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平成２４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 45回 栃木県社会人サッカー選手権大会 

(兼) 第 92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１日・15日・22日、５月６日・13日・20日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】３７チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮 FC 

      準優勝 足利御厨 UNITED 

      第３位 BAJELVO矢崎 那須烏山、FC真岡２１ 

      準決勝 足利御厨  ３－２ FC真岡 

          宇都宮 FC ５－１ BAJELVO矢崎 

      決 勝 宇都宮 FC ３－１ 足利御厨 

【総  評】２年連続同カードとなった決勝戦、前半に２点をリードした宇都宮 FCが 

      最後まで集中を切らさず２連覇を達成した。 

また優勝した宇都宮 FCには第 48回全国社会人サッカー選手権大会関東予選、 

および第 17回 栃木トヨタカップ出場チーム決定戦への出場権が与えられた。 

２ 第 19 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１日・15日・22日、５月 13日・20日・27日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】３６チーム 

【結  果】優 勝 AS CASA 

      準優勝 スポルトかわち 

      第３位 栃木教員 FC、FC BOASORTE JUNTAR 

      準決勝 AS CASA  ４－３ 栃木教員 

          スポルト ２－１ BOASORTE 

      決 勝 AS CASA  ４－１ スポルト 

【総  評】決勝戦は県２部リーグ所属２チームが初優勝を懸けての戦いとなった。 

      結果はＡＳ ＣＡＳＡが４点を奪い、初優勝を飾った。     

３ 第 17 回 栃木トヨタカップ出場チーム決定戦 

【競技日程】５月 29日 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 

【参加チーム】宇都宮 FC（社会人選手権優勝）、作新学院大学（大学選手権１位） 

【結  果】作新学院大学 １－０ 宇都宮 FC 

【総  評】試合の立ち上がりから宇都宮 FCがボールポゼッションで作大を上回り優位に 

         ゲーム進めたが鋭いカウンターから作大が先制点を奪った。 

      後半はスコアが動かず作大が７連覇を決めた。 
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４ 第 17 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５日・12日・26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 

【結  果】優 勝 ヴェルフェたかはら那須 

      準優勝 栃木ウーヴァ FC 

      第３位 作新学院大学 

      １回戦 作新学院大学       ９－３ 佐野日大高校 

      準決勝 ヴェルフェたかはら那須  １－０ 作新学院大学 

      決 勝 ヴェルフェたかはら那須  ２－１ 栃木ウーヴァ FC 

５ 第 46 回 栃木県社会人サッカーリーグ 

（１）１部リーグ 
   【競技期間】４月１日～10月７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 

   【結  果】第１位 JBUS宇都宮 SC（12勝０分２敗） 

         第２位 FC真岡 21 

         第３位 宇都宮 FC 

         降 格 氏家クラブ、揚茜クラブ 

 （２）２部リーグ 
【競技期間】６月３日～10 月 28日 

   【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

   【参加チーム数】２２チーム（１１チーム×２グループ） 

   【結  果】    ＜Ａブロック＞    ＜Ｂブロック＞ 

第１位 AS CASA        栃木教員 FC  

         第２位 本田栃木 FC      クレセール那須 

         第３位 古河スカイ小山    FCオードイス 

         昇 格 AS CASA、栃木教員 FC 
降 格 FC佐野、Erste CREW、FC今市、ACHIEVE、真岡クラブ、ラビッシュ FC 

（３）３部リーグ 
【競技期間】６月３日～11 月 11日 

   【会  場】県内各地 
   【参加チーム数】８２チーム 
   【結  果】優 勝 JOYフットボールクラブ(北那須)、EG FC鹿沼(上都賀)、 

FC BOASORTE JUNTAR(塩谷・南那須)、FC SAKURA CALSONIC (宇河) 

FC GSB(芳賀)、FCソレイユ(下都賀) 

準優勝 黒羽 SC (北那須)、FCバレンチノ(塩谷・南那須)、 
    今市 FC アルシオーネ(上都賀)、キヤノンＳＣ(宇河) 

市貝サッカークラブ(芳賀)、KK.FC(下都賀) 

第３位 ベルエキップ(北那須)、F.１sm(塩谷・南那須)、 

          日光市役所 FC(上都賀)、Ｆ．ＦＡＬＣＯＮ(宇河)、 

          指宝クラブ(芳賀)、FCパルプンテ(下都賀) 
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（４）３部リーグ決勝大会 
【競技日程】11 月 25 日、12月２日・９日 

   【会  場】宇都宮市石井緑地サッカー場、他 

【参加チーム数】２４チーム 

【結  果】２部昇格チーム 

         Ａブロック優勝  泉 1996（宇河３） 

         Ｂブロック優勝  市貝クラブ（芳賀２） 

         Ｃブロック優勝  JOY FC（北那須１） 

         Ｄブロック優勝  FC GSB（芳賀１） 

【総  評】ＪＯＹ ＦＣ、ＦＣ ＧＳＢが初の２部昇格。泉１９９６は２年ぶり、 

      市貝クラブは３年ぶりの２部昇格となった。 

６ 第９回 社会人リーグ選抜交流大会 

【競技日程】１月 27日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】１０チーム 

【結  果】１部選抜  ５－３ ２部Ｂ選抜 

      大学選抜  ５－１ ２部Ａ選抜 

      芳賀選抜  11－２ 塩谷・南那須選抜 

      宇河選抜  ５－０ 上都賀選抜 

      下都賀選抜 ５－１ 北那須選抜 

７ 第９回 栃木県大学サッカー選手権大会 

【競技日程】５月６日・13日・８日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

【参加チーム数】７チーム 

【結  果】優 勝 作新学院大学 

      準優勝 宇都宮大学 

      第３位 足利工業大学 

      準決勝   作新学院大学 ６－０ 国際医療福祉大学 

            宇都宮大学  ５－２ 足利工業大学 

      ３決戦   足利工業大学 ９－０ 国際医療福祉大学 

決 勝   作新学院大学 ２－０ 宇都宮大学 

８ 第 15 回 栃木県大学サッカーリーグ 

【競技期間】10月７日～12月９日 

【会  場】県内各大学 

【参加チーム数】７チーム 

【結  果】第１位 作新学院大学 

      第２位 白鴎大学 

      第３位 足利工業大学 

９ 第９回 栃木県大学サッカー新人大会 

【競技日程】12 月 16 日・22日・23日 

【会  場】県内各大学 

【参加チーム数】５チーム 
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【結  果】優 勝 作新学院大学 

準優勝 白鴎大学 

      第３位 足利工業大学 

準決勝 作新学院大学 ４－２ 足利工業大学 

   白鴎大学   棄 権 国際医療福祉大学 

      ３決戦 足利工業大学 ５－０ 国際医療福祉大学 

決 勝 作新学院大学 １－０ 白鴎大学 

１０ 第 42 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 28日、５月 12日・20日 

【会  場】鹿沼運動公園陸上競技場 

【参加チーム数】８チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮市役所 

      準優勝 栃木県庁 

      第３位 鹿沼市役所、真岡市役所 

      準決勝 宇都宮市役所 ７－１ 真岡市役所 

          栃木県庁   ４－０ 鹿沼市役所 

決 勝 宇都宮市役所 ５－１ 栃木県庁 

                PK(５－４) 

１１ 第 40 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】９月１日・８日・20日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

【参加チーム数】８チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮市役所 

      準優勝 栃木県庁 

      第３位 鹿沼市役所、日光市役所 

      準決勝 宇都宮市役所 ５－２ 鹿沼市役所 

          栃木県庁   ２－０ 日光市役所 

決 勝 宇都宮市役所 ４－１ 栃木県庁 

 
 

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 55 回 関東高等学校サッカー大会県予選会 

【競技日程】４月 21日・28日・30、５月３日・５日・６日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】５６チーム 

【結  果】優 勝 矢板中央高校（５年ぶり４度目の優勝、７度目の関東大会出場） 

      準優勝 小山南高校（初の関東大会出場） 

      第３位 宇都宮白楊高校、國學院大學栃木高校 

      準決勝 矢板中央高校 ２－１ 宇都宮白楊高校 

          小山南高校  ２－０ 國學院大學栃木高校 
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      決 勝 矢板中央高校 １－１ 小山南高校 

                PK(５－４) 

【総  評】 佐野日大高校がプリンスリーグに参戦しているため、この大会には出場しな 

かった。準決勝戦はともに私立校対県立校の対戦となり、第１シードの矢板中 

央高校と２回戦で第２シードの真岡高校を破りノーシードから勝ち上がった小 

山南高校が決勝戦に進出。決勝戦は１点を争う好ゲームとなったが、ＰＫ戦を 

制した矢板中央高校が５年ぶりに４回目の優勝を果たし、５年ぶり７度目の関 

東大会出場、準優勝の小山南高校が初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】６月７日・９日・10日・16日・17日・23日・24 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（11年ぶり８度目の優勝、全国総体出場） 

      準優勝 小山南高校 

      第３位 宇都宮白楊高校、矢板中央高校 

      準決勝 佐野日大高校 ２－１ 宇都宮白楊高校 

          小山南高校  １－０ 矢板中央高校 

      決 勝 佐野日大高校 １－０ 小山南高校 

【総  評】 前大会のベスト８にプリンスリーグに参戦している佐野日大高校を加えた９ 

チームがシードとして今大会が開催された。準決勝には、佐野日大高校の他、 

関東大会に出場した矢板中央高校、小山南校、関東大会県予選ベスト４の宇都 

宮白楊高校が順当に勝ち上がった。準決勝戦・第２試合は、関東大会県予選の 

決勝戦と同じカードとなったが、小山南高校が雪辱を果たし決勝戦に駒を進め 

た。決勝戦も１点を争う好ゲームとなったが、プリンスリーグで活躍している 

佐野日大高校が 11年ぶり８度目の優勝を果たし、長野県で開催された全国総 

体に、８度目の出場を果たした。 

３ 第 9１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３日・４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】４９チーム 

   【結  果】＜１６ブロックの代表校＞ 
          鹿沼東高校、宇短大附属高校、宇都宮南高校、足利清風高校、 

文星芸大附属高校、さくら清修高校、佐野松陽高校、小山高校、 

          足利工業高校、那須拓陽高校、白鷗足利高校、宇都宮高校、 

          益子芳星高校、小山城南高校、宇都宮商業高校、今市高校 

（２）栃木大会（二次予選会） 
【競技日程】10 月 20 日・27日、11月３日・10日・17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 佐野日大高校（２年ぶり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 さくら清修高校、宇都宮工業高校 
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      準決勝 佐野日大高校 ３－１ さくら清修高校 

          真岡高校   ３－０ 宇都宮工業高校 

      決 勝 佐野日大高校 ２－１ 真岡高校 

【総  評】 第 91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、一次予選を勝ち抜いた 

16チームの計 24チームが参加した。準決勝には、全国総体県予選優勝の佐野 

日大高校に、シードの真岡高校と宇都宮工業高校に加え、一次予選から勝ち上 

がり、前年覇者の矢板中央高校を破ったさくら清修高校の４校が勝ち上がった。

準決勝は全国総体出場の佐野日大高校と古豪・真岡高校が貫録を見せ、決勝戦 

に勝ち上がった。決勝戦は、後半に地力を見せた佐野日大高校が２点をリード、

真岡高校も意地を見せ終了間際に 1点を返すも、佐野日大高校が逃げ切り２年 

ぶり７度目の本選出場を決めた。 

４ 栃木県高等学校サッカー新人大会 

【競技日程】１月 19日・20日・26日・27 日・30日、２月３日・９日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

【参加チーム数】５６チーム 

【結  果】優 勝 矢板中央高校（２年ぶり７度目の優勝） 

      準優勝 真岡高校 

      第３位 栃木高校、佐野日大高校 

      準決勝 矢板中央高校 １－０ 佐野日大高校 

          真岡高校   ２－０ 栃木高校 

      決 勝 矢板中央高校 ２－１ 真岡高校 

【総  評】 降雪の影響で、試合会場や日程に一部変更が生じた大会となった。準決勝戦 

第１試合は、昨年度の新人大会決勝戦同士の対戦。先制点を守り切った矢板中 

央高校が決勝戦に駒を進めた。第２試合は、県立校同士の対戦。互いに地区大 

会を征した学校同士でもあるが、真岡高校が完封勝利を収めた。決勝戦は、６ 

年連続で決勝を戦う矢板中央高校と６年ぶりの真岡高校。一進一退の攻防が続 

いたが、延長戦の結果、矢板中央高校が勝利を収めた。 

５ 第 51 回 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 16日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場 

【参加チーム数】４チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮工業高校 

      準優勝 学悠館高校 

      第３位 宇都宮商業高校、真岡高校 

準決勝 宇都宮工業高校 ５－０ 宇都宮商業高校 

          学悠館高校   ２－１ 真岡高校 

      決 勝 宇都宮工業高校 ２－１ 学悠館高校 

【総  評】 選手たちは、少ない練習の成果を発揮し、最後まであきらめることなく走り 

      続けた。雨天の中の試合となったが、激闘の末、宇都宮工業高校が勝利を収め 

      た。 

 
 



7 
 

６ 高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2013 ユースリーグ栃木 

 （１）１部リーグ 
   【競技日程】４月～10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 栃木ＳＣユース（14 勝１分３敗） 

         第２位 矢板中央高校（11勝５分２敗） 

         第３位 真岡高校（10 勝５分３敗） 

         降 格 栃木高校、文星芸大附属高校 

 （２）２部リーグ 
【競技日程】４月～10 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 宇都宮工業高校（12勝３分３敗） 

          第２位 益子芳星高校（11勝３分４敗） 

          降 格 黒磯高校、宇都宮東高校 

         ＜グループＢ＞ 

第１位 小山南高校（17勝０分１敗） 

          第２位 白鷗足利高校（12勝２分４敗） 

          降 格 宇都宮北高校、佐野松陽高校 

（３）３部リーグ 
【競技日程】４月～10 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 さくら清修高校（12勝１分３敗） 

          第２位 矢板中央高校Ｃ（11勝２分３敗） 

      ＜グループｂ＞ 

第１位 鹿沼東高校（14勝１分２敗） 

          第２位 佐野日大高校Ｃ（12勝３分２敗） 

＜グループｃ＞ 

第１位 作新学院高校（12勝１分４敗） 

          第２位 宇都宮清陵高校（12勝０分５敗） 

      ＜グループｄ＞ 

第１位 足利高校（15 勝２分１敗） 

          第２位 足工大附属高校（15勝０分３敗） 

 （４）昇格トーナメント 
【競技日程】12 月 22 日・24日 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 
【参加チーム数】４チーム（２部）、８チーム（３部） 

   【結  果】１部昇格 小山南高校、白鷗足利高校 
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１位決定戦（自動昇格） 小山南高校   ７－０ 宇都宮工業高校 

          ２位決定戦進出戦    白鷗足利高校  ４－０ 益子芳星高校 
          ２位決定戦（自動昇格） 白鷗足利高校  ２－１ 宇都宮工業高校 

         ２部昇格 鹿沼東高校、足利高校、足工大附属高校、佐野日大高校Ｃ 

          １位決定戦（自動昇格） 鹿沼東高校   ３－３ さくら清修高校 
                             PK(８－７) 

