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平成２６年度 事業計画 

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 47回 栃木県社会人サッカー選手権大会 

(兼) 第 94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】３月 16 日・23 日・30 日、４月６日・13日・20日・27日、５月 11日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 
２ 第 21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６日・13 日・20日・27日、５月 11日・18日・25日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 
３ 第 19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】６月１日・８日・29日 

   【会  場】栃木県グリーンスタジアム 
 

４ 第 48回 栃木県社会人サッカーリーグ 
 （１）１部リーグ 
   【競技日程】３月～10月 
   【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 
 （２）２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、他 
（３）３部リーグ 

【競技日程】３月～11月 
   【会  場】県内各地 
（４）３部リーグ決勝大会 

【競技日程】11月、12月 
   【会  場】未 定 

 
５ 第 11回 社会人リーグ選抜交流大会 

【競技日程】１月 25日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 
６ 第 11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３日・５日 

【会  場】県内各大学 
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７ 第 17回 栃木県大学サッカーリーグ 

【競技日程】10月～11月 

【会  場】県内各大学 

 
８ 第 11回 栃木県大学サッカー新人大会 

【競技日程】12月７日・14日・21日 

【会  場】県内各大学 

 
９ 第 43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～５月 

【会  場】栃木県さくら市 

 
１０ 第 42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 

【会  場】栃木県さくら市 

 

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 56回 関東高等学校サッカー大会県予選会 

【競技日程】４月 26日・29日、５月３日・６日・10日・11日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 
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１日・７日・８日・14日・15日・21日・22日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 
３ 第 92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９日・11日・12日 

   【会  場】県内各高校 
 （２）栃木大会（二次予選会） 

【競技日程】10月 8日・25日、11月１日・８日・15日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 
４ 栃木県高等学校サッカー新人大会 

【競技日程】１月 17日・18日・24日・31日、２月１日・７日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 
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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 15日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場 

 
６ 高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2014 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 
 （２）２部リーグ 

【競技日程】４月～11月 
   【会  場】県内各高校、他 
（３）３部リーグ 

【競技日程】４月～11月 
   【会  場】県内各高校、他 
 （４）昇格決定戦 

【競技日程】12月 
   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

 

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７日・８日・９日 

【会  場】青木サッカー場、他 

 
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サッカー場、他 

 
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 18 日・19日 

【会  場】矢板市運動公園、他 

 

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２日・８日・９日・11日・15日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 

５ 
第 30 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

 (兼) 第 20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】５月４日・６日・10日・17日・24日・31日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、壬生町運動公園サッカー場、他 
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６ 
第 16回 栃木県クラブユース選手権(U-15)大会（坂田杯） 

(兼) 第 24回 高円宮全日本ユース (U-15) 選手権大会栃木県予選 

【競技日程】９月 13日・20日・27日、10月４日・11日・18日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、足利陸上競技場、他 

 
７ 2014 栃木県ユースサッカーリーグ U-15 

 （１）１部リーグ 
   【競技日程】１月～９月 
   【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 
 （２）２部リーグ 

【競技日程】１月～９月 
   【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 
（３）３部リーグ 

【競技日程】１月～９月 
   【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 

 
８ 2014 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 

 
９ 第 12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６日・13日 

【会  場】未定 

 

４．４種関連事業 

１ 第 38回 全日本少年サッカー大会栃木県大会 

【競技日程】６月１日・８日・15日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 

 
２ 第 43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】10月 12日・19日・25日、11月３日 
   【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 
 （２）ジュニアの部 

【競技日程】10月 19 日・25日 

   【会  場】粟野総合運動公園、他 
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３ 第 25回 関東選抜少年サッカー大会栃木県予選 Ｕ-12・Ｕ-10・女子 

