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2015 年度 事業報告 

Ⅰ 県内関連事業（大会・フェスティバル関係） 

１．１種関連事業 

１ 栃木県知事杯 第 48回 栃木県社会人サッカー選手権大会 

(兼) 第 95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会１次予選会 

【競技日程】4月 5日・12日・19日、5月 10日・17日 

【会  場】栃木県総合運動公園、他 

【参加チーム数】21チーム 

【結  果】優 勝 AS CASA 

      準優勝 giurare 

      第３位 宇都宮 FC、FC真岡 21 

      準決勝 宇都宮 FC  0－1 giurare 

          FC真岡 21  1－3 AS CASA 

      決 勝 AS CASA    2－0 giurare 

 

【総  評】お互い初優勝を懸けて１部リーグ所属の AS CASA と２部リーグ Aブロック 

      所属の giurareの対戦となった。 

      AS CASA が上位リーグの意地を見せ、giurareを下し、初優勝を手にした。 

また、全国社会人大会関東予選と栃木トヨタカップ出場権が与えらえた。 

 

２ 第 22 回 全国クラブチームサッカー選手権大会栃木大会 

【競技日程】4月 12日・19日、5月 10日・17日・31日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】26チーム 

【結  果】優 勝 I.A.C Raseele 

      準優勝 氏家クラブ 

      第３位 鹿沼 FC、スポルトかわち 

      準決勝 氏家クラブ        2－0 鹿沼 FC 

          I.A.C Raseele     1－0 スポルトかわち 

      決 勝 I.A.C Raseele     2－0 氏家クラブ 

【総  評】決勝戦は２部リーグ昇格を決めた I.A.C Raseele と前年度１部リーグ所属の 

氏家クラブとの対戦となった。 

結果は I.A.C Raseele が昇格した勢いそのままに初優勝を飾った。 

また優勝した I.A.C Raseele には第 22 回クラブチームサッカー選手権大会関東

大会の出場権が与えられた。 

 
 
３ 第 20 回 栃木トヨタカップ栃木県サッカー選手権大会 

【競技日程】8月 9日・22日 

   【会  場】栃木県グリーンスタジアム 

 【参加チーム数】4チーム 
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【結  果】優 勝 栃木ウーヴァ FC  

      準優勝 ヴェルフェたかはら那須 

      第３位 白鴎大学 

      準決勝 栃木ウーヴァ FC      3－0  白鴎大学 

      準決勝 ヴェルフェたかはら那須   4－0  AS CASA 

      決 勝 栃木ウーヴァ FC        2－0  ヴェルフェたかはら那須 

【総  評】決勝戦は７年連続で栃木ウーヴァ FC対ヴェルフェたかはら那須の 

      対戦となった。 

      結果は栃木ウーヴァ FCが勝利し、３年連続天皇杯出場を決めた。 

 

４ 第 49 回 栃木県社会人サッカーリーグ 

（１）１部リーグ 

   【競技期間】3 月 27日～9月 18日 

   【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

   【参加チーム数】8チーム（2回戦総当たり） 

   【結  果】第１位 FC真岡 21（11 勝 1 分 2敗） 

         第２位 宇都宮 FC 

         第３位 JBUS宇都宮 SC 

         降 格 揚茜クラブ、栃木教員 FC 

 （２）２部リーグ A ブロック 

【競技期間】6月 7日～11 月 30日 

   【会  場】栃木県総合運動公園、他 

   【参加チーム数】8チーム（2回戦総当たり） 

   【結  果】第１位 giurare 

         第２位 ホンダ栃木 FC 

         第３位 氏家クラブ 

         昇 格 giurare、ホンダ栃木 FC 

降 格 JOY FC、市貝クラブ 

（３）２部リーグ Bブロック 

【競技期間】6月 14日～11 月 1日 

   【会  場】栃木県総合運動公園、他 

   【参加チーム数】12チーム（1回戦総当たり） 

   【結  果】第１位 FC BAJELVO那須烏山 

         第２位 今市 FCアルシオーネ 

         第３位 作大 FC 

         昇 格 FC BAJELVO那須烏山、今市 FCアルシオーネ 

降 格 エストレヤ、富士通小山サッカー部、栃木さくら FC 

（４）３部リーグ 

【競技期間】６月 7日～11 月 15日 

   【会  場】県内各地 

   【参加チーム数】53チーム 

   【結  果】優 勝 ACHIEVE(北那須)、FC BORSORTE(塩谷・南那須)、 

amnac(宇河・上都賀)、N・CLUB(芳賀)、 

小山高専(下都賀・両毛) 
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準優勝 Erste CREW(北那須)、矢板イレブン(塩谷・南那須)、 
    FC Re:start(宇河・上都賀) 

指宝クラブ(芳賀)、FC 佐野(下都賀・両毛) 

第３位 黒羽 SC(北那須)、 シャープ FC (塩谷・南那須)、 

          FC SAKURA 77(宇河・上都賀)、 

             真岡クラブ (芳賀)、FCソレイユ(下都賀) 

【総  評】 

（５）３部リーグ決勝大会 

【競技日程】11 月 29 日、12月 6日 

   【会  場】栃木県総合運動公園、他 

【参加チーム数】12チーム 

【結  果】２部昇格チーム 

         Ａブロック優勝  FC Re:start（宇河・上都賀 2） 

         Ｂブロック優勝  栃木県庁蹴球会（宇河・上都賀 4） 

         Ｃブロック優勝  N・CLUB（芳賀 1） 

   【総  評】FC Re:start、栃木県庁蹴球会、N･CLUBが２部 Bブロック昇格となった。 

 
５ 第 13 回 社会人リーグ選抜交流大会 

【競技日程】１月 31日 

【会  場】宇都宮サッカー場 

【参加チーム数】4チーム 

【結  果】降雪によるグランドコンディション不良の為、中止。 

 

６ 第 12 回 栃木県大学サッカー選手権大会 

【競技日程】4月 29日、5月 4日・6日 

【会  場】作新学院大学 

【参加チーム数】5チーム 

【結  果】優 勝 白鴎大学 

      準優勝 作新学院大学 

      第３位 足利工業大学 

      準決勝   白鴎大学   ４－１ 足利工業大学 

            作新学院大学 ６－１ 宇都宮大学 

      ３位決定戦 足利工業大学 ９－１ 宇都宮大学 

決勝戦   白鴎大学   ２－２ 作新学院大学 

ＰＫ５－４ 

 

７ 第 44 回 全国自治体職員サッカー選手権大会栃木県予選 

【競技日程】4月 25日、5月 9日・23日・30日 

【会  場】那須塩原市青木サッカー場 

【参加チーム数】9チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮市役所 

      準優勝 栃木県庁 
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      第３位 鹿沼市役所、さくら市役所 

準決勝 宇都宮市役所 １０－０  さくら市役所 

          栃木県庁    ５－０  鹿沼市役所 

決 勝 宇都宮市役所  １－０  栃木県庁 

 

８ 第 43 回 関東自治体職員サッカー選手権大会栃木県予選 

【競技日程】8月 29日、9月 5日・12日・19日 

【会  場】那須塩原市青木サッカー場、他 

【参加チーム数】9チーム 

【結  果】優 勝 栃木県庁 

      準優勝 さくら市役所 

      第３位 宇都宮市役所、日光市役所 

      準決勝 さくら市役所   棄権   宇都宮市役所 

          栃木県庁     棄権   日光市役所 

決 勝 栃木県庁   １５－０  さくら市役所 

 

２．２種関連事業 

１ 栃木県高等学校総合体育大会サッカー大会 

 (兼) 第 58 回 関東高等学校サッカー大会県予選会 

【競技日程】４月 25日・29日、５月２日・５日・９日・10日 

【会  場】栃木県ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ、他 

【参加チーム数】５９チーム 

【結  果】優 勝 矢板中央高校(２年ぶり６度目の優勝、４年連続 10度目の関東大会出場) 
      準優勝 佐野日大高校(２年連続 13度目の関東大会出場) 

      第３位 足利工業大学附属高校、宇都宮白楊高校 

      準決勝 矢板中央高校 １－０ 宇都宮白楊高校 

          佐野日大高校 ３－１ 足利工業大学附属高校 

      決 勝 矢板中央高校 延長０－０ PK5-3 佐野日大高校                   

【総  評】 本大会は、59校が参加した。準決勝戦は、第１シードの矢板高校と第２シード

の佐野日大高校が勝利し、決勝戦に進出。決勝戦は互いに譲らない好ゲームとな

ったが、延長戦でも決着がつかず、PK方式により矢板中央高校が２年ぶり６回目

の優勝を果たし、４ぶり 10 度目の関東大会出場、準優勝の佐野日大高校は２年

連続 13度目の関東大会出場となった。 

 

２ 全国高等学校総合体育大会サッカー競技県予選会 

【競技日程】５月 31日・6月６日・７日・13日・14日・20日・21日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】６１チーム 

【結  果】優 勝 佐野日大高校(３年ぶり９度目の優勝、全国総体出場) 

      準優勝 矢板中央高校 

      第３位 宇都宮高校、小山南高校 
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      準決勝 佐野日大高校 延長２－２ 宇都宮高校 

          矢板中央高校 ２－０ 小山南高校 

      決 勝 佐野日大校 ２－１ 矢板中央高校 

【総  評】 61チームが参加した。準決勝には、関東大会に出場した佐野日大高校、矢板中

央高校、県立の小山南高校、宇都宮高校がノーシードから勝ち上がった。準決勝

戦、佐野日大高校は宇都宮高校に延長戦でも決着がつかず PK 方式で、矢板中央

高校は小山南高校を完封して勝ち上がり、決勝戦に駒を進めた。決勝戦は接戦と

なり、２対１で佐野日大高校が前回の雪辱を果たし勝利、３年ぶり９度目の優勝

を果たし、兵庫県で開催された全国高校総体に出場した。 

 
３ 第 94 回 全国高等学校サッカー選手権栃木大会 

（１）一次予選会 
   【競技日程】８月７日・10日 

   【会  場】栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド、他 

   【参加チーム数】５３チーム 

   【結  果】＜１６ブロックの代表校＞ 

          作新学院高校、那須拓陽高校、益子芳星高校、鹿沼高校、足利工業高校、 

          真岡高校、小山高校、佐野東高校、大田原高校、鹿沼南高校、國學院栃木高校、 

          文星芸大附属高校、小山城南高校、宇都宮工業高校、栃木工業高校、真岡工業

高校 

（２）栃木大会（二次予選会） 

【競技日程】10 月 12 日・17日、24日、31日、11月７日 
【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】２４チーム 

   【結  果】優 勝 矢板中央高校(３年連続７度目の優勝、全国選手権大会出場) 

      準優勝 真岡高校 

        第３位 宇都宮工業高校、小山南高校 

      準決勝 矢板中央高校  ５－０ 宇都宮白楊高校 

真岡高校    １－０ 小山南高校 

      決 勝 矢板中央高校  ３－０ 真岡高校 

                     

【総  評】第 94 回全国高校サッカー選手権大会栃木大会には、全国高校総体サッカー競技

栃木県予選会の結果による推薦出場校 8 チームと、一次予選を勝ち抜た 16 チー

ムの計 24 チームが参加した。準決勝には、第 1 シードの佐野日大高校を破った

真岡高校と、小山南高校、第 2シードの矢板中央高校と宇都宮工業高校が勝ち上

がった。準決勝は、第一試合で真岡高校が粘る小山南高校を破り、決勝進出。、

第二試合は矢板中央高校が宇都宮工業高校を破り、決勝へ進んだ。決勝戦は、矢

板中央高校が前半に 3 点を挙げ、真岡高校を破り、３年連続７回目の本戦出場を

決めた。 

 

４ 栃木県高等学校サッカー新人大会 

【競技日程】１月 17日・23日・24日・30 日・31日、２月６日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 
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【参加チーム数】５５チーム 

【結  果】優 勝 矢板中央高校(２年連続８度目の優勝) 

      準優勝 佐野日大高校 

      第３位 さくら清修高校、鹿沼高校 

      準決勝 矢板中央高校 ３－０ さくら清修高校 

          佐野日大高校 ３－０ 鹿沼高校 

      決 勝 矢板中央高校 ２－１ 佐野日大高校 

【総  評】準決勝戦第１試合は、矢板中央高校がさくら清修高校を下し、決勝戦に駒を進め 

た。第２試合は、佐野日大高校が鹿沼高校に勝利を収めた。決勝戦は、矢板中央 

高が佐野日大高校が勝利し、２年連続８度目の優勝を飾った。 

 

５ 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会サッカー競技 

【競技日程】６月 20日 
【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場 

【参加チーム数】５チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮商業高校 

      準優勝 学悠館高校 

      第３位 宇都宮工業高校、真岡高校 

 

６ 高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2015 ユースリーグ栃木 

 （１）１部リーグ 
   【競技日程】４月～11月 
   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

【参加チーム数】１０チーム 

【結  果】第１位 矢板中央高校(勝点 54、得失点＋64、18勝) 

         第２位 栃木 SCユース(勝点 43、得失点＋55、14勝１分３敗) 

         第３位 真岡高校(勝点 40、得失点＋25、13勝１分４敗) 

         降 格 小山南高校、益子芳星高校、宇都宮高校 

 （２）２部リーグ 
【競技日程】４月～11 月 

   【会  場】県内各高校、他 

【参加チーム数】２０チーム（１０チーム×２グループ） 

【結  果】＜グループＡ＞ 

第 1位 真岡高校 B(勝点 51、得失点＋44、17勝０分１敗) 

第２位 佐野日大高校 B(勝点 41、得失点＋47、13勝２分３敗) 

第３位 小山西高校(勝点 32、得失点＋13、10勝２分６敗) 

          降 格 足利高校、石橋高校、矢板東高校 

 

         ＜グループＢ＞ 

第１位 足工大附属高校(勝点 45、得失点＋36、15勝０分３敗) 

          第２位 矢板中央高校Ｂ(勝点 39、得失点＋36、12勝３分３敗) 

          第３位 國學院栃木高校(勝点 36、得失点＋22、11勝３分４敗) 

          降 格 大田原高校、宇都宮白楊高校 B、足利工業高校 
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（３）３部リーグ 
【競技日程】４月～11 月 

   【会  場】県内各高校、他 
【参加チーム数】４０チーム（１０チーム×４グループ） 

【結  果】＜グループａ＞ 

第１位 黒磯高校(勝点 37、得失点＋32、12勝１分２敗) 

          第２位 真岡高校 C(勝点 35、得失点＋43、11勝２分２敗） 

      ＜グループｂ＞ 

第１位 宇都宮工業高校(勝点 35、得失点＋38、11勝２分２敗) 

          第２位 國學院栃木高校 B(勝点 34、得失点＋40、11 勝 1分３敗) 

＜グループｃ＞ 

第１位 佐野日大高校 C(勝点 39、得失点＋45、13勝０分３敗) 

          第２位 小山南高校 B(勝点 36、得失点＋37、11勝３分２敗)  

 （４）昇格トーナメント 
【競技日程】12 月 26 日 

   【会  場】青木サッカー場 
【参加チーム数】２チーム（２部） 

   【結  果】＜１部昇格＞ 自動昇格      小山西高校、足工大附属高校 
決定戦による昇格  國學院栃木高校 
昇格決定戦     國學院栃木高校 １－０ 鹿沼高校 

         ＜２部昇格＞ 自動昇格      黒磯高校、宇都宮工業高校、栃木工業高校 
   【総  評】毎年改善を加えつつ、10 年目のシーズンが終了した。今年度は、４～11 月にリ

