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決 　勝　　栃木ウーヴァFC　 1－0　 栃木SC

　第23回 NEZASカップ栃木県サッカー選手権大会１次予選会

第３位　 　ヴェルフェたかはら那須

1回戦　　 FC CASA         　 2－3　 ヴェルフェたかはら那須

決勝戦はＪ３所属の栃木SCとＪＦＬ所属の栃木ウーヴァFCの対戦となった。結果は栃木
ウーヴァFCが１－０で勝利し、５年連続天皇杯出場を決めた。

【総　 　評】

準決勝　　栃木ウーヴァFC   1－0　 ヴェルフェたかはら那須

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

3月26日、4月2日・9日

栃木県グリーンスタジアム

４チーム

優 　勝　　栃木ウーヴァFC

準優勝　　栃木SC

２０１７年度　事業報告（案）

Ⅰ　県内関連事業（大会・フェスティバル関係）

　第24回 全国クラブチームサッカー選手権大会栃木大会

【期 　　日】 4月2日・16日・23日、5月7日・28日

              黒羽クラブ        1－1  PK5-4　I.A.C Raseele

決勝戦は２部リーグAブロック所属の栃木教員FCと２部リーグBブロック所属の黒羽クラブ
の対戦となった。結果は栃木教員FCが黒羽クラブを下し初優勝を飾った。また優勝した
栃木教員FCには第24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。

決 　勝　　栃木教員FC 　　1－0　黒羽クラブ

準決勝　　スポルトかわち  1－1  PK2-4  栃木教員FC

【総　 　評】

　第22回 栃木トヨタカップ栃木県サッカー選手権大会

準優勝　　宇都宮FC

決勝は１部リーグ所属チーム同士の対戦となった。FC CASAが宇都宮FCを下し、２年振
りの優勝を手にした。また、全国社会人大会関東予選の出場権が与えられた。

【参加ﾁｰﾑ数】 30チーム

【結　 　果】 優 　勝　　栃木教員FC

第３位　　ホンダ栃木FC、giurare

        　　  giurare 　   0－1　宇都宮FC

準優勝　　黒羽クラブ

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム、他

準決勝　　FC CASA　 7－0　ホンダ栃木FC

決 　勝　　FC CASA   4－0　宇都宮FC

【総　 　評】

【結　 　果】 優　勝　　 FC CASA

 １．１種関連事業

　栃木県知事杯 第50回 栃木県社会人サッカー選手権大会

【期 　　日】 4月23日、5月7日・21日・28日

栃木県グリーンスタジアム、他

第３位　 　スポルトかわち、I.A.C Raseele

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 12チーム
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昇　格　　FCオー･ドイス、FC Re:start

（4）３部リーグ

【期 　　日】 ６月～11月

降　格　　FC HERENCIA陽南、今市FCアルシオーネ、N.CLUB

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム（１回戦総当たり）

【結　 　果】 第１位　　FCオー･ドイス

第２位　　FC Re:start

3月26日～10月1日

【会　 　場】 サンエコ自然の森サッカー場　他

降　格　　ホンダ栃木FC、氏家クラブ

降　格　　揚茜クラブ

第３位　　鹿沼FC

（2）２部リーグＡブロック

（3）２部リーグＢブロック

【期 　　日】

4月16日～10月1日

第２位　　スポルトかわち

８チーム（２回戦総当たり）

第１位　　FC CASA（9勝3分2敗）

第２位　　宇都宮FC

第１位　　作大FC

【参加ﾁｰﾑ数】

準決勝　　FC CASA      3－1      足利御厨UNAITED

決 　勝　　FC CASA 　　 1－2　    作新学院大学

【結　 　果】

第３位　　JBUS宇都宮サッカークラブ

【会　 　場】

宇都宮市サッカー場、他

　第51回 栃木県社会人サッカーリーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 24チーム

【結　 　果】 優 　勝　　作新学院大学

第３位　 　足利御厨UNAITED、作大FC

              　 作大FC      1－3      作新学院大学

【総　 　評】
決勝戦は１部リーグ所属のFC CASAと作新学院大学の対戦となった。結果は作新学院
大学がFC CASAを下し優勝を飾った。また優勝した作新学院大学と準優勝のAS CASA
には第23回NEZASカップの出場権が与えられた。