【競技日程】５月６日、６月 22 日、７月６日・19 日、９月 20 日、11月 1日 

【会  場】石井緑地サッカー場、他 

 
４ 第 32 回海外遠征 

【競技日程】８月 17 日～20日 

【会  場】韓国 

 
５ バーモントカップ 第 24回 全日本少年フットサル大会栃木県大会 

【競技日程】11月８日・９日 

【会  場】未定 

 
６ クオリィアカップ 第 32回 栃木県少年サッカー新人大会 

【競技日程】１月 10日・11日・18日 

【会  場】栃木 SC 宇都宮フィールド、他 

 
７ U･P･P カップ 第 13回 栃木県少年サッカー市町村選抜大会 

【競技日程】２月１日・７日・11日 

【会  場】栃木 SC 宇都宮フィールド、他 

 
８ ４種リーグ 

 （１）Ｕ－１２ 
   【競技日程】４月～12月 
   【会  場】県内各地 
 （２）Ｕ－１１ 

【競技日程】４月～12月 
   【会  場】県内各地 
（３）Ｕ－１０ 

【競技日程】４月～12月 
   【会  場】県内各地 

 
９ 第７回関東ＭＴＭ交流大会 

【競技日程】７月 25日・26日・27日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 
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５．女子関連事業 

１ 
第３回 栃木県女子ユースサッカー選手権大会 

(兼) 第３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 31日、９月７日 
   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 

２ 
第 10 回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会  

(兼) 第 19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 26日・27日・29日 
   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 

３ 
第３回 栃木県高等学校女子サッカー大会 

 (兼) 第３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 26 日・27日、５月４日・５日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

 
４ 「えいこう杯」第 15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 

 （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 

 （３）入替戦 
【競技日程】２月２日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアムサブグランド 

 

５ 
第 24回 栃木県レディースサッカー大会 

 (兼) 第 26回 関東レディースサッカー大会栃木県予選 

【競技日程】10月 12 日 

【会  場】栃木 SC 宇都宮フィールド 

 

６ 
第 33回 栃木県女子サッカー選手権大会 

 (兼) 第 36回 皇后杯 関東女子サッカー選手権大会栃木県予選 

【競技日程】７月 13 日・20日 

【会  場】栃木県グリーンスタジアム、他 
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７ 栃木県高等学校女子サッカー新人大会 

【競技日程】１月 17 日・18日・24日・25日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

 
８ 第 23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 13 日・14日・20日・21日 

【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

 
 ９ ワンデーサッカークリニック 

【競技日程】６月 22 日、10月 19日、１月 11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 21回 栃木県シニアサッカー大会 

【競技日程】４月６日・13 日・20日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、石井緑地サッカー場、他 

 
２ 第５回 栃木県シニア選手権大会 

 （１）Over40 
【競技日程】９月 24 日・28日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 （２）Over50 
【競技日程】９月 21 日・28日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 
３ 第８回 シニアフレンドリーマッチ 

【競技日程】12月７日・14日・21日 

【会  場】壬生総合公園陸上競技場、他 

 
４ 2014 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 

 （２）Over50 

【競技日程】５月～２月 

【会  場】栃木県内サッカー場 
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７．フットサル関連事業 

１ 第 11 回 栃木県フットサルリーグ 

 （１）１部リーグ 
【競技日程】６月～12月 

【会  場】宇都宮市雀宮体育館、他 

 （２）２部リーグ 
【競技日程】６月～12月 

【会  場】宇都宮市雀宮体育館、他 

 
２ 第９回 栃木県女子フットサルリーグ 

【競技日程】６月～12月 

【会  場】高根沢町キリン体育館、他 

 
３ 第 19回 全日本フットサル選手権大会栃木大会 

【競技日程】10月２日・30日、11月 13日・20日・27日 

【会  場】真岡市スポーツ交流館、他 

 

４ 
第 13 回 栃木県女子フットサル大会 

 (兼) 第 10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 24 日 

【会  場】宇都宮市スケートセンター 

 
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】９月 

【会  場】未 定 

 
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 

 

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】９月～３月 

【会  場】小山南高校、他 
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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８回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル 2014 in 真岡 