ーグ戦を実施、12 月に１部昇格決定戦を実施した。3 部リーグは、今年度から 3

グループ 1回総当たりで実施、1位 3チームを自動昇格とした。 

１～３部まで合計 79チームが参加した。 

 

３．３種関連事業 

１ 栃木県中学校春季体育大会 

【競技日程】６月５日・６日・７日 

【会  場】青木サッカー場、他 

【参加チーム数】３２チーム 

【結  果】優 勝 那須塩原市立三島中学校 

      準優勝 さくら市立氏家中学校 

      第３位 日光市立今市中学校、宇都宮市立雀宮中学校 

      準決勝 三島中  ２－０ 今市中 

          氏家中  ３－１ 雀宮中 

      決 勝 三島中  ３－０ 氏家中 

【総  評】新人大会を制した第１シードの大平南中が地区予選で敗退するという波乱があっ

た中、シードチームの氏家中と今市中が順当にベスト４まで駒を進めた。準決勝

はこの２チームに三島中と雀宮中が挑戦する形となったが、決勝戦には攻撃陣に

豊富なタレントを擁する三島中と攻守のバランスがとれた氏家中が勝ち進んだ。

決勝戦では三島中が持ち味の攻撃力を発揮し、見事に初優勝を飾った。昨年の黒
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磯北中の優勝に続き、近年の那須地区の勢いが感じられた大会であった。 

 

２ 栃木県中学校総合体育大会サッカー大会 

【競技日程】７月 28日・29日・30日・31 日 

【会  場】栃木県総合運動公園陸上競技場、他 

【参加チーム数】３２チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮市立姿川中学校 

      準優勝 那須塩原市立三島中学校 

      第３位 足利市立足利北中学校、日光市立今市中学校あ 

      準決勝 姿川中   ３－２ 足利北中 

          三島中   ２－１ 今市中 

      決 勝 姿川中   ２－１ 三島中 

【総  評】春季大会３位の雀宮中は地区予選で姿を消したが、他のシード３チームはベスト

８に進出した。シード勢のうち氏家中は準々決勝で敗退したものの、第１シード

の三島中、第３シードの今市中は実力を発揮し準決勝に進出した。準決勝は２試

合とも１点を争う展開の白熱した好ゲームとなったが、姿川中が足利北中を、三

島中が今市中を最後に突き放して決勝戦に駒を進めると共に、関東大会の出場権

を獲得した。決勝戦では先制した姿川中が、粘る三島中の反撃をかわし優勝を果

たした。 

 
３ 栃木県中学校新人体育大会サッカー大会 

【競技日程】10 月 16 日・17日 

【会  場】青木サッカー場、他 

【参加チーム数】１６チーム 

【結  果】優 勝 日光市立今市中学校 

      準優勝 さくら市立氏家中学校 

      第３位 那須塩原市西那須野中学校、小山市立小山第三中学校 

      準決勝 今市中  １－０ 西那須野中 

          氏家中  ２－０ 小山三中 

      決 勝 今市中  ２－０ 氏家中 

【総  評】準決勝は県トレセンに所属する選手を数多く抱え前評判の高かった今市中と氏家

中に、運動量が豊富で全員がハードワークする西那須野中と小山三中が挑む形と

なった。決勝戦には県大会上位進出の常連校でもある今市中と氏家中が勝ち残っ

た。決勝戦は互角の展開となったが、チャンスを確実にものにした今市中が氏家

中を振り切り優勝を飾った。今年度の姿川中に続き全国大会出場を目指して、各

チームには更なる技術・戦術のレベルアップを図ってもらいたい。 
 

４ 第 46 回 下野杯争奪県下中学生サッカー大会 

【競技日程】１月３０日・３１日、２月６日・11日・13日    

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 
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【参加チーム数】１５２チーム 

【結  果】優 勝 栃木 SCブルー 

      準優勝 ウイングス SC・U-14 

      第３位 ヴェルディ SS小山 U-14、ＦＣ栃木ジュニアユース U-14 

      準決勝 栃木 SCブルー    ３－０ ヴェルディ SS小山 U-14 

          ウイングス SC・U-14   １－１ ＦＣ栃木ジュニアユース U-14 

（ＰＫ３－１） 

      決 勝 栃木 SCブルー     １－０ ウイングス SC・U-14 

 

【総  評】準々決勝の４試合ともクラブチームと中体連チームとの対戦となったが、ベスト

４にはすべてクラブチームが進出した。準決勝では栃木 SC ブルーがヴェルディ

SS 小山 U-14 を破り、ウイングス SC･U-14 がＰＫ戦の末にＦＣ栃木ジュニアユー

スに競り勝った。決勝戦はお互いに持ち味を発揮し１点を争う接戦となったが、

栃木 SCブルーがウイングス SC・U-14を抑えて優勝に輝いた。 

 

５ 第 30 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

 (兼) 第 21 回 関東クラブジュニアユース選手権(U-15)大会栃木県予選 

【競技日程】４月 29日、５月 9日・10日・16日・17日・23日・30日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】26チーム 

【結  果】優 勝 栃木 SCジュニアユース 

      準優勝 ウイングスＳＣ  

第３位 FCファイターズ U-15 

      準決勝 栃木 SC･JY    延長１－０  FCファイターズ 

          ウイングス SC    ３－１  ヴェルディ小山 

      ３決戦 FCファイターズ  ３－０  ヴェルディ小山 

      決 勝 栃木 SC･JY      ２－１  ウイングス SC 

【総  評】新規 3チームを加え、26チームのトーナメント戦を行い、準決勝は、延長の末勝

ち上がった栃木 SCと得点を積み重ねたウイングス SCが決勝戦へ。決勝では、お

互い高い技術を見せ好ゲームとなり、終始主導権を握った栃木 SC が、2-1 でウ

イングスを振り切り優勝を飾った。栃木SC JY、ウイングス SC、FC ファイターズ

が関東大会の出場権を獲得した。 

 

６ 第 17 回 栃木県クラブユース選手権(U-15)大会（坂田杯） 

(兼) 高円宮杯 第 27回 全日本クラブユース選手権(U-15)大会栃木県予選 

【競技日程】9月 12日・19日・21日・26 日・10月 3日・10日・17日 

【会  場】グリーンスタジアム、足利陸上競技場、他 

【参加チーム数】２６チーム 

【結  果】優 勝 ウイングス SC 

      準優勝 ヴェルディ小山 

      第３位 FCファイターズ U-15 

      準決勝 ウイングス SC  ３－３PK6-5 FCファイターズ 

ヴェルディ小山  ２－１   足利ユナイテッド 

      ３決戦 FCファイターズ   ４－３   足利ユナイテッド 
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      決 勝 ウイングス SC    ４－０   ヴェルディ小山 

【総  評】３種リーグ１部優勝 栃木 SC JYは、この大会には出場せず、姿川中を含めた 26 

チームのトーナメント戦を行い、準決勝は、足利陸上競技場で行い、PKの末ウイ

ングス SC、攻守のバランスの取れたヴェルディ小山が決勝へ。決勝では、立ち上

がりから流れを掴んだウイングスが先制し、その後も厚みのある攻撃を仕掛け 

得点を重ね、見事優勝を飾った。関東大会には、栃木SC･JY・ウイングス SC・ヴ

ェルディ小山の３チームが出場権を獲得した。 

 
７ 第 13 回 栃木県クラブユースサッカー連盟(U-15)ラストゴール杯 

【競技日程】12 月 5日・12日 

【会  場】県総合 G、鹿沼人工芝、藤岡渡良瀬、石井緑地、他 

【参加チーム数】２０チーム 

【結  果】優 勝 FCファイターズ 

      準優勝 プログレッソ佐野 

      第３位 FCエルマーノ那須 

【総  評】20チームを 5ブロックに分け各ブロック順位トーナメントを行い、１位トーナ 

メント準決勝では、FC ファイターズが FC エルマーノを 3-2、プログレッソ佐野

がともぞう SC を 2-0 で破り、決勝では、FC ファイターズが確実に得点を重ね見

事優勝を飾った。 

 
 

８ 2015 栃木県ユースサッカーリーグ U-15 

 （１）１部リーグ 
【競技期間】１月～９月 
【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

【参加チーム数】１０チーム 
【結  果】第１位 栃木 SC･JY（１７勝１分） 

第２位 ヴェルディ SS小山（１３勝４分１敗） 

      第３位 ウイングス SC（１１勝４分３敗） 

 （２）２部リーグ 
【競技日程】１月～８月 
【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 
【参加チーム数】１０チーム 

【結  果】第１位 ともぞうＳＣ（１７勝１分） 
      第２位 ＦＣスポルト宇都宮（１６勝２敗） 

      第３位 氏家中学校（９勝４分５敗） 

（３）３部リーグ 
【競技日程】１月～８月 
【会  場】真岡西中、他 
【参加チーム数】２１チーム 

【結  果】第１位 エルマーノ（５勝２分２敗） 

      第２位 ＳＡＫＵＲＡ（５勝２分２敗） 
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      第３位 ヴェルフェたかはら那須（４勝２分３敗） 

      ※結果は後期の上位リーグの成績（１位・２位は得失点差による） 

【総  評】１部リーグでは昨年度に引き続き、栃木 SC・JY が優勝を果たした。栃木 SC・JY       

は栃木県代表とした参加した関東リーグ参入戦も勝ち抜き、来年度の関東リーグ

２部に参戦を決めた。２位にはヴェルディ SS小山、３位にはウイングス SCが入

った。各チームには関東リーグへの参入を目指してもらいたい。また、２部リー

グ・３部リーグの上位チームは、それぞれ来年度の１部リーグ・２部リーグへ参

入する。今後もより一層のリーグ戦の活性化を目指していきたい。 
 

９ 2015 栃木県ユースサッカーリーグ U-13 

   【競技日程】６月～12月 
   【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

【参加チーム数】２１チーム 

【結  果】第１位 ウイングス SC 

      第２位 ともぞう SC 

         第３位 ヴェルディ SS小山 

      第４位 イデアＦＣ真岡 

※結果はリーグ戦の成績をもとにした順位決定戦の結果による。 

【総  評】今年度は 21 チームを２ブロックに分けリーグ戦を実施し、その結果をもとに順

位決定戦を行った。優勝がウイングス SC、ともぞう SC が準優勝という結果とな

った。中体連からは市貝中と大谷中の２チームが参戦した。大会形式については、

引き続き見直しを図っていく予定である。 

 

４．４種関連事業 

１ バーモントカップ 第 25 回 全日本少年フットサル大会栃木県大会 

【競技日程】６月 13日・14日 

【会  場】宇都宮市清原体育館他 

【参加チーム数】４８チーム 

【結  果】優 勝 ともぞうＳＣ 

      準優勝 御厨 FC 

      ＜準決勝リーグａ＞ 

      第１位 ともぞう SC(２勝０分０敗) 

      第２位 犬伏 FC(１勝０分１敗) 

      第３位 今市第三カルナヴァル(０勝０分２敗) 

＜準決勝リーグｂ＞ 

      第１位 御厨 FC (１勝０分１敗) 

      第２位 FC SFiDA (１勝０分１敗) 

      第３位 JFCウィング (１勝０分１敗) 

      決 勝 ともぞうＳＣ １０－４ 御厨 FC 

【総  評】準決勝リーグに残った 6チームはどのチームも攻守にバランスのとれた好チーム

であった。決勝は、ともぞうＳＣと御厨 FC の対決となったが、ともぞうＳＣが

底力を発揮し優勝した。 
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２ 第 39 回 関東少年サッカー大会栃木県大会 

【競技日程】6 月 28 日、7 月 5 日・12 日 

【会  場】大田原市美原公園陸上競技場 

【参加チーム数】64チーム 

【結  果】優 勝 ヴェルフェ U-12 

      準優勝 JFCファイターズ 

      第３位 御厨 FC 

      準決勝 JFCファイターズ １－１PK３－２ 御厨 FC 

          ヴェルフェ U-12 ３－１ FCアネーロ 

      決 勝 ヴェルフェ U-12 ４－０ JFCファイターズ 

【総  評】準決勝からは各チームともに高い技術が見られ、好ゲームが続いた。しかしヴェ

ルフェ U-12 が組織力・決定力において、一枚上の戦い方を見せ、完勝で優勝し

た。 

 
 

３ 第 34 回 海外遠征 

【遠征日程】８月 18日～19日 

【場  所】大韓民国ソウル市 

【参 加 者】６年生トレセン参加の希望者 

【結  果】対戦相手  九里 FC 牙山 FC パジュ FC 東ティモール 韓国選抜 

  ６勝１１敗３分 

【総  評】今回も、「国際親善交流サッカー大会」ということ韓国のチーム以外のチームも

参加して行われた。また今年度より女子選手も遠征に参加し、男子とともに試合

に出場した。 

 
４ 第 39 回 全日本少年サッカー大会栃木県大会 

【競技日程】11 月 3日・7日・8日・15日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム他 

【参加チーム数】６４チーム 

【結  果】優 勝 ヴェルフェたかはら那須Ｕ－１２ 

      準優勝 野原グランディオスＦＣ 

      第３位 フットボールクラブ氏家、御厨フットボールクラブ 

      準決勝 ヴェルフェたかはら那須Ｕ－１２ ６－０ フットボールクラブ氏家 

          野原グランディオスＦＣ ２－１ 御厨フットボールクラブ 

      決 勝 ヴェルフェたかはら那須Ｕ－１２ ４－０ 野原グランディオスＦＣ 

【総  評】準決勝からは攻守に迫力のある 4チームによる熱戦が繰り広げられた。決勝では

前半ヴェルフェたかはら那須Ｕ－１２の攻撃を 1点に抑えていた野原ウランディ

オス FC であったが、後半 3 点を追加したヴェルフェたかはら那須Ｕ－１２が優

勝し、全国への切符を手にした。 
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５ 第 44 回 栃木県少年サッカー選手権大会 

 （１）選手権の部 
【競技日程】11 月 22 日・28日・29日、12 月 13日 
【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 
【参加チーム数】１９５チーム 

【結  果】優 勝 ヴェルフェたかはら那須Ｕ－１２vert 

      準優勝 ＴＥＡＭリフレＳＣ  

      第３位 ＪＦＣファイターズ 栃木ウーヴァフットボールクラブ・セレソン 

      準決勝 ヴェルフェ・ヴェール ６－２ ＪＦＣファイターズ 

          ＴＥＡＭリフレＳＣ ７－１ 栃木 UVA セレソン 

      決 勝 ヴェルフェ・ヴェール ３－０ ＴＥＡＭリフレＳＣ 

 （２）ジュニアの部 
【競技日程】12 月 5日・6日 

【会  場】粟野総合運動公園、他 

【参加チーム数】６４チーム 

【結  果】＜ヤシオツツジ・トーナメント＞ 

      優 勝 御厨ＦＣ 

      準優勝 栃木ＳＣジュニア 

      第３位 FC VALON FE.アトレチコ佐野 

      準決勝 栃木ＳＣジュニア ３－０ FE.アトレチコ佐野 

             御厨ＦＣ ２－１ FC VALON 

         決 勝 御厨ＦＣ ２－０ 栃木ＳＣジュニア 

         ＜ニホンカモシカ・トーナメント＞ 

優 勝 ともぞう SC Jr 

準優勝 プラウド栃木 FC U10 

第３位 野原グランディオス FC、上松山クラブ 

準決勝 プラウド栃木 FC U10 １－０ 上松山クラブ 

    ともぞう SC Jr ５－０ 野原グランディオス FC 

決勝  ともぞう SC Jr ３－０ プラウド栃木 FC U10 

        【総  評】選手権の部では、１回戦から白熱した好ゲームが多数あった。決勝で

は、ヴェルフェ・ヴェールが TEAMリフレ SCを振り切り、優勝した。

ジュニアの部では、御厨 FCとともぞう FCが力の差を見せ、優勝した。 

 
６ JA 全農杯チビリンピック関東大会栃木県大会兼第 33 回 栃木県少年サッカー新人大会 

【競技日程】2 月 7日・11日・14日 

【会  場】宇都宮市平出サッカー場他 

【参加チーム数】６４チーム 

【結  果】優 勝 ともぞうサッカークラブ 

      準優勝 リフレ SC 

 準決勝 ともぞうサッカークラブ ４－１ FC Boa Sorte 

     リフレ SC ４－０ FCアネーロ宇都宮 

      決 勝 ともぞうサッカークラブ １－０ リフレ SC 

【総  評】準決勝は、ともぞう SC、リフレ SC が他との力の差を見せつけ、決勝に勝ち上が
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った。決勝は、レベルの高い攻防が見られたが、ともぞうＳＣが決定力に勝り、