          ２位決定戦（自動昇格） 足利高校    ２－０ 作新学院高校 

          ３位決定戦進出戦    足工大附属高校 ４－１ 宇都宮清陵高校 
          ４位決定戦進出戦    佐野日大高校Ｃ ２－１ 矢板東高校 
          ３位決定戦       足工大附属高校 ３－１ さくら清修高校 
          ４位決定戦       佐野日大高校Ｃ １－０ 作新学院高校 

   【総  評】 毎年改善を加えつつ、８年目のシーズンを終了した。今年度は、４～11月に 
リーグ戦を実施、12月に１・２部昇格トーナメントを実施した。今年度より、 

グループごとのチーム数を８チームから 10チームに増やしたため、半期のみ参 

加の４チームを含め、１～３部まで合計 70チームが参加した。日本サッカー協 

会主催のプレミアリーグやプリンスリーグの実施状況にならい、10チームの総 

当たりで２試合ずつ、１チームあたり 18試合を実施した。 

 

 

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１日・２日・３日 

【会  場】大田原市美原運動公園、他 

【参加チーム数】３４チーム 

【結  果】優 勝 下野市立南河内第二中学校 

      準優勝 宇都宮市立姿川中学校 

      第３位 鹿沼市立鹿沼東中学校、塩谷町立塩谷中学校 

      準決勝 南河内二中 ２－０ 鹿沼東中 

          姿川中   ２－０ 塩谷中 

      決 勝 南河内二中 １－０ 姿川中 

【総  評】１－０というロースコアのゲームが多く、シード４チームが全てベスト４に進 

      出できないという混戦模様の大会となった。決勝戦には準決勝戦までの３試合 

      全てを１－０で勝ち抜いてきたしぶとさが持ち味の鹿沼東中を下した、昨年度 

      優勝校の南河内第二中と、堅守の塩谷中を振り切った姿川中が進出した。一進 

一退の展開となった決勝戦は、ゴール前の混戦から貴重な１点をあげた南河内 

第二中が、その１点を守り切り見事２連覇を果たした。 

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】３４チーム 
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【結  果】優 勝 下野市立南河内第二中学校 

      準優勝 日光市立今市中学校 

      第３位 小山市立大谷中学校、真岡市立真岡中学校 

      準決勝 南河内二中 ４－０ 大谷中 

          今市中   ３－０ 真岡中 

      決 勝 南河内二中 ２－１ 今市中 

【総  評】４試合とも１点を争う好ゲームとなった準々決勝を勝ち抜いたのは、第１シー 

ドの南河内第二中、新人大会で活躍した攻撃力が持ち味の今市中と真岡中、シ 

ードの塩谷中を倒して勢いに乗る大谷中であった。南河内第二中と今市中の戦 

いとなった決勝戦は、得意のセットプレーから先制点をあげた南河内第二中が 

さらに追加点をあげる展開となった。その後、今市中に１点を失ったものの、 

集中したディフェンスを見せて３年ぶり２度目の優勝を果たした。 

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 12 日・13日 

【会  場】矢板市運動公園陸上競技場、他 

【参加チーム数】１６チーム 

【結  果】優 勝 宇都宮市立姿川中学校 

      準優勝 日光市立今市中学校 

      第３位 市貝町立市貝中学校、高根沢町立阿久津中学校 

      準決勝 姿川中 １－０ 市貝中 

          今市中 ２－１ 阿久津中 

      決 勝 姿川中 ２－１ 今市中 

【総  評】準決勝には前チームからのレギュラーを数多く残す姿川中、夏の全国大会に出 

場した今市中、激戦の芳賀地区・塩谷地区の予選を制した市貝中・阿久津中で 

あった。決勝戦には、１点を争う準決勝を制した姿川中と今市中が進出し、一 

進一退の攻防を繰り広げた。先制した今市中から持ち味のカウンターアタック 

で２点を奪い、逆転に成功した姿川中が優勝を果たした。 

４ 第 44 回 下野杯争奪県下中学生サッカー大会 

【競技日程】２月３日・９日・10日・11日・17日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

【参加チーム数】１４６チーム 

【結  果】優 勝 ヴェルディ SS小山Ａ 

      準優勝 ウィングス鹿沼Ａ 

      第３位 日光市立今市中学校Ａ、栃木 SC JY 

      準決勝 ヴェルディ SS小山Ａ １－１ 日光市立今市中学校Ａ 

                   PK(５－４) 

ウィングス鹿沼Ａ   ０－０ 栃木 SC JY 

         PK(４－２) 

      決 勝 ヴェルディ SS小山Ａ １－０ ウィングス鹿沼Ａ 
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【総  評】参加１４６チームの中からクラブ連盟３チーム、中体連１チームがベスト４に 

      進出した。準決勝は２試合ともＰＫ方式にもつれ込んだが、ヴェルディ小山と 

ウィングスが、それぞれ今市中と栃木SCを振り切って決勝戦に勝ち上がった。 

決勝戦も１点を争う白熱した展開となったが、終了間際に決勝点をあげたヴェ 

ルディ小山が優勝の栄冠を手にした。 

５ 第 28 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

 (兼) 第 18 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 30日，５月５日・６日・12日・13日・19日・20日・26日、６月２日 

【会  場】青木サッカー場、他 

【参加チーム数】１８チーム 

【結  果】優 勝 栃木 SCジュニアユース 

      準優勝 AS栃木 bom de bola 

      第３位 足利・両毛ユナイテッド FC 

      準決勝 栃木 SC JY     ３－２ 足利ユナイテッド 

          AS栃木       ３－２ FCスポルト 

      ３決戦 足利ユナイテッド ２－１ FCスポルト 

      決 勝 栃木 SC JY        ２－０ AS栃木 

【総  評】ヴェルディ小山が関東２部リーグに参戦している為、この大会には出場せず、 

18チームを４ブロックに分け、予選リーグを行い上位２チームの決勝トーナメ 

ント。準決勝２試合は白熱したゲームとなり、逆転勝ちした栃木SCと延長の末 

勝ち越したAS栃木が決勝戦へ。決勝では、AS栃木のワントップがチャンスを作 

るもゴールを割れず、前線から早いプレスをかけ終始ゲームを支配した栃木SC 

が２点を奪い優勝を飾った。関東２部リーグのヴェルディ小山、栃木SC、AS栃 

木が関東大会の出場権を獲得した。 

６ 第 14 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 24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】８月 25日、９月２日・９日・15日・16日・17日・22日・30日、 

10月６日・13日 

【会  場】青木サッカー場、足利陸上競技場、他 

【参加チーム数】１８チーム 

【結  果】優 勝 FC栃木ジュニアユース 

      準優勝 AS栃木 bon de bola 

      第３位 ともぞう SCジュニアユース 

      準決勝 FC栃木 JY  ２－１ ともぞう SC 

          AS栃木   ９－２ アネーロ宇都宮 

      ３決戦 ともぞう SC ６－０ アネーロ宇都宮 

      決 勝 FC栃木 JY  ３－０ AS栃木 

【総  評】関東２部リーグ ヴェルディ小山、３種リーグ１部優勝 栃木SCは、この大会に 

は出場せず、佐野日大中を含めた18チームを４ブロックに分け、上位２チーム 

による決勝トーナメント。準決勝は、足利陸上競技場で行い、攻守のバランス 

が取れたFC栃木、攻撃が機能したAS栃木が勝利し決勝へ。決勝では、立ち上が 

り流れを掴んだAS栃木だったがチャンスを決めきれず、安定した守備をみせる 

FC栃木がしっかりボールを繋ぎ相手を崩し得点を重ね、見事優勝を飾った。関 

東大会には、ヴェルディ小山・栃木SC・FC栃木・AS栃木の４チームが出場する。 
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７ 2012 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（16勝１分１敗） 

      第２位 足利・両毛ユナイテッド FC（12勝１分５敗） 

      第３位 AS栃木 bon de bola（11勝４分３敗） 

      降 格 ウイングス SC・ジェフユナイテッド クオーレ 

 （２）２部 Ａ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】８チーム 

【結  果】第１位 ともぞう SC JY（11 勝０分３敗） 

      第２位 ウーヴァ SC（10勝０分４敗） 

      第３位 芳賀町立芳賀中学校（８勝２分４敗） 

（３）２部 Ｂ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】７チーム 

【結  果】第１位 真岡市立大内中学校（11勝０分１敗） 

      第２位 プラウド栃木（８勝１分３敗） 

      第３位 FCエルマーノ那須（８勝０分４敗） 

【総  評】１部リーグでは、栃木SCが安定した戦いをみせ優勝し、準優勝は、唯一栃木SC 

に土をつけた足利ユナイテッド、３位にはクラブユース選手権準優勝のAS栃木 

が入った。２部Ａリーグでは、ともぞうSC・ウーヴァSCが１部昇格を決めた。 

１部が10チーム、２部Ａが８チーム、２部Ｂが７チームの総当たりで２試合ず 

つ、１チーム当たり１部が18試合、２部Ａが14試合、２部Ｂが12試合を実施し 
た。 

８ 2012 栃木県ユースサッカー U-13 

   【競技日程】10 月～12月 
   【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

【参加チーム数】１５チーム 

【結  果】第１位 ヴェルディ小山（10 勝２分０敗） 

      第２位 ウイングス SC（10勝１分１敗） 

         第３位 市貝町立市貝中学校（８勝１分３敗） 

【総  評】関東メトロポリタンリーグに栃木SC・足利ユナイテッドが参戦している為、こ 

の大会には出場せず、15チーム総当たりで行った。日程的にも厳く、１日２し 

試合を行う日もあったが、無敗で見事ヴェルディ小山が優勝を飾った。ウイン 

グスが１敗を喫し準優勝、３位には攻守のバランスの取れた市貝中学校が入っ 

た。ヴェルディ小山は来年度、関東メトロポリタンリーグに参戦する。 
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９ 第 19 回 全日本ユース(U-15)フットサル大会栃木県大会 

【競技日程】10 月 21 日 

【会  場】高根沢町キリンビール体育館 

【参加チーム数】４チーム 

【結  果】優 勝 今市アルシオーネ 

      準優勝 下野しらさぎ JY 

【総  評】４チーム総当たりを１日で行い、今市アルシオーネが圧倒的な得点力で３勝を 

挙げ優勝を飾った。また、下野しらさぎが初参加をし準優勝した。今後、チー 

ム参加を増やし、大会を盛り上げていきたい。 

１０ 第９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】11 月 11 日・18日 

【会  場】大平クレー、他 

【参加チーム数】１２チーム 

【結  果】優 勝 ともぞう SC JY 

      準優勝 足利・両毛ユナイテッド FC 

      第３位 プログレッソ佐野 

【総  評】12チームを４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、ともぞうがウーヴァを３－１、足利ユナイテッドがプログ 

レッソ佐野を２－１で破り、決勝では、攻撃力が機能したともぞうが見事優勝 

を飾った。 

 
 

４．４種関連事業 

１ 第 36 回 全日本少年サッカー大会栃木県大会 

【競技日程】６月３日・10日・17日 

【会  場】大田原市美原運動公園陸上競技場、他 

【参加チーム数】４８チーム 

【結  果】優 勝 栃木 SCジュニア 

      準優勝 JFCファイターズ 

      第３位 TEAMリフレ SC、三島 FC 

      準決勝 栃木 SC    ７－１ TEAMリフレ 

          ファイターズ １－０ 三島 FC 

      決 勝 栃木 SC    ６－０ ファイターズ 

【総  評】栃木 SC ジュニアの強さが際立った大会となった。栃木 SC ジュニアは強さと 
うまさも兼ね備えており、今後、少年サッカーの目指すべき方向性も感じられ 
る大会となった。 

２ 第 41 回 栃木県少年サッカー選手権大会 
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 （１）選手権の部 
【競技日程】10 月 14 日・20日・27日、11月３日 
【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 
【参加チーム数】１８７チーム 

【結  果】優 勝 栃木 SC ジュニア 
            準優勝 TEAM リフレ SC  
            第３位 間々田 FC がむしゃら、昭和・戸祭 SC 
            準決勝 TEAM リフレ １－０ 昭和・戸祭 SC 
                栃木 SC   ３－１ 間々田 FC がむしゃら 
            決 勝 栃木 SC   ３－０ TEAM リフレ 

（２）ジュニアの部 
【競技日程】10 月 20 日・27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 御厨フットボールクラブ 

      準優勝 ＨＦＣ ＺＥＲＯ 

            第３位 カンピオーネ・ドリームス Jｒ、FCアネーロジュニア 

         準決勝 御厨 FC  ０－０ カンピオーネ 

                 PK(２－１) 

             HFC ZERO ０－０ FCアネーロ 

                 PK(１－０) 

         決 勝 御厨 FC  ４－０ HFC ZERO 

         ＜ニホンカモシカ・トーナメント＞ 

優 勝 ともぞう SCジュニア 

準優勝 今市第三カルナヴァルジュニア 

第３位 大谷北 FCフォルテ、JFCウィング 

準決勝 今市第三 ０－０ JFCウィング 

        PK(２－１) 

ともぞう ２－０ 大谷北 FC 

         ＜オオルリ・トーナメント＞ 

優 勝 ウーヴァ SCジュニア U-10 

         準優勝 田沼 FCリュミエールＳ 

         第３位 SAKURA FC Jr、しおや FCヴィガウス 

         準決勝 ウーヴァ SC ３－０ SAKURA FC Jr 

             田沼 FC   ０－０ しおや FC 

                  PK(３－２) 

         決 勝 ウーヴァ SC ２－２ 田沼 FC 

                  PK(３－２) 

        ＜トチノキ・トーナメント＞ 

優 勝 富士見 SSS 

         準優勝 宇都宮北部 FCトレ・Jr 
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         第３位 FC城東、FC栃木ジュニア 

         準決勝 富士見 SSS  ２－０ FC城東 

             宇都宮北部 ２－０ FC栃木 

         決 勝 富士見 SSS  １－０ 宇都宮北部 

【総  評】全日本大会に次いで、栃木 SC ジュニアが優勝した。選手権の部では、ベス 
ト 4 のうち 3 チームが宇河勢であり、最近続いている傾向が如実に表れる大 
会であった。 

            ジュニアの部では、小さいながらも正確なパスや鋭いドリブルをする選手も 
見られ、将来楽しみな選手が多数見られた。 

３ 第 23 回 関東選抜少年サッカー大会栃木県７地区選抜大会 

【競技日程】11月６日 

【会  場】石井緑地サッカー場、他 

【参加チーム数】6 年の部 7チーム 5年の部 7チーム 

【結  果】6年の部 優勝：宇河トレセン 準優勝：芳賀トレセン  

      5年の部 優勝：宇河トレセン 準優勝：塩南トレセン 

【総  評】6年のこの時期は、技術の高さとともに迫力も出てくる。6年の部では、スピー 

      ド感あふれる熱い試合が多かった。5年の部では、スキルの高さを兼ね備えたチー 

      ムが勝ちあがる傾向が見られ、各地区のトレセン活動の充実ぶりが伺えた。 

４ バーモントカップ 第 22 回 全日本少年フットサル大会栃木県大会 

【競技日程】11 月 17 日・18日 

【会  場】高根沢町キリンビール体育館、他 

【参加チーム数】４８チーム 

【結  果】優 勝 間東 FCミラクルズ 

      準優勝 おおぞら SC 

      ＜準決勝リーグａ＞ 

      第１位 間東 FCミラクルズ(２勝０分０敗) 

