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平成28年度　(一社)長崎県サッカー協会　事業計画

＜主管＞県ＦＡ・・長崎県サッカー協会、技術・・技術委員会、１社・・第１種社会人委員会、１大・・第１種大学委員会、２種・・第２種委員会、３種・・第３種委員会、
         ４種・・第４種委員会、女子・・女子委員会、Ｆ・・フットサル委員会、シニア・・シニア委員会、キッズ・・キッズ委員会、広報・・広報委員会、中・・中体連

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第1種社会人委員会総会 4/17(日) 長崎市 １種 ねんりんピック長崎2016 10/15(土)～18(火) 島原市・雲仙市 シニア

高円宮杯U-18サッカーリーグ 4/9(土)～＜12/4＞ 県内各地 ２種 希望郷いわて第７１回国民体育大会 10/２(日)～６(木) 岩手県

第22回長崎県クラブユース（U-15）選手権大会＜予選＞ 4/29(金)～30(土)・＜5/1＞ 島原市 3種 第28回長崎県サッカー選手権大会大学予選 10/29(土)～30(日)・＜12/10＞ 長崎市ほか １大

第28回九州なでしこサッカー大会県予選 4/3(日)・4/10(日) 鎮西学院・島原商業他 女子 平成28年度長崎県大学サッカー秋季リーグ ＜9/25＞･10/2(日)･10/9(日) 長崎市ほか １大

第21回九州女子ユース（Ｕ－１５）選手権 4/23(土)～24(日) 諫早市 女子 第９５回全国高校サッカー選手権大会(～準々決勝) 10/22(土)～23(日)・10/29(土)～30(日) 島原市・雲仙市・大村市 ２種

フットサル担当者会議　 4/9(土) 長崎市 Ｆ 九州高円宮杯（U-15）県代表決定戦 10/８(土)～１０(月) 雲仙市 ３種

県リーグ代表者会議 4/17(日) 大村市 Ｆ 長崎県（U-15）トレセン大会 10/22(土)～23(日) 長崎市・時津町 ３種

フットサル少年リーグ 4/26(火)～ 長崎市、西彼 Ｆ 第3回長崎県Ｕ-12少女交流サッカー大会 10/22(土)～23(日) 長崎市 女子

シニアリーグ戦（O-40/O-50/O-60） 4/10～ 県内各地 シニア 第25回九州大学女子サッカー選手権大会 10/29(土)～30(日) 雲仙市 女子

第2回 広報委員会 会議 4/30(土) 県サッカー協会事務局 広報 全日本フットサル選手権 ＜9/18＞・10/2(日)・10/9(日) 佐世保市東部 Ｆ

九州Ｆリーグ 10/８(土)～９(日) 佐世保市東部 Ｆ

第4回 広報委員会 会議 10/26(水)＜開催中止＞ 県サッカー協会事務局 広報

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第27回長崎県サッカー選手権大会　大学予選 5/7(土)～5/8(日)・＜6/5＞ 長崎市ほか １大 第９６回天皇杯４回戦(県内開催なし) 11/９(水) 諫早市 県ＦＡ

第22回長崎県クラブユース（U-15）選手権大会＜予選＞ ＜4/29～4/30＞・5/1(日) 島原市 3種 第６７回長崎県民体育大会 11/12(土)～13(日) 島原市・南島原市・雲仙市 県ＦＡ

第22回長崎県クラブユース（U-15）選手権大会＜決勝Ｔ＞ 5/7(土)・5/14(土)・5/28(土)～29(日) 島原市・雲仙市 ３種 第９５回全国高校サッカー選手権大会(準決勝・決勝) 11/6(日)・11/13(日) 雲仙市・諌早市 ２種

ファミリーフットサルフェスティバル １ｓｔステージ 5/１5(日) 県立大学シーボルト校 Ｆ 長崎県（U-13）トレセン大会 11/26(土)～27(日) 佐世保市 ３種