見事に優勝した。 

 
７ 第８回関東ＭＴＭ交流戦 4 

【競技日程】７月 23日・24日・25日 

【会  場】栃木県総合運動公園 

【参加チーム数】１４チーム 

【結  果】栃木県 4勝 2分 2敗 

      とちぎ県 2勝 2分 4敗 

      栃木県女子 3勝 0分 3敗 

【総  評】他県のレベルの高さが光る大会となった。特に東京都、茨城県はうまさと強さも

兼ね備え、試合巧者であった。栃木県の選手も善戦したが、ゲームを作り上げる

意識やメリハリのある攻守などの面において、まだまだレベルを上げていかなけ

ればならないと感じた。今回から女子も参加し盛り上がった。 

 

５．女子関連事業 

１ 第 19 回栃木県女子ユースサッカー選手権大会 

(兼) 第 19回関東女子ユースサッカー選手権大会栃木県予選 

   【競技日程】８月 30日・９月６日 
   【会  場】鹿沼サンエコ自然の森公園サッカー場 

【参加チーム数】３チーム 

【結  果】優 勝 河内 SCジュベニール 

      準優勝 栃木 SCレディース 

       河内 SCジュベニール ６－0 栃木 SCレディース 

【総  評】今年も OYAMA-LFC が参加し３チームの戦いとなった。河内 SC が昨年のリベンジ

に燃え優勝した。 
 

２ 第 11 回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

(兼) 第 20回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会栃木県予選 

   【競技日程】４月 19日・26日・29 日 
   【会  場】宇都宮市サッカー場、他 

【参加チーム数】５チーム 

【結  果】優 勝 OYAMA-LFC 

      準優勝 河内 SCジュベニール 

         決 勝 OYAMA-LFC ２－0 河内 SCジュベニール 

【総  評】昨年と同様 5 チームでの予選大会となった。決勝戦は、OYAMA-LFC の集中力と粘

りが河内 SCを上回り、僅差の勝負を制し初優勝した。 

 

３ 第４回栃木県高等学校女子サッカー大会 

(兼) 第４回 関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選 
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   【競技日程】４月 25日・26日、５月 3日・4日・10日・ 
   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

【参加チーム数】１２チーム 
【結  果】優 勝 宇都宮文星女子高校 

      準優勝 宇都宮女子高校 

       

決 勝 文星女子    ２－０ 宇都宮女子 
【総  評】高校のレベルが上がり文星女子高校も苦しい試合を強いられたが経験と、譲れな

い強い気持ちで優勝した。 

         
４ 「えいこう杯」第 16回 栃木県女子サッカーリーグ 

 （１）１部リーグ 
【競技日程】４月～１２月 

【会  場】栃木県グリーンスタジアムサブグランド、他 

【参加チーム数】５チーム 

【結  果】第１位 河内 SCジュベニール 

 （２）２部リーグ 
【競技日程】４月～２月 

【会  場】栃木県グリーンスタジアムサブグランド、他 

【参加チーム数】９チーム 

【結  果】第１位 小山城南高校 

 （３）入替戦 

【競技日程】１月１１日 

【結  果】OYAMA-LFC ２－０ 小山城南高校  

      OYAMA-LFC １部残留 

【総  評】各カテゴリーごとの大会・学校行事との日程調整、会場確保等、すべてのカテ 

       ゴリーを持つ女子ならではの難しさがあり、大会運営では非常に苦労している。 

１部では、河内 SC ジュベニールが年間を通して安定した戦いで優勝した。又、

２部では小山城南高校が初優勝し、入れ替え戦挑むも一歩届かず、OYAMA-LFC が

１部に残留した。 

 

５ 第 25 回 栃木県レディースサッカー大会 

 (兼) 第 27 回 関東レディースサッカー大会栃木県予選 

【競技日程】９月 27日 

【会  場】鹿沼サンエコ自然の森総合公園サッカー場 

【参加チーム数】２チーム 

 

【結  果】優 勝 FCクイーンズ  

       

      FCクィーンズ １－０ ブランカ FC 

【総  評】２チームでの順位決定戦となった。レディース年代(O－30)も、大学･なでしこり
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ーグ経験者が主流となってきており、以前のレディース大会とは意味合い・試合

内容共に大きく変わってきている。県内でも若い選手(チーム)の参加を期待した

い。 

       

６ 第 34 回 栃木県女子サッカー選手権大会 

 (兼) 第 37 回 関東女子サッカー選手権大会栃木県予選 

【競技日程】６月 28日・7月 5日・19日 

【会  場】宇都宮市サッカー場、他 

【参加チーム数】5チーム 

【結  果】優 勝 河内ＳＣジュベニール 

      準優勝 宇都宮文星女子高校 

      決勝戦 河内ＳＣジュベニール ３－２ 宇都宮文星女子高校 

【総  評】実力が拮抗する中、久しぶりに河内ＳＣジュベニールが優勝した。。 

 

７ 第 24 回 関東高等学校女子サッカー選手権大会栃木県予選 

【競技日程】8月 29日・30日・9月 5日・6日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

【参加チーム数】１２チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮文星女子高校 

      準優勝 宇都宮中央女子高校 

       

決 勝 宇都宮文星女子女子 ３－０ 宇都宮中央女子高校 

【総  評】文星女子高校の強さが一段と目立った大会であった。 

 

８ 栃木県高等学校女子サッカー新人大会 

【競技日程】１月 1６日・1７日・23日・24日 

【会  場】鹿沼サンエコ自然の森総合公園サッカー場、他 

【参加チーム数】１２チーム 
【結  果】優 勝 宇都宮短期大学附属高校 

      準優勝 宇都宮文星女子高校 

      

決 勝 宇都宮短期大学附属高校  １－０ 宇都宮文星女子高校 

【総  評】試合内容では文星に利が有るように見えたが、一瞬のすきを突かれカウンターで

1 点を失った。その後、文星の猛攻を守りきった宇短附が初優勝に輝いた。 
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９ ワンデーサッカークリニック 

【競技日程】7 月 12日（78名）・1月 17日（53名） 

【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

【総  評】毎年複数回開催し、徐々に定着してきていると思う。ワンデーは、経験者の子供

たちが対象であり、毎回楽しみに参加してくれる選手もいる。この子供たちが、

中学・高校とサッカーを続けていける環境を作っていくことが必要であり、大切

なことだと考える。 

 

６．シニア関連事業 

１ 第 22 回 栃木県シニアサッカー大会 

【競技日程】４月５日・12日・19日 

【会  場】河内総合運動公園多目的広場、石井緑地サッカー場、宇都宮市サッカー場 

【参加チーム数】O-40 14チーム、O-50 10チーム、O-60 2チーム 

【結  果】＜O-40> 

             Ａブロック １位 卯の花シニアＳＣ 

       Ｂブロック １位 宇都宮ＦＣファミリー 

       Ｃブロック １位 矢板クラブ 

       Ｄブロック １位 栃木ＥＩＫＯＨ 

      ＜O-50＞ 

       Ａブロック １位 栃木ＥＩＫＯＨ 

Ｂブロック １位 下都賀シニアＳＣ 

Ｃブロック １位 栃木Ｕ.Ｓ.Ａ 

         ＜O-60＞ 

          Ａブロック １位 栃木大昭サッカークラブ 

 

２ 第６回 栃木県シニア選手権大会 

 （１）Over40 
【競技日程】10月４日・18日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、栃木県総合運動公園サッカー場 

【参加チーム数】１３チーム 

【結  果】優 勝 矢板クラブ 

      準優勝 下都賀シニアＳＣ 

      第３位 栃木教員マスターズ 

      第３位 喜連川ＦＣ 

      準決勝 矢板クラブ    ４－１ 栃木教員マスターズ 

          下都賀シニアＳＣ ３－１ 喜連川ＦＣ 

      決 勝 矢板クラブ    ４－１ 下都賀シニアＳＣ 

 （２）Over50 
【競技日程】８月 30日・９月 6日・13日 

【会  場】日光市西川サッカー場・栃木県グリーンスタジアム・ 

      栃木市総合運動公園陸上競技場 

【参加チーム数】９チーム 

【結  果】優 勝 とちぎシニア 
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      準優勝 下都賀シニアＳＣ 

     第３位 栃木ＥＩＫＯＨ 

上都賀２０００ 

 

準決勝 下都賀シニアＳＣ ２－２ 栃木ＥＩＫＯＨ 

 6 PK 5 

          とちぎシニア    １－０ 上都賀２０００ 

      決 勝 下都賀シニアＳＣ ０－０ とちぎシニア 

                   0 PK 3 

 

３ 第９回 シニアフレンドリーマッチ 

【競技日程】12 月 20 日・27日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム・鹿沼自然の森サッカー場 

【参加チーム数】９チーム 

【結  果】優 勝 ヴェルフェ３５ 

      準優勝 栃木５３友の会 

     第３位 栃木県庁蹴球会 

 

 

４ 2015 第 14 回栃木県シニアサッカーリーグ 

 （１）Over40 

【競技日程】５月～２月 

【会  場】栃木県内サッカー場 

【参加チーム数】１４チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮ＦＣファミリー（12勝１敗） 

      準優勝 卯の花シニアＳＣ  （10勝３分） 

     第３位 矢板クラブ     （８勝２分３敗） 

 （２）Over50 

【競技日程】５月～２月 

【会  場】栃木県内サッカー場 

【参加チーム数】10チーム 

【結  果】優 勝 栃木教員マスターズ （８勝１分） 

      準優勝 栃木ＥＩＫＯＨ   （７勝２分） 

     第３位 上都賀２０００   （４勝２分３敗） 

（３）Over60 

【競技日程】５月～１月 

【会  場】栃木県内サッカー場 

【参加チーム数】２チーム 

【結  果】優 勝 栃木大昭サッカークラブ（４勝１分１敗） 

       

 

７．フットサル関連事業 

１ 第 13 回 栃木県フットサルリーグ 
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 （１）１部リーグ 
【競技日程】５月～１２月 

【会  場】宇都宮市清原体育館、他 

【参加チーム数】８チーム 

【結  果】第１位 インファンチール／峰ＦＣ(８勝２敗)  

      第２位 ＡＳ栃木(７勝１分け２敗) 

      第３位 Ｐ.Ｓ．ＦＥ(５勝１分け４敗) 

  （２）２部リーグ 
【競技日程】５月～１２月 

【会  場】真岡市スポーツ交流館、他 

【参加チーム数】１１チーム 
【結  果】第１位 ユズハ (８勝２敗)  

      第２位 ブラジニア(６勝２分け２敗) 

      第３位 ヴェンダヴァル(６勝１分け３敗) 

 
２ 第 11 回 栃木県女子フットサルリーグ 

【競技日程】５月～12 月 

【会  場】真岡市スポーツ交流館、他 

【参加チーム数】５チーム 

【結  果】第１位 宇都宮チェルトＦＣ （８勝） 

      第２位 モランゴメニーナ（４勝１分け３敗） 

      第３位  ブラジニア・レディース（４勝４敗） 

 

３ 第 21 回 全日本フットサル選手権大会栃木大会 

【競技日程】10 月４、11 日、11 月８、29 日 

【会  場】栃木市総合体育館、他 

【参加チーム数】１９チーム 

【結  果】第１位 三栄不動産ＦＣ宇都宮  

      第２位 ＡＳ栃木 

第３位 インファンチール／峰ＦＣ、モランゴ栃木 

 

４ 第 12 回 全日本女子フットサル選手権大会栃木県予選 

【競技日程】７月 26 日、８月２日 

【会  場】県北体育館、清原体育館 

【参加チーム数】４チーム 

【結  果】第１位 アマレーロ／峰ＦＣ 

      第２位 宇都宮チェルトＦＣ 

      第３位 ブラジニア・レディース 
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５ 第２回 全日本ユース（U-18）フットサル大会栃木県予選 

【競技日程】５月３０日 

【会  場】県南体育館 

【参加チーム数】３チーム 

【結  果】第１位 佐野日大高  

      第２位 真岡高 

      第３位 宇都宮東高 

 

６ 第２回ユースフットサル選抜トーナメント栃木県予選 

【競技日程】11 月 23 日 

【会  場】清原体育館 

【参加チーム数】３チーム 

【結  果】第１位 佐野日大高  

      第２位 真岡高 

      第３位 真岡北陵高 
 

７ 第 21 回男子、第６回女子 全日本ユース（U-15）フットサル大会栃木県予選 

 （１）男子 
【競技日程】10 月 17、18 日、11 月３日 

【会  場】真岡市スポーツ交流館、他 

【参加チーム数】15チーム 

【結  果】第１位 プログレッソ佐野Ａ 

      第２位 ＡＳ栃木Ｕ－15 

      第３位 ウイングスＳＣホワイト、ともぞうＳＣＵ－15 

 （２）女子 
【競技日程】10 月 17、18 日 

【会  場】足利市民体育館、他 

【参加チーム数】２チーム 

【結  果】第１位 足利・両毛ローザＦＣ 

      第２位 宇都宮市泉が丘中 

 

８．キッズ関連事業 

１ 高校キッズアカデミーフェスティバル 

【競技日程】１１月～３月 

【会  場】小山南高校、小山西高校、さくら清修高校、益子南Ｇ（真岡高校）、佐野東高校、

佐野日大高校、鹿沼高校、鹿沼東高校、日光丸山公園（今市高校、今市工業高校） 

【参 加 者】各４０名～１００名 

【総  評】どの会場でも、高校生（ユースコーチ）との関わりについては大変好評である。

県協会としても高校生にしっかりと関わってもらうために、県協会の意図や子ど

も達への関わり方、指導の仕方などを研修してから行いました。 
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９．ＪＦＡフェスティバル 
～2002 FIFA ワールドカップ TM 記念事業～ 

１ JFA フットボールデー 

  第９回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル 2015 in さくら 

   【日  程】10 月 18日（日） 

【会  場】さくら市さくらスタジアム 

【参加者数】２００名    

 