      第２位 FC SFIDA(１勝０分１敗) 

      第３位 上松山クラブ(０勝０分２敗) 

＜準決勝リーグｂ＞ 

      第１位 おおぞら SC (１勝１分０敗) 

      第２位 JFC Rivo Scelto (１勝０分１敗) 

      第３位 山辺 FC (０勝１分１敗) 

      決 勝 間東 FC 10－１ おおぞら SC 

【総  評】フットサルとして、しっかり練習しているチームとサッカーの延長として練 
習しているチームの違いが見られた大会であった。しかし、まだまだ個人の 
能力に頼る試合も見られ、フットサル技術の向上に課題もみられた。 

５ クオリィアカップ 第 30 回 栃木県少年サッカー新人大会 

【競技日程】１月 12日・13日・20日 

【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

【参加チーム数】５４チーム 
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【結  果】優 勝 ともぞうサッカークラブ 

      準優勝 FCみらい U－11 

 ＜準決勝リーグａ＞ 

      第１位 FCみらい U－11 (２勝０分０敗) 

      第２位 間東 FCミラクルズ(１勝０分１敗) 

      第３位 ヴェルフェ U－12(０勝０分２敗) 

＜準決勝リーグｂ＞ 

      第１位 ともぞう SC (２勝０分０敗) 

      第２位 リフレ SC (１勝０分１敗) 

      第３位 FC西那須 21アストロ(０勝０分２敗) 

      決 勝 ともぞう SC １－０ FCみらい 

【総  評】宇河勢同士の決勝となったが、激しいプレッシングの中でもアイディアのあ 
る選手もみられ、見ていて楽しい決勝であった。全体的に激しいプレッシャ 
ーをかけるチームが多く見られ、今後のチーム戦術にも影響があると思われ 
る大会であった。 

６ U･P･P カップ 第 11回 栃木県少年サッカー市町村選抜大会 

【競技日程】２月３日・９日・11日 

【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

【参加チーム数】４８チーム 

【結  果】優 勝 上三川選抜 

      準優勝 矢板選抜 

      第３位 大田原 2013、いちかい選抜 

      準決勝 矢板選抜  ２－１ いちかい選抜 

          上三川選抜 ２－１ 大田原 2013 

      決 勝 上三川選抜 ３－０ 矢板選抜 

【総  評】市町の選抜チームということで、華麗なパスワークや連携の部分では、高い 
レベルの展開とはならなかったものの、市町を挙げての盛り上げや選手の意 
識の高さなどは、十分に感じられ、盛り上がりのある大会であった。 

７ ４種リーグ 

【芳賀地区】 
Ｕ－１２リーグ戦前期  

１位 いちかい ５勝１分    ２位 エスぺランサＭＯＫＡ４勝２負   
３位 おおぞらＦＣ２勝３分１負 

Ｕ－１２リーグ戦後期  
１位 いちかい ５勝１負    ２位 エスぺランサＭＯＫＡ５勝１負   
３位 真岡西３勝２分１負 

Ｕ－１０リーグ戦前期 
１位 ファイターズ５勝１分１負 ２位 いちかい５勝１分１負け      
３位 ＨＦＣ・ＺＥＲＯ５勝２負    

Ｕ－１０リーグ戦後期  
１位 ファイターズ６勝１分   ２位 ＨＦＣ・ＺＥＲＯ６勝１分     
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３位 ＦＣ真岡２１Ｂ４勝１分け２負 
 
【両毛地区】  

Ｕ－１２リーグ戦前期 
Ａ １位 三重・山前６勝５分１負  ２位 ＦＣ朱雀５勝６分１負      

３位 北郷・千歳ＦＣ５勝４分３負 
Ｂ １位 御厨ＦＣ９勝３分     ２位 坂西ジュニオール８勝２分２負  

３位 田沼ＦＣ５勝５分２負 
Ｕ－１１リーグ戦前期 

１位 金太郎ＪＦＣ８勝４分２負 ２位 佐野ＳＳＳ７勝６分１負     
３位 山辺ＦＣ５勝７分２負 

Ｕ－１０リーグ戦前期 
Ａ １位 ＦＣ朱雀１２勝２分    ２位 ＦＣ毛野７勝７分       

３位 田沼ＦＣ５勝６分３負 
Ｂ １位 Ｋ－ＷＥＳＴ９勝５分   ２位 足利ＳＣＪ７勝５分２負    

３位 ＡＭＩＮＡＭＩ７勝５分２負 
Ｕ－１２リーグ戦後期 

Ａ １位 ＦＣ朱雀８勝３分１負   ２位 佐野ＳＳＳ５勝７分      
３位 犬伏ＦＣ４勝５分３負 

Ｂ １位 御厨ＦＣ８勝４分     ２位 北郷・千歳ＦＣ７勝５分    
３位 ラトゥール５勝４分３負 

Ｕ－１１リーグ戦後期 
１位 ＦＣ毛野６勝７分１負   ２位 山辺５勝７分２負       
３位 金太郎ＪＦＣ５勝６分３負 

Ｕ－１０リーグ戦後期 
Ａ １位ＦＣ毛野１１勝３分     ２位 ＦＣ朱雀 １０勝３分１負   

３位 犬伏ＦＣ９勝３分２負 
Ｂ １位 御厨ＦＣ１２勝２分    ２位 ＦＣアルド―レ１０勝４分   

３位 ＡＭＩＮＡＭＩ８勝１分５負 
 
【上都賀地区】 

Ｕ－１２リーグ戦前期 
１位 ＦＣアミサージ７勝１分１負  ２位 今市ＦＣプログレス６勝ち１分２負  
３位 今市第三６勝２分１負 

Ｕ－１２リーグ戦後期 
１位 今市第三６勝２分１負     ２位 今市ジュニ―オル６勝２分１負  
３位今市ＦＣプログレス６勝１分２負 

Ｕ－１０リーグ戦前期 
１位 今市第三７勝１負       ２位 ＦＣアミサージ６勝２分   
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３位 今市プログレス４勝１分３負 
Ｕ－１０リーグ戦後期 

１位 今市第三８勝         ２位 ＯＭＦＣ４勝３分１負    
３位 落合ＳＣ２００２日光４勝２分２負 

 
【南那須地区】 

Ｕ－１２リーグ戦後期 
１位 Ｒｉｖ０８勝２負       ２位 Ｂｏａ Ｓｏｒｔｅ７勝１分２負    
３位 ＦＣアラノ５勝２分３負 

Ｕ－１２リーグ戦後期 
１位 Ｒｉｖｏ１０勝        ２位 Ｂｏａ Ｓｏｒｔｅ８勝２負      
３位 ＦＣアラノ５勝５負 

 
【北那須地区】  

Ｕ－１２リーグ戦前期 
Ａ １位 西原ＦＣ７勝１負      ２位 ＡＳ栃木大田原６勝２負   

３位 大田原城山５勝１分２負 
Ｂ １位 野原グらディオス６勝１分  ２位 稲村ＦＣ４勝２分１負    

３位 鍋掛ＦＣ４勝２分１負 
Ｃ １位 ＦＣ西那須２１槻沢４勝１分 ２位 三島ＦＣ３勝１分１負    

３位 西那須野南２勝１分２負 
Ｕ－１２リーグ戦後期 

Ａ １位 黒羽ＦＣ６勝１分１負    ２位 大田原城山５勝２分１負  
３位 ＡＳ栃木大田原４勝４分 

Ｂ １位 野原グらディオス６勝１分  ２位 鍋掛ＦＣ５勝２分     
３位 ファッシナ―レ２勝３分２負 

Ｃ １位 三島ＦＣ４勝１分      ２位 ＦＣ西那須２１アストロ３勝２分  
３位 ＦＣ西那須２１槻輪３勝２負  

Ｕ－１０リーグ戦前期 
Ｂ １位 共英ＦＣ９勝        ２位 東那須野ＦＣ７勝１分１負   
  ３位 波立ＦＣ７勝１分１負    

Ｕ－１０リーグ戦後期 
Ｂ １位 共英ＦＣ９勝        ２位 野原グらディオス５勝２分２負  

３位 東那須野ＦＣ５勝２分２負 
Ｕ－１０リーグ戦前期後期 

Ａ １位 ＡＳ栃木大田原１３勝３分２負    ２位 市野沢ＦＣ１１勝４分３負 
３位 大田原城山１０勝４分６負 

Ｃ １位 ＦＣ西那須２１槻沢１０勝６分４負  ２位 三島ＦＣ１０勝３分７負  
３位 ＦＣ西那須２１アストロ８勝６分６負 
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【宇河地区】 

Ｕ－１２リーグ戦前期 
Ａ １位 ともぞうＳＣ１０勝４分  ２位 昭和戸祭４勝８分２負    

３位 国本ＪＳＣ４勝８分２負 
Ｂ １位 泉ＦＣ宇都宮１１勝２分３負   ２位 岡北ＳＳＳ１０勝４分２負 

３位 豊郷ＪＦＣ宇都宮１０勝１分５負 
Ｃ １位 ＦＣアネーロ９勝３分      ２位 姿川第一ＦＣ９勝２分１負  

３位 姿川中央４勝６分２負 
Ｄ １位 陽東ＳＳＳ ８勝２分２負    ２位 ＦＣＲｉＳＯ６勝６分 

３位 栃木ＳＣジュニア６勝４分１負 
Ｅ １位 緑が丘ＹＦＣ１０勝２分２負   ２位 本郷北ＦＣ ９勝２分２負 

３位 サウス宇都宮ＳＣ７勝１分６負 
Ｕ－１２リーグ戦後期 

Ａ １位 ともぞうＳＣ１０勝４分     ２位 昭和戸祭５勝７分２負   
 ３位 国本ＪＳＣ４勝８分２負 

Ｂ １位 岡本北ＳＳＳ１２勝３負     ２位 泉ＦＣ宇都宮８勝５分３負  
３位 豊郷ＪＦＣ宇都宮８勝３分５負 

Ｃ １位 姿川第一ＦＣ１１勝１負     ２位 富士見４勝５分３負  
  ３位 ＦＣペンサ―レ４勝３分５負 
Ｄ １位 ＦＣみらい ５勝７分      ２位 ＪＥＦクオ―レ５勝７分  

３位 ＦＣＲＩＳＯ４勝７分１負 
Ｅ １位 上三川ＳＣ １０勝４分     ２位 サウス宇都宮ＳＣ１０勝４分  

３位 本郷北ＦＣ９勝２分１負 
 
 
【塩谷地区】 

Ｕ－１２リーグ戦前期  
１位 ヴェルフェ高原那須Ｕ－１２・７勝  ２位 ＦＣ ＳＦｉＤＡ ４勝３負 
３位 阿久津サッカークラブ ４勝３負 

Ｕ－１２ｌリーグ戦後期 
１位 ヴェルフェ高原那須Ｕ－１２・６勝１分  
２位 しおやＦＣヴィガウス ４勝１分２負 
３位 喜連川ＳＣｊｒ４勝３負 

Ｕ－１１リーグ戦前期 
１位 ＦＣ氏家Ｕ－１１・６勝       ２位 ＳＦｉＤＡ５勝１負  
３位 高根沢ＳＣ４勝２負 

Ｕ－１１リーグ戦後期 
１位 ＦＣ氏家Ｕ－１１・６勝       ２位 ＳＦｉＤＡ４勝１分１負  
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３位 高根沢ＳＣ３勝１分２負 
Ｕ－１０リーグ戦前期 

１位 ＦＣ氏家１０勝           ２位 上松山クラブ９勝１負   
３位 ＦＣＳＦｉＤＡ７勝   

Ｕ－１０リーグ戦後期 
１位 ＦＣＳＦｉＤＡ・Ｂ７勝２分１負   ２位 ＦＣ氏家７勝２分１負  
３位 ＦＣＳＦｉＤＡ・Ａ４勝２分２負 

 
【下都賀地区】 

Ｕ－１２リーグ戦前期 
Ａ １位 ＦＣ栃木ジュニア     ２位 小山羽川ＳＣ  
  ３位 ＳＡＫＵＲＡ・ＦＣｊｒ 
Ｂ １位 間々田ＦＣがむしゃら   ２位 藤岡ＪＦＣ  
 ３位ウーヴァＳＣ・Ｊｒ 

Ｃ １位 壬生町ＪＳＣ       ２位 パルＳＣ   
  ３位下野レッドスター 
Ｄ １位 ＦＣ城東         ２位 大谷東ＦＣ    
 ３位栃木フォルツァＳＣ 

Ｅ １位 間々田ＦＣミラクル    ２位 合戦場ＦＣ    
 ３位ウーヴァＳＣセレソン 

Ｆ １位 Ｐｅｇａｓｕａ藤岡    ２位 岩舟ＪＳＣ  
  ３位 栃木ユナイテッド 
後期３２チーム参加 

Ｕ－１０リーグ戦前期        
Ａ １位 壬生町ＪＳＣ        ２位 ＦＣＯＮＥカンビオーネ  
 ３位 野木ＳＳＳ 

Ｂ １位 Ｐｅｇａｓｕｓ藤岡     ２位 ウーヴアＳＣ・ｊｒ    
 ３位 岩舟ＪＦＣ 

Ｃ １位 ＳＡＫＵＲＡ ＦＣｊｒ   ２位 ＦＣ栃木ジュニア  
  ３位 藤岡ＪＦＣ 
Ｄ １位 ＪＦＣウイング       ２位 下野きさらぎＭＡＳＣ   
 ３位 間々田ＦＣがむしゃら 

Ｅ １位 石橋ＦＣ          ２位 ＦＣ ＯＮＥ小山三小  
  ３位 合戦場ＦＣ 
Ｆ １位 小山羽川ＳＣ        ２位 壬生ユナイテッド  
  ３位 ＭＯＲＡＮＧＯ栃木ＦＣ 

Ｕ－１０リーグ戦後期        
Ａ １位 ＭＯＲＡＮＧＯ栃木     ２位 ＪＦＣウイング    
  ３位 ウーヴＳＣ・ｊｒ 
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Ｂ １位 ＳＡＫＵＲＡ ＦＣｊｒ   ２位 野木ＳＳＳ   
  ３位 カンビオーネドリームス 
Ｃ １位 壬生町ＪＳＣ        ２位 藤岡ＪＦＣ   
  ３位 小山羽川ＳＣ 
Ｄ １位 都賀クラブジュニア     ２位 パルＳＣ        
  ３位 合戦場ＦＣ 
Ｅ １位 大谷北ＦＣフォルテ     ２位 岩船ＪＦＣ     
  ３位 ＦＣ栃木ジュニア 