【期 　　日】

宇都宮市サッカー場　他

準優勝　　FC CASA

【参加ﾁｰﾑ数】

（1）１部リーグ

【会　 　場】

【期 　　日】 3月26日～10月22日

第３位　　UACJ小山

2018年1月21日・28日、2月4日・11日・18日・25日、3月4日・11日

昇　格　　作大FC

８チーム（２回戦総当たり）

【結　 　果】

栃木県グリーンスタジアム　他

【期 　　日】

【会　 　場】
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決 　勝　　　　栃木県庁　           ２－１　　宇都宮市役所

準決勝　　　　栃木県庁　　   　　 ３－０　真岡市役所

　　　　　　　   宇都宮市役所　　　４－３　那須塩原市役所

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム

【結　 　果】 優　 勝　　栃木県庁

第３位　 　真岡市役所、那須塩原市役所

準優勝　　宇都宮市役所

決 　勝　　　　栃木県庁       　１－０　 那須塩原市役所

平成29年度秋季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
（第45回 関東自治体職員サッカー選手権大会代表決定戦）

【期 　　日】 9月2日・16日・23日

【会　 　場】 鬼怒自然公園多目的広場、総合運動公園陸上競技場

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム

準決勝　　　　栃木県庁       　２－０　　鹿沼市役所

　　　　　   　　那須塩原市役所　 ３－１　 日光市役所

準優勝　　那須塩原市役所

第３位　 　鹿沼市役所、日光市役所

平成29年度春季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
（第46回 全国自治体職員サッカー選手権北関東予選会代表決定戦）

【期 　　日】 4月29日、5月13日・20日

【会　 　場】 鬼怒自然公園多目的広場、総合運動公園陸上競技場

【会　 　場】

    Ｂブロック優勝　　真岡クラブ（県南5位）

【結　 　果】 優　 勝　　栃木県庁

（5）３部リーグ決勝大会

準優勝　　ACHIEVE(県北)、栃木県庁蹴球会(県央)、ACたぬまPRIMO(県南）

第３位　　mosuperio(県北)、sc fuertes(県央)、小山工業高等専門学校(県南)

    Ｃブロック優勝　　下野きさらぎ（県南6位）

【総　 　評】 白鴎大学FC、真岡クラブ、下野きさらぎが２部Bブロック昇格となった.

さくら市鬼怒川運動公園、他

【結　 　果】 ２部昇格チーム

    Ａブロック優勝　　白鴎大学FC（県南1位）

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】 11月19日・26日

１２チーム

【参加ﾁｰﾑ数】 60チーム（県北14チーム、県央17チーム、県南29チーム）

【結　 　果】 優　 勝　　Erste CREW(県北)、日産FC(県央)、白鴎大学FC(県南)

【会　 　場】 県内各地

 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60回 関東高等学校サッカー大会県予選会
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【参加ﾁｰﾑ数】 ２４チーム

【結　 　果】 優 　勝　　矢板中央高校(２年ぶり８度目の優勝、全国選手権大会出場)

準優勝　　佐野日大高校

（2）栃木大会（二次予選会）

【期 　　日】 10月７日・１４日・２１日・２８日、11月４日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

【結　 　果】

（1）一次予選会

大田原高校、足利清風高校、足利工業高校、矢板高校、石橋高校、宇都宮工業高校、小山西高校

文星芸大附属高校、宇都宮高校、那須清峰高校、栃木工業高校、益子芳星高校、小山高校

８月４日・７日

【会　 　場】 河内総合運動公園　他

　第９６回 全国高等学校サッカー選手権栃木大会

準決勝　　真岡高校　　　　１－１　PK４－３　矢板中央高校

【参加ﾁｰﾑ数】 ４９チーム

【結　 　果】 ＜１６ブロックの代表校＞

６０チーム

４月29日・30日、５月３日・６日・１３日・１４日

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】

第３位　 　小山西高校、小山南高校

準決勝　　佐野日大高校　２－０　小山南高校

【期 　　日】

【結　 　果】 優 　勝　　真岡高校(４年ぶり１０度目の優勝、全国総体出場)