２ JFA キッズサッカーフェステバル 2015 

  （１）Ｕ－９ 
【競技日程】５月３０日 

【会  場】サンエコ自然の森サッカー場 

【参 加 者】１００名 

【総  評】ゲーム前にトレーニングを行う形式で行ない、午前中に参加チームの指導者の方

に集まって頂き、レーニングメニューの共有やシミュレーションを行いました。 

参加チームは多くはありませんでしたが、指導者の方は「自分が楽しむ」ことや

「自分の言葉かけで子供たちが楽しめる」ことを味わってくれていました。 

（２）Ｕ－８ 
【競技日程】７月１１日 

【会  場】サンエコ自然の森サッカー場 

【参 加 者】１６０名 

【総  評】各チームの指導者の方との朝の打ち合わせで「怒鳴らない・怒らない・子供の判

断を尊重する」ことを徹底しました。時折、罵声が聞こえましたが、その言動が

異質であることを他の人が気付けるような“終始いい雰囲気”の一日でした。 

      また、最後の親子サッカーは白熱したバトルが展開されていました。 

（３）グラスルーツ 
【競技日程】９月２０日 

【会  場】佐野市運動公園多目的球技場 

【参 加 者】６０名 

【総  評】６セッションのうち昨年のＧＲのチーフ経験者３名。県トレＵ－１２のチーフ１

名。キッズインストラクター２名。そして、Ｃ級コーチが２名ずつサポートをし、

各セッションを３名で担当しました。また、２０名のＤ級コーチが子供たちと一

緒に各セッションを回りました。参加人数が少なかったことでフリースペースが

でき、弟妹はもちろん、高学年の子供ともプチＧＲフェスティバルができました。 

         今回は県南での開催であったため、次回は県北での開催を予定している。 

（４）Ｕ－６ 
【競技日程】１１月２１日 

【会  場】サンエコ自然の森サッカー場 

【参 加 者】８０名 

【総  評】Ｕ－６の参加チームが少なかったため、急遽Ｕ－７も一緒に開催しました。日頃

２年生と一緒にサッカーをしている１年生は、久しぶりの同学年での試合を満喫

していました。また、Ｕ－６の中には年少児も混ざっており、その頑張りに他チ

ームの保護者の方からもたくさんの声援が飛んでいました。親子サッカーは子供

に勝ちを譲ってあげるチームが多く、低年齢ならではの試合が見られました。 

（５）Ｕ－９ 
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【競技日程】１２月２３日 

【会  場】青木サッカー場 

【参 加 者】１４０名 

【総  評】この地区では久しぶりの開催となりました。全員でキッズビクスで汗をかき、思

うように動かない手と足にジレンマを感じながらも楽しんでいました。地理的に

県央に遠い地区のため、フェスティバルに来られないチームが多いせいか、子供

同士の試合のときは大きな声も聞かれました。やはり、全地区をまわっての開催

の必要性を感じました。しかし、親子サッカーになると大人の笑顔が増えたせい

か、子どもたちも笑顔一杯でサッカーを楽しんでいました。 

 

 
３ JFA レディース・ガールズサッカーフェスティバル 2015 栃木 

   【競技日程】６月 21 日 フットサル 

【会  場】宇都宮市スケートセンター 

【参 加 者】１３チーム 

   【総  評】競技としてではなく、純粋にフットサルを楽しめることで、毎年参加者が多い。

中学生からレディース O-40 まで、年齢・経験に関係なく、誰でも参加できるこ

のようなフェスティバルを楽しみにしてる人も多いと思う。 

 

４ JFA ガールズサッカーフェスティバル 2015 栃木 

 第 10 回 栃木県オープン女子ユース(U-12)サッカー大会 

   【競技日程】12 月 3日・4日 

【会  場】足利市五十部運動公園 

【参加チーム数】１２チーム 

【総  評】このフェスティバルも９回を数え、本県のチームはもとより他県のチームにも定

着した感がある。少女というカテゴリーが少年へ移行し、女子同士で試合をする

機会が減った今、とても楽しみにしていてくれる選手達がいるので、今後も継続

して開催していきたい。 

 
 

５ JFA レディース・ガールズサッカーフェスティバル 2015 栃木 グラスルーツ 

   【競技日程】５月 24 日・大田原グリーンパーク  (33 名) 

2 月 14 日 足利市五十部運動公園  （63 名） 

【総  評】今年は、グラスルーツフェスティバルを年２回開催した。サッカー未経験者及び

初心者を対象とし、サッカーに触れ、楽しさを知ってもらう事を目的としている。

内容・指導に関しては連盟だけでは不十分な部分があり、キッズ委員会の協力を

得ながら、充実したものしていければと思う。 

 
１０．その他 

１  JFA 障害者サッカーフェステバル 2015 in 栃木 

  (1)県南地区 

      【日  程】11 月８日（日） 
【会  場】栃木市総合運動公園陸上競技場 
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【参加者数】20名 

 

(2)県北地区 

【日  程】11 月 15 日（日） 

【会  場】フットサルコート VertfeeField  

【参加者数】20名 
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Ⅱ 県内関連事業（技術強化・審判関係） 

１．国体強化関連 

１ 国体成年男子 

 （１）強化練習会 
   【期  日】５月～８月 延べ１２日 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 他 

【参加者数】指導者 延べ６６名、選手 延べ２５２名 
 

２ 国体女子 

 （１）強化練習会 
   【期  日】５月～８月 延べ２４日 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 他 

   【参加者数】指導者 延べ７２名、選手 延べ２５６名 
 

３ 国体少年男子 

 （１）強化練習会 
   【期  日】４月～２月 延べ３２日 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 他 

   【参加者数】指導者 延べ１７８名、選手 延べ６３６名 

 

４ 指定クラブ強化 

（１）強化練習会 
   【期  日】４月～１２月 延べ７１日 

   【会  場】栃木市総合運動公園陸上競技場 他 

   【参加者数】指導者 延べ２６６名、選手 延べ１，７６３名 

 

２．指導普及事業（技術強化委員会関連） 

１ 中央トレセン 

 （１）Ｕ－１５ 
【期  日】９月 12日（土）、13日（日） 

   【会  場】今市青少年スポーツセンター 

   【参加者数】指導者 延べ 20名、選手 延べ 75名 

 （２）Ｕ－１３ 
【期  日】9月 4日（金）5日（土）6日（日） 

   【会  場】今市青少年スポーツセンター 

   【参加者数】指導者 延べ 25名、選手 延べ 80名 

 （３）Ｕ－１２ 
【期  日】1月 16日（土）17日（日） 



25 
 

   【会  場】都賀スポーツ公園 、他 

   【参加者数】指導者 延べ２０名、選手 延べ９０名 

 （４）ゴールキーパー 
【期  日】実施なし 

   【会  場】 

   【参加者数】 

 

２ トレセン練習会 

 （１）Ｕ－１６ 
【期  日】4月～2月（計 25回） 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ９０名、選手 延べ６００名 

 （２）Ｕ－１５セントラル 
【期  日】4月～2月（計 11回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ３５名、選手 延べ２７５名 

（３）Ｕ－１５中体連 

【期  日】4月～2月（計 11回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ３５名、選手 延べ２７５名 

（４）Ｕ－１４セントラル 
【期  日】4月～2月（計 14回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ４２名、選手 延べ３５０名 

（５）Ｕ－１４中体連 

【期  日】4月～2月（計 14回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ４５名、選手 延べ３５０名 

（６）Ｕ－１３中体連 

【期  日】4月～2月（計 14回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ４５名、選手 延べ３５０名 

（７）Ｕ－１３クラブ 

【期  日】4月～2月（計 14回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ４０名、選手 延べ３５０名 

（８）Ｕ－１２ 

【期  日】4月～2月（計 11回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ３５名、選手 延べ２７５名 

（９）Ｕ－１１ 

【期  日】4月～2月（計 12回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 
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   【参加者数】指導者 延べ３６名、選手 延べ３００名 

（10）Ｕ－１0 

【期  日】4月～2月（計 12回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ３６名、選手 延べ３００名 

（11）女子 

【期  日】4月～2月（計 12回） 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

   【参加者数】指導者 延べ４０名、選手 延べ３００名 

（12）ゴールキーパー  

【期  日】4月～2月（計 12回） 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 

   【参加者数】指導者 延べ６０名、選手 延べ２４０名 

 

３ トレセン合宿 
 （１）Ｕ－１２ 

【期  日】6月 6日・7日 

   【会  場】東雲公園 

   【参 加 者】指導者 延べ１０名、選手 延べ１００名 

 （２）Ｕ－１１ 

【期  日】6月 6日・7日 

   【会  場】東雲公園 

   【参加者数】指導者 延べ１０名、選手 延べ６０名 

 （３）女子 

【期  日】7月 11日･12日、9月 26日･27日、10月 24日･25 日、2月 27日･28日 

   【会  場】鹿島ハイツ・ミンション山崎 G 

【参加者数】指導者 延べ１０名、選手 延べ７４名 

 

４ トレセン遠征 

 （１）Ｕ－１６ 
【期  日】4月 29日、5月 26日、7月 15日、12月 15日、2 月 22日・23日 

   【会  場】卜伝の郷運動公園(茨城)、八幡公園球技場(千葉)、敷島公園(群馬)、清瀬内山運動

公園(東京)、ジャーニィー土合グラウンド(茨城) 

   【参加者数】指導者 延べ５４名、選手 延べ１０８名 

 （２）Ｕ－１５ 
【期  日】9月 27日、10 月 25日、11月 23日、12月 31日 

   【会  場】清瀬内山運動公園、敷島公園サッカー場、押原公園サッカー場、他 
   【参加者数】指導者 延べ２４名 、選手 延べ１６０名 

 （３）Ｕ－１４ 
【期  日】9月 27日、10 月 25日、11月 23日、12月 13日、2月 27日･28日 

   【会  場】よみうりランド(東京)、つくばアカデミーセンター(茨城)、県総合(栃木)、江戸川

大学(東京)、矢田部サッカー場(山梨) 



27 
 

   【参加者数】指導者 延べ 18名、選手 延べ 121名 

 （４）Ｕ－１３ 
【期  日】9月 27日、10 月 25日、11月 23日、12月 13日、2月 27日･28日 

   【会  場】よみうりランド(東京)、つくばアカデミーセンター(茨城)、県総合(栃木)、江戸川

大学(東京)、矢田部サッカー場(山梨) 

【参加者数】指導者 延べ 18名、選手 延べ 121名 

（５）Ｕ－１２ 

【期  日】12 月 5日、12 月 6日 

   【会  場】鹿島ハイツ 

   【参加者数】指導者 延べ６名 、選手 延べ３２名 

 （６）Ｕ－１１ 
【期  日】実施なし 

   【会  場】 

   【参加者数】 

 （７）女子 

【期  日】7月 11日･12日、9月 26日･27日、10月 24日･25 日、2月 27日･28日 

   【会  場】鹿島ハイツ・ミンション山崎 G 

   【参加者数】指導者 延べ１０名、選手 延べ７４名 

 

５ 海外交流 

 （１）大学選抜韓国遠征 
【期  日】 今年度実施なし 

   【会  場】 

   【参加者数】 

 （３）Ｕ－14 中体連選抜タイ遠征（政情不安定のため変更）→韓国遠征 
【期  日】 3/26（土）〜3/19（火） 

   【会  場】 仁川広域市、ソウル特別区 

   【参加者数】 27名 

 

６ (公財)日本サッカー協会公認コーチ養成講習会 

（１）Ｃ級コーチ 

【期  日】1コース（6/19,20,21,26,27,28,7/4,5）２コース（11/6,7,8,13,14,15,21,22） 

   【会  場】今市青少年スポーツセンター等 

   【参加者数】４０人 

 （２）Ｄ級コーチ 

【期  日】１コース（4/4,5）２コース（9/5,6）３コース（9/19,20） 

   【会  場】今市青少年スポーツセンター等 

   【参加者数】１０３人 

 （３）キッズリーダー養成講習会 

【期  日】 5/9,11/14,12/12,12/23,1/17,1/23,2/5,  

   【会  場】 サンエコ自然の森サッカー場 他 
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   【参加者数】 ５５名 

 

７ 公認指導者研修会（リフレッシュコース） 

【期  日】4/5,11,12,5/2,8/30,9/5,6,13,20,10/11,11/14,12/12,23,1/16,17,30,2/13,14,27 

            3/5 

【会  場】今市青少年スポーツセンター等 

【受講者数】４３１人 

 

８ 第 11 回栃木県フットボールカンファレンス 

【期  日】2月 7日（日） 

【会  場】真岡市民会館 

【受講者数】350名 

 

９ Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会 

【期  日】1月 9日（土） 

【会  場】栃木県立真岡高等学校 

【受講者数】 

 

１０ Ａ級コーチ養成講習会受講者選考会 

【期  日】1月 10日（日） 

【会  場】栃木県立真岡高等学校 

【受講者数】６人 

 

１１ トップコーチフォーラム 

【期  日】3月 19日（土） 

【会  場】鬼怒川パークホテル 

【参加者数】９人 

 

 

１２ Ｕ－１４伝達講習会 

【期  日】実施なし 

【会  場】 

【参加者数】 
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３．指導普及事業（審判委員会関連） 

１ サッカー４級審判資格取得講習会 

(１)第１回 

【期  日】７月 26日(日) 

 【会  場】小山工業高等専門学校 

 【受 講 者】122名(ユース 13名) 

(２)第２回 

【期  日】３月 19日(土)      

 【会  場】栃木県総合教育センター 

【受 講 者】306名(ユース 14 名) 

 

２ サッカー３級審判資格昇格審査会 

(1)第 1 回 

【期  日】６月 28日(日)、７月 19日(日)・20日(月)・25日(土)・26日(日) 

 【会  場】大田原市美原運動公園陸上競技場、佐野市運動公園多目的球技場ほか 

 【受 講 者】58名(12名合格) 

(2)第２回 

【期  日】11 月 21 日(土)、12月６日(日)・26日(土)･27日(日)、1月 9日(土) 

 【会  場】県協会事務所、宇都宮高等学校、作新学院大学、大田原グリーンパークほか 

【受 講 者】63名(16名合格)  

 

３ サッカー審判登録更新講習会 

（１）４級  

①【期  日】11 月 14日(土) 

    【会  場】佐野市犬伏地区公民館 

    【受 講 者】57名（ユース２名） 

 ②【期  日】11月 28日(土) 

    【会  場】真岡市公民館二宮分館 

    【受 講 者】44名（ユース１名） 

③【期  日】11 月 28日(土) 

    【会  場】小山工業高等専門学校 

    【受 講 者】48名（ユース４名） 

④【期  日】11 月 29日(日) 

    【会  場】足利市生涯学習センター 

    【受 講 者】65名（ユース３名） 

⑤【期  日】12 月 13日(日) 

    【会  場】宇都宮市東生涯学習センター 

    【受 講 者】141名（ユース１名） 

⑥【期  日】12 月 18日(土) 

    【会  場】宇都宮市東生涯学習センター 

    【受 講 者】75名（ユース１名） 

⑦【期  日】12 月 20日(木) 

    【会  場】矢板市生涯学習館 

    【受 講 者】50名（ユース 3名） 
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   ※ＪＦＡラーニング 10月～３月  

    【受 講 者】2,137名（ユース 105名） 

（２）２・３級 

【期  日】11 月 29 日(日)、12月 12日(土)、２月 19日(金) 

    【会  場】真岡市民会館。とちぎ福祉プラザ、県協会事務所 

   【受 講 者】２級 58名、３級 343名 

 

４ フットサル４級審判資格取得講習会 

（１）第１回 

【期  日】５月 30日(土) 

    【会  場】栃木市総合運動公園体育館 

    【受 講 者】19名 

（２）第２回 

【期  日】１月 16日(土) 

    【会  場】栃木市総合運動公園体育館 

 【受 講 者】33名 

（３）第３回 

【期  日】１月 24日(日) 