８ 関東ＭＴＭ交流戦 in栃木 2012 

【競技日程】７月 27日・28日・29日 

【会  場】栃木県総合運動公園 

【参加チーム数】１３チーム 

【結  果】優勝：兵庫県トレセン 準優勝：神奈川県トレセン 
【総  評】確かな技術に裏打ちされたゲームの中での余裕が、優勝・準優勝のチームに 

は見られた。栃木県トレセンも健闘したが、確実に勝利に結びつける技術・ 
体力・気力ともに今後の課題である。 

 
 

５．女子関連事業 

１ 第 16 回栃木県女子ユースサッカー選手権大会 

(兼) 第 16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】９月１日 
   【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド 

【参加チーム数】２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 ６－２ 栃木 SCレディース 

【総  評】大会の形態が変わり、参加チームが２チームになり寂しい大会となってしまっ 

た。結果は、前半２－１でジュベニールがリードしていたが、栃木 SCも食い 

下がり後半に巻き返しをはかったが、立て続けに得点を許し集中が切れてしまっ 

た。 

２ 第８回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

(兼) 第 17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 21日 
   【会  場】鹿沼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 栃木 SCレディース 

      準優勝 河内 SCジュベニール 

足利・両毛ローザ FC ０－８ 河内 SCジュベニール 

足利・両毛ローザ FC ０－16 栃木 SCレディース 
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河内 SCジュベニール ０－４ 栃木 SCレディース 

【総  評】U-15 年代では栃木 SC レディースが実力・選手層の厚さ等強さを持っているが、

試合はそのままの結果となった。 

３ 第 53 回 栃木県高等学校女子サッカー大会 

(兼) 第１回 関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選 

   【競技日程】４月 28日・29日、５月４日・６日 
   【会  場】真岡市自然教育センター、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 

      第３位 宇都宮女子高校 

      準決勝 文星女子  ８－１ 宇短大附属 

    宇中央女子 １－０ 宇都宮女子 

３決戦 宇都宮女子 ５－０ 宇短大附属 

決 勝 文星女子  ５－０ 宇中央女子 

【総  評】文星女子高校が圧倒的な強さで優勝した。 

４ 「えいこう杯」第 13回 栃木県女子サッカーリーグ 

 （１）１部リーグ 
【競技日程】５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】６チーム 

【結  果】第１位 宇都宮文星女子高校 

      第２位 河内ＳＣジュベニール 

（２）２部リーグ 
【競技日程】５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】８チーム 

【結  果】第１位 宇都宮女子高校 

      第２位 大田原女子高校  

 （３）入替戦 
【競技日程】２月３日 

【会  場】小山城南高校グランド 

【参加チーム数】２チーム 

【結  果】小山城南高校 ０－３ 宇都宮女子高校 

      宇都宮女子高校 １部昇格 

【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。 

      試合結果は１部２部共に高校が優勝した。     

５ 第 22 回 栃木県レディースサッカー大会 

 (兼) 第 24 回 関東レディースサッカー大会栃木県予選 

【競技日程】７月８日 

【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド 

【参加チーム数】２チーム 
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【結  果】優 勝 FCクイーンズ 

      準優勝 ブランカフットボールクラブ 

      FCクイーンズ ４－０ ブランカ FC 

【総  評】ここ何年か参加２チームでさびしい限りである。 

      レディース年代(O－30)も、大学･なでしこリーグ経験者が主流となってきてお 

      り以前のレディースとは大会の意味合い・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 31 回 栃木県女子サッカー選手権大会 

 (兼) 第 34 回 関東女子サッカー選手権大会栃木県予選 

【競技日程】７月８日・15日・22日 

【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

【参加チーム数】４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 

      第３位 栃木サッカークラブレディース 

      １回戦 文星女子 ４－３ セレソン宇都宮 SC 

          河内 SC  ４－１ 栃木 SC 

３決戦 栃木 SC  ５－３ セレソン宇都宮 SC 

決勝戦 河内 SC  ３－１ 文星女子 

 

【総  評】前半２－０で河内が優勢に試合を進めていた。後半に入り疲れが見えてきたと 

      ころで１点返されたが、最後まで自分たちのサッカーを貫いた河内がダメ押し 

      の１点で試合を決めた。 

７ 第 21 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】９月 15日・16日・22日・23 日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

【参加チーム数】１１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 

      第３位 宇都宮女子高校 

      準決勝 文星女子  16－０ 小山城南 

          宇中央女子 ２－０ 宇都宮女子 

      ３決戦 宇都宮女子 ４－０ 小山城南 

決 勝 文星女子  ３－０ 宇中央女子 

【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 19日・20日・26日・27 日 

【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】優 勝 宇都宮文星女子高校 

      準優勝 宇都宮女子高校 

      第３位 大田原女子高校 
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＜予選リーグＡ組＞ 

第１位 大田原女子高校(４勝０分０敗) 

第２位 宇都宮中央女子高校(３勝０分１敗) 

      ＜予選リーグＢ組＞ 

第１位 宇都宮女子高校(４勝０分０敗) 

第２位 小山城南高校(３勝０分１敗) 

＜決勝トーナメント＞ 

１回戦 宇中央女子 ３－０ 小山城南 

準決勝 文星女子  ６－１ 宇中央女子 

    宇都宮女子 １－１ 大田原女子 

         PK(５－４) 

３決戦 大田原女子 ２－２ 宇中央女子 

         PK(７－６)  

決 勝 文星女子  ３－０ 宇都宮女子 

【総  評】春のインターハイと同じ文星が優勝したが、２位３位４位は肩を並べている。 

      今後どのチームが抜け出すか楽しみである。 

９ 第 22 回 栃木県少女サッカー大会 

 （兼）第 26 回 関東少女サッカー大会栃木県予選 

参加１チームのため開催せず 

１０ 第 10 回 JFA 関東 U-12 女子８人制サッカー大会栃木県予選 

【競技日程】６月 23日・30日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

【参加チーム数】８チーム 

【結  果】優 勝 下都賀トレセン 

      準優勝 足利・両毛ローザ FC 

      第３位 宇都宮 JFCソフィアユース 

＜予選リーグＡブロック＞ 

第１位 北那須ガールズ(３勝０分０敗) 

第２位 足利・両毛ローザ FC (２勝０分１敗) 

      ＜予選リーグＢブロック＞ 

第１位 下都賀トレセン(２勝１分０敗) 得失点差による 

第２位 宇都宮 JFCソフィアユース(２勝１分０敗) 得失点差による 

＜決勝リーグ＞ 

下都賀トレセン(２勝１分０敗)  

足利・両毛ローザ FC (１勝１分１敗) 得失点差による 

宇都宮 JFCソフィアユース(１勝１分１敗) 得失点差による 

    北那須ガールズ(０勝１分２敗) 

【総  評】４種・女子登録の U-12年代の選手が参加できる大会で、女子１チーム４種７チ   

      －ム合計８チームで予選リーグを行った。各ブロック上位２チームにより決勝 

      リーグを行い順位を決定した。予選リーグで唯一の女子チームである河内 SC 

ジュベニールが敗退したことが残念だった。４種登録の女子選手も大会に参加 

し、女子の大会楽しさ等を感じ、中学年代へつながっていってくれることを願 

いたい。また、大会開催にあたり、参加・運営等少年連盟のご協力に感謝いた 
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します。 

１１ ワンデーサッカークリニック 

【競技日程】５月５日、７月 16日、２月 16日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 
 

６．シニア関連事業 

１ 第 19 回 栃木県シニアサッカー大会 

【競技日程】４月８日・15日 

【会  場】矢板市運動公園サッカー場・石井緑地サッカー場、他 

【参加チーム数】O-40 ６チーム、O-50 8チーム、O-40 ｴﾝｼﾞｮｲ ９チーム 

【結  果】＜O-40> 

             Ａブロック １位 河北 FC 

       Ｂブロック １位 栃木教員マスターズ 

      ＜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 

         ＜O-40 ｴﾝｼﾞｮｲ＞ 

          Ａブロック １位 上都賀２０００ 

          Ｂブロック １位 卯の花シニア SC 

          Ｃブロック １位 栃木平成シニア SC・和 SC・鹿沼四十雀 FC（同率） 

２ 第３回 栃木県シニア選手権大会 

 （１）Over40 
【競技日程】９月 24日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 

【参加チーム数】５チーム 

【結  果】優 勝 栃木教員マスターズ 

      準優勝 栃木ＥＩＫＯＨ 

      準決勝 栃木ＥＩＫＯＨ   １－０ 矢板シニア 

          栃木教員マスターズ ３－２ 真岡シニア 

      決 勝 栃木教員マスターズ ６－０ 栃木ＥＩＫＯＨ 

 （２）Over50 
【競技日程】10月７日・21日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

【参加チーム数】８チーム 

【結  果】優 勝 栃木平成シニア SC 

      準優勝 下都賀シニア SC 

     第３位 とちぎシニア 

宇都宮 FCF 

 

準決勝 栃木平成シニア SC ０－０ とちぎシニア 

            PK(５－３) 

          宇都宮 FCF     １－２ 下都賀シニア SC 
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      決 勝 栃木平成シニア SC ６－１ 下都賀シニア SC 

３ 第６回 シニアフレンドリーマッチ 

【競技日程】12月９日・23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 

【結  果】優 勝 矢板Ｂ 

      準優勝 下都賀Ａ 

     第３位 宇都宮ＥＩＫＯＨ 

 

準決勝 宇都宮ＥＩＫＯＨ １－１ 下都賀Ａ 

            PK(２－３) 

          矢板Ｂ      ７－１ 矢板Ａ 

      決 勝 下都賀Ａ     ０－７ 矢板Ｂ 

４ 2012 栃木県シニアサッカーリーグ 

 （１）Over40 

【競技日程】５月～３月 

【会  場】栃木県内サッカー場 

【参加チーム数】５チーム 

【結  果】優 勝 矢板クラブ（６勝 1 分１敗） 

      準優勝 栃木ＥＩＯＫＯＨ（５勝２分１敗） 

     第３位 栃木教員マスターズ（３勝 1分４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】８チーム 

【結  果】優 勝 栃木ＥＩＯＫＯＨ（６勝１分０敗）※得失点差 

      準優勝 栃木平成シニア SC（６勝１分０敗） 

     第３位 下都賀シニア SC（４勝 1分２敗） 

（３）Over40 ｴﾝｼﾞｮｲ 

【競技日程】５月～３月 

【会  場】栃木県内サッカー場 

【参加チーム数】９チーム 

【結  果】優 勝 河北 FC（７勝０分１敗） 

      準優勝 卯の花シニア SC（６勝１分１敗） 

     第３位 和 SC（５勝２分１敗） 

 
 

７．フットサル関連事業 

１ 第 10 回 栃木県フットサルリーグ 

 （１）１部リーグ 
【競技日程】５月～１月 

【会  場】宇都宮市雀宮体育館、他 

【参加チーム数】８チーム 
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【結  果】第１位 モランゴ栃木(９勝０分１敗)  

      第２位 インファンチール峰ＦＣ(７勝０分３敗) 

      第３位 カサドール(６勝０分４敗) 

 （２）２部リーグ 
【競技日程】６月～３月 

【会  場】宇都宮市雀宮体育館、他 

【参加チーム数】１３チーム 

【結  果】第１位 赤堀 (11勝０分１敗)  

      第２位 ＦＣマジカオ（10勝１分１敗) 

      第３位 フロンテーラ (10勝０分２敗) 

２ 第８回 栃木県女子フットサルリーグ 

【競技日程】７月～11 月 

【会  場】明保野体育館、他 

【参加チーム数】４チーム 

【結  果】第１位  宇都宮チェルトＦＣレディース(８勝１分け)  

      第２位 ヴェルフェたかはら那須フェミニーノ(６勝１分け２敗) 

      第３位 ブラジニア (３勝６敗) 

３ 第 18 回 全日本フットサル選手権大会栃木大会 

【競技日程】10 月 14 日、11 月４日・11 日・25 日 
【会  場】真岡市スポーツ交流館、他 
【結  果】優勝 三栄不動産ＦＣ宇都宮 

４ 第 12 回 栃木県女子フットサル大会 

 (兼) 第９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】８月 19日 

【会  場】真岡市スポーツ交流館 

【結  果】優勝 アマレーロ峰ＦＣ 

５ 第４回 全日本女子ユース(U-15)フットサル大会栃木県予選 

【競技日程】 

【会  場】 

【結  果】参加が泉が丘中学校１チームのため、同チームが関東大会出場 

６ 第９回 全日本大学フットサル大会栃木県予選 

【競技日程】６月 

【会  場】栃木市運動公園総合体育館 

【結  果】国際医療福祉大ＦＣマジカオ 

 
 

８．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６回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル 2012 in 日光 

   【競技日程】９月 17日 
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【会  場】今市青少年スポーツセンター 陸上競技場・サッカー場 

２ JFA キッズサッカーフェステバル 2012 

 （１）Ｕ－６ 
【競技日程】７月 29日、10 月 28日 

【会  場】佐野市運動公園多目的運動場 他 

 （２）Ｕ－８ 
【競技日程】９月 22日、11 月 10日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 

３ JFA ファミリーフットサルフェスティバル 2012 

   【競技日程】７月 29日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場 

４ JFA レディースサッカーフェスティバル 2012 栃木 

   【競技日程】６月 10日、11月 11日 

【会  場】宇都宮市スケートセンター 他 

５ JFA ガールズサッカーフェスティバル 2012 栃木 

 ｢ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾛﾆｴ杯｣ 第７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 15日 

【会  場】宇都宮市サッカー場 
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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）選考会、練習会 
   【期  日】3 月 18 日・25 日、4 月、11 日、17 日、27 日、5 月、11 日、18 日、22 日、           

6 月 1日、6日、13日、29日、7月 6日、8月 3日、10日、 

   【会  場】鹿沼自然の森サッカー場、佐野日大高校、作新大学 

 （２）合宿 
【期  日】7月 21日、22日、8月 14日～16日 

   【会  場】栃木県総合運動公園、那須スポーツパーク 

   【参加者数】20 名 

 （３）遠征、強化試合 

【期  日】7月 16日、30日 

【会  場】拓殖大学、栃木市陸上競技場 

【結  果】対拓殖大学 4-1勝ち、対栃木 SC 1-4負け 

２ 国体女子 

 （１）選考会、練習会 
【期  日】4 月 7 日、5 月 12 日・16 日、6 月 2 日・10 日・27 日、7 月 7 日・29 日 
      8 月 4 日・5 日 

   【会  場】グリーンスタジアムサブグランド、石井緑地グランド 

３ 国体少年男子 

 （１）選考会、練習会 
【期  日】3 月 17 日、4 月 6 日・15 日、5 月 16 日・23 日、7 月 8 日・11 日・15 日・16 日、 

8 月 16日・17日 

   【会  場】矢板中央高校 

 （２）合宿 
【期  日】4月 21日～22日、5月 26日～27日、8月 9日～11 日 

   【会  場】矢板市サッカー場、栃木県総合運動公園 

４ 指定クラブ強化 

（１）強化練習 

【期  日】４月～２月 

   【会  場】栃木市綜合運動公園陸上競技場、矢板運動公園 他 

（２）強化試合  

【期  日】６月～10 月 

【結  果】栃木市綜合運動公園陸上競技場、矢板運動公園 他 
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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・１６ 
【期  日】9月 15日～17日 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場 

