
名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

ＭＳ&ＡＤカップ2018　なでしこ国際親善試合 4/1（日） トラスタ長崎 県FA 第27回長崎県JrユースU-15トレセン大会 10/20(土)～21(日) かきどまり陸上競技場 第3種

第29回長崎県サッカー選手権（1回戦） 4/15（日） かきどまり陸上競技場 県ＦＡ 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会（準々決勝） 10/24（水）

第29回長崎県サッカー選手権（2回戦） 4/22（日） かきどまり陸上競技場 県ＦＡ 第33回九州各県大学サッカーリーグ決勝大会長崎県予選 10/8(月)、13日(土)、21日(日) 長崎県体育協会人工芝G、長崎県立大学G 大学

高円宮杯U18サッカーリーグ 4/7（土）～12/2（日） 県内各地 第２種 第９７回全国高校サッカー選手権大会長崎県大会 10/20（土）～21（日）、10/27（土）～28（日） 大村市、島原市、雲仙市 第２種

県クラブユースU-15選手権（予選） 4/28(土)・29(日)・30(月) 第３種 高円宮杯代表決定戦 10/7(日)・8(月祝)・13(土) 雲仙市 第３種

少年フットサルリーグ ４/22（日）～5/19（土） Ｆ 県リーグ１部入替戦 10/7(日)・8(月祝)・13(土) 雲仙市 第３種

第30回九州なでしこサッカー大会長崎県予選 4/8(日)・4/15(日) 島原市営平成町人工芝他 女子 九州フットサルリーグ長崎ラウンド 10/13（土）1４（日） 長崎県立総合体育館 F

第23回九州女子ユース（Ｕ－15）サッカー選手権大会県予選 4/28(土)・29(日) 諫早市 女子 第2４回　全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　長崎県予選 10/28（日）・＜11/4(日)＞ 佐世保体育文化館 Ｆ

第２回３級審判員昇格研修会 10/20(土)21(日) 長崎市 審判

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第29回長崎県サッカー選手権（決勝戦） 5/13（日） トラスタ長崎 県FA 第97回全国高校サッカー選手権長崎県大会 11/3（土）、11(日) トラスタ長崎 第2種

第4回VREDE CUP代表者会議 5/18日(金)～20(日) 県FA 第42回全日本少年ｻｯｶｰ大会 11/10（土）、11（日）、17日（土）、18日（日）、24日(土) トラスタ長崎（決勝） 第4種

県クラブユースU-15選手権（決勝Ｔ） 5/6（日）12（土）19（土）26（土）27（日） 島原市・雲仙市 第３種 県Ｕ－１４トレセン交流会 11/24(土)・25(日) 島原市 第３種

第15回長崎県ねんりんピックサッカー交流大会 5/12（土） 大村市古賀島スポーツ広場 シニア JFAキッズサッカーフェスティバル 11/23(金祝) トラスタ長崎 キッズ

U-18フットサル長崎県大会 5/26（土） 小佐々ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ F ねんりんピック富山2018 11/3（土）～6（火） 富山県富山市 シニア

九州大学フットサル長崎県大会 5/27（日） 佐世保東部体育館 F 第2４回　全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会　長崎県予選 ＜10/28（日）＞・11/4(日) 佐世保体育文化館 Ｆ

U-15九州フットサル大会 11/3（土）・4（日） 島原復興アリーナ F

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会（2回戦） 6/6（水） トラスタ長崎 県FA 第2回通常理事会 12/2（日） 県FA

平成30年度第1回通常理事会 6/9（土） 県FA 長崎県サッカーリーグ閉会式 12/８（土） 社会人

国際友好平和交流サッカー大会 6/16(土)～20(火) 県FA 県クラブユースU-14選手権 12/1(土)・2(日)・8(土)・9(日) 島原市・雲仙市 第３種

平成30年度第1回通常総会 6/30（土） 県FA 県クラブユースU-13選手権 12/15(土)・16(日)・24(月) 島原市・雲仙市 第３種

平成30年度九州社会人選手権予選 6/17（日）24（日） 社会人 第10回リンガーハットカップ長崎県ジュニアサッカー大会 12/1（土）2（日）9（日） 県北地区 第４種

平成30年度九州クラブチーム選手権予選 6/17（日）24（日） 社会人 ファミリーフットサルファイナルステージ 12/9（日） シーボルト大学 F

第７０回長崎県高等学校総合体育大会 6/2（土）～6/8（金） 佐世保市・平戸市・諫早市 第２種 第27回九州サッカーメディカルミーティング 12月未定 福岡県 医学