    【会  場】栃木市総合運動公園体育館 

 【受 講 者】22名 

（４）第４回 

【期  日】１月 30日(土) 

    【会  場】栃木市総合運動公園体育館 

 【受 講 者】28名 

 

５ フットサル審判登録更新講習会 

 （１）４級 

①【期  日】11 月 22日(日) 

    【会  場】栃木市総合運動公園体育館 

    【受 講 者】７名 

②【期  日】11 月 28日(土) 

    【会  場】栃木市総合運動公園体育館 

    【受 講 者】９名 

   ※JFAラーニング 10月から３月 

 【受 講 者】374名（ユース 1名） 

 （２）３級 

【期  日】11 月 22 日(日)、11月 28日(土) 

    【会  場】鹿沼市運動公園陸上競技場、栃木市運動公園陸上競技場 

    【受 講 者】28名 

（３）２級 

【期  日】12 月 19 日(土) 

    【会  場】宇都宮平石地区市民センター 

    【受 講 者】７名 
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６ ３級審判インストラクター登録更新講習会・取得講習会 

（１）第 1 回 

【期  日】11月８日(日) 

【会  場】県協会事務所 

【受 講 者】21名（更新 18名、取得 3名） 

 

７ フットサル３級審判インストラクター登録更新 

【期  日】12 月 19 日(土) 

【会  場】宇都宮平石地区市民センター 

【受 講 者】４名 

 

８ 審判員・インストラクター県内各大会派遣 

【期  日】４月～３月 

【会  場】県内各地 

 

９ 審判トレセン 

【期  日】４月 24 日(金)、５月 19 日(火)、6 月 26 日(金)、8 月 7 日(金)、8 月 13 日(木)

～15日(土)、9月 23日(水)、10 月 17日(土)、11月 20日(金)、3月 21日(月) 

    【会  場】県協会事務所、鹿沼自然の森公園サッカー場 

  【内  容】講義、フィットネストレーニング、プラクティカルトレーニングほか 

 

１０

 
トップレフリーセミナーⅡ 

【期  日】４月 14日(火)、６月 27日(土)、７月 16日(木)、８月９日(日)、８月 23日(日)、

10 月 12日(月)、11月 23日(月)、１月 16 日(土)～17日(日)、３月 27日(日) 

   【会  場】県協会事務所ほか 

   【内  容】講義、観戦研修ほか 

  
１１

 
JFA 女子審判トレセン 

【期  日】11 月 22 日(日) 

   【会  場】宇都宮女子高等学校 

   【内  容】講義、実技研修 
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Ⅲ 県内関連事業（専門委員会関係） 

１ 総務委員会 

 （１）登録事務（日本協会、関東協会） 

   ＜2015年度チーム・選手登録数＞ 

     サッカー               チーム登録数   選手登録数 

               １ 種      107 ﾁｰﾑ     2,880名 

               ２ 種       65 ﾁｰﾑ     2,685名 

               ３ 種      154 ﾁｰﾑ     5,221名 

               ４ 種      202 ﾁｰﾑ     5,748名 

               女 子       24 ﾁｰﾑ      542名 

               シニア       16 ﾁｰﾑ        483名  

               合 計      568 ﾁｰﾑ        17,559名 

フットサル          チーム登録数   選手登録数 

               １ 種         27 ﾁｰﾑ         419名 

               ２ 種          0 ﾁｰﾑ           0名 

                        ３ 種          2 ﾁｰﾑ          26名 

                        ４ 種          1 ﾁｰﾑ          24名  

               合 計      29 ﾁｰﾑ           469名 

 

   ＜2015年度審判員登録数＞ 

                 サッカー   フットサル   ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(S)  ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(F) 

         １ 級       5名           －        1名       －  

         ２ 級       59名      9名           5名         2名 

         ３ 級      355名          33名      18名         4名 

         ３ 級(U-18)     3名      －            －           － 

         ３ 級(U-15)     1名      －            －           － 

         ４ 級     3,780名         555名           －           － 

                  ４ 級(U-18)     246名          －            －           － 

         ４ 級(U-15)    32名      －           －           － 

         合 計     4,481名      597名          24名         6名 

 

  ＜2015年度指導者登録数＞ 

                           サッカー    フットサル 

         Ｓ級コーチ           1名            － 

         Ａ級コーチジェネラル      29名       － 

         Ａ級コーチＵ-12         6名            － 

         Ｂ級コーチ           82名      －   

         Ｃ級コーチ           592名      13名   

         Ｄ級コーチ            1,534名      －   

         キッズリーダー            11名      －   

         合 計              2,255名       13名 
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 （２）事業報告、事業計画案の作成 
 （３）日本協会及び関東協会、県体協等との連絡調整 

（４）各連盟事業の調整 

 

２ 財務委員会 

 （１）予算案、決算の作成 
 （２）各委員会・連盟との調整 

 

３ 技術委員会 

 （１）代表チームサポート事業 

 （２）トレーニングセンター事業 

 （３）指導者養成事業 
 （４）キッズ関連事業のサポート 

 （５）海外遠征サポート事業 

 （６）全国と県、県と各地区、各連盟との連絡調整 

 

４ フットサル委員会 

（１） 各連盟担当者連絡調整 

 

５ 審判委員会 

 （１）審判資格取得講習会、審判資格昇格審査会の開催 
 （２）審判研修会の開催 

 （３）審判資格登録更新講習会 

 （４）各種大会審判員派遣 

 

６ 記録広報委員会 

 （１）広報紙「ＳＯＣＣＥＲとちぎ」の発行 
 （２）公式ホームページの管理  URL  http://www.tfa.or.jp/ 

 （３）JFA NEWS 寄稿原稿 

 （４）サッカー関係資料収集、管理 

 （５）各種大会の記録収集 

 （６）各種大会の公式記録担当 
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７ 医事委員会 

（１） 各種大会へのドクター派遣 

 

８ 地区委員会 

（１） 各地区との連絡調整 

（２） 地区、市サッカー協会役員会議の開催 

 

９ 施設委員会 

 （１）鹿沼市自然の森総合公園サッカー場の利用調整 
 （２）市町サッカー施設調査および調整 

 

１０ 事業委員会 

 （１）天皇杯の企画運営 
 （２）栃木トヨタカップ（天皇杯県予選）の企画運営 

 （３）フットボールデーの企画、運営 

 （４）新規事業の企画、運営及び調整 

 

１１ キッズ委員会 

 （１）フェスティバル開催の企画・運営 
 （２）関係連盟・委員会との連絡調整 

 （３）JFA キッズプログラムの推進（サッカー教室、巡回指導、指導者養成等） 

 （４）キッズアカデミーの企画・運営 

 （５）他種別との連携への企画・運営 
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Ⅳ 県内関連事業（表彰関係） 

１ 栃木県サッカー協会関係の表彰 

（１）2015 年度 第 43 回 太郎賞 受賞者 

４ 種  片 岡 駿 太   ともぞうサッカークラブ 

        阿 野 真 拓   南河内サッカースポーツ少年団 

        水 口 嵩 大   ヴェルフェたかはら那須Ｕ－12 

        土 屋   巧   ヴェルフェたかはら那須Ｕ－12 

        大 平 卓 海   野原グランディオスＦＣ 

        久 永 瑠 音   ともぞうサッカークラブ 

        猪 瀨 結 子   プラウド栃木フットボールクラブ 

３ 種  坂 本 昴 優   栃木サッカークラブ ジュニアユース 

        飯 島   翼   ＦＣファイターズ 

        伊 藤 祐 樹   日光市立今市中学校 

２ 種  小 野 智 史   佐野日本大学高等学校 

星 キョーワァン  矢板中央高等学校 

        明 本 考 浩   栃木サッカークラブ ユース 

 女 子  広 瀬 永里香   栃木サッカークラブ レディース 

（２）2015 年度 第 28 回 森山賞 受賞者 

上 野   哲  小山工業高等専門学校サッカー部 監督 

第 44回関東高等専門学校サッカー選手権大会 準優勝 

長谷川 具 三  ともぞうサッカークラブ 監督 

バーモントカップ第 25回全日本少年フットサル大会 第３位 

 海老沼 秀 樹  佐野日本大学高等学校サッカー部 監督 

第 2回全日本ユース(U-18)フットサル大会関東大会 準優勝 

（３）2015 年度 第 33 回 協会長賞 受賞者 

【団体】 
小山工業高等専門学校サッカー部 

第 44回関東高等専門学校サッカー選手権大会 準優勝 

ともぞうサッカークラブ 

バーモントカップ第 25回全日本少年フットサル大会 第３位 

佐野日本大学高等学校サッカー部 

第 2回全日本ユース(U-18)フットサル大会関東大会 準優勝 

【個人】 

梶   克 之  永年にわたり栃木県サッカー協会の顧問として、協会の発展に貢献 
された。 

金 井   理  永年にわたり栃木県サッカー協会の理事として、協会の発展に貢献 
された。 
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倉 持 孝 夫  永年にわたり栃木県社会人サッカー連盟の監事として、連盟の発展に 

貢献された。 
小 堀 道 正  永年にわたり栃木県サッカー協会の理事並びに塩谷地区サッカー協会 

の役員として、協会の発展に貢献された。 
鎌 倉 三 郎  永年にわたり宇都宮サッカー協会の会長として、協会の発展に貢献 

された。 

（４）2015 年度 感謝状 

【団体】 
     宇都宮メディア・アーツ専門学校 
              （仮称）とちぎフットボールセンター整備構想書のデザイン並びに 

平面図やパースの作成に協力をいただいた。 
【個人】 

     石 川 若 菜  （仮称）とちぎフットボールセンター整備構想書のデザイン並びに 
平面図やパースの作成に協力をいただいた。 

小山田 汐 里  （仮称）とちぎフットボールセンター整備構想書のデザイン並びに 
平面図やパースの作成に協力をいただいた。 

遠 藤   優  （仮称）とちぎフットボールセンター整備構想書のデザイン並びに 
平面図やパースの作成に協力をいただいた。 

仁 平 愛 莉  （仮称）とちぎフットボールセンター整備構想書のデザイン並びに 
平面図やパースの作成に協力をいただいた。 

上 野 貴 生  栃木県サッカー協会エンブレムのデザイン作成に協力をいただいた。 

（５）2015 年度 特別功労賞 

安 藤   梢  2015FIFA女子ワールドカップに日本代表として出場し、準優勝に貢献 
した。 

鮫 島   彩  2015FIFA女子ワールドカップに日本代表として出場し、準優勝に貢献 
した。 

山 下 美 幸  AFC女子フットサル選手権マレーシア 2015に日本代表として出場し、 
準優勝に貢献した。 
第６回世界女子フットサルトーナメントグアテマラ 2015に日本代表と 
して出場した。 

（故）大 橋 伸 司  永年にわたり栃木県サッカー協会技術強化委員長や国民体育大会少年 
男子チームの監督として尽力され、協会の発展に貢献された。 
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２ 各連盟の表彰 

 （１）栃木県社会人サッカーリーグ表彰 

   ①第 48回 栃木県社会人サッカーリーグ１部 

      FC真岡 21 (優勝)、宇都宮 FC (準優勝)、JBUS宇都宮 SC(第３位) 

   ②第 48回 栃木県社会人サッカーリーグ２部 A 

  giurare(優勝)、今市 FCアルシオーネ(準優勝)、氏家クラブ(第３位) 

   ③第 48回 栃木県社会人サッカーリーグ２部 B 

      FC BAJELVO那須烏山(優勝)、スポルト河内(準優勝)、作大 FC(第３位)  

    

   ④第 48回 栃木県社会人サッカーリーグ３部 

      各地区の優勝チーム  ACHIEVE(北那須地区) 

                 FC BORSORTE JUNTAR(塩谷・南那須地区) 

                 amnac(宇河・上都賀地区) 

                 N・CLUB(芳賀地区) 

                 小山工業専門高等学校(下都賀・両毛地区)  

（２）クラブユース連盟の表彰 

   ①ユ ー ス  藤原亮太・森 俊貴(栃木 SC) 

   ②ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ   本島 陸・山崎元気(プログレッソ)、白井陽貴・三森雅弥（エルマーノ） 

          土澤昂太・今村悠人(FC栃木)、野呂光希・名古屋壱世(ウイングス) 

          小林歩夢・白金励大(ヴェルフェ)、西村剛士(プラウド) 

          鈴木貫太郎・大塚裕太(ウーヴァ)、佐藤優悟・長谷川流星(ともぞう) 

          五月女大輝・綱川晋哉(アネーロ)、神野 淳・佐藤圭祐(栃木 SC) 

          渡邊哲伸・小林隼也(AS栃木)、簗島 廉・石川拓海(SAKURA) 

          日高 丈・針谷雄太(ヴェルディ)、室岡聖斗・亀山真杜(Fantasisuta) 

          白澤大吾・川島 悠(足利ユナイ)、高橋聖頼・村岡歩夢(HFC 真岡) 

          板橋幸大・吉澤大和(スポルト)、飯島 翼・平山稔真(ファイターズ) 

         佐藤篤弥・吉野亮太(今市アルシ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

Ⅴ 県内関連事業（会議関係） 

１．県サッカー協会関連 

１ 総会 

 （１）第１回 
   【期  日】６月 13日 
   【会  場】ホテルニューイタヤ 

  【会 員 数】４８６名 

【出席者数】２８７名（内 委任状２６０名） 

   【議  事】①第１号議案 2014年度事業報告について 

         ②第２号議案 2014年度収支決算について 

         ③第３号議案 役員改選について 

 （２）第２回 
【期  日】３月６日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

   【会 員 数】６２５名 

【出席者数】４０１名（内 委任状３７４名） 

   【議  事】①第１号議案 2016年度事業計画（案）について 

         ②第２号議案 2016年度収支予算（案）について 

 

２ 理事会 

 （１）第１回 
   【期  日】５月 27日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

   【出席者数】１８名 

   【議  事】①2014年度 事業報告について 

         ②2014年度 決算報告について 

         ③役員の改選について 

         ④2022年栃木国体に向けた組織体制の強化について 

 （２）第２回 
【期  日】９月 22日 

   【会  場】ホテル花月 

   【出席者数】１５名 

   【議  事】①（仮称）とちぎフットボールセンター整備構想の今後の進め方について 

         ②（公社）栃木県サッカー協会エンブレムの作成について 

 

（３）臨 時 
【期  日】12 月 26 日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

   【出席者数】２２名 

 【議  事】①とちぎフットボールセンターの整備について 

②ＳＭＣサテライト講座の開講について 

         ③ＪＦＡ次期会長の選出について 

         ④県協会エンブレムについて 
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（３）第３回 
【期  日】１月 16日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

   【出席者数】２１名 

 【議  事】①（仮称）とちぎフットボールセンターの整備について 

②顕彰規程細則の改正について 

         ③2015年度顕彰について 

         ④栃木トヨタカップについて 

         ⑤栃木ＳＣの運営依頼について 

         ⑥栃木ウーヴァＦＣの運営依頼について 

 （４）第４回 
【期  日】２月 10日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

   【出席者数】１９名 

   【議  事】①（仮称）とちぎフットボールセンター候補地の選定について 

②2016年度アクションプランについて 

③2016年度 事業計画（案）について 
         ④2016年度 予算（案）について 
         ⑤県協会エンブレムについて 

 

２．社会人連盟関連 

１ 総会（評議員会） 

   【期  日】５月３１日、３月６日 

   【会  場】栃木県グリーンスタジアム、コンセーレ 

 