   【競技日程】９月 

【会  場】真岡市 

 
２ JFA キッズサッカーフェステバル 2013 

 （１）Ｕ－６ 
【競技日程】７月７日、９月 23日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 （２）Ｕ－８ 
【競技日程】10月６日、11月 17日 

【会  場】県総合運動公園陸上競技場、他 

 
３ JFA ファミリーフットサルフェスティバル 2013 

   【競技日程】７月 24日、10月 10日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 
４ JFA レディースサッカーフェスティバル 2014栃木 

   【競技日程】６月８日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 

５ 
JFA ガールズサッカーフェスティバル 2014栃木 

 ｢ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾏﾛﾆｴ杯｣ 第８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 14日・15日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 
６ JFA ガールズサッカーフェスティバル 2014栃木 グラスルーツ 

   【競技日程】５月 25日、11月９日 

【会  場】宇都宮市サッカー場 

 

10．その他 

１ 第２回栃木県障害者サッカーフェスティバル 

   【競技日程】８月 24日 

【会  場】鹿沼自然の森公園フットサル場 
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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～８月 

   【会  場】栃木 SC宇都宮フィールド、他 
 （２）合宿 

【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （３）遠征、強化試合 

【期  日】未 定 

【期  日】未 定 

 

２ 国体女子 
 （１）選考会、練習会 

【期  日】４月～８月 
   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 
 （２）合宿 

【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （３）遠征、強化試合 

【期  日】未 定 

【期  日】未 定 
 

３ 国体少年男子 
 （１）選考会、練習会 

【期  日】４月～８月 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 
 （２）合宿 

【期  日】８月９日～11日 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

 （３）遠征、強化試合 

【期  日】未 定 

【期  日】関東各都県 
 

４ 指定クラブ強化 
 （１）強化練習 
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【期  日】４月～12月 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 

 （２）強化合宿 

【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （３）強化試合 

【期  日】未 定 

【期  日】未 定 
 

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－１６、Ｕ－１５ 

【期  日】未 定 
   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 
 （２）Ｕ－１３ 

【期  日】未 定 

   【会  場】今市青少年スポーツセンター、他 

 （３）Ｕ－１２ 
【期  日】未 定 

   【会  場】壬生町総合運動公園、他 

 （４）ゴールキーパー 

【期  日】７月、２月 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 

２ トレセン練習会 
 （１）Ｕ－１６ 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 
 （２）Ｕ－１５セントラル 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（３）Ｕ－１５中体連 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（４）Ｕ－１４セントラル 
【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（５）Ｕ－１４中体連 
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【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（６）Ｕ－１３中体連 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（７）Ｕ－１３クラブ 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（８）Ｕ－１２ 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（９）Ｕ－１１ 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（10）女子 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

（11）ゴールキーパー ３ブロックトレセン（南・中・北） 

【期  日】４月～３月 

   【会  場】白鴎大学、他 

 

３ トレセン合宿 
 （１）Ｕ－１２ 

【期  日】未 定 
   【会  場】未 定 
 （２）Ｕ－１１ 

【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （３）女子 
【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 

４ トレセン遠征 
 （１）Ｕ－１６ 

【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （２）Ｕ－１５ 
【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 
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 （３）Ｕ－１４ 
【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （４）Ｕ－１３ 
【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （５）Ｕ－１２ 
【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （６）Ｕ－１１ 
【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 （７）女子 
【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 
 

５ 海外交流 
 （１）大学選抜韓国遠征 

【期  日】７月 16 日～21日 

   【会  場】韓国・仁川 
 （２）Ｕ－１４ 中体連選抜韓国遠征 

【期  日】８月 19 日～24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～25日 

   【会  場】栃木県総合運動公園サッカー場、他 

 

６ (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】未 定 

   【会  場】未 定 

 （２）Ｄ級コーチ 

【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

（３）キッズリーダー養成講習会 

【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 

７ 公認指導者研修会（リフレッシュコース） 
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 【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 

８ 第 11 回 栃木県フットボールカンファレンス 
【期  日】２月１日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