 （２）Ｕ－１３ 
【期  日】9月 7日～9日 

   【会  場】今市青少年スポーツセンター 

 （３）Ｕ－１２ 
【期  日】1月 12日～13日 

   【会  場】壬生町総合運動公園 

 （４）ゴールキーパー 

【期  日】７月 24、25 日 
【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場 

２ トレセン練習会 

 （１）Ｕ－１６ 
【期  日】9 月 15 日・16 日・17 日・26 日、11 月 21 日・25 日、12 月 16 日、            

2 月 20日・23日・24 日 

   【会  場】矢板中央高校 

 （２）Ｕ－１５セントラル 
【期  日】5月 9日・30日、6月 20日、7 月 11日、9月 5日、10 月 3日・17日、11 月 14日、

12 月 5日 

   【会  場】鹿沼自然の森サッカー場 

（３）Ｕ－１５中体連 

【期  日】5月 9日・30日、6月 20日、7 月 11日、9月 5日、10 月 3日・17日、11 月 14日、

12 月 5日 

   【会  場】陽南中学校 

（４）Ｕ－１４セントラル 
【期  日】5 月 2 日・23 日、6 月 13 日、7 月 4 日・25 日、9 月 19 日、10 月 10 日、          

11 月 7日・28日、12 月 19日、1月 16日・30日、2月 13日 

【会  場】鹿沼自然の森サッカー場 

（５）Ｕ－１４中体連 

【期  日】5 月 2 日・23 日、6 月 13 日、7 月 4 日・25 日、9 月 19 日、10 月 10 日、          

11 月 7日・28日、12 月 19日、1月 16日・30日、2月 13日 

   【会  場】矢板中央高校 

（６）Ｕ－１３中体連 

【期  日】6 月 6 日・27 日、7 月 18 日、9 月 12 日・26 日、10 月 24 日、11 月 21 日、         

12 月 12日、1月 9日・23日、2月 6日・30 日 

   【会  場】陽南中学校、鹿沼自然の森サッカー場 
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（７）Ｕ－１３クラブ 

【期  日】6 月 6 日・27 日、7 月 18 日、9 月 12 日・26 日、10 月 24 日、11 月 21 日、         

12 月 12日、1月 9日・23日、2月 6日・30 日 

   【会  場】陽南中学校、鹿沼自然の森サッカー場 

（８）Ｕ－１２ 

【期  日】4 月 30 日、5 月 27 日、6 月 23 日・24 日、8 月 11 日、9 月 1 日・22 日、          

11 月 4日・10日、12 月 16日 

   【会  場】壬生町東雲 

（９）Ｕ－１１ 

【期  日】4 月 30 日、5 月 27 日、6 月 23 日・24 日、8 月 11 日、9 月 1 日・22 日、          

11 月 4日・10日、12 月 16日 

   【会  場】塩谷町総合運動公園 

（10）女子 

【期  日】5 月 12 日・16 日、6 月 2 日、7 月 7 日、8 月 4 日、9 月 1 日、10 月 6 日、          

11 月 10日、12月 1日 

   【会  場】石井緑地運動公園、グリーンスタジアムサブ 

（11）ゴールキーパー ３ブロックトレセン（南・中・北） 

【期  日】南部  

      中部 

      北部 

   【会  場】南部：大平町運動公園・佐野日大高校 

中部：鹿沼自然の森サッカー場 

北部：矢板中央高校 

３ トレセン遠征 

 （１）Ｕ－１６ 
【期  日】7月 16日、12 月 16日、2月 23日・24日 

   【会  場】敷島運動公園（群馬）、清瀬内山運動公園（東京）、鹿島ハイツ（茨城県） 

 （２）Ｕ－１５ 
【期  日】9月 23日、10 月 21日 

   【会  場】駒沢運動公園（東京）、市原スポレク（千葉） 

（３）Ｕ－１４ 
【期  日】9月 23日、10 月 28日、11月 25日、12月 16日、1月 27日、2月 23日・24日 

    【会  場】東松山リコー（埼玉）、県総合運動公園、つくばアカデミーセンター（茨城）、        

藤岡総合運動公園（群馬）、NTT東日本志木総合（埼玉）、矢田部サッカー場（茨城） 

 （４）Ｕ－１３ 
【期  日】9月 23日、10 月 28日、11月 25日、12月 16日、1月 27日、2月 23日・24日 

   【会  場】東松山（埼玉）、県総合運動公園、つくばアカデミーセンター（茨城）、        

藤岡総合運動公園（群馬）、NTT東日本志木総合（埼玉）、矢田部サッカー場（茨城） 

 （５）Ｕ－１２ 
【期  日】10 月 28 日、11月 24日・25 日 

   【会  場】東松山リコー（埼玉）、鹿島ハイツ（茨城） 
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４ 海外交流 

 （１）Ｕ－１４ クラブ選抜韓国遠征 
【期  日】８月 6日～11日 

   【会  場】韓国・仁川 

 （２）Ｕ－１４ 中体連選抜韓国遠征 
【期  日】８月 20日～26日 

   【会  場】韓国・仁川 

 （３）仁川中学生受け入れ事業 
【期  日】８月 20 日～26 日 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、栃木 SC 宇都宮フィールド 

５ (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】6 月 23 日～7 月 15 日までの間の 8 日間、11 月 15～12 月 8 日までの間の 8 日間、 

1 月 26日～3月にまでの間の 3日間 

   【会  場】小山西高校、高根沢高校、宇都宮白楊高校 

 （２）Ｄ級コーチ 

【期  日】4月 14日・15日、8月 18日・19日、9月 22日・23日、2月 17日・18 日 

   【会  場】高根沢高校 

（３）キッズリーダー養成講習会 

【期  日】9 月 22 日、11 月 11 日 
   【会  場】鹿沼自然の森サッカー場、小山南高校 

６ 公認指導者研修会（リフレッシュコース） 

【期  日】5 月 20 日、7 月 7 日・8 日、9 月 8 日・9 日・16 日・17 日、11 月 11 日 
      12 月 8・9 日、1 月 12 日・13 日、2 月 2 日、3 月 3 日 
【会  場】高根沢高校、壬生町中央公民館、今市青少年スポーツセンター、栃木県総合運動 

公園、小山南高校、矢板中央高校、県総合運動公園、栃木市文化会館、大内中学校 
【受講者数】387 名 

７ 第 10 回 栃木県フットボールカンファレンス 

【期  日】２月２日 

【会  場】栃木市文化会館 

【参加者数】350名 

【内  容】テーマ「サッカーはサッカーすることで上手くなる」・育成年代問題について 

８ Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会 

【期  日】3 月 2 日 
【会  場】陽西中学校 
【受講者数】15 人 
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９ Ａ級コーチ養成講習会受講県内トライアル 

【期  日】2 月 9 日 
【会  場】鹿沼自然の森サッカー場 
【受講者数】3 名 

１０ 県トレコーチサミット 

【期  日】７月 6日・7日、12月 7日・8日 

【会  場】矢板中央 

【参加者数】60名 

１１ Ｕ－１４ 伝達講習会 

【期  日】6月 13日・27日 

【会  場】鹿沼自然の森サッカー場、矢板中央高校 

【参加者数】80名 

 

 

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】８月 11日(土) 

 【会  場】栃木県総合教育センター 

 【受 講 者】１１８名 

(２)第２回 

【期  日】２月３日(日)      

 【会  場】栃木県総合教育センター 

【受 講 者】３２１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 24日(日)、７月 15日(日)・22日(日) 

 【会  場】小山市総合運動公園陸上競技場、石井緑地公園サッカー場、グリーンスタジアム 

       サブグラウンド 

 【受 講 者】７名(７名合格) 

(2)第２回 

【期  日】12月２日(日)・22日(土)・23日(日) 

 【会  場】小山市総合運動公園陸上競技場、大田原グリーンパーク、大田原高等学校 

【受 講 者】２２名(８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４日(日) 

    【会  場】佐野市中央公民館 

    【受 講 者】８０名 

 ②【期  日】11月 25日(日) 
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    【会  場】真岡市青年女性会館ホール兼会議室 

    【受 講 者】５６名 

③【期  日】12月９日(日) 

    【会  場】宇都宮市文化会館（小ホール） 

    【受 講 者】２３１名 

④【期  日】12 月 15日(土) 

    【会  場】大田原市総合文化会館(ホール) 

    【受 講 者】９２名 

⑤【期  日】12 月 16日(日) 

    【会  場】宇都宮市文化会館(小ホール) 

    【受 講 者】129名 

⑥【期  日】12 月 22日(土) 

    【会  場】矢板市生涯学習館(研修室) 

    【受 講 者】４１名 

⑦【期  日】12 月 23日(日) 

    【会  場】足利市民プラザ 

    【受 講 者】５９名 

⑧【期  日】１月 20日(日) 

    【会  場】宇都宮市文化会館(小ホール) 

    【受 講 者】１０３名 

   ※ＪＦＡラーニング 10月～２月  

    【受 講 者】２，５４９名 

（２）２・３級 

【期  日】１月 27日(日)、２月 17日(日)、24日(日) 

    【会  場】宇都宮市文化会館（小ホール、第 1会議室） 

   【受 講 者】２級 ４３名、３級 ３７０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６日(日) 

    【会  場】宇都宮市清原工業団地管理センター 

    【受 講 者】１５名 

（２）第２回 

【期  日】５月 27日(日) 

    【会  場】宇都宮市清原工業団地管理センター 

 【受 講 者】８１名 

５ フットサル３級審判資格昇格審査会 

（１）第 1 回 

 【期  日】５月 26日(日) 

  【会  場】高根沢町仁井田体育館 

  【受 講 者】３名(２名合格) 

（２）第２回 

 【期  日】12月９日(日) 

  【会  場】宇都宮スケートセンター 

 【受 講 者】４名(３名合格)  

６ フットサル審判登録更新講習会 
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 （１）４級 

①【期  日】11 月 25日(日) 

    【会  場】宇都宮市清原体育館 

    【受 講 者】３０名 

 ②【期  日】12月２日(日) 

    【会  場】真岡市スポーツ交流館 

    【受 講 者】２３名 

③【期  日】12 月 23日(日) 

    【会  場】栃木県県南体育館 

    【受 講 者】２３名 

   ※JFAラーニング 11月から２月 

 【受 講 者】４０１名 

 （２）２・３級 

【期  日】12月２日(日)・23日(日)、２月３日(日) 

    【会  場】宇都宮市清原体育館、真岡市スポーツ交流館、宇都宮市雀宮体育館 

    【受 講 者】２級 ８名、３級 ３０名 

７ ３級審判インストラクター登録更新 

【期  日】３月 17日(日) 

【会  場】宇都宮北高等学校 

【受 講 者】１１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 

①【期  日】６月 11日(月) 

    【会  場】県協会事務所 

    【内  容】講義（講師 相樂亨氏） 

 ②【期  日】８月 13日(月)～15日(水) 

    【会  場】真岡市鬼怒自然公園サッカー場ほか  

    【内  容】真岡カップ（実技研修） 

③【期  日】８月 21日(日) 

    【会  場】宇都宮清陵高等学校 

    【内  容】フィットネストレーニング（講師 JFA山岸貴司氏） 

④【期  日】９月 29日(日) 

   【会  場】県総合教育センター 

    【内  容】ＪＦＡ女子トレセン(講師 1級女子審判員高橋早織氏) 

⑤【期  日】11 月 22日(木) 

    【会  場】県協会事務所 

    【内  容】講義（講師 関谷宣貴氏） 

⑥【期  日】１月 29日(火) 

    【会  場】県協会事務所 

    【内  容】講義（講師 佐藤洋氏・岩﨑創一氏） 
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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） 

   ＜平成 24年度チーム・選手登録数＞ 

               チーム登録数   選手登録数 

         １ 種      123 ﾁｰﾑ     3,077名 

         ２ 種       69 ﾁｰﾑ     2,602名 

         ３ 種      151 ﾁｰﾑ     5,076名 

         ４ 種      191 ﾁｰﾑ     6,396名 

         女 子       22 ﾁｰﾑ      508名 

         シニア       11 ﾁｰﾑ        290名  

         合 計      567 ﾁｰﾑ        17,949名 

   ＜平成 24年度審判員登録数＞ 

                サッカー     フットサル 

         １ 級      4 名               0 名 

         ２ 級      47 名        8 名 

         ３ 級     386 名              31 名 

         ３ 級(ﾕｰｽ)    3 名        0 名 

         ４ 級    4,225 名             642 名 

         ４ 級(ﾕｰｽ)   282 名        5 名  

         合 計    4,947 名       686 名 

 （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 
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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 

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 

 （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）平成 24 年度 第 40 回 太郎賞 受賞者 

   【少 年】  神野  淳（栃木サッカークラブ ジュニア） 

          坂本 昴優（栃木サッカークラブ ジュニア） 

          関根 浩平（上三川フットボールクラブ） 

          後藤 裕二（ヴェルフェたかはら那須Ｕ－１2） 

          谷  俊輔（ＴＥＡＭ リフレＳＣ） 

          片倉 純平（ＦＣ西那須野２１アストロ） 

   【中 学】  森  俊貴（栃木サッカークラブ ジュニアユース） 

          茂呂 圭輔（日光市立今市中学校サッカー部） 

          相良  強（ヴェルディサッカースクール小山） 

          明本 考浩（栃木サッカークラブ ジュニアユース） 

   【高 校】  折橋 翔太（佐野日本大学高等学校サッカー部） 

          佐藤 涼磨（矢板中央高等学校サッカー部） 

          川俣 将太（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） 

          相田 英黎（宇都宮文星女子高等学校サッカー部） 

（２）平成 24 年度 第 25 回 欽司賞 受賞者 

         齋藤 昌宏（栃木県立学悠館高校定時制サッカー部監督） 

          第 27回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会 準優勝  

（３）平成 24 年度 第 30 回 協会長賞 受賞者 

   【団 体】栃木県立学悠館高校定時制サッカー部 

         第 27回関東地区高等学校定時制通信制サッカー大会 準優勝 

   【個 人】春山 芳夫 

         永年にわたり栃木県サッカー協会の常任理事・理事として、協会の発展に貢献された。 

直井 規男 
 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。 

        倉持 正輝 

         永年にわたり栃木県少年サッカー連盟の副会長・理事として、連盟の発展に貢献された。 

砂川  浩 

 永年にわたり佐野市サッカー協会の会長として、佐野市及び地域のサッカー活動の普及発展に貢献された。 

岡本 俊夫 

 永年にわたり真岡市サッカー協会の会長として、真岡市及び地域のサッカー活動の普及発展に貢献された。 

坂本 理保 

 2012FIFA U-20女子ワールドカップで日本代表として活躍し、本県サッカーの振興に貢献された。 

井上 綾香 

 2012FIFA U-17女子ワールドカップで日本代表として活躍し、本県サッカーの振興に貢献された。 
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（４）平成 24 年度 特別功労賞 受賞者 