２ 理事会 

【期  日】４月１７日、６月１９日、８月７日、１０月１６日、１２月４日、２月１２日 

【会  場】栃木県サッカー協会事務所 
 

３ 登録説明会 

【期  日】２月７日 

【会  場】真岡市民会館 

 

４ 代表者会議 
（１） 知事杯第４８回栃木県社会人サッカー選手権大会 兼  

第９５回天皇杯全日本サッカー選手権大会栃木大会１次予選会 代表者会議 
【期  日】３月８日 

【会  場】鹿沼市総合体育館フォレストアリーナ 大会議室 
（２） 第２２回クラブチームサッカー選手権大会栃木大会 代表者会議 

【期  日】３月８日 

【会  場】鹿沼市総合体育館フォレストアリーナ 大会議室 
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（３） 第４９回 栃木県社会人サッカーリーグ３部決勝大会 代表者会議 
【期  日】１１月１１日 

【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

 

３．高校連盟関連 

１ 総会・登録説明会 

   【期  日】４月 14日、３月 18日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

 

２ 専門委員会 

【期  日】４月 14日、５月 12日、７月２日、９月 11日、12 月 14日、３月 18日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ、他 

 

３ 代表者会議 

 （１）県総体兼関東高校サッカー大会県予選会 監督会議 
   【期  日】４月 14日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

 （２）全国高校総体サッカー大会県予選会 監督会議 
   【期  日】５月 12日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

（３）第 94 回 全国高校サッカー選手権栃木大会一次予選会 監督会議 
   【期  日】７月２日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

（４）第 94 回 全国高校サッカー選手権栃木大会 監督・主将会議 
   【期  日】９月 14日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

（５）栃木県高校サッカー新人大会 監督会議 
   【期  日】12 月 14日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

 

４．中学連盟関連 

１ 委員長会議 

   【期  日】５月１日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 
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２ 代表者会議 

 （１）栃木県春季体育大会サッカー競技 代表者会議 
   【期  日】５月 26日 

   【会  場】宮の原中学校 

（２）栃木県総合体育大会サッカー競技 代表者会議 
   【期  日】７月 23日 

   【会  場】宮の原中学校 

（３）栃木県新人体育大会サッカー競技 代表者会議 
   【期  日】10 月８日 

   【会  場】宮の原中学校 

（４）下野杯中学生サッカー大会 代表者会議 
   【期  日】12 月 12日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

 

５．クラブユース連盟関連 

１ 総会 

   【期  日】第１回 ６月 27日・第２回 3月 12日 

   【会  場】栃木県サッカー協会、足利市市民会館・別館 

 

２ 理事会 

   【期  日】4 月 18日、６月 27日、11 月 14日、１月 30日、 

         2 月 27日、3月 12日 

   【会  場】栃木県サッカー協会、他 

 

３ 代表者会議 

 （１）第 30 回 全日本クラブユース選手権(U-15)大会 代表者会議 

   【期  日】４月 18日 

   【会  場】栃木県サッカー協会 

 （２）第 27 回 高円宮全日本クラブユース選手権(U-15)大会栃木県予選 代表者会議 
   【期  日】８月 29日 

   【会  場】栃木県サッカー協会 

（３）2015 栃木県ユースサッカー(U-13)代表者会議 

   【期  日】5 月 23日 

   【会  場】栃木県サッカー協会 

 （４）2015 栃木県ユースサッカー(U-15) 代表者会議 

   【期  日】12 月 12日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 
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６．少年連盟関連 

１ 総会（評議員会及び登録説明会） 
   【期  日】３月７日 

   【会  場】とちぎ福祉プラザ 
 

２ 理事会 
   【期  日】４月 9日、５月 14日、７月 2日、９月 3日、10 月 8日、11月 19日、 

12 月 17日、１月 14日、２月 18日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所、他 
 

３ 監督会議 
 （１）バーモントカップ 第 25 回 全日本少年フットサル大会栃木県大会 監督会議 

   【期  日】５月 10日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

 （２）第 1 回 関東少年サッカー大会栃木県予選 監督会議 
   【期  日】6 月 14 日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

（３）第 39 回 全日本少年サッカー大会栃木県大会 監督会議 

   【期  日】10 月 18日 

   【会  場】とちぎ健康の森 
（４）第 44 回 栃木県少年サッカー選手権大会 監督会議 

   【期  日】10 月 25日 

   【会  場】とちぎ健康の森 

（５）JA 全農杯チビリンピック関東大会栃木県大会兼第 33 回 栃木県少年サッカー新人大会  

監督会議 
   【期  日】１月 23日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 
（６）第１回栃木県少年サッカー交流大会 監督会議 

【期  日】 

   【会  場】 
 

７．女子連盟関連 

１ 総会 

   【期  日】3 月 28日 

   【会  場】栃木県サッカー協会 

 

２ 理事会 

   【期  日】４月 23 日、9月 15日、12 月 10日、2月 5日 

   【会  場】栃木県サッカー協会、他 

 

３ 登録説明会 

   【期  日】２月 13 日 
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   【会  場】栃木県サッカー協会 

 
８．シニア連盟関連 

１ 総会 

   【期  日】 3月 18日 

   【会  場】 栃木県サッカー協会事務所 

 

２ 代表者会議 

   【期  日】４月 21日、12月７日、１月 22日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所、他 

 

３ 登録説明会 

   【期  日】２月 16日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

 

９．フットサル連盟関連 

１ 総会 

   【期  日】平成 28 年４月２日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

 

２ 理事会 

   【期  日】８月 26 日、12 月１日、12 月 31 日、３月２日 

   【会  場】三栄不動産事務所、他 

 

３ 登録説明会 

   【期  日】平成 27 年２月６日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 
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Ⅵ 関東大会関連事業 
１ 第 70 回 国体関東ブロック大会 

 （１）成年男子 
【競技日程】８月 15日・16 日 

【開 催 地】埼玉県熊谷市 

【結  果】１回戦 栃木県 ０－２ 群馬県 

 

 （２）女子 
【競技日程】８月 15日・16日 

【開 催 地】埼玉県さいたま市 

【結  果】１回戦 栃木県 ０－５ 山梨県 

 （３）少年男子 
【競技日程】８月 15日・16日 

【開 催 地】埼玉県さいたま市 

【結  果】１回戦 栃木県 ０－１ 千葉県 

(延長) 

 

１．１種関連事業 

１ 第 49 回 関東サッカーリーグ（１部リーグ） 

【競技日程】４月４日～９月２０日 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】ヴェルフェたかはら那須 

【結  果】＜ホームゲームのみ＞ 

          ヴェルフェ ３－０ FC KOREA 

          ヴェルフェ ２－３ ブリオベッカ浦安 

          ヴェルフェ ４－０ 日立ビルシステム 

          ヴェルフェ ０－０ tonan前橋 

          ヴェルフェ ０－１ 流通経済大学 FC 

          ヴェルフェ １－２ VONDS市原 

          ヴェルフェ １－０ さいたま SC 

          ヴェルフェ ２－１ 東京 23FC 

          ヴェルフェ ２－４ ジョイフル本田つくば 

     通算成績 ５勝５分８敗 ６位 

 

２ 第 51 回 全国社会人サッカー選手権大会関東予選 

【【競技日程】６月 7日・13日・14日 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】ヴェルフェたかはら那須(関東１部)、AS CASA(県社会人１位) 

【結  果】１回戦 AS CASA   １－０ tonan前橋サテライト(関東２部) 

      ２回戦 AS CASA   ０－２ tonan前橋(関東１部) 

２回戦 ヴェルフェ １－０ 早稲田ユナイテッド(関東２部) 
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      決定戦 ヴェルフェ ２－１ tonan前橋(関東１部) 

 

３ 第 22 回 全国クラブチームサッカー選手権大会関東大会 

【競技日程】９月 19日・20日・21日 

   【開 催 地】神奈川県藤沢市 

   【本県代表】I.A.C Raseele(県クラブ選手権１位) 

   【結  果】１回戦 I.A.C Raseele ０－２ FC.BOWTH(埼玉県) 

 

４ 第 49 回 関東社会人サッカー大会 

【競技日程】11 月 14 日・15日・28日・29日 

   【開 催 地】千葉県市原市、他 

   【本県代表】FC 真岡 21(第１代表)、宇都宮 FC (第２代表) 

   【結  果】１回戦 FC真岡 21  ２－２(PK３－５) サンバ南 SC(埼玉県４位) 

             宇都宮 FC  ３－３(PK３－５) 東京海上日動火災(東京都１位) 

 

５ 第 4 回 関東大学サッカートーナメント大会予備予選 

【競技日程】５月 23日 

【開 催 地】東京都 

【参加チーム】白鴎大学（北関東第２代表） 

【結  果】白鴎大学 ２－1 松蔭大学（神奈川県第２代表） 

 

６ 第 8 回 北関東大学サッカーリーグ戦 

【競技日程】５月～10 月 

【開 催 地】北関東各県 

【参加チーム】作新学院大学、白鷗大学、宇都宮大学、足利工業大学 

【結  果】第２位 作新学院大学 (１５勝３分０敗) 

      第３位 白鷗大学   (１２勝１分５敗) 

      第５位 足利工業大学 (10 勝０分８敗) 

      第９位 宇都宮大学  (２勝１分１５敗) 

 

７ 第 44 回 全国自治体職員サッカー選手権大会北関東予選会 

【競技日程】６月 12日・13日・14日 

【開 催 地】栃木県那須塩原市 

【本県代表】宇都宮市役所(第１代表)、栃木県庁(第２代表) 

【結  果】１回戦   宇都宮市役所 ２－１ 東海村役場(茨城県２位) 

            栃木県庁   ０－３ 日立市役所(茨城県１位) 

      準決勝   宇都宮市役所 ０－３ 前橋市役所(群馬県１位) 
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      ３位決定戦 宇都宮市役所 ２－４ 山梨県庁(山梨県１位) 

 
８ 第 43 回 関東自治体職員サッカー選手権大会 

【競技日程】10 月 24 日・25日・26日・27日 

【開 催 地】茨城県東海村 

【本県代表】栃木県庁(第１代表)  

【結  果】１回戦 栃木県庁  ２－１  水戸市(開催都県枠) 

      ２回戦 栃木県庁  ０－２  東京消防庁(前回優勝) 

 

９ 関東信越地区高等専門学校体育大会 

(兼)第 44 回 関東高等専門学校サッカー選手権大会・全国大会予選 

【競技日程】７月 11日・12日 

【開 催 地】栃木県宇都宮市 

【本県代表】小山工業高等専門学校 

【結  果】1回戦   小山高専 ７－０ 産業技術高専荒川（東京都） 

      準決勝   小山高専 ３－２ 東京高専（東京都） 

      決 勝   小山高専 １－５ 茨城高専（茨城県） 

 

２．２種関連事業 

１ 第 58 回 関東高等学校サッカー大会  

【競技日程】５月 30日～6月１日 

【開 催 地】東京都 

【本県代表】矢板中央高校（第１代表）、佐野日大高校(第２代表) 

【結  果】１回戦 矢板中央高校 １－３ 日大藤沢高校(神奈川県) 

       〃  佐野日大高校 ４－２ 水戸啓明高校(茨城県) 

      ２回戦   〃    ２－０ 桐生第一高校（群馬県） 

      決勝戦   〃    １－０ 柏日体高校（千葉県)  

      佐野日大高校 第 3位 

 

２ 
第 19 回関東クラブユースリーグ  

  （兼）Ｊユースカップ 2015 第 23 回Ｊリーグユース選手権大会 

（１）１部リーグ 
【競技期間】４月～12 月 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】該当チーム無し 

（２）２部リーグ 
【競技期間】４月～12 月 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】該当チーム無し 
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３ 2015 日本クラブユースサッカー選手権 U-18 関東予選 

【競技日程】４月～６月 

【開 催 地】関東各都県 

【本県代表】栃木 SCユース 

 <1次予選>栃木 SCユース １－２ ジェフユナイテッド市原・千葉 

         栃木 SCユース １－１ 横浜 FC 

         栃木 SCユース ３－３ 横河武蔵野 FC 

         栃木 SCユース ４－０ エスぺランサ 

         栃木 SCユース １－１ FCトリプレッタ  （1次予選３位） 

   <２次予選>栃木 SCユース １－５ 鹿島アントラーズ 

        栃木 SCユース ０－１ 浦和レッズ 

         栃木 SCユース １－２ ヴァンフォーレ甲府 

         栃木 SCユース ２－３ FC町田ゼルビア 

         栃木 SCユース ４－３ 千葉 SC      （２次予選５位） 

 

３．３種関連事業 

１ 第 46 回 関東中学校サッカー大会 

【競技日程】８月６日～９日 

【開 催 地】群馬県前橋市、他 

【本県代表】宇都宮市立姿川中学校(第１代表)、那須塩原立三島中学校(第２代表) 

【結  果】１回戦 姿川中   ３－１ 日立市立大久保中(茨城県２) 

          三島中   ０－４ 桐蔭学園中(神奈川県１) 

      ２回戦 姿川中   ０－６ 甲府市立西中（山梨県１）  

     第５代表決定戦 姿川中   １－０ 渋川市立子持中（群馬県１） 

 

2 高円宮杯 第 27 回 全日本ユース(U-15)サッカー関東大会 

【競技日程】11 月 7日・8日・14日・15日 

【開 催 地】関東各都県 

【本県代表】栃木 SCジュニアユース、ウイングス SC 

ヴェルディ SS小山 

【結  果】＜Aブロック＞ 
１回戦 栃木 SC JY ６－１ 大豆戸 FC 

２回戦 栃木 SC JY ０－２ 東京ヴェルディ JY 
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＜Bブロック＞ 

１回戦 ウイングス SC １－１ ヴァンフォーレ甲府 

           (PK6-7) 

＜Cブロック＞ 

１回戦 ヴェルディ小山 ０－１ FC古河 

 

３ 第 21 回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

 (兼) 第 30回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東大会 

【競技日程】6月 20日・21日・27日・28 日、７月 5日・11日・12日 

【開 催 地】関東各都県 

【本県代表】栃木 SCジュニアユース、ウイングス SC、FCファイターズ 

【結  果】１回戦 栃木SC JY   １－３ FC多摩 

          ウイングスSC ０－７ 横河武蔵野FC 

          FCファイターズ１－４ 湘南ベルマーレ平塚 

 

４．４種関連事業 

１ 第 39回関東少年サッカー大会 

【競技日程】８月 22日・23日 

【開 催 地】埼玉県朝霞市他 

【本県代表】ヴェルフェたかはら那須 U-12（第 1代表）、JFCファイターズ(第２代表)、 

御厨ＦＣ(第３代表) 

【結  果】＜予選リーグ A組＞ 

JFCファイターズ 通算成績 ０勝０分２敗 予選リーグ３位 

＜予選リーグ F組＞ 

御厨ＦＣ 通算成績 ０勝０分２敗 予選リーグ３位 

＜予選リーグ H組＞ 

ヴェルフェたかはら那須 U-12 通算成績 １勝１分０敗 予選リーグ１位 

＜1位トーナメント＞ 

１回戦 ヴェルフェたかはら那須 U-12 ０－５ バディ SC（神奈川） 

＜3位トーナメント＞ 

1 回戦 JFCファイターズ ２－２PK０－２ FCトリプレッタ渋谷（東京） 

1 回戦 御厨ＦＣ ０－２ 山梨ジュニアサッカースポーツ少年団（山梨） 

 