 

９ Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会 
 【期  日】未 定 

   【会  場】未 定 

 

１０ Ａ級コーチ養成講習会受講県内トライアル 
【期  日】未 定 

 【会  場】未 定 

 

１１ 県トレコーチサミット 
【期  日】７月、１月 

   【会  場】未 定 

 

１２ Ｕ－１４ 伝達講習会 
【期  日】４月～３月 

 【会  場】未 定 

 

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 
【期  日】７月、２月 

 【会  場】栃木県総合教育センター 

 

２ サッカー３級審判資格昇格審査会 
【期  日】６月、７月、12月 

 【会  場】小山市総合運動公園、他 

 

３ サッカー審判登録更新講習会 
（１）４級 

【期  日】10 月～12月、ＪＦＡラーニング 10月～２月 

 【会  場】宇都宮市東生涯学習センター、他 

 （２）２・３級 

【期  日】１月、２月 

   【会  場】宇都宮市東生涯学習センター 
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４ フットサル４級審判資格取得講習会 
【期  日】５月、６月 

 【会  場】未定 

 

５ フットサル３級審判資格昇格審査会 
【期  日】６月 

 【会  場】未定 

 

６ フットサル審判登録更新講習会 
 （１）４級 

【期  日】11 月、12月、ＪＦＡラーニング 11月～３月 

【会  場】未定 

 （２）２・３級 

【期  日】12 月 

   【会  場】未定 

 

７ ３級審判インストラクター登録更新 
【期  日】11 月 

【会  場】未定 

 

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～３月 

【会  場】宇都宮市姿川地区市民センター、他 
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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 
 （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 

 

７ 医事委員会 
 （１）各種大会へのドクター派遣 
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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） 栃木県グリーンスタジアムの利用調整 

（２） 鹿沼市自然の森総合公園サッカー場の利用調整 
 （３）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）なでしこリーグカップの企画、運営 

（５）障害者サッカーフェスティバルの企画、運営 

 （６）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）協会長賞 
 （２）太郎賞 

（３）欽司賞 

（４）その他の各賞の推薦 

 

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 

 （２）フットサルリーグ表彰 

 （３）クラブユース連盟の表彰 
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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１４日 
   【会  場】ホテルニューイタヤ 
 （２）第２回 

【期  日】３月１日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 
 

２ 理事会 
 （１）第１回 
   【期  日】５月１７日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 
 （２）第２回 

【期  日】８月３０日 

   【会  場】日光市（予定） 
（３）第３回 

【期  日】１月１７日 
   【会  場】ホテルニューイタヤ 
 （４）第４回 

【期  日】２月１４日 
   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 

 
３ 2014 ＰＨＱ 都道府県協会ミーティング 

   【期  日】 未定 

   【会  場】 ホテルニューイタヤ 
 

２．社会人連盟関連 

１ 総会（評議員会） 
   【期  日】５月 18日、３月８日 

   【会  場】未定 

 
２ 理事会 

【期  日】４月、６月、８月、10月、12月、２月  

【会  場】栃木県サッカー協会事務所 
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３ 役員・専門委員研修会 
【期  日】１月 24日・25日 

【会  場】未 定 
 

４ 登録説明会 
【期  日】２月１日 

【会  場】未 定 
 

３．高校連盟関連 

１ 総会・登録説明会 
   【期  日】４月 15日、３月 13日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 
 

２ 専門委員会 
【期  日】４月 15日、５月 13日、７月３日、９月 12日、12月 15日、３月 13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 15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 13日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 

（３）第 93 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３日 

   【会  場】宇都宮市体育館会議室 
（４）第 93 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 12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 15日 

   【会  場】宇都宮市体育館会議室 
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４．中学連盟関連 

１ 委員長会議 
   【期  日】５月２日、12月６日 

   【会  場】ホテルニューイタヤ 
 

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 30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 24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 21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 ３月 15日 ・ 第２回 ６月 28日 