第13回九州選抜フットサル大会 5/２１(土)～２２(日) 佐世保市東部 Ｆ 第40回全日本少年サッカー長崎県大会 11/12(土)～13(日)・11/19(土)～20(日) 県央地区 ４種

第3回全日本ユースＵ－１８フットサル大会県大会　 5/２９(日) 島原復興アリーナ Ｆ 第40回全日本少年サッカー長崎県大会 11/23(水祝)・＜予備日＞11/２７(日) 県立総合運動公園陸上競技場 ４種

九州大学フットサル大会県予選 5/２8(土) 島原復興アリーナ Ｆ 少年フットサル新人大会　 11/19(土)～20(日) 島原市 Ｆ

第13回長崎県ねんりんピック交流大会（派遣選手選考会） 5/14(土) 長崎市柿泊陸上競技場 シニア ファミリーフットサルフェスティバル ２ndステージ　　　 11/23（水祝） 佐世保市 Ｆ

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第1回通常理事会 6/4(土) 長崎市 県ＦＡ 第2回通常理事会 12/4(日) 長崎市 県ＦＡ

第1回通常総会 6/25(土) 長崎市 県ＦＡ 第９６回天皇杯準々決勝(開催未定) 12/24(土) 諫早市 県ＦＡ

第２７回長崎県サッカー選手権大会（1回戦） 6/19(日) 長崎市総合運動公園陸上競技場 １種 第28回長崎県サッカー選手権大会大学予選 ＜10/29～30＞・12/10(土) 長崎市 １大

第２７回長崎県サッカー選手権大会（決勝） 6/26(日) 島原市営陸上競技場 １種 高円宮杯U-18サッカーリーグ ＜4/9＞～12/４(日) 県内各地 ２種

第27回長崎県サッカー選手権大会　大学予選 ＜5/7～5/8＞・6/５(日) 長崎市ほか １大 長崎県クラブユース（U-14）選手権大会 12/３(土)～４(日)・12/１０(土)～１１(日) 島原市 3種

第４０回九州大学サッカー選手権大会 6/11(土)～12(日) 島原市 １大 第8回リンガーハットカップ長崎県ジュニアサッカー大会 12/3(土)～4(日) 平戸市 ４種

第６８回長崎県高等学校総合体育大会 6/4(土)～10(金) 島原市・雲仙市・諫早市・大村市 ２種 第8回リンガーハットカップ長崎県ジュニアサッカー大会 12/11(日)・＜予備日＞12/18(日) 佐世保市営陸上競技場 ４種

第６８回全九州高等学校体育大会 6/17(金)～20(月) 島原市・雲仙市 ２種 第２回きらめきカップ 12/17(土) 県立総合運動公園陸上競技場 県ＦＡ

第25回長崎県Ｊｒユース（U-14）トレセン大会 6/２５(土)～２６(日) 大村市 ３種 ファミリーフットサル　ファイナル 12/11(日) 長崎市 Ｆ

第21回長崎県少女サッカー選手権 6/25(土)～26(日) 長崎市 女子

第22回長崎県少年フットサル（第26回バーモントカップ）大会 6/２５(土)～２６(日) 大瀬戸体育館・琴海南部 Ｆ

ｶﾞｰﾙｽﾞ大会（仮）※未開催 6/２６(日) 大瀬戸体育館 Ｆ

第3回 広報委員会 会議 6/1５(水) 県サッカー協会事務局 広報

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

国体 第３６回九州ブロック大会 7/１６(土)～１８(月) 宮崎県 平成２８年度長崎県高等学校新人大会 1/21(土)～22(日)・1/２8(土)～29(日) 長崎市 ２種