    
２ 第 37回東関東少年サッカー大会 

【競技日程】8 月 15・16 日 

【開 催 地】茨城県 

【参加チーム】U-10：両毛トレセン、北那須 FC 

      U-11：上都賀 TCU-11、芳賀トレセン U-11 

      U-12:塩南トレセン U-12、宇河 TCU-12 

      女子：栃木県 U12女子「空」 

【結  果】＜U-10＞ 

       両毛トレセン 予選リーグ 2敗 3位 

       北那須 FC 予選リーグ 2敗 3位 
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      ＜U-11＞ 

       上都賀 TCU-11 予選リーグ 2敗 3位 

       芳賀トレセン U-11 予選リーグ 1分け 1敗 3 位 

      ＜U-12＞ 

       塩南トレセン U-12 予選リーグ 2敗 3位 

       宇河 TCU-12 予選リーグ 2 勝 1位 決勝リーグ 2勝 優勝 

      ＜女子＞ 

       栃木県 U12女子「空」 予選リーグ 3勝 1位  

決勝０－０PK２－３ 群馬トレセン 

    
３ 第 26 回 関東選抜少年サッカー大会 

【競技日程】2 月 27日・28日 

【開 催 地】茨城県ひたちなか市 

【参加チーム】栃木トレセン、栃木県選抜 

【結  果】＜予選リーグ A組＞ 

栃木県選抜 通算成績 １勝０分２敗 予選敗退 

＜予選リーグ F組＞ 

          栃木トレセン  通算成績 ２勝０分１敗 決勝リーグ進出 

      ＜決勝リーグ 2組＞ 

          栃木トレセン  通算成績 ０勝０分２敗 決勝リーグ敗退 

 
４ ＪＦＡキャノンカップ関東ガールズ・エイト（Ｕ－１２） 

【競技日程】3 月 5日・6日 

【開 催 地】茨城県ひたちなか市総合運動公園 

【参加チーム】栃木県トレセンＵ１２「空」、栃木県トレセンＵ１２「海」 

【結  果】＜予選リーグ＞ 

        グループ B 

栃木県トレセンＵ１２「空」通算成績 ３勝 １位通過 

  グループ E 

   栃木県トレセンＵ１２「海」通算成績 １勝１分１敗 ２位通過 

＜決勝リーグ＞ 

        ２組 栃木県トレセンＵ１２「空」通算成績 １勝０分１敗 ３位敗退 

３組 栃木県トレセンＵ１２「海」通算成績 １勝１分０敗 １位通過 

         ＜準決勝＞ 

           栃木県トレセンＵ１２「海」０－３ 東京選抜 第 3位 

  
５ JA全農杯チビリンピック大会 

【競技日程】3 月 19日・20日 

【開 催 地】群馬県前橋総合運動公園他 

【参加チーム】TEAMリフレ SC、ともぞう SC 

【結  果】＜予選リーグ B組＞ 

TEAMリフレ SC 通算成績 １勝０分２敗 予選３位敗退 

＜予選リーグ D組＞ 

          ともぞうＳＣ 通算成績 ２勝１分０敗 予選リーグ１位通過 

決勝トーナメント進出 

      ＜決勝トーナメント＞ 

          １回戦  ともぞうＳＣ １－４ レジスタ FC（埼玉県） 
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  ５．女子関連事業 

１ 第 21 回 関東女子サッカーリーグ  2 部 

（１）リーグ戦 
   【競技期間】４月～８月 
   【開 催 地】関東各都県 

   【参加チーム】栃木 SCレディース 

   【結  果】8 位 

    入れ替え戦  栃木ＳＣレディース  ０－９ 神奈川大学 

 

２ 第 37 回 関東女子サッカー選手権大会   

(兼) 第 37回 皇后杯 全日本女子サッカー選手権大会関東予選 

【競技日程】９月 12日・13日・19日・20 日・21日 
   【開 催 地】千葉県 

【参加チーム】河内ＳＣジュベニール 

【結  果】１回戦 河内ＳＣジュベニール ０－６ 東京国際大学                   

 

３ 第 27 回 関東レディースサッカー大会 

(兼) 第 27回 全国レディースサッカー大会関東予選 

   【競技日程】11 月 21日・22日 

   【開 催 地】茨城県 

【本県代表】FCクィーンズ(第１代表)、ブランカ FC(第２代表)、 

【結  果】１回戦 FCクィーンズ ０－５ ＦＯＯＴ ＣＲＵＳＡＤＥＲＳ (千葉２) 

          ブランカFC  ０－５ 東京アルテミス (東京１) 

 

４ 第４回 関東高等学校女子サッカー大会 

【競技日程】５月 31日・６月１日～３日 

【開 催 地】神奈川県 

【本県代表】宇都宮文星女子高校 

【結  果】１回戦 文星女子高校 ０－７ 十文字高校 (東京) 

 
 

５ 第 24 回 関東高等学校女子サッカー選手権大会 

(兼) 第 24回全日本高校女子選手権大会関東予選  

【競技日程】10 月 24 日・25日・31日・11 月 1日 

【開 催 地】山梨県 

【本県代表】宇都宮短大附属高校(第１代表)、作新学院高校(第２代表) 

【結  果】１回戦 宇都宮短大付属高校 ４－０ 土浦第二高校 (茨城２) 

      ２回戦 宇都宮短大付属高校 ０－２ 暁星国際高校 （千葉１） 

         １回戦 作新学院高校 ０－０ＰＫ４-5 日立第二高校 （茨城１） 
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６ 第 19 回 関東女子ユースサッカー選手権大会 

 (兼) 第 19 回 全日本女子ユースサッカー選手権大会関東予選 

【競技日程】10 月１0 日・11 日・17 日・18 日 

【開 催 地】栃木県 

【本県代表】河内ＳＣジュベニール  栃木ＳＣレディース 

【結  果】１回戦 河内 SCジュベニール０－６ ＡＳエルフェン埼玉マリ (埼玉１) 

      １回戦 栃木 SCレディース ２－２PK４-３ノジマステラ神奈川相模ドゥ-ェ（神奈川１） 

2 回戦 栃木 SCレディース ０－５ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18(千葉１) 

                  

 

７ 第 20 回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

 (兼) 第 20 回 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会関東予選 

【競技日程】６月 13日・14日・20日・21 日 

【開 催 地】埼玉県 

【本県代表】ＯＹＡＭＡ-ＬＦＣ (第１代表)  河内 SCジュベニール (第２代表) 

【結  果】２回戦 ＯＹＡＭＡ－ＬＦＣ ０－７ 白岡ＳＣＬ (埼玉県４) 

         １回戦 河内 SCジュベニール ２－３ 大宮エンジェルス０５ (埼玉５) 

 
８ 第 10 回 関東レディースエイト(O-40)サッカー大会 

【競技日程】 

【開 催 地】栃木県 

【参加チーム】 

【結  果】           
 

９ 第 10 回 関東レディースエイト(O-45)サッカー大会 

【競技日程】10 月 

【開 催 地】神奈川県 

【参加チーム】参加せず 

【結  果】 
 

６．シニア関連事業 

１ 第３回 全国シニア(Over40)サッカー大会 関東地区予選会 

   【競技日程】６月 21日 

【開 催 地】東京都駒沢オリンピック公園 

【本県代表】卯の花シニアＳＣ 

【結  果】１回戦 卯の花シニアＳＣ ０－２ 古河市原シニア(千葉県) 

      敗者戦 卯の花シニアＳＣ ０－３ 横浜シニア(神奈川県) 

 
２ 第 14 回 全国シニア(Over 50)サッカー大会 関東地区予選会 



52 
 

   【競技日程】４月 26日 

【開 催 地】東京都駒沢オリンピック公園 

【本県代表】栃木ＥＩＫＯＨ 

【結  果】１回戦 栃木ＥＩＫＯＨ ０－２ 山梨マスターズレジェンド(山梨県) 

            敗者戦 栃木ＥＩＫＯＨ ０－０ ＮＴＴシニア(埼玉県) 

 
３ 第 16 回 全国シニア(Over 60)サッカー大会  関東地区予選会 

   【競技日程】１月 16日・17日 

【開 催 地】千葉県市原市 

【本県代表】栃木大昭 SC 

【結  果】＜予選リーグＡ組＞ 

          栃木大昭ＳＣ ０－２ 古河・千葉６０シニア(千葉県) 

栃木大昭ＳＣ ２－４ 東京都選抜 Lazos2011(東京都) 

栃木大昭ＳＣ ３－０ 群馬ＦＣ６０(群馬県) 

 通算成績 １勝２敗 予選リーグ３位 

      ＜順位決定戦＞ 

      ５・６決戦 栃木大昭ＳＣ ２－０ 日立ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ６０（茨城県） 

 
４ 第６回 全国シニア(Over 70)サッカーフェスティバル関東予選 

（兼）第３回関東シニア選手権大会(Over 70) 

   【競技日程】１月 16日・17日 

【開 催 地】千葉県市原市 

【本県代表】栃木大昭 SC 

【結  果】＜予選リーグＡ組＞ 

          栃木大昭ＳＣ ０－３ 埼玉シニア７０(埼玉県) 

栃木大昭ＳＣ １－１ 茨城シニア７０(茨城県) 

 通算成績 ０勝１分１敗 予選リーグ３位 

      ＜順位決定戦＞ 

      ５・６決戦 栃木大昭ＳＣ ０－３ 東京都ロイヤル(東京都) 

 
５ 第９回 関東シニアサッカー選手権大会 

（１）Over40 
【競技日程】11 月 21 日・22日 

【開 催 地】茨城県ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 

【本県代表】矢板クラブ 

【結  果】＜予選リーグＢ組＞ 

          矢板クラブ ２－２ セレソン所沢シニア(埼玉県) 

          矢板クラブ ０－１ Ｔドリームス(東京都) 

          矢板クラブ ０－２ Bon De Bola藤沢(神奈川県) 

通算成績 ０勝３敗 予選リーグ４位敗退 

      ＜順位決定戦＞ 

         ７決戦 矢板クラブ ２－２ １９８１(千葉県) 

（２）Over50 

【競技日程】11 月 28 日・29日 
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【開 催 地】千葉県千葉市 

【本県代表】とちぎシニア 

【結  果】＜予選リーグＡ組＞ 

          とちぎシニア ０－２ toyopetclub-senior(東京都) 

          とちぎシニア ０－３ 横須賀シニア(神奈川県) 

          とちぎシニア ０－３ ＦＣ船橋５０(千葉県) 

通算成績 ０勝０分３敗 予選リーグ４位敗退 

      ＜順位決定戦＞ 

７・８決戦 とちぎシニア ０－２ 東松山オールドパワーズ(埼玉県) 

 

６ 第 10 回 関東シニアサッカー選手権大会(Over60) 

【競技日程】８月１日・２日 

【開 催 地】神奈川県藤沢市 

【本県代表】とち丸シニアＳＣ 

【結  果】＜予選リーグＢ組＞ 

          とち丸シニアＳＣ １－０ ｾﾚｸｼｵﾝ・ﾄｷｵ ﾛﾎ・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(東京都) 

とち丸シニアＳＣ ０－０ 甲 シニアＳＣ(山梨県) 

とち丸シニアＳＣ ０－０ ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞちば(千葉県) 

 通算成績 ２勝０分１敗 予選リーグ２位 

      ＜順位決定戦＞ 

      ３決戦 とち丸シニアＳＣ １－０ 湘南茅ヶ崎ＦＣ赤羽根(神奈川県) 

 

７．フットサル関連事業 

１ 第 17 回 関東フットサルリーグ 

（１）１部リーグ 
【競技期間】６月～12 月 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】９チーム（本県チームなし） 

【結  果】リガーレ東京（10勝４分け２敗） 

（２）２部リーグ 
【競技期間】６月～12 月 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】三栄不動産ＦＣ宇都宮、モランゴ栃木など 12チーム 

【結  果】９位 三栄不動産ＦＣ宇都宮（２勝４分け５敗） 

  12位 モランゴ栃木（１分け 10敗） 

 

２ 第 17 回 関東フットサルリーグ参入戦・１部２部入替戦 

 
【競技期間】１月 30 日～２月 21 日 

【開 催 地】山梨県甲府市 

【参加チーム】モランゴ栃木、インファンチール／峰ＦＣなど 10チーム 

【結  果】１回戦 インファンチール／峰ＦＣ ３－５ ＢＲＢ／ＴＡＮＴＡＬＵＳ ＦＵＴＳＡＬ（東京） 

入替戦 モランゴ栃木 ３－３ 湘南フットサルクラブ（神奈川）＝モランゴ栃木残留 
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３ 第６回 関東女子フットサルリーグ 

 
【競技期間】６月～12 月 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】アマレーロ／峰ＦＣなど８チーム 

【結  果】８位 アマレーロ／峰ＦＣ（２勝８敗） 

 

４ 第６回 関東女子フットサルリーグ参入戦・１部２部入替戦 

 
【競技期間】１月 30 日～２月 21 日 

【開 催 地】山梨県甲府市 

【参加チーム】アマレーロ／峰ＦＣ、宇都宮チェルトＦＣなど９チーム 

【結  果】１回戦 宇都宮チェルトＦＣ １－12 ＶＥＥＸ Ｔｏｋｙｏ（東京） 

入替戦 アマレーロ／峰ＦＣ ０－３ フウガドールすみだ（東京）＝峰ＦＣ降格 
 

５ 第 21 回全日本フットサル選手権関東大会 

【競技日程】１月 11日～１月 31日 

【開 催 地】東京都内 

【参加チーム】三栄不動産ＦＣ宇都宮など 16チーム 

【結  果】１回戦 三栄不動産ＦＣ宇都宮 ６－１ 烏天狗インペリオ浦和ＦＣ（埼玉） 

      準々決勝 三栄不動産ＦＣ宇都宮 ２－７ リガーレ東京（関東１部、東京） 

 
６ 第 12 回 全日本女子フットサル選手権大会関東大会 

【競技日程】９月 26日～９月 27日 

【開 催 地】埼玉県春日部市 

【参加チーム】アマレーロ／峰ＦＣなど 12チーム 

【結  果】予選Ｄブロック アマレーロ／峰ＦＣ１勝１敗＝敗退 

 
７ 第 31 回 全国選抜フットサル大会関東大会 

【競技日程】５月 17日～５月 31日 

【開 催 地】群馬県常総市 

【参加チーム】栃木県選抜など８チーム 

【結  果】１回戦 栃木県選抜 ３－３（ＰＫ３－２） 千葉県選抜 

 

８ 第８回 全国女子選抜フットサル大会関東大会 

【競技日程】２月６日～２月７日 

【開 催 地】宇都宮市清原体育館、県北体育館 

【参加チーム】栃木県選抜など８チーム 
【結  果】１回戦 栃木県選抜 ９－３ 茨城県選抜 
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      準決勝 栃木県選抜 ２－７ 千葉県選抜 

 

 
９ 第 21 回 全日本ユース（U-15）フットサル大会栃木県予選 

【競技日程】11 月 14 日～11 月 23 日 

【会  場】千葉県館山市 

【参加チーム数】プログレッソ佐野ＦＣＡなど 12チーム 

【結  果】予選Ｂブロック プログレッソ佐野ＦＣＡ２敗＝敗退 

       

 
１０ 第６回 全日本女子ユース(U-15)フットサル関東大会 

【競技日程】11 月 14 日～11 月 23 日 

【会  場】千葉県館山市 

【参加チーム数】足利・両毛ローザＦＣなど 12チーム 

【結  果】１回戦 足利・両毛ローザＦＣ １－５ クマガヤスポーツクラブ（埼玉） 

       

