ファミリーフットサルファイナル 県立ｼｰﾎﾞﾙﾄ大学 フットサル委員会 名切・松尾

23 16 フットサル社会人県リーグ２部 国見町 フットサル委員会 名切
㉚30 23 長崎県リーグ２部 佐世保市体育文化 フットサル委員会 名切
1月 5・6 九州選抜中学生サッカー大会 島原市 九州サッカー協会第３種
① 20～27 県高等学校新人大会 長崎市 第2種委員会・女子 渡邉・林田

6 27 長崎県4部リーグ決勝大会 未定 第１種社会人委員会 小川
13⑭ 4・5・6 第33回九州選抜中学生（Ｕ－１４）サッカー大会 島原市 第３種委員会 相川
20 12・13・14日 長崎大会 長崎市 第４種委員会 平坂 JFAｷｯｽﾞ(Ｕ-6/8/10)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2012
2月 2・3・9日（予備日10日） 九州少年サッカー長崎県大会 雲仙市 第４種委員会 平坂
3 2・3・10 第26回長崎県中学校新人サッカー大会 佐世保市 第３種委員会・中体連 相川 JFAﾚﾃﾞｨｰｽ/ｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2012
10 3 長崎県サッカーリーグ入れ替え戦 未定 第1種社会人委員会 小川
⑪ 9 特別支援学校フットサル教室(女子リーグ) 県立総合体育館 フットサル委員会 中嶋・吉田 JFAﾌｧﾐﾘｰﾌｯﾄｻﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2012with KIRIN
17 23 第3回職場対抗フットサル大会(女子リーグ) 県立総合体育館 フットサル委員会 名切・松尾

24 10・17・24 平成24年度第23回長崎県選手権大会社会人予選 諌早市他 第1種社会人委員会 小川
24 ミドルリーグ決勝大会 未定 第1種社会人委員会 小川
24 ＮＨＫフットサル大会 県立総合体育館 フットサル委員会 名切
23・24・3/2(3/3予備日) ソフトバンクショップ杯Ｕ－１０大会 未定 キッズ委員会 廣田
15～18 第34回　九州高等学校U-17サッカー大会 島原市 第２種委員会 渡邉

3月 2(土) (社)長崎県サッカー協会第2回通常総会 長崎市 総務委員会 小川
１・２・３ デンソーカップ 島原市 １種大学 辻下

3 3 ミドルリーグ決勝大会 未定 第1種社会人委員会 小川
10 10 長崎県フットサルリーグ参入戦 小佐々 フットサル委員会 名切・杉町・太田

17⑳ 17 長崎県フットサルリーグ入れ替え戦 小佐々 フットサル委員会 名切
23・24 第１９回　九州少年サッカー(U-11)新人大会 島原市 第４種委員会 平坂

平成２４年度　長崎県サッカー協会　大会等実施計画 （社）長崎県サッカー協会　平成２４年6月12日作成