      安藤  梢（フランクフルト） 

2011ＦＩＦＡ 女子ワールドカップ、2012ロンドンオリンピック女子サッカー競技で日本代表として活躍し、

本県サッカーの振興に貢献された。 
鮫島  彩（ベガルタ仙台レディース） 

2011ＦＩＦＡ 女子ワールドカップ、2012ロンドンオリンピック女子サッカー競技で日本代表として活躍し、

本県サッカーの振興に貢献された。 

相樂  亨（国際審判） 

2010ＦＩＦＡ ワールドカップ、2012ロンドンオリンピック男子サッカー競技で審判として活躍し、本県サ 

ッカーの振興に貢献された。 

２ 各連盟の表彰 

 （１）栃木県社会人サッカーリーグおよび大学の表彰 

   ①第４６回栃木県社会人サッカーリーグ１部 

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

   ②第４６回栃木県社会人サッカーリーグ２部 

    ＜Ａブロック＞ 

  AS CASA(優勝)、本田栃木 FC(準優勝)、古河スカイ小山(第３位) 

    ＜Ｂブロック＞ 

  栃木教員 FC(優勝)、クレセール那須(準優勝)、FCオードイス(第３位) 

   ③第４６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  JOY フットボールクラブ(北那須地区) 

                 EG FC鹿沼(上都賀地区) 

                 FC BOASORTE JUNTAR(塩谷・南那須地区) 

                 FC SAKURA CALSONI(宇河地区) 

                 FC GSB(芳賀地区) 

                 FCソレイユ(下都賀地区) 

   ④第１５回栃木県大学サッカーリーグ 

      作新学院大学(優勝)、白鷗大学(準優勝)、足利工業大学(第３位) 

 （２）クラブユース連盟の表彰 

   ①ユ ー ス  鈴木毅大・川俣将太(栃木 SC)、柴野昌幸・野沢京祐(アルシオーネ) 

   ②ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ   西田 亮・白井隆稀(エルマーノ)、大畑亜輝・檜山拓美(AS栃木) 

          大川夏輝・岡田慎太郎(足利ユナイ)、鈴木一真・嶌 和宏(スポルト) 

          左治木秀佑・小原伯義(アネーロ)、和氣侑生・杉山翔哉(栃木 SC) 

          佐藤 渉・稲葉智己(ヴェルディ)、高森泰彰・柏木正太郎(アルシオーネ) 

          木村秀人・宇賀神裕人(ウイングス)、後藤貴克・稲村 陽(FC栃木) 

          田村慶也・高木瑠偉(プログレッソ)、大谷裕紀・横山絋季(ジェフクオーレ) 

          山中将孝・畠山樹生(ウーヴァ)、川野優太・釜井智樹(ともぞう) 

          籠谷祥平・坂口裕樹(SAKURA)、高橋拓夢・仲間ルーカス(イースト) 

          吉田悠人(ファイターズ)、栗原 仁(アストロ) 
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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 16日 
   【会  場】ホテルニューイタヤ 

  【会 員 数】７０６名 

【出席者数】４５１名（内 委任状４１４名） 

   【議  事】①第１号議案 平成 23年度事業報告について 

         ②第２号議案 平成 23年度決算について 

         ③第３号議案 役員の選任について 

 （２）第２回 
【期  日】３月３日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

   【会 員 数】６７６名 

【出席者数】４３０名（内 委任状４１１名） 

   【議  事】①第１号議案 平成 25年度事業計画（案）について 

         ②第２号議案 平成 25年度収支予算（案）について 

         ③第３号議案 事務局規程等について 

２ 理事会 

 （１）第１回 
   【期  日】５月 26日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

   【出席者数】１９名 

   【議  事】①平成 23年度 事業報告について 

         ②平成 23年度 決算報告について 

         ③（公社）栃木県サッカー協会規約（案）について 

         ④役員の服務に関する規程（案）について 

         ⑤平成 24年度役員（案）について 

         ⑥審判員の表彰について 

 （２）第２回 
【期  日】９月 15日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

   【出席者数】２２名 

   【議  事】①2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の東京招致を支援する決議につ

いて 

         ②海外遠征（2013、2014）について 

         ③事務局体制について 

（３）第３回 
【期  日】１月 19日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

   【出席者数】２６名 

   【議  事】①平成 25年度 アクションプランについて 
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②事務局規程等について 

         ③栃木トヨタ杯、天皇杯の開催について 

         ④なでしこリーグの開催について 
         ⑤栃木ＳＣの運営依頼について 
         ⑥栃木ウーヴァの運営依頼について 
         ⑦第１回栃木県障害者フットサル交流大会の開催について 

 （４）第４回 
【期  日】２月 16日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

   【出席者数】１８名 

   【議  事】①平成 25年度 事業計画（案）について 
         ②平成 25年度 予算（案）について 
         ③旅費日当支給基準（案）について 
         ④顕彰について 
         ⑤国体スタッフ及びトレセンスタッフについて 
         ⑥指導者養成事業及びトレセン８人制大会（toto 助成）について 

 
 

２．社会人連盟関連 

１ 総会（評議員会） 

   【期  日】５月 20日、３月 10日 

   【会  場】鹿沼市文化会館、コンセーレ 

２ 理事会 

【期  日】４月 20日、６月 15日、８月３日、10 月 19日、12 月７日、２月 15日 

【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

３ 役員・専門委員研修会 

【期  日】５月 27日、１月 26日～27日 

【会  場】ホテルニューイタヤ、ホテル井頭温泉チャットパレス 

４ 登録説明会 

【期  日】２月３日 

【会  場】宇都宮市文化会館 

５ 代表者会議 

（１）知事杯第 45 回栃木県社会人サッカー選手権大会 兼 

第 92 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 11日 

【会  場】鹿沼市民文化センター 
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 （２）第 19 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 11日 

【会  場】鹿沼市民文化センター 

（３）第 46 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 14 日 

【会  場】コンセーレ 

 
 

３．高校連盟関連 

１ 総会・登録説明会 

   【期  日】４月 13日、３月 15日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

２ 専門委員会 

【期  日】４月 13日、５月８日、７月５日、９月 14日、12 月 10日、３月 15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 13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８日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

（３）第 91 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５日 

   【会  場】宇都宮市体育館会議室 

（４）第 91 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 10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】４月 27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 24日 

   【会  場】陽西中学校 

（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 25日 

   【会  場】陽西中学校 

（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４日 

   【会  場】陽西中学校 

（４）下野杯中学生サッカー大会 代表者会議 
   【期  日】12 月 22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】3 月 16日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

２ 理事会 

   【期  日】４月 21日、６月９日・30日、10月 13日、11 月 17日、1月 26 日、 

         ３月２日・16日 

   【会  場】宇都宮市体育館会議室・他 

３ 代表者会議 

 （１）第 28 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 14日 

   【会  場】宇都宮市東生涯学習センター 

 （２）第 22 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４日 

   【会  場】鹿沼フォレストアリーナ会議室 

（３）第 18 回 全日本ユース(U-15)フットサル大会栃木県大会 代表者会議 

   【期  日】10 月 18日 

   【会  場】宇都宮市体育館会議室 

（４）2012 栃木県ユースサッカー(U-13)代表者会議 

   【期  日】10 月 22日 

   【会  場】宇都宮市体育館会議室 
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（５）2012 栃木県ユースサッカー(U-14･U-15)代表者会議 

   【期  日】12 月 17日 

   【会  場】宇都宮市体育館会議室 

 
 

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９日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

２ 理事会 

   【期  日】４月 12日、５月 10日、７月５日、９月６日、10月４日、11月 15日、 

12 月 15日、１月 26日、２月 21日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所、他 

３ 監督会議 

 （１）第 36 回 全日本少年サッカー大会栃木県大会 監督会議 

   【期  日】５月 12日 

   【会  場】とちぎ健康づくりセンター 

 （２）第 41 回 栃木県少年サッカー選手権大会 監督会議 
   【期  日】９月 29日 

   【会  場】芳賀町民会館 

（３）バーモントカップ 第 22 回 全日本少年フットサル大会栃木県大会 監督会議 

   【期  日】10 月 28日 

   【会  場】芳賀町武道館 

（４）クオリィアカップ 第 30 回 栃木県少年サッカー新人大会 監督会議 
   【期  日】12 月 15日 

   【会  場】矢板市片岡公民館 

（５）U･P･P ｶｯﾌﾟ 第 11 回 栃木県少年サッカー市町村選抜大会 監督会議 
   【期  日】１月 19日 

   【会  場】横川地区市民センター 

 
 

７．女子連盟関連 

１ 総会 

   【期  日】４月７日 

   【会  場】宇都宮市文化会館会議室 
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２ 理事会 

   【期  日】５月９日、９月 26日、１月 24日、３月７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４日 

   【会  場】宇都宮市スケートセンター会議室 

 
 
８．シニア連盟関連 
 

１ 代表者会議 

   【期  日】４月 23日、９月 10日、11 月 19日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所、他 

２ 登録説明会 

   【期  日】２月 26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】４月 13日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

２ 理事会 

   【期  日】４月 11日、８月 16日、11 月 28日、12月 14日、３月 13日 

   【会  場】三栄不動産事務所 

３ 登録説明会 

   【期  日】４月 25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 67 回 国体関東ブロック大会 

 （１）成年男子 
【競技日程】８月 18日・19日 

【開 催 地】東京都 

【結  果】１回戦 栃木県 １－０ 千葉県 

      決定戦 栃木県 １－０ 東京都 

 （２）女子 
【競技日程】８月 18日・19日 

【開 催 地】東京都 

【結  果】１回戦 栃木県 ０－７ 茨城県 

 （３）少年男子 
【競技日程】８月 18日・19日 

【開 催 地】東京都 

【結  果】１回戦 栃木県 ０－３ 山梨県 

 
 

１．１種関連事業 

１ 第 46 回 関東サッカーリーグ（１部リーグ） 

【競技日程】４月７日～10月７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 ０－０ さいたま SC 

          ヴェルフェ ０－１ 流通経済大学 FC 

          ヴェルフェ ０－１ FC KOREA 

          ヴェルフェ １－０ tonan前橋 

          ヴェルフェ ２－０ 神奈川県教員 SC 

          ヴェルフェ ２－２ 東邦チタニウム 

          ヴェルフェ １－２ SC相模原 

          ヴェルフェ ４－２ エーリス FC 

          ヴェルフェ ２－０ クラブドラゴンズ 

     通算成績 ８勝５分５敗 ３位 

２ 第 48 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 24日、７月１日・８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)、宇都宮 FC(県社会人１位) 

【結  果】１回戦 宇都宮 FC  ２－３ V.S.C 1st(東京都３位) 

      ２回戦 ヴェルフェ １－０ tonan前橋サテライト(群馬県１位) 

      決定戦 ヴェルフェ ０－１ 日立ビルシステム(関東２部) 
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３ 第 19 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 15日・16日・17日 

   【開 催 地】茨城県ひたちなか市 

   【本県代表】AS CASA(県クラブ選手権１位) 

   【結  果】１回戦 AS CASA ３－２ 石下第一 FC(茨城県) 

         ２回戦 AS CASA ２－３ 与野八王子クラブ(埼玉県) 

４ 第 46 回 関東社会人サッカー大会 

【競技日程】11 月 10 日・11日・24日・25日 

   【開 催 地】埼玉県熊谷市、他 

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

   【結  果】１回戦 JBUS宇都宮 SC ０－１ 横浜 GSFCコブラ(神奈川県２位)  

             FC真岡２１   ２－３ 青梅 FC(東京都１位） 

５ 第 45 回 関東大学サッカー大会 

【競技日程】11月４日～24日 

【開 催 地】神奈川県伊勢原市／横浜市 

【参加チーム】作新学院大学(北関東代表) 

【結  果】＜予選リーグＢブロック＞ 

       作新学院大学 ０－１ 東京国際大学 

          作新学院大学 ０－３ 立教大学 

          作新学院大学 １－４ 明治学院大学 

                      通算成績 ０勝０分３敗 予選リーグ敗退 

６ 第５回 北関東大学サッカーリーグ戦 

【競技日程】４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１位 作新学院大学 (15 勝１分０敗) 

      第３位 白鷗大学   (９勝０分７敗) 

      第７位 宇都宮大学  (５勝１分 10敗) 

      第９位 足利工業大学 (２勝３分 11敗) 

７ 第 41 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 16日・17日・18日 

【開 催 地】群馬県藤岡市 

【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 ０－１ 古河市役所(茨城県２位) 

          栃木県庁   ２－０ 甲府市役所(山梨県１位) 
         準決勝 栃木県庁   １－６ ひたちなか市役所(茨城県１位) 

         ３決戦 栃木県庁   ４－０ 古河市役所 
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９ 第 40 回 関東自治体職員サッカー選手権大会 

【競技日程】10 月 27 日・28日・29日・30日 

【開 催 地】東京都八王子市 

【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 栃木県庁   １－０ 北杜市役所(山梨県１位) 

          宇都宮市役所 ２－１ 八王子市役所(開催地) 

      ２回戦 栃木県庁   １－４ 船橋市役所(千葉県１位) 

          宇都宮市役所 １－２ さいたま市役所(埼玉県１位) 

１０ 関東信越地区高等専門学校総合体育大会 

(兼)第 41 回 関東高等専門学校サッカー選手権大会 

【競技日程】７月７日・８日 

【開 催 地】東京都 

【参加チーム】小山高等専門学校 

【結  果】１回戦 小山高専 ２－３ 木更津高専(千葉県) 

 
 

２．２種関連事業 

１ 第 55 回 関東高等学校サッカー大会  

【競技日程】６月１日・２日・３日・４日 

【開 催 地】栃木県宇都宮市、他 

【本県代表】矢板中央高校(第１代表)、小山南高校(第２代表) 

【結  果】１回戦 矢板中央高校 １－２ 武南高校(埼玉県１) 

       〃  小山南高校  １－２ 共愛学園高校(群馬県２) 

２ JFA 高円宮杯プリンスリーグ U-18 関東 2012 

（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】佐野日本大学高校 

【結  果】＜ホームゲームのみ＞ 

          佐野日大高校 １－１ 鹿島学園高校 

          佐野日大高校 １－０ 成立学園中学高校 

          佐野日大高校 ３－０ 大宮アルディージャユース 
佐野日大高校 １－０ 横浜 FCユース 

佐野日大高校 ０－２ 柏日体高校 
佐野日大高校 １－０ 湘南ベルマーレユース 
佐野日大高校 ２－２ 八千代高校 
佐野日大高校 １－１ 関東第一高校 
佐野日大高校 １－０ 第一学院高校   

               通算成績 ８勝５分５敗 ６位 
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（３）２部リーグ参入決定戦 
   【競技日程】12 月 15日 

【開 催 地】栃木県矢板市、壬生町 

【参加チーム】栃木ＳＣユース 

【結  果】栃木ＳＣユース １－２ 武南高校(埼玉県) 