 
１１ 第２回 全日本ユース（U-18）フットサル大会関東大会 

【競技日程】７月 19 日 

【会  場】神奈川県藤沢市 

【参加チーム数】佐野日大高など８チーム 

【結  果】１回戦 佐野日大高 ４－４（ＰＫ４－３） 中央学院高（千葉） 

準決勝 佐野日大高 ５－１ 日立一高（茨城） 

決勝  佐野日大高 １－２ ＰＳＴＣロンドリーナＵ－18（神奈川） 

 
１２ 第２回 ユースフットサル選抜トーナメント関東大会 

【競技日程】２月 28 日 

【会  場】埼玉県春日部市 

【参加チーム数】佐野日大高など８チーム 

【結  果】１回戦 佐野日大高 ２－２（ＰＫ１－２） ＢＯＡ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ Ｕ－18（埼玉） 
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１３ 第 11 回 全日本大学フットサル関東大会 

【競技日程】７月 12 日 

【会  場】群馬県渋川市 

【参加チーム数】宇都宮大アデランテＦＣなど８チーム 

【結  果】１回戦 宇都宮大アデランテＦＣ ０－６ 多摩大（東京） 

       

 
１４ 関東大学フットサルリーグプレリーグ 

【競技日程】６月～２月 

【会  場】関東各都県 

【参加チーム数】９チーム（本県チームなし） 

【結  果】第１位 東京大さんぱち先生（７勝１敗） 

       

 

１５ 全国ビーチサッカー大会 2015 関東大会 

【競技日程】７月 25 日～７月 26 日 

【会  場】茨城県鹿嶋市 

【参加チーム数】12チーム 

【結  果】予選Ｂブロック ブラジニア２敗＝敗退 

 

１６ 第２回関東ビーチサッカーリーグ 

【競技日程】５月～10 月 

【会  場】茨城県鹿嶋市、他 

【参加チーム数】10チーム（本県チームなし） 

【結  果】第１位 レーヴェ横浜（10勝２分け１敗） 
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Ⅶ 全国大会関連事業 
１ 第 95 回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 

【競技日程】８月 29 日～１月１日 

【開 催 地】各都道府県 

【参加チーム】栃木サッカークラブ(J2)、栃木ウーヴァ FC(栃木県代表) 

【結  果】１回戦 栃木ＳＣ   ０－０ 流通経済大学(茨城県代表) 

                                  3 PK 4 

      １回戦 栃木ｳｰｳﾞｧ FC ０－４ 大宮アルディージャ(Ｊ２) 

 

２ 第 70 回 国民体育大会 

【競技日程】９月 27日～10月１日 

【開 催 地】和歌山県 

【参加チーム】出場なし 

 

３ 2015 Ｊリーグ DIVISION２ 

   【競技日程】３月～11月 

【開 催 地】各都道府県 

【参加チーム】栃木サッカークラブ 

【結  果】＜ホームゲームのみ＞ 

          栃木 SC １－２ コンサドーレ札幌 

          栃木 SC １－１ ジェフユナイテッド千葉 

          栃木 SC ２－１ 徳島ヴォルティス 

          栃木 SC ２－４ ギラヴァンツ北九州 

          栃木 SC ０－１ 愛媛 FC 

          栃木 SC ２－２ ロアッソ熊本 

        栃木 SC ０－０ アビスパ福岡 

         栃木 SC １－１ ツエーゲン金沢 

          栃木 SC ５－１ ザスパクサツ群馬 

          栃木 SC ０－２ 大宮アルディージャ 

          栃木 SC ０－３ セレッソ大阪 

          栃木 SC ０－２ ジュビロ磐田 

          栃木 SC １－０ カマタマーレ讃岐 

          栃木 SC ２－２ ファジアーノ岡山 

          栃木 SC ２－１ 横浜 FC 

          栃木 SC ０－１ FC岐阜 

          栃木 SC ２－２ 水戸ホーリーホック  

          栃木 SC ０－１ V・ファーレン長崎 

          栃木 SC １－１ 大分トリニータ 

          栃木 SC ０－１ 東京ヴェルディ 

          栃木 SC ０－１ 京都サンガ F.C． 

通算成績 ７勝 14分 21敗 リーグ 22位   
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１．１種関連事業 

１ 2015 第 17 回 日本フットボールリーグ 

【競技日程】３月～11 月 

【開 催 地】各都道府県 

【参加チーム】栃木ウーヴァフットボールクラブ 

【結  果】＜ホームゲームのみ＞ 

          栃木ウーヴァ FC ３－４ ソニー仙台 FC 

          栃木ウーヴァ FC ０－３ SP京都 FC 

          栃木ウーヴァ FC ０－１ FC大阪 

          栃木ウーヴァ FC ０－２ FCマルヤス岡崎 

          栃木ウーヴァ FC ２－０ ファジアーノ岡山ネクスト  

          栃木ウーヴァ FC ０－０ ヴァンラーレ八戸 

          栃木ウーヴァ FC ０－２ ヴェルスパ大分 

          栃木ウーヴァ FC ２－０ 流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 

          栃木ウーヴァ FC ０－４ MIOびわこ滋賀 

          栃木ウーヴァ FC １－４ Honda FC 

          栃木ウーヴァ FC ２－２ 鹿児島ユナイテッド FC 

          栃木ウーヴァ FC ０－１ アスルクラロ沼津 

          栃木ウーヴァ FC １－４ 奈良クラブ 

          栃木ウーヴァ FC ０－３ ホンダロック SC 

                    栃木ウーヴァ FC １－１ 横河武蔵野 FC 

           

                     通算成績 5勝 4分 21敗 リーグ 16位   

 

２ 第 51 回 全国社会人サッカー選手権大会 

【競技日程】9月 26日～10 月 1日 

【開 催 地】岩手県盛岡市 

【本県代表】ヴェルフェたかはら那須 

【結  果】１回戦ヴェルフェたかはら那須  ０－１  札幌蹴球団（北海道） 

 

３ 第39回 全国地域サッカーリーグ決勝大会 

  （１）１次ラウンド 

【競技日程】11 月 6日～8日 

【開 催 地】大分県中津市、島根県出雲市、愛媛県松山市 

【本県代表】なし 

  （２）２次ラウンド 

【競技日程】11 月 21 日～23日 

【開 催 地】高知県高知市 

【本県代表】なし 
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４ 第22回 全国クラブチームサッカー選手権大会 

【競技日程】10 月 31 日～3日 

【開 催 地】長崎県島原市 

【本県代表】なし 

 
５ 日本スポーツマスターズ2015 

【競技日程】9月 19日～22日 

【開 催 地】石川県小松市 

【本県代表】なし 

 
６ 第64回 全日本大学サッカー選手権大会 

【競技日程】12 月 8日～19日 

【開 催 地】東京都、神奈川県、千葉県、 

【本県代表】なし 

 

７ 第50回 全国高等専門学校体育大会 

(兼)第47回 全国高等専門学校サッカー選手権大会 

【競技日程】8月 23日～26日 

【開 催 地】愛媛県新居浜市、他 

【本県代表】なし 

 

２．２種関連事業 

１ 全国高等学校総合体育大会サッカー競技 

【競技日程】８月３日～９日 

【開 催 地】兵庫県神戸市、他 

【本県代表】佐野日大高等学校 

【結  果】１回戦 佐野日大高校 １－１PK2-3 徳島市立高校(徳島県) 

       

 

２ 第 94 回 全国高等学校サッカー選手権大会 

【競技日程】12 月 30 日・31日、１月２日・３日・５日・９日・11日 

【開 催 地】首都圏 

【本県代表】矢板中央高校 

【結  果】１回戦 矢板中央高校 ２－１ 大分高校(大分県) 

      ２回戦 矢板中央高校 ３－０ 鳴戸高校（徳島県） 

      ３回戦 矢板中央高校 １－２ 富山第一高校（富山県）            
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３ 2015J ユースカップ 第 23 回 J リーグユース選手権大会 

   【競技日程】10 月～12月 

   【開 催 地】首都圏、他 

   【参加チーム】栃木 SCユース 

   【結  果】１回戦 

             栃木 SCユース １－０ ベガルタ仙台ユース 

         ２回戦     

栃木 SCユース １－２ 湘南ベルマーレユース 

 

３．３種関連事業 

１ 第 46 回 全国中学校サッカー大会 

【競技日程】８月 19日～24日 

【開 催 地】北海道県帯広市 

【本県代表】宇都宮市立姿川中学校 

【結  果】１回戦 姿川中   ３－１ 紀ノ川市立粉河中(和歌山県) 

      ２回戦 姿川中   ０－７ 青森山田中(青森県) 

 

 
２ 高円宮杯 第 27 回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 

【競技日程】12 月 19 日・20日・23日・26日・28日 

【開 催 地】関東各地 

【参加チーム】該当チームなし 

 

３ 第 30 回日本クラブユース（Ｕ－15）サッカー選手権 

【競技日程】8月 3日～12日 

【開 催 地】北海道帯広市 

【参加チーム】該当チームなし 

    

 

４．４種関連事業 

１ 第 39 回 全日本少年サッカー大会 

【競技日程】１２月２６日～１２月３０日 

【開 催 地】鹿児島県 

【本県代表】ヴェルフェたかはら那須 U-12 

【結  果】＜１次ラウンド＞ 

          ヴェルフェ ３－２ ピナクル倉敷 FC(岡山県) 

          ヴェルフェ １－０ スプルティフ秋田(秋田県) 

          ヴェルフェ ３－５ SSクリエイト(大阪府) 
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                  通算成績 ２勝１敗 １次ラウンド敗退 

       
２ バーモントカップ 第 25 回 全日本少年フットサル大会決勝大会 

   【競技日程】８月１４日・１５日・１６日 
   【開 催 地】東京都 

【本県代表】ともぞうＳＣ 

【結  果】＜予選リーグ Eグループ＞ 

          ともぞうＳＣ ６－３ アンフィニマキ.FC U-12 (北海道) 

          ともぞうＳＣ ３－２ ブリンカール FC (愛知県) 

             ともぞうＳＣ ２－１ 兵庫フットボールクラブ(兵庫県) 

                      通算成績 ３勝０分０敗 Eグループ１位通過 

         ＜決勝トーナメント＞ 

             ともぞう SC ５－３ オオタフットボールクラブ(岡山県) 

             ともぞう SC ９－５ FC雲仙エスティオール(長崎県) 

             ともぞう SC ２－５ ブリンカール FC(愛知県) 

                      第 3位 

 

５．女子関連事業 

１ 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 

   【競技日程】１１月７日～１２月２７日 

【開 催 地】等々力競技場 他 

【本県代表】出場なし         

 
２ 第 24 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

   【競技日程】１月３日～１０日 

【開 催 地】ノエビアスタジアム神戸 他 

【本県代表】出場なし       

 
３ 第 19 回 全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会 

   【競技日程】１月３日～７日 

【開 催 地】Ｊグリーン堺 

【本県代表】出場なし 

 
４ 第 20 回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会 

   【競技日程】７月２５日～３１日 

【開 催 地】Ｊグリーン堺 
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【本県代表】出場なし 

 
５ 第 27 回全国レディースサッカー大会 

   【競技日程】３月１９日～２１日 

【開 催 地】時之栖スポーツセンター 

【本県代表】出場なし         

 

６．シニア関連事業 

１ 第３回 全国シニア(Over40)サッカー大会 

   【競技日程】11 月 14 日～16日 

【開 催 地】大阪府堺市 

【本県代表】出場なし 

 
２ 第 14 回 全国シニア(Over 50)サッカー大会 

   【競技日程】６月 27日～６月 29日 

【開 催 地】静岡県藤枝市 

【本県代表】出場なし 

 
３ 第 15 回 全国シニア(Over 60)サッカー大会 

   【競技日程】５月 30日～６月１日 

【開 催 地】北海道夕張市 

【本県代表】出場なし 

 
４ 第５回 全国シニア(Over 70)サッカーフェスティバル 

   【競技日程】５月 30日～６月１日 

【開 催 地】北海道夕張市 

【本県代表】出場なし 

 

７．フットサル関連事業 

１ 第16回フットサル選抜地域チャンピオンズリーグ 

【競技日程】２月 26 日～28 日 

【開 催 地】愛知県、他 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 ヴァクサ高槻（大阪） 

 
２ 第３回フットサル地域女子チャンピオンズリーグ 

【競技日程】２月 19 日～21 日 

【開 催 地】愛知県、他 
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【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 丸岡ラックレディース（福井） 

 
３ 第21回全日本フットサル選手権大会 

【競技日程】３月４日～３月 13 日 

【開 催 地】東京都、他 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 ペスカドーラ町田（東京、Ｆリーグ） 

 
４ 第12回全日本女子フットサル選手権大会 

【競技日程】11 月６日～11 月８日 

【開 催 地】北海道 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 ＳＷＨレディース（兵庫） 

 
５ 第31回全国選抜フットサル大会 

【競技日程】10 月２日～10 月４日 

【開 催 地】石川県 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 神奈川県選抜 

 
６ 第８回全国女子選抜フットサル大会 

【競技日程】３月 25 日～３月 27 日 

【開 催 地】愛知県 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 東京都選抜 

 
７ 第22回全日本ユース(U-15)フットサル大会 

【競技日程】１月９日～１月 11 日 

【開 催 地】愛知県 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 長岡ＪＹＦＣ（新潟） 

 
８ 第６回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 

【競技日程】１月 10 日～１月 11 日 

【開 催 地】愛知県 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 丸岡ラックレディース（福井） 

 
９ 第２回全日本ユース(U-18)フットサル大会 

【競技日程】８月 20 日～８月 23 日 

【開 催 地】宮城県 
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【本県代表】佐野日大高（関東２位） 

【結  果】第１位 作陽高（岡山） 

      佐野日大高＝予選リーグ敗退 

 
１０ 第２回ユースフットサル選抜トーナメント2015 

【競技日程】３月 24 日～３月 25 日 

【開 催 地】東京都 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 Ｕ－18愛知県選抜 

 
１１ 第11回全日本大学フットサル大会 

【競技日程】８月 21 日～23 日 

【開 催 地】北海道 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 同志社大トレボル（京都） 

 
１２ 第10回全国ビーチサッカー大会2015 

【競技日程】９月 11 日～９月 13 日 

【開 催 地】兵庫県 

【本県代表】出場なし 

【結  果】第１位 ドルソーレ北九州（福岡） 

 

６．日本サッカー協会後援事業 

１ 第 44 回 全国自治体職員サッカー選手権大会 

【競技日程】8月 1日～8月 5日 

【開 催 地】北海道旭川市 

【本県代表】なし 

 

２ 第 28 回 全国健康福祉祭やまぐち大会(ねんりんピックおいでませ！山口 2015) 

【競技日程】10 月 18 日～19日 

【開 催 地】山口県山陽小野田市 

【本県代表】栃木大昭サッカークラブ 

【結  果】＜Ｄブロック＞ 

          栃木大昭ＳＣ １－０ 岐阜県 

          栃木大昭ＳＣ ０－２ 大分県 

          栃木大昭ＳＣ １－０ 大阪市 

                        成績 ２勝１分 Ｄブロック第１位 

 
３ 第 25 回 全国高等学校定時制通信制総合体育大会サッカー競技 

【競技日程】8 月 8 日～11 日 
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【開 催 地】静岡県静岡市 

【本県代表】宇都宮商業高校 

【結  果】1回戦 宇商 ０－６ 世田谷泉（東京都） 
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