   【会  場】栃木県総合教育センター・未定 
 

２ 理事会 
   【期  日】４月 19日、６月 28日、11月 15日、１月 24日、２月 28日、３月 14日 

   【会  場】未定 
 

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 12日 

   【会  場】未 定 

 （２）第 24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２日 

   【会  場】未 定 

（３）2014 栃木県ユースサッカー(U-13)代表者会議 
   【期  日】５月 10日 

   【会  場】未定 



22 
 

（４）2015 栃木県ユースサッカー(U-15)代表者会議 
   【期  日】12月 20日 

   【会  場】未定 
 

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】栃木県総合教育センター 
 

２ 理事会 
   【期  日】４月 10日、５月８日、７月３日、９月４日、10月２日、11月 13日、 

         12月 13日、１月 24日、２月 19日 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務所 他 
 

３ 監督会議 
 （１）第 38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 17日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

 （２）第 43回 栃木県少年サッカー選手権大会 監督会議 
   【期  日】９月 27日 

   【会  場】栃木県総合教育センター 

（３）バーモントカップ 第 24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 13日 

   【会  場】未定 
（４）クオリィアカップ 第 32回 栃木県少年サッカー新人大会 監督会議 

   【期  日】12月 13日 

   【会  場】那須塩原市 

（５）U･P･P ｶｯﾌﾟ 第 13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 17日 

   【会  場】とちぎ健康の森 
 

７．女子連盟関連 

１ 総会 
   【期  日】４月５日 

   【会  場】未定 
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２ 理事会 
   【期  日】５月、７月、10月、1月、２月 

   【会  場】栃木県サッカー協会事務局、他 
 

３ 登録説明会 
   【期  日】２月７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 総会 
   【期  日】４月３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３日、５月１日、７月３日、９月４日、11月６日、１月 15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 18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】３月 25日 

   【会  場】 
 

２ 理事会 
   【期  日】４月 21日、８月 31日、12月７日、３月７日 

   【会  場】 
 

３ 登録説明会 
   【期  日】３月 

   【会  場】 
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Ⅵ 関東大会関連事業 
１ 第 68 回 国体関東ブロック大会 

 （１）成年男子 
【競技日程】８月 23 日・24日 

【会  場】栃木県 

 （２）女子 
【競技日程】８月 23 日・24日 

【会  場】栃木県 

 （３）少年男子 
【競技日程】８月 16 日・17日 

【会  場】栃木県 

 

１．１種関連事業 

１ 第 48回 関東サッカーリーグ（１部リーグ、２部リーグ） 

【競技日程】４月～９月 

【会  場】関東各都県 

 
２ 第 50 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８日・15 日・23日 

【会  場】関東各都県 

 
３ 第 21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 13日～15日 

   【会  場】千葉県 
 

４ 第 48回 関東社会人サッカー大会 
【競技日程】11月 15日・16日・29日・30日 

   【会  場】群馬県 
 

５ プレ・スポーツマスターズ関東大会 

【競技日程】未定 

【会  場】未定 

 
６ 第 47回 関東大学サッカー大会 

【競技日程】11月 

【会  場】千葉県 
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７ 第７回 北関東大学サッカーリーグ戦 

【競技日程】５月～10月 

【会  場】北関東各県 

 
８ 第 43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 13 日・14日・15日 

【会  場】茨城県 

 
９ 第 42回 関東自治体職員サッカー選手権大会 

【競技日程】10月 25 日・26日・27日・28日 

【会  場】栃木県さくら市 

 

１０ 
関東信越地区高等専門学校総合体育大会 

(兼)第 43回 関東高等専門学校サッカー選手権大会 

【競技日程】７月 12日・13日 

【会  場】東京都 

 

２．２種関連事業 

１ 第 57回 関東高等学校サッカー大会  

【競技日程】５月 30 日・31日、６月１日・２日 

【会  場】神奈川県 

 
２ JFA プリンスリーグ U-18 関東 2013   ? 

【競技日程】４月６日～12月 23日 

【会  場】関東各都県 

 

３ 
第 17 回 関東クラブユースリーグ   ? 
 (兼) Ｊユースサハラカップ 2013 第 21回 Ｊリーグユース選手権大会関東予選 

   【競技日程】７月～11月 

   【会  場】関東各都県 

 
４ 第 28 回 関東高等学校定時制通信制サッカー大会   ? 