３ 第 16 回 関東クラブユースリーグ 
 (兼) Ｊユースサハラカップ 2012 第 20 回 Ｊリーグユース選手権大会関東予選 

【競技日程】６月～８月 

【開 催 地】関東各都県 

【本県代表】今市アルシオーネ 

【結  果】＜１次リーグ＞ 

    アルシオーネ ０－８ チームスポルトやちよ 

          アルシオーネ ０－６ かながわ 

          アルシオーネ １－２ ＯＳＡ 

          アルシオーネ １－２ 図南 SC 

          アルシオーネ ２－２ インフィニット相模原 

                      通算成績 ０勝１分４敗 １次リーグ敗退 

４ 第 27 回 関東高等学校定時制通信制サッカー大会 

【競技日程】11 月 24 日・25日 

【開 催 地】神奈川県平塚市 

【本県代表】学悠館高校 

【結  果】１回戦 学悠館高校 １－０ ひばりヶ丘高校(山梨県) 

      準決勝 学悠館高校 ２－１ 松栄学園(埼玉県) 

         決 勝 学悠館高校 ０－４ 町田高校(東京都) 

 
 

３．３種関連事業 

１ 第 43 回 関東中学校サッカー大会 

【競技日程】８月７日・８日・９日 

【開 催 地】栃木県宇都宮市・他 

【本県代表】下野市立南河内第二中学校(第１代表)、日光市立今市中学校(第２代表) 

【結  果】１回戦 今市中   ２－０ 三鷹市立第一中(東京都１) 

          南河内二中 ０－１ 館林市立多々良中(群馬県２) 

      ２回戦 今市中   ０－１ 桐蔭学園中(神奈川県１） 

      ５～８決戦 今市中   ３－２ 鴻巣市立吹上中(埼玉県１) 

      ５決戦 今市中   ０－１ 館林市立多々良中 

２ 高円宮杯 第 24 回 全日本ユース(U-15)サッカー関東大会 

【競技日程】11 月 10 日・11日・17日・18日 

【開 催 地】関東各都県 

【本県代表】ヴェルディ SS小山、栃木 SC ジュニアユース、FC 栃木ジュニアユース、 

AS栃木 bom de bola 
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【結  果】＜Ｂブロック＞ 

１回戦 栃木 SC JY  ２－１ AZ'86東京青梅 

    FC栃木 JY  ０－６ 柏レイソル U-15 

２回戦 栃木 SC JY  ４－０ FC古河 JY 

準決勝 栃木 SC JY  ２－１ 三菱養和 SC巣鴨 JY 

決 勝 栃木 SC JY  ２－０ 横浜 F･マリノス JY追浜 

＜Ｃブロック＞ 

１回戦 AS栃木    ０－４ 湘南ベルマーレ JY 

    ヴェルディ  ２－０ プレジールスポーツクラブ入間 

２回戦 ヴェルディ  ３－５ 柏レイソル AA TOR'82 

３ 第 18 回 関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

 (兼) 第 27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 23日・30日、７月１日・８日・14日・15日 

【開 催 地】関東各都県 

【本県代表】AS栃木 bom de bola、ヴェルディ SS小山、栃木 SC ジュニアユース 

【結  果】１回戦 AS栃木   ０－１ FC KASUKABE 

          ヴェルディ ２－２ 大豆戸FC JY 

               PK(３－５) 

              栃木SC JY  ３－１ TOKYU S Reyes FC 

         ２回戦 栃木SC JY  ０－６ 横浜 FC JY 

４ 第 18 回 全日本ユース(U-15)フットサル関東大会 

【競技日程】11 月 23 日・24日 

【開 催 地】千葉県 

【本県代表】今市アルシオーネ JY 

【結  果】＜予選リーグ＞ 

          アルシオーネ ０－12 カナリーニョ FC(千葉県１) 

          アルシオーネ ０－６ FC総和南(茨城県) 

                     通算成績 ０勝０分２敗 予選リーグ敗退 

 
 

４．４種関連事業 

１ 第 36 回 関東少年サッカー大会 

【競技日程】８月 18日・19日 

【開 催 地】神奈川県藤沢市 

【本県代表】JFCファイターズ(第１代表)、TEAMリフレ SC(第２代表)、三島 FC(第３代表) 

【結  果】＜予選リーグＡ組＞ 

リフレ SC ０－４ ヴァンフォーレ甲府 U-12(山梨県１) 

リフレ SC ０－２ FCアビリスタ(埼玉県３) 

通算成績 ０勝０分２敗 予選リーグ３位 
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＜予選リーグＥ組＞ 

JFCファイターズ ２－０ 池田 SSS(山梨県３) 

JFCファイターズ ０－１ 太田南 FC(群馬県２)  

通算成績 １勝０分１敗 予選リーグ２位 

＜予選リーグＧ組＞ 

三島 FC ０－２ 府中新町 FC(東京都１) 

三島 FC ０－０ 上福岡少年少女(埼玉県２) 

通算成績 ０勝１分１敗 予選リーグ２位 

＜決勝トーナメント２位パート＞ 

１回戦 JFCファイターズ ０－０ SCH・FC(神奈川県１) 

            PK(４－３) 

三島 FC      ０－０ ヴィヴァイオ船橋 FC(千葉県１) 

            PK(７－８) 

準決勝 JFCファイターズ １－２ ヴィヴァイオ船橋 FC 

＜決勝トーナメント３位パート＞ 

１回戦 リフレ SC ０－０ ヴィトーリア目黒 FC(東京都) 

        PK(２－０) 

準決勝 リフレ SC １－０ FCリベレオ(千葉県２) 

決 勝 リフレ SC ２－１ 古河サッカー少年団(茨城県３) 

２ 第 34 回 利根コカ・コーラ杯争奪東関東少年サッカー大会 

（１）６年生の部 
【競技日程】８月 25日・26日 
【開 催 地】千葉県鴨川市 
【本県代表】栃木トレセン、北那須トレセン 

【結  果】＜予選リーグ１組＞ 

栃木トレセン  通算成績 ２勝０分０敗 決勝進出 

      ＜予選リーグ２組＞ 

 北那須トレセン 通算成績 ０勝１分１敗 予選敗退 

      決 勝 栃木トレセン ５－０ 茨城県南トレセン 

 （２）５年生（Ａ）の部 
【競技日程】８月 24日・25日 
【開 催 地】千葉県鴨川市 
【本県代表】宇都宮トレセン、塩南トレセン、芳賀トレセン、上都賀トレセン 

【結  果】＜予選リーグ１組＞ 

 宇都宮トレセン 通算成績 ０勝１分１敗 予選敗退 

 ＜予選リーグ２組＞ 

塩南トレセン  通算成績 ０勝１分１敗 予選敗退 

（３）５年生（Ｂ）の部 
【競技日程】８月 24日・25日 
【開 催 地】千葉県鴨川市 
【本県代表】芳賀トレセン、上都賀トレセン 

【結  果】＜予選リーグ１組＞ 

芳賀トレセン  通算成績 １勝１分０敗 予選敗退 
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＜予選リーグ２組＞ 

上都賀トレセン 通算成績 １勝１分０敗 決勝進出 

決 勝 上都賀トレセン １－２ 鹿島アントラーズつくば Jr 

（４）４年生の部 
【競技日程】８月 24日・25日 
【開 催 地】千葉県鴨川市 

【本県代表】下都賀トレセン、両毛トレセン 

【結  果】＜予選リーグ１組＞ 

下都賀トレセン 通算成績 １勝１分０敗 予選敗退 

＜予選リーグ２組＞ 

            両毛トレセン  通算成績 １勝０分１敗 予選敗退 

３ 第 23 回 関東選抜少年サッカー大会 

【競技日程】12月１日・２日 

【開 催 地】茨城県ひたちなか市 

【参加チーム】栃木トレセン、宇河トレセン 

【結  果】＜予選リーグＡ組＞ 

宇河トレセン  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＞ 

          栃木トレセン  通算成績 １勝１分０敗 決勝トーナメント進出 

      ＜決勝トーナメント＞ 

      １回戦 栃木トレセン １－３ 茨城県トレセン U-12 

 
 

５．女子関連事業 

１ 第 18 回 関東女子サッカーリーグ 

（１）リーグ戦 
   【競技期間】４月～11月 
   【開 催 地】関東各都県 

   【参加チーム】該当チーム無し 

（２）入れ替えトーナメント大会 
   【競技日程】１月 19日・20日・26 日・27日 

  【開 催 地】茨城県鹿嶋市 
  【参加チーム】宇都宮文星女子高校 

  【結  果】１回戦 宇都宮文星女子高校 １－５ 東京国際大学(埼玉県) 

２ 第 34 回 関東女子サッカー選手権大会   

(兼) 第 34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】10月６日・７日・８日・13日・14日 
   【開 催 地】埼玉県 

【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 ０－12 関東学園大学 
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３ 第 24 回 関東レディースサッカー大会 

(兼) 第 24回 全国レディースサッカー大会関東予選 

   【競技日程】８月 25日・26日 

   【開 催 地】山梨県中巨摩郡昭和町 

【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 ０－８ 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞVIVACE(千葉県２) 

ブランカFC  ０－９ FC.VIDA Feliz(千葉県１) 

４ 第１回 関東高等学校女子サッカー大会 

【競技日程】６月２日・３日・４日 

【開 催 地】栃木県宇都宮市 

【本県代表】宇都宮文星女子高校 

【結  果】１回戦  文星女子高校 １－３ 幕張総合高校(千葉県) 

５ 第 21 回 関東高等学校女子サッカー選手権大会 

(兼) 第 21回全日本高校女子選手権大会関東予選  

【競技日程】11 月 10 日・11日・17日・18日 

【開 催 地】茨城県鹿嶋市、他 

【本県代表】宇都宮文星女子高校(第１代表)、宇都宮中央女子高校(第２代表) 

【結  果】１回戦  宇中央女子高校 ０－８ 飛鳥高校(東京都２) 

文星女子高校  ２－３ 前橋育英高校(群馬県２) 

６ 第８回 関東高校女子サッカー大会 

【競技日程】11 月 10 日・11日・17日・18日 

【開 催 地】茨城県鹿嶋市、他 

【本県代表】宇都宮女子高校(第３代表)、小山城南高校(第４代表) 

【結  果】１回戦  宇都宮女子高校 １－２ 太田女子高校(群馬県４) 

小山城南高校  １－３ 成田国際高校(千葉県３) 

７ 第 17 回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

 (兼) 第 17 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 16日・17日・22日・23 日・29日 

【開 催 地】神奈川県綾瀬市、他 

【本県代表】栃木 SCレディース 

【結  果】＜予選リーグＣグループ＞ 

          栃木 SC １－３ ジェフ千葉レディース U-16(千葉県) 

栃木 SC ０－２ 大宮エンジェルス(埼玉県) 

          栃木 SC １－１ フィオーレ武蔵野(東京都) 

                        通算成績 ０勝１分２敗 予選敗退 

８ 第 25 回 関東少女サッカー大会 

【競技日程】11 月 17 日・18日 

【開 催 地】茨城県ひたちなか市 

【本県代表】河内 SCジュベニール 

 



53 
 

【結  果】＜予選リーグＤグループ＞ 

          河内 SCジュベニール  通算成績 ０勝０分２敗 ３位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出 

      ＜３位トーナメント＞ 

      １回戦 河内 SCジュベニール ２－２ ザスパ草津レディース(群馬県) 

                   PK(２－４) 

      11決戦 河内 SCジュベニール １－１ エスペランサ(山梨県２) 

                      PK(５－４) 

１０ 第 10 回 JFA 関東 ガールズエイト（U-12 ）サッカー大会 

【競技日程】８月 18日・19日 

【開 催 地】栃木県那須塩原市 

【本県代表】下都賀ヴィクトリーズ(第１代表)、両毛ローザ FC(第２代表)、 

      宇都宮 JFCソフィア(第３代表)、北那須ガールズ(第４代表) 

【結  果】＜予選リーグ グループＡ＞ 

           下都賀ヴィクトリーズ 通算成績 ３勝１分０敗 グループ１位 

      ＜予選リーグ グループＢ＞ 

           宇都宮 JFCソフィア  通算成績 １勝２分１敗 グループ４位 

      ＜予選リーグ グループＣ＞ 

           北那須ガールズ    通算成績 １勝３分０敗 グループ３位 

      ＜予選リーグ グループＤ＞ 

              両毛ローザ FC      通算成績 ２勝２分１敗 グループ３位 

１１ 第７回 関東レディースエイト(O-40)サッカー大会 

【競技日程】３月 23日・24日 

【開 催 地】埼玉県東松山市 

【参加チーム】とちおとめ 

【結  果】＜予選リーグＡグループ＞ 

          とちおとめ ２－０ フロンティア(神奈川県２) 

          とちおとめ １－０ 千葉ベイサワーズ(千葉県２) 

          とちおとめ ０－０ FCビクトリー青梅(東京都２) 

          とちおとめ ０－４ 東京アルテミス(東京都１) 

                      通算成績 ２勝１分１敗 リーグ２位 

      ＜順位決定戦＞ 

      ３決戦 とちおとめ ０－２ 横須賀シーガルス(神奈川県１) 

 
 

６．シニア関連事業 

１ 第 12 回日本マスターズ 2012 サッカー競技関東地区予選会 

   【競技日程】７月１日 

【開 催 地】群馬県前橋市 

【本県代表】栃木 EIKOH 

【結  果】１回戦 栃木 EIKOH １－４ ＦＣ船橋(千葉県) 
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２ 第 11 回 全国シニア(Over50)サッカー大会関東地区予選会 

   【競技日程】４月 22日 

【開 催 地】群馬県前橋市 

【本県代表】栃木 EIKOH 

【結  果】１回戦 栃木 EIKOH ０－１ 日立フットボールクラブ 50(茨城県) 

３ 第 13 回 全国シニア(Over60)サッカー大会関東地区予選会 

   【競技日程】11 月 30日・12月１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 １－５ 埼玉シニア 60 

栃木大昭 １－４ AC 千葉 

栃木大昭 １－２ 茨城シニア 60 

 通算成績 ０勝０分３敗 予選リーグ４位 

      ＜順位決定戦＞ 

      ７決戦 栃木大昭 １－１ 山梨 50シニア 大会規定により両チーム７位 

４ 第６回 関東シニアサッカー選手権大会 

（１）Over40 
【競技日程】11 月 15 日・16日 

【開 催 地】埼玉県熊谷市 

【本県代表】栃木教員マスターズ 

【結  果】＜予選リーグＢ組＞ 

          栃木教員マスターズ １－２ Bon De Bola藤沢(神奈川県) 

          栃木教員マスターズ ２－２ 山梨マスターズ(山梨県) 

          栃木教員マスターズ ０－０ 四十雀クラブ東京(東京都) 

通算成績 ０勝２分１敗 予選リーグ３位敗退 

（２）Over50 

【競技日程】11 月 24 日・25日 

【開 催 地】茨城県神栖市 

【参加チーム】８チーム 

【本県代表】栃木平成シニアサッカークラブ 

【結  果】＜予選リーグＡ組＞ 

          栃木平成シニア ０－２ ＮＴＴシニア(埼玉県) 

          栃木平成シニア ０－３ 山梨シニア 50(山梨県) 