第５２回九州社会人サッカー選手権大会 7/30(土)～３１(日) 島原市 1種

平成28年度長崎県中学校総合体育大会 7/２３(土)～２５(月) 長崎市 中・３

長崎県少年U-11トレセン交流大会 7/23(土)～24(日) 島原市(県フットボールセンター) 4種

第22回長崎県女子サッカー選手権県予選 7/１０(日)・7/３１(日)・＜8/２１＞ 佐世保市・諫早市 女子

第22回長崎県ジュニアユースフットサル大会　 7/２３(土)～２４(日) 島原復興アリーナ Ｆ

第13回九州女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権県大会 7/３(日) 長崎市 Ｆ

九州ユースＵ－１５女子フットサル 24日（日） 島原復興アリーナ

結の浜マリンパーク ビーチサッカーフェスティバル2016 7/30(土)～31(日) 諫早市 Ｆ

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第９６回天皇杯１回戦 8/２７(土) 諫早市 県ＦＡ 長崎県中学校新人大会 2/４(土)～５(日)・2/12(日) 佐世保市 中・３

第９６回天皇杯１回戦（予備日） 8/２８(日) 諫早市 県ＦＡ 2017全労済カップ九州少年サッカー長崎県大会 2/４(土)～５(日) 島原市 ４種

第４７回九州中学校総合体育大会 8/４(木)～６(土) 島原市 中・３ 2017全労済カップ九州少年サッカー長崎県大会 2/11(土)・＜予備日＞2/12(日) 県立総合運動公園陸上競技場 ４種

第２４回宅島建設杯Ｊｒユースサッカー選手権大会 8/２７(土)～２８(日)・＜9/3～＞ 島原市・雲仙市・南島原市 ３種 ソフトバンクショップ杯U-10サッカーフェスティバル 2/25(土)～26(日)・＜3/5＞ 県北地区 キッズ

第22回長崎県女子サッカー選手権県予選 ＜7/１０・7/３１＞・8/２１(日) 佐世保市・諫早市 女子 第2回長崎県ガールズエイト(U-12)サッカー大会 2/１１(土)～１２(日) 大村市 女子

Ｕ－１８九州選抜大会　 2/１８(土)～１９(日) 佐世保東部 Ｆ

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第９６回天皇杯２回戦 9/３(土) 諫早市 県ＦＡ 第3回通常理事会 3/４(土) 長崎市 県ＦＡ

第９６回天皇杯２回戦（予備日） 9/７(水) 諫早市 県ＦＡ 第28回長崎県サッカー選手権大会（1回戦） 3/26(日) 長崎市(予定) 1種

ＪＦＡフットボールデー 9/19(月祝)＜台風16号のため延期＞ 対馬市 県ＦＡ 第１１回九州クラブユースＵ-13サッカー大会 3/4(土)～5(日) 島原市 3種

第２３回全国クラブサッカー選手権九州大会 9/10(土)～11(日) 長崎県 1種 長崎県女子ﾌｯﾄｻﾙ大会 3/４(土) 長崎市 Ｆ

平成28年度長崎県大学サッカー秋季リーグ 9/25(日)･＜10/2･10/9＞ 長崎市ほか １大 NHKフットサル大会 3/19(日) 長崎市 Ｆ

第２４回宅島建設杯Ｊｒユースサッカー選手権大会 ＜～8/28＞・9/3(土)～4(日)・9/10(土)～11(日) 島原市・雲仙市・南島原市 ３種 ソフトバンクショップ杯U-10サッカーフェスティバル ＜2/25～2/26＞・3/5(日) 県北地区 キッズ

長崎県少年U-12トレセン交流大会 9/10(土)～11(日) 島原市営平成町多目的 ４種

第11回長崎県高校女子サッカー選手権大会 9/２２(木祝)・9/２４(土) 島原市 女子

第5回長崎県女子ユース（U-18）県予選 9/２２(木祝)・9/２４(土) 島原市 女子

ファミリーフットサルin五島　　　 9/6（日） 上五島(奈良尾) Ｆ

第22回全日本フットサル選手権大会県予選 18(日)・＜10/2・10/9＞ 佐世保市体育文化館 Ｆ

九州シニア長崎県予選大会 9/25(日） 島原市(県フットボールセンター) シニア
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