【競技日程】１月 12 日・14日・19日・20日・26日、２月３日 

【会  場】鹿沼自然の森公園サッカー場、他 

 

３．３種関連事業 

１ 第 44 回 関東中学校サッカー大会 

【競技日程】８月６日・７日・８日・９日 

【会  場】千葉県千葉市・他 
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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 15 日・16日・22日・23日 

【会  場】関東各都県 

 

３ 
第 20 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 28 日・29日、７月５日・６日・12日・13日 

【会  場】関東各都県 

 

４．４種関連事業 

１ 第 38回 関東少年サッカー大会 

【競技日程】８月 22 日・23日・24日 

【会  場】東京都駒沢 

 
２ 第 36回 東関東少年サッカー大会 

   【競技日程】８月 30日・31日 
   【会  場】茨城県 

 
３ 第 25回 関東選抜少年サッカー大会 

【競技日程】12月６日・７日 

【会  場】茨城県ひたちなか市 

 
４ ＪＦＡキャノンカップ関東ガールズエイト（Ｕ-12） 

【競技日程】平成 27 年２月 21日・22日 
【会  場】茨城県笠松総合運動公園 

 

５．女子関連事業 

１ 第 20 回 関東女子サッカーリーグ 
   【競技日程】４月～12月 
   【会  場】関東各都県 

 

２ 
第 36回 皇后杯 関東女子サッカー選手権大会 

(兼) 第 36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４日・５日・11日・12日・13日 
   【会  場】群馬県 
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３ 
第 26回 関東レディースサッカー大会 

(兼) 第 26回 全国レディースサッカー大会関東予選 
   【競技日程】11 月 22日・23日 

   【会  場】埼玉県 
 

４ 第３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・２日 

【会  場】神奈川県 
 

５ 
第 23回 関東高等学校女子サッカー選手権大会 

 (兼) 第 23回 全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東予選 

【競技日程】11月８日・９日・15日・16日 

【会  場】茨城県 

 

６ 
第 18回 関東女子ユースサッカー選手権大会 

 (兼) 第 18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 18日・19日、11月１日・２日 

【会  場】神奈川県 

 

７ 
第 19回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

 (兼) 第 19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 14 日・15日・21日・22日・29日 

【会  場】東京都 

 
８ 第９回 関東レディースエイト(O-40)サッカー大会 

【競技日程】２月中旬 

【会  場】未 定 

 
９ 第９回 関東レディースエイト(O-45)サッカー大会 

【競技日程】10 月中旬 

【会  場】未 定 

 
１０ 第 12 回 関東少女８人制サッカー大会（仮称） 

【競技日程】８月 23 日・24日 

【会  場】群馬県草津（主管 茨城県） 

 
１１ 第 27 回 関東少女サッカー（選手権）大会（仮称） ※主催未定 

【競技日程】11 月 15 日・16日 

【会  場】千葉県 
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６．シニア関連事業 

１ 第２回全国シニア(Over40) サッカー大会関東予選大会 

【競技日程】６月 29 日 

【会  場】神奈川県藤沢市 

 
２ 第 13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 29日 

【会  場】神奈川県横浜市 

 
３ 第 15回全国シニア(Over60)サッカー大会関東地区予選会 

   【競技日程】12 月６日・７日 

【会  場】千葉県市原市 

 

４ 
第５回 シニア(Over70)サッカーフェステバル関東予選 

兼 第２回関東シニア選手権大会(Over70) 

