
名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第30回長崎県サッカー選手権大会・1回戦 21(日) 13：00～ 長崎市営サッカー・ラグビー場 県FA 天皇杯JFA第99回全日本選手権・準々決勝 23(水)＜予備日11/27(水)＞ トラスタ 県FA

高円宮杯U18サッカーリーグ 6(土)＜～12/8＞ 県内各地 2種 第74回国民体育大会 ＜9/29～＞1(火)～3(木) 茨城県 茨城

県クラブユースU15選手権・予選 27(土)～29(月)＜～5/26＞ 未定 3種 長崎県大学サッカー秋季リーグ 未定 未定 大学

U12トレセン交流大会 27(土)～28(日) 小佐々中央運動広場 4種 第98回全国高校サッカー選手権長崎県大会 19(土)～20(日)、26(土)～27(日)＜～11/10＞ 大村・島原・雲仙 2種

第31回九州なでしこサッカー県予選 7(日)・14(日) 島原市営平成町人工芝G、他 女子 高円宮杯代表決定戦 13(日)～14(月)・19(土) 雲仙 3種

第24回九州女子ユースU15サッカー県予選 27(土)～28(日) 未定 女子 県リーグ1部入替戦 13(日)～14(月)・19(土) 雲仙 3種

各郡市フットサル委員長会議 27(土) 県立総合体育館 F ハウス流通杯長崎県U15トレセン大会 26(土)～27(日) 未定 3種

少年フットサルリーグ 22(月)＜～5/25＞ 未定 F 九州フットサルリーグ 19(土)～20(日) 佐世保東部体育館 F

長崎県シニアリーグ1部（O-40） 7(日)＜～12/22＞ 長崎県内各地 シニア JFAフットボールデー 中旬 対馬予定 キッズ

長崎県シニアリーグ2部（O-40） 7(日)＜～12/22＞ 長崎県内各地 シニア

長崎県シニアリーグ（O-50） 7(日)＜～12/22＞ 長崎県内各地 シニア

長崎県シニアリーグ（O-60,65） 7(日)＜～12/22＞ 長崎県内各地 シニア

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

第30回長崎県サッカー選手権大会・決勝 12(日) 13：00～ トラスタ 県FA 第70回長崎県民体育大会 9(土)～10(日) 島原・南島原・雲仙 県ＦＡ

天皇杯JFA第99回全日本選手権・1回戦 26(日)＜予備日27(月)＞ かきどまり陸上競技場 県FA KYFA第12回九州社会人Ｏ-35サッカー大会 23(土)～24(日) 島原 社会人

長崎県サッカーリーグ開会式 未定 未定 社会人 第98回全国高校サッカー選手権長崎県大会 ＜10/19～＞3(日)・10(日) トラスタ 2種

県クラブユースU15選手権・決勝T ＜4/27～＞6(月)・11(土)・18(土)・25(土)・26(日) 島原・雲仙 3種 KYFA第31回九州U-15サッカー選手権大会 2日(土)〜4日(月祝) 大村古賀島・佐賀県 3種

KYFA第31回九州なでしこサッカー大会 11(土)～12(日) 島原市営人工芝G 女子 県U14トレセン交流会 23(土)～24(日) 未定 3種

少年フットサルリーグ ＜4/22～＞25(土) 未定 F 県クラブユースU14選手権 30(土) 島原・雲仙 3種

九州大学フットサル長崎県大会 25(土) 未定 F JFA第43回全日本少年サッカー大会 9(土)～10(日)・16(土)～17(日) 島原地区 4種

U18フットサル長崎県大会 26(日) 未定 F JFA第43回全日本少年サッカー大会・決勝 23(土) トラスタ 4種

長崎県ねんりんピック大会 11(土) 大村古賀島 シニア ねんりんピック和歌山2019 9(土)～12(火) 和歌山県 シニア

JFAキッズサッカーフェスティバル 23(土) トラスタ キッズ

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

長崎FA第1回通常理事会 15(土) 長崎県市町村会館 県FA 長崎FA第2回通常理事会 1日(日) 13：30～ 長崎県市町村会館 県FA

長崎FA第1回通常総会 29(土) 14:00～ サンプリエール 県FA 第5回きらめきカップ 15(日) トラスタ 県FA

平成3１年度九州社会人選手権予選 16(日)・23(日) 未定 社会人 U22男子日本代表・国際親善試合 28(土) トラスタ 県FA

平成3１年度九州クラブチーム選手権予選 16(日)・23(日) 未定 社会人 長崎県サッカーリーグ閉会式 未定(日) 未定 社会人

第71回長崎県高等学校総合体育大会 1(土)～7(金) 島原・雲仙・諫早 2種 県クラブユースU14選手権 1(日)・7(土)～8(日) 島原・雲仙 3種

県U13トレセン交流会 22(土)～23(日) 大村古賀島 3種 県クラブユースU13選手権 14(土)～15(日)・23(月) 島原・雲仙 3種

第23回長崎県少女サッカー大会 15(土)～16(日) 諫早 女子 第11回リンガーハットカップ長崎県ジュニアサッカー大会 7(土)～8(日)、15(日) 県北地区 4種