県Ｕ－１３トレセン交流会 6/23(土)～24(日) 古賀島（大村市） 第３種 第３回３級審判員昇格研修会 12月未定 西彼杵郡 審判

KYFA第6回九州O-40サッカー大会 6/2（土）～6/3（日） 島原市営平成町多目的広場 シニア

第1５回九州女子ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会長崎県予選 6/10（日） シーボルト大学 Ｆ

第23回長崎県少女サッカー選手権大会 6/16(土)・17(日) 長崎市 女子

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会（３回戦） 7/11（水） 平成３０年度長崎県高等学校新人大会 1/19(土)～20(日)、26(土)～27(日) 佐世保市、平戸市 第２種

県中総体 7/28(土)・29(日)・30(月) 島原市 第３種 県リーグ２部入替戦 1/26(土)・27(日) 未定 第３種

長崎県U11交流大会 ７/21（土）22（日） 島原市平成町人工芝グラウンド 第４種 ファミリーフットサルリーグ 1/28（月）～ 南山小学校 Ｆ

ガールズ大会 7/8（日） 島原復興アリーナ Ｆ

長崎県ジュニアユースフットサル大会 7/21（土）・22（日） 島原復興アリーナ Ｆ

長崎県ビーチサッカー大会 7/14（土）・15（日） 諫早結の浜 Ｆ

U-18九州フットサル大会 7/7（土）～８（日） 佐世保東部体育館 Ｆ

JFAバーモントカップ長崎県大会 7/7(土)～8日(日) 島原復興アリーナ Ｆ

第24回長崎県女子サッカー選手権 7/8(日)・15(日) 大村市古賀島サッカー場他 女子

第１回３級審判員昇格研修会 7/７（土）～８（日） 西彼杵郡 審判

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第４回VREDE CUPin長崎 8/３(金)～7(火) トラスタ長崎 第4種 2019全労済カップ(九州少年) 2/2（土）3（日）9（土） トラスタ長崎（決勝） 第4種

第38回九州ブロック大会 8/10(金)～12(日) 鹿児島県 県FA 県リーグ入替戦 2/３（日） 社会人

第98回天皇杯全日本サッカー　　選手権大会（4回戦） 8/22（水） 県選手権社会人予選 2/10（日）17（日）25（日） 社会人

第２６回宅島建設杯 8/25(土)・26(日) 島原市・雲仙市・南島原市 第３種 県中体連新人戦 2/2(土)・3(日)・10(日) 第３種

第26回九州サッカーメディカルミーティング 8/11(土) 鹿児島県 医学 長崎建創カップFM長崎Ｕ-10キッズサッカー大会 2月未定、3月未定 キッズ

第24回長崎県女子サッカー選手権 8/19(日) 大村市古賀島サッカー場他 女子 U-11フットサル新人県大会 2/9（土） 島原復興アリーナ F

ファミリーフットサル１ＳＴ 8/5（日） シーボルト大学 Ｆ ファミリーフットサルリーグ 2/9（土）まで 南山小学校 F

県フットサルリーグ入替戦・参入戦 2/17（日） 佐世保東部体育館 F

第5回長崎県Ｕ-12少女交流サッカー大会 2/9(土)・10(日) 長崎市 女子

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第34回全国選抜フットサル大会 9/21(金)～23(日) 復興アリーナ フットサル 第3回通常理事会 3/2（土） 県FA

第4回きらめきカップ 9/9（日） トラスタ長崎 県FA 第５回　長崎県女子フットサル大会 3月未定 シーボルト大学 F

第２６回宅島建設杯 9/1(土)・2(日)・8(土)・9(日) 島原市 第３種 ＮＨＫ杯フットサル大会 3/２１（日） 佐世保体文 F

長崎県U12交流大会 9月8日（土）9日（日） 島原市平成町人工芝グラウンド 第４種 第３回郡市審判長会議 ３/３（日） 大村市 審判

JFAフットボールデー 9月上旬予定 キッズ

2018年度 九州シニア長崎県予選 9/16(日) 大村市古賀島サッカー場 シニア

第９回九州女子ﾕｰｽ（U-15）ﾌｯﾄｻﾙ大会長崎県予選 9/30（日） シーボルト大学 Ｆ

ファミリーフットサルセカンドステージ 9/9（日） 佐世保体育文化館 Ｆ

第2４回 全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 長崎県予選 9/３０（日） 未定 Ｆ

第28回九州ガールズエイト(U-12)サッカー大会長崎県予選 9/8(土)、9日(日) 大村市 女子

第13回長崎県高校女子サッカー選手権大会 9/23(日)・24(月祝) 島原市 女子

第7回長崎県女子ユース（U-18）県予選　 9/23(日)・24(月祝) 島原市 女子

第２回郡市審判長会議 9/１（土） 大村市 審判
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平成30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種・・第１種社会人委員会、大学・・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、審判・・審判委員会、広報・・広報委員会、中・・中体連