【競技日程】12月６日・７日 

【会  場】千葉県市原市 

 
５ 第８回 関東シニアサッカー選手権大会 

 （１）Over40 
【競技日程】11 月 29 日・30日 

【会  場】東京都 

（２）Over50 

【競技日程】11 月 22 日・23日 

【会  場】山梨県昭和町 

 
６ 第９回 関東シニアサッカー選手権大会(Over60) 

   【競技日程】８月９日・10日 

【会  場】埼玉県熊谷市 

 

７．フットサル関連事業 

１ 第 15 回 関東フットサルリーグ 

【競技日程】６月～12月 

【会  場】関東各都県 

 
２ 第 16 回 関東フットサルリーグ参入戦 

【競技日程】２月 

【会  場】神奈川県 
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３ 第４回 関東女子フットサルリーグ 

【競技日程】６月～12月 

【会  場】関東各都県 

 
４ 第 19 回 全日本フットサル選手権関東大会 

【競技日程】１月 

【会  場】千葉県 

 
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】９月 

【会  場】東京都 

 
６ 第 29 回 全国選抜フットサル大会関東大会 

【競技日程】５月 19 日・20日 

【会  場】山梨県 

 
７ 第６回 全国女子選抜フットサル大会関東大会 

【競技日程】１月 

【会  場】茨城県 

 
８ 第４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 

【会  場】千葉県 

 
９ 第９回 全日本大学フットサル関東大会 

【競技日程】７月 22 日 

【会  場】栃木県 

 
１０ 全国ビーチサッカー大会 2013 関東大会 

【競技日程】９月 

【会  場】茨城県 
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Ⅶ 全国大会関連事業 
１ 第 94回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 

【競技日程】７月～12月 

【会  場】各都道府県 

【本県開催】１回戦 ７月 ５日 栃木市総合運動公園陸上競技場 

      ２回戦 ７月 12日 栃木県グリーンスタジアム 

 
２ 第 36 回 皇后杯 全日本女子サッカー選手権大会 

   【競技日程】11月 29日～12月 
   【会  場】各都道府県 

 
３ 第 69回 国民体育大会 

 （１）成年男子 
【競技日程】10月 17 日～10月 20日 

【会  場】長崎県 

 （２）女子 
【競技日程】10月 18 日～10月 21日 

【会  場】長崎県 

 （３）少年男子 
【競技日程】10月 17 日～10月 21日 

【会  場】長崎県 

 
４ 2014 Ｊリーグ  

 （１）DIVISION１ 
【競技日程】３月～11月 

【会  場】各都道府県 

 （２）DIVISION２ 
【競技日程】３月～11月 

【会  場】各都道府県 

 （３）DIVISION３ 
【競技日程】３月～11月 

【会  場】各都道府県 

 

 
５ なでしこリーグ  

 （１）なでしこリーグ 
【競技日程】３月～11月 

【会  場】各都道府県 
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１．１種関連事業 

１ 2014 第 16回 日本フットボールリーグ 

【競技日程】３月～11月 

【会  場】各都道府県 

 
２ 第 50 全国社会人サッカー選手権大会 

【競技日程】９月 26 日・27日・28日・29日・30日、10月１日 

【会  場】和歌山県 

３ 第 38 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７日・８日・９日 

   【会  場】茨城県・山梨県・山口県 

 （２）決勝ラウンド 
【競技日程】11月 22 日・23日・24日 

   【会  場】千葉県 

 
４ 第 21 全国クラブチームサッカー選手権大会 

【競技日程】11月１日・２日・３日・４日 

   【会  場】東京都 
 

５ 日本スポーツマスターズ 2014 
   【競技日程】９月 20日・21日・22日・23日 
   【会  場】埼玉県さいたま市 

 
６ 第 63 全日本大学サッカー選手権大会 

【競技日程】12月 

【会  場】首都圏 

 

７ 
第 49 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 

【会  場】愛媛県 

 

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２日～８月８日 

【会  場】山梨県 
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２ 第 93回 全国高等学校サッカー選手権大会 