          栃木平成シニア ０－２ FC大泉 50(群馬県) 

通算成績 ０勝０分３敗 予選リーグ４位敗退 

５ 第７回 関東シニアサッカー選手権大会(Over60) 

【競技日程】８月４日・５日 

【開 催 地】千葉県市原市 

【本県代表】栃木大昭サッカークラブ 
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【結  果】＜予選リーグＢ組＞ 

          栃木大昭 ０－３ 埼玉シニア 60 

栃木大昭 ２－１ FC マジョール(東京都) 

栃木大昭 ４－２ 湘南ペガサス 60 SC(神奈川県) 

 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 栃木大昭 ０－０ 山梨 50シニア 

              PK(４－５) 

 

 

７．フットサル関連事業 

１ 第 14 回 関東フットサルリーグ（２部） 

【競技期間】６月～12 月 

【開 催 地】関東各都県 

【参加チーム】三榮不動産 FC宇都宮 

【結  果】    三縈不動産 １－３ ミリオネア 

三縈不動産 ２－７ malva 

三縈不動産 ２－２ コロナ 

三縈不動産 ５－６ NOVO 

三縈不動産 ３－３ デルソーレ 

三縈不動産 ０－４ funf 

三縈不動産 ４－４ FUTURO 

三縈不動産 ５－４ FC ｍｍ 

三縈不動産 10－５ VEGARRA 

三縈不動産 ６－５ tzk 

三縈不動産 11－１ LIBERDADE 

             通算成績 ４勝３分４敗 リーグ９位 

２ 第 15 回 関東フットサルリーグ(２部) 参入戦・入替戦 

【競技日程】２月 16日・17日 

【開 催 地】神奈川県藤沢市 

【参加チーム】MORANGO栃木 

【結  果】１回戦 MORANGO栃木 ２－１ FCマンホール(神奈川県) 

      ２回戦 MORANGO栃木 ４－１ Orange La Lilio(茨城県) 

      決定戦 MORANGO栃木 ４－４ べガーラ FC千葉(関東２部) 

                PK(４－１) 

                                             次年度より、関東リーグ(２部)参入 

３ 第３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】Amaralo/峰 FC 
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【結  果】＜１stステージ＞ 

 Amaralo/峰 FC ２－３ Estrela 

          Amaralo/峰 FC ０－２ FUN Ladies 

          Amaralo/峰 FC ４－２ ceu paleta A&S 

          Amaralo/峰 FC ２－３ Bardral浦安 

          Amaralo/峰 FC ３－４ Aventura 

          Amaralo/峰 FC ２－１ SAICOLO 

          Amaralo/峰 FC ２－６ Borboleta 

      ＜２ndステージ(下位リーグ)＞ 

          Amaralo/峰 FC ４－１ Aventura 

          Amaralo/峰 FC ２－２ Borboleta 

          Amaralo/峰 FC ３－０ ceu paleta A&S 

                       通算成績 ４勝１分５敗 リーグ７位 

４ 第 18 回 全日本フットサル選手権関東大会 

【競技日程】１月 13日・14日・19日 

【開 催 地】千葉県東金市 

【参加チーム】三榮不動産 FC宇都宮 

【結  果】１回戦 三縈不動産 ４－５ Artista埼玉(埼玉県１) 

５ 第 10 回 全日本女子フットサル選手権大会関東大会 

【競技日程】10月６日・13日 

【開 催 地】東京都 

【本県代表】Amaralo/峰 FC(第１代表)、宇都宮チェルト FC(第２代表) 

【結  果】＜１次ラウンドＣグループ＞ 

          宇都宮チェルト FC ４－８ 山梨大学(山梨県) 

宇都宮チェルト FC ０－５ CAFURINGA BOYS東久留米(東京都１) 

通算成績 ０勝０分２敗 リーグ敗退 

         ＜１次ラウンドＤグループ＞ 

Amaralo/峰 FC ４－１ ceu paleta A&S(神奈川県２) 

Amaralo/峰 FC ５－０ Malva ragazza FC(茨城県) 

通算成績 ２勝０分０敗 決勝トーナメント進出 

         ＜決勝トーナメント＞ 

         準決勝 Amaralo/峰 FC ２－３ Bardral 浦安 Las Bonitas(千葉県) 

         ３決戦 Amaralo/峰 FC ２－３ FUN FC Ladies(東京都２) 

６ 第 28 回 全国選抜フットサル大会関東大会 

【競技日程】５月 20日 

【開 催 地】山梨県甲府市 

【参加チーム】栃木県選抜 

【結  果】＜Ａブロック＞ 

      １回戦 栃木県選抜 １－３ 山梨県選抜 

７ 第５回 全国女子選抜フットサル大会関東大会 

【競技日程】１月 27日、２月 11日 

【開 催 地】茨城県常総市 

【参加チーム】栃木県選抜 
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【結  果】＜Ｂグループリーグ＞ 

          栃木県選抜 ２－２ 埼玉県選抜 

          栃木県選抜 ０－３ 神奈川県選抜 

          栃木県選抜 ０－５ 千葉県選抜 

                       通算成績 ０勝１分２敗 リーグ敗退 

８ 第３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 23 日・24日 

【開 催 地】千葉県千葉市 

【本県代表】宇都宮市立泉が丘中学校 

【結  果】１回戦 泉が丘中学校 ０－10  NPO横浜ｽﾎﾟｰﾂ＆ｶﾙﾁｬｰｸﾗﾌﾞ ｺｽﾓｽ(神奈川県) 

９ 第８回 全日本大学フットサル関東大会 

【競技日程】７月 22日 

【開 催 地】栃木県栃木市 

【参加チーム】国際医療福祉大 FC majikao 

【結  果】１回戦 国際医療福祉大FC majikao ２－３ 筑波大CIRCO DE RANA(茨城県) 

１０ 全国ビーチサッカー大会 2012 関東大会 

【競技日程】７月７日 

【開 催 地】茨城県ひたちなか市 

【参加チーム】FCブラジニア 

【結  果】＜１次リーグＡブロック＞ 

FCブラジニア １－２ ウィズキッド FC(茨城県) 

FCブラジニア １－７ G.C.ネリネ(東京都) 

通算成績 ０勝０分２敗 リーグ敗退 
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Ⅶ 全国大会関連事業 
１ 第 92 回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 

【競技日程】９月～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)、ヴェルフェたかはら那須(栃木県代表) 

【結  果】１回戦 ヴェルフェ １－３ 柏レイソル U-18 

      ２回戦 栃木 SC   ０－１ 横浜 FC 

２ 第 67 回 国民体育大会(成年男子) 

【競技日程】９月 30日～10月４日 

【開 催 地】岐阜県大垣市、他 

【参加チーム】選抜チーム 

【結  果】１回戦 栃木県 ０－１ 岐阜県 

３ 2012 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 ０－３ 大分トリニータ 

          栃木 SC ０－０ カターレ富山 

          栃木 SC ２－１ ジェフユナイテッド千葉 

          栃木 SC ２－０ ロアッソ熊本 

          栃木 SC １－１ FC岐阜 

          栃木 SC ０－１ ガイナーレ鳥取 

          栃木 SC ２－０ アビスパ福岡 

          栃木 SC １－１ 湘南ベルマーレ 

          栃木 SC ３－２ 東京ヴェルディ 

          栃木 SC ０－１ ファジアーノ岡山 

          栃木 SC ３－４ 横浜 FC 

          栃木 SC １－０ モンテディオ山形 

          栃木 SC １－０ FC町田ゼルビア 

          栃木 SC １－０ 水戸ホーリーホック 

          栃木 SC ０－０ ザスパ草津 

          栃木 SC １－０ 愛媛 FC 

          栃木 SC １－１ 徳島ヴォルティス 

          栃木 SC １－２ ヴァンフォーレ甲府 

          栃木 SC １－２ 京都サンガ F.C. 

          栃木 SC ３－２ 松本山雅 FC 

          栃木 SC １－２ ギラヴァンツ北九州 

通算成績 17勝９分 16敗 リーグ 11位   
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１．１種関連事業 

１ 2012 第 14 回 日本フットボールリーグ 

 （１）リーグ戦 
【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 ０－３ MIOびわこ滋賀 

          栃木ウーヴァ FC ０－３ カマタマーレ讃岐 

          栃木ウーヴァ FC ０－０ HOYO大分 

          栃木ウーヴァ FC ２－１ ホンダロック SC 

          栃木ウーヴァ FC ３－３ Honda FC 

          栃木ウーヴァ FC １－４ V･ファーレン長崎 

          栃木ウーヴァ FC １－４ AC長野バルセイロ 

          栃木ウーヴァ FC ０－１ 藤枝 MYFC 

          栃木ウーヴァ FC ２－４ ソニー仙台 FC 

          栃木ウーヴァ FC ０－０ 横河武蔵野 FC 

          栃木ウーヴァ FC ２－３ SAGAWA SHIGA FC 

          栃木ウーヴァ FC １－６ Y.S.C.C. 

          栃木ウーヴァ FC １－１ FC琉球 

          栃木ウーヴァ FC ３－１ ブラウブリッツ秋田 

          栃木ウーヴァ FC １－１ ツエーゲン金沢 

                    栃木ウーヴァ FC １－３ 佐川印刷 SC 

                     通算成績 ４勝 10分 18敗 リーグ 17位   

 （２）入れ替え戦 

【競技日程】12月９日・16日 

【開 催 地】栃木県栃木市 

【参加チーム】栃木ウーヴァフットボールクラブ 

【結  果】第１戦 栃木ウーヴァ FC １－２ ノルブリッツ北海道(全国地域リーグ３位) 

      第２戦 栃木ウーヴァ FC １－０ ノルブリッツ北海道 
         ※入替戦２試合の結果、延長戦(0-0)、PK 戦(4-1)を実施し、JFL 残留を決定 

 
 

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】７月 29日・30日・31日、８月２日・３日・４日 

【開 催 地】長野県松本市、他 

【本県代表】佐野日本大学高校 

【結  果】１回戦 佐野日大高校 １－０ 大垣工業高校(岐阜県) 

      ２回戦 佐野日大高校 ３－３ 創造学園高校(長野県) 

                PK(５－３) 

      ３回戦 佐野日大高校 １－１ 大阪桐蔭高校(大阪府) 

                PK(４－５) 
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２ 第 91 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・12日・19日 

【開 催 地】首都圏 

【本県代表】佐野日本大学高校 

【結  果】２回戦 佐野日大高校 １－１ 香芝高校(奈良県) 

                PK(５－４) 

      ３回戦 佐野日大高校 ０－３ 鵬翔高校(長野県) 

３ 第 20 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】＜予選リーグＢグループ＞ 

             栃木 SCユース ０－２ 大宮アルディージャユース 

             栃木 SCユース ０－４ コンサドーレ札幌 U-18 

             栃木 SCユース ２－１ ベガルタ仙台ユース 

                        通算成績 １勝０分２敗 リーグ３位敗退 

 
 

３．３種関連事業 

１ 第 43 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】岐阜県大垣市・他 

【本県代表】日光市立今市中学校 

【結  果】１回戦 今市中学校 ０－３ 東海大学付属翔洋高等学校中等部(静岡県) 

２ 高円宮杯 第 24 回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 

【競技日程】12 月 23 日・24日・26日・27日・29日 

【開 催 地】大阪府堺市、他 

【参加チーム】栃木 SCジュニアユース(関東第６代表) 

【結  果】１回戦 栃木 SC JY ２－１ 大分トリニータ U-15(九州１) 

      ２回戦 栃木 SC JY １－２ ヴィッセル神戸 U-15(関西２) 

 
 

４．４種関連事業 

１ 第 36 回 全日本少年サッカー大会 

【競技日程】７月 31日～８月４日 

【開 催 地】静岡県沼津市、他 

【本県代表】栃木サッカークラブジュニア 
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【結  果】＜１次ラウンド 10組＞ 

          栃木 SC Jr １－３ セレッソ大阪 U-12(大阪府) 

          栃木 SC Jr ２－０ フェニックス FC(長崎県) 

          栃木 SC Jr ７－０ 東出雲 FC(島根県) 

                  通算成績 ２勝０分１敗 １次ラウンド２位通過 

      ＜２次ラウンドグループ F＞ 

          栃木 SC Jr ０－２ 新座片山 FC(埼玉県) 

          栃木 SC Jr ２－０ ディアブロッサ高田 FC U-12(奈良県) 

                  通算成績 １勝０分１敗 ２次ラウンド２位敗退 

２ バーモントカップ 第 22 回 全日本少年フットサル大会決勝大会 

   【競技日程】１月４日・５日・６日 
   【開 催 地】東京都 

【本県代表】間東 FCミラクルズ 

【結  果】＜予選リーグＡグループ＞ 

          間東 FC ３－７ 大津 SSS U-12(高知県) 

          間東 FC ２－７ アスペガス生駒 FC(奈良県) 

             間東 FC ０－６ アルビレックス新潟ジュニア(新潟県) 

                      通算成績 ０勝０分３敗 Ａグループ４位敗退 

 
 

５．女子関連事業 

１ 第 24 回 全国レディースサッカー大会レディース･エイト(40歳以上)オープン大会 

   【競技日程】11 月 23日・24日・25 日 

【開 催 地】静岡県静岡市 

【本県代表】とちおとめ 

【結  果】＜１次ラウンドＣグループ＞ 

          とちおとめ ２－０ 甲賀 忍(関西/滋賀県) 

          とちおとめ １－２ FC SPARROWS(関東/千葉県) 

通算成績 １勝０分１敗 Ｃグループ２位 

         ＜２位トーナメント＞ 

         １回戦 とちおとめ ０－１ アベニール兵庫(関西/兵庫県) 

         ５決戦 とちおとめ １－４ オール茨城(関東/茨城県) 

         ７決戦 とちおとめ １－０ 焼津クイーンズ(東海/静岡県) 

 
 

６．日本サッカー協会後援事業 

１ 第 42 回 全国自治体職員サッカー選手権大会 

【競技日程】４月 14日・21日 

【開 催 地】三重県伊賀市 
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【本県代表】宇都宮市役所(北関東２位) 

【結  果】１回戦 宇都宮市役所 １－１ 鹿児島市役所(九州５位) 

                PK(４－２) 

２ 第 25 回 全国健康福祉祭(ねんりんピック宮城・仙台大会 2012) 

【競技日程】10 月 13 日・14日・15日 

【開 催 地】宮城県松島町、他 

【本県代表】栃木大昭サッカークラブ 

【結  果】＜Ｅブロック＞ 

          栃木大昭 SC １－０ 札幌市 

          栃木大昭 SC ０－３ 浜松市 

          栃木大昭 SC ３－１ 熊本県 

                    通算成績 ２勝０分１敗 Ｅブロック準優勝 

３ 第 22 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４日・５日・６日・７日 

【開 催 地】静岡県静岡市 

【本県代表】宇都宮工業高校 

【結  果】１回戦 宇都宮工業高校 ２－０ 桃山高校(京都府) 

      ２回戦 宇都宮工業高校 ０－２ 平塚商業高校(神奈川県２) 
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