KYFA第13回九州大学フットサル大会 29(土)～30(日) 佐世保市東部スポーツ広場 F 長崎県シニアリーグ1部（O-40） ＜4/7～＞22(日) 長崎県内各地 シニア

九州女子フットサル県予選 9(日) 未定 F 長崎県シニアリーグ2部（O-40） ＜4/7～＞22(日) 長崎県内各地 シニア

長崎県フットサルリーグ開幕 23(日)＜～1/26＞ 未定 F 長崎県シニアリーグ（O-50） ＜4/7～＞22(日) 長崎県内各地 シニア

九州大学フットサル大会 29(土)～30(日) 佐世保東部体育館 F 長崎県シニアリーグ（O-60,65） ＜4/7～＞22(日) 長崎県内各地 シニア

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

天皇杯JFA第99回全日本選手権・2回戦 3(水)＜予備日10(水)＞ トラスタ 県FA 平成31年度長崎県高等学校新人大会 18(土)～19(日)、25(土)～26(日) 長崎市 2種

eスポーツ選手権2019IBARAKI・県予選 28(日) 県庁エントランス 県FA 長崎県フットサルリーグ閉幕 ＜6/23～＞26(日) 未定 F

県中総体 27(土)～29(月) 未定 3種 ファミリーフットサル１st 19(日) 未定 F

第25回長崎県女子サッカー選手権大会 6(土)～7(日)・13(土)・20(土)＜9/15＞ 鎮西学院G、他 女子 長崎県フットサルシニアリーグ 27(月)＜～3/29＞ シーボルト大学 F

JFAバーモントカップ県大会 13(土)～14(日) 島原復興アリーナ F

U15フットサル県大会 27(土)～28(日) 島原復興アリーナ F

長崎県ビーチサッカー大会 20(土)～21(日) 諫早結の浜ビーチ F

フットサルガールズ大会 13(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

天皇杯JFA第99回全日本選手権・3回戦 14(水) トラスタ 県FA 県リーグ入替戦 2(日) 未定 社会人

国体 第39回九州ブロック大会 10(土)～12(月) 佐賀県 佐賀 県選手権社会人予選 9(日)・16(日)・23(日) 未定 社会人

第27回宅島建設杯 24(土)～25(日)・31(土)＜～9/8＞ 島原・雲仙・南島原 3種 ミドルリーグ閉会式 未定(日) 未定 社会人

第31回九州トレセンU12　in 長崎 23(金)～25(日) トラスタ 4種・技術 県中総体新人大会 未定 未定 3種

2020全労済カップ九州少年 1(土)～2(日) 県央地区 4種

2020全労済カップ九州少年・決勝 8(土) トラスタ 4種

第5回長崎県U12少女交流サッカー大会 15(土)～16(日) 大村古賀島 女子

ファミリーフットサル２nd 16(土) 未定 F

U11フットサル新人県大会 8(土)～9(日) 島原復興アリーナ F

O-40シニアリーグフレンドリーマッチ 23(日) 大村古賀島 シニア

FM長崎U10キッズサッカー大会 2月下旬＜～3月上旬＞ 未定 キッズ

名称 開催日 場所 主管 名称 開催日 場所 主管

天皇杯JFA第99回全日本選手権・4回戦 18(水)＜予備日25(水)＞ トラスタ 県FA 長崎FA第3回通常理事会 1日(日) 12:30～ 長崎県市町村会館 県FA

第74回 国民体育大会 29(日)＜～10/3＞ 茨城県 茨城 長崎県フットサルシニアリーグ ＜1/27～＞29(日) シーボルト大学 F・シニア

長崎県大学サッカー秋季リーグ 未定 未定 大学 ファミリーフットサルFinal 22(日) 未定 F

第27回宅島建設杯 ＜8/24～＞1(日)・7(土)～8(日) 島原 3種 NHK杯フットサル大会 15(日) 未定 F

U11トレセン交流大会 7(土)～8(日) 島原市営平成町人工芝G 4種 FM長崎U10キッズサッカー大会 ＜2月下旬～＞3月上旬 未定 キッズ

第25回長崎県女子サッカー選手権大会 ＜7/6～＞15(日) 鎮西学院G、他 女子

第29回九州ガールズエイトU12サッカー県予選 7(土)～8(日) 諫早 女子

第14回長崎県高校女子サッカー選手権大会 21(土)～23(月) 島原市営平成町人工芝G 女子

第8回長崎県女子ユースU18県予選 21(土)～23(月) 島原市営平成町人工芝G 女子

全日本フットサル選手権県予選 29(日) 未定 F

KYFA2019九州O-60サッカーフェスティバル大会 21(土)～22(日) 島原市営平成町人工芝G シニア

九州シニア長崎県予選 29(日) 長崎県内 シニア
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