【競技日程】12月 30 日～１月 12日 

【会  場】首都圏 

 
３ 第 21 回 Jリーグユース選手権大会 

   【競技日程】７月～11月 

   【会  場】首都圏、他 

 
４ 高円宮杯 第 24回 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 

【競技日程】９月～10月 

【会  場】首都圏、他 

 

３．３種関連事業 

１ 第 44 回 全国中学校サッカー大会 

【競技日程】８月 19 日～24日 

【会  場】岐阜県大垣市・他 

 
２ ＪＦＡ ＰＲＥＭＩＥＲ ＣＵＰ 2013 

【競技日程】５月３日～５日 

【会  場】Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 

 
３ 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 21日～27日 

【会  場】未 定 

 
４ 第 30 回日本クラブユース（Ｕ-15）サッカー選手権大会 

【競技日程】８月 14 日～24日 

【会  場】未 定 

 

４．４種関連事業 

１ 第 38回 全日本少年サッカー大会 

【競技日程】７月 28 日～８月２日 

【会  場】静岡県裾野市、沼津市 

 
２ バーモントカップ 第 24回 全日本少年フットサル大会決勝大会 

   【競技日程】１月 
   【会  場】東京都 
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５．女子関連事業 
 

２ 全国高等学校総合体育大会サッカー競技 
【競技日程】８月２日～６日 

【会  場】東京都 
 

３ 全日本女子ユースサッカー選手権大会 
 （１）Ｕ－２２ 

【競技日程】１月３日～７日 
   【会  場】未 定 

 （２）Ｕ－１５ 

【競技日程】７月 26 日～８月２日 

   【会  場】未 定 
 

４ 第 25 回 全国レディースサッカー大会 

 （１）本大会 
【競技日程】３月 21 日～23日 

【会  場】未 定 

 （２）レディース･エイト(40歳以上)オープン大会 

【競技日程】３月 21 日～23日 

【会  場】未 定 

 

６．シニア関連事業 

１ 第２回 全国シニア(Over40)サッカー大会 

【競技日程】11月１日～３日 

【会  場】大阪府堺市 

 
２ 第 13回 全国シニア(Over50)サッカー大会 

【競技日程】６月 28日～30日 

【会  場】北海道帯広市 

 
３ 第 14回 全国シニア(Over60)サッカー大会 

【競技日程】５月 31 日～６月２日 

【会  場】静岡県藤枝市 

 
４ 第４回 シニア(Over70)サッカーフェステバル 

【競技日程】５月 31 日～６月２日 

【会  場】静岡県藤枝市 
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７．フットサル関連事業 

１ 第 12 回 フットサル地域チャンピオンズリーグ 

【競技日程】３月 

【会  場】未 定 

 
２ 第 19 回 全日本フットサル選手権大会 

【競技日程】２月 

【会  場】東京都、他 

 
３ 第 10 回 全日本女子フットサル選手権大会 

【競技日程】11月 

【会  場】未 定 

 
４ 第 29 回 全国選抜フットサル大会 

【競技日程】７月 

【会  場】山梨県 

５ 第６回 全国女子選抜フットサル大会 

【競技日程】３月 

【会  場】大阪府 

 
６ 第４回 全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 

【競技日程】１月 

【会  場】未 定 

 
７ 第９回 全日本大学フットサル大会 

【競技日程】８月 

【会  場】未 定 

 
８ 全国ビーチサッカー大会 2013 

【競技日程】９月 

【会  場】和歌山県 

 

８．日本サッカー協会後援事業 

１ 第 43回 全国自治体職員サッカー選手権大会 

【競技日程】７月 18 日・19日・20日・21日・22日・23日 

【会  場】石川県七尾市 
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２ 第 27回 全国健康福祉祭とちぎ大会(ねんりんピック栃木 2014) 

【競技日程】10月４日～６日 

【会  場】栃木県宇都宮市・壬生町 

 

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３日～８日 

【会  場】静岡県静岡市 

 

４ JA 全農杯チビリンピック 小学生選抜８人制サッカー大会 

【競技日程】５月 

【会  場】未 定 
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