準優勝　　栃木高校

優 　勝　　さくら清修高校（喜連川高校を含めると３３年ぶり2度目の優勝、３３年ぶり３度目の関東大会出場)

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技県予選会

【期 　　日】 ６月４日・1０日・１１日・１７日・18日・２４日・２５日

【会　 　場】

　　   　　　矢板中央高校　５－１　小山西高校

決 　勝　　矢板中央高校　 ３－０　佐野日大高校

準決勝　　さくら清修高校　１－０　宇都宮高校

準優勝　　宇短大附属高校(初の関東大会出場)

本大会は、60校が参加した。準決勝戦はさくら清修高校が宇都宮高校に、宇都宮短期大
学附属高校が宇都宮白楊高校に勝利し、決勝戦に進出。決勝戦は好ゲームとなったが、
前半と後半に得点を挙げたさくら清修高校が喜連川高校を含めると３３年ぶり2回目の優
勝を果たし、３3年ぶり３度目の関東大会出場、準優勝の宇短大附属高校は初の関東大
会出場となった。

第３位　 　宇都宮高校、宇都宮白楊高校

栃木県グリーンスタジアム　他

              宇短大附高校　３－１　宇都宮白楊高校

決 　勝　　さくら清修高校　２－０　宇短大附属高校

【総　 　評】

【参加ﾁｰﾑ数】 6１チーム

栃木県グリーンスタジアム　他

第３位   　矢板中央高校、小山南高校

決 　勝　　真岡高校　４－１　栃木高校

             栃木高校　　３－０　小山南高校

【総　 　評】 61チームが参加した。シード勢が敗れ、準決勝には、真岡高校、矢板中央高校、県立の
小山南高校、栃木高校がノーシードから勝ち上がった。準決勝戦、真岡高校は矢板中央
高校に延長戦でも決着がつかずPK方式で、栃木高校は小山南高校を逆転して勝ち上が
り、決勝戦に駒を進めた。決勝戦は真岡高校が、前半、後半にそれぞれ２得点し、４対１
で勝利、４年ぶり１０度目の優勝を果たし、宮城県で開催された全国高校総体に出場し
た。
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＜グループＢ＞

　　第１位　　足工大附属高校(勝点４６、得失点＋５９、１５勝１分２敗)

　　第２位　　文星芸大附属高校(勝点39、得失点＋３４、1２勝３分３敗)

　　第３位　　真岡高校B(勝点３７、得失点＋２６、1１勝４分３敗)

　　降　格　　矢板東高校、青藍泰斗高校、佐野松桜高校

　　第２位　　宇都宮白楊高校(勝点４３、得失点＋３５、１４勝１分３敗)

　　第３位　　大田原高校(勝点３４、得失点＋２７、1０勝４分４敗)

第３位 　　宇都宮工業高校、科学技術高校

【期 　　日】 ４月～11月

＜グループＡ＞

第３位　 　佐野日大高校、文星芸大附属高校

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場

準優勝　　宇都宮商業高校

              宇都宮白楊高校　２－１　佐野日大高校

【総　 　評】 準決勝戦は、第一試合で矢板中央高校が文星芸大附属高校を、第２試合で宇都宮白楊
高校が佐野日大高校に勝利を収め、決勝戦へ駒を進めた。決勝戦は、矢板中央高が勝
利し、２年ぶり９度目の優勝を飾った。

　高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 201７ ユースリーグ栃木

（1）１部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】

第１位　　矢板中央高校（勝ち点５１、得失点＋８９、１７勝１敗）

【参加ﾁｰﾑ数】 ２０チーム（１０チーム×２グループ）

【結　 　果】

（2）２部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 ５８チーム

１０チーム

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場　他

第３位　　宇短大附属高校(勝点３２、得失点＋２１、1０勝２分６敗)

【結　 　果】

　

【総　 　評】 第９６回全国高校サッカー選手権大会栃木大会には、県U-18ユースリーグ１部所属校と
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１１チームと、一次予
選を勝ち抜た１３チームの計24チームが参加した。準決勝には、矢板中央高校と、小山
西高校、小山南高校と佐野日大高校が勝ち上がった。準決勝は、第一試合で佐野日大
高校が小山南高校を破り、決勝進出。、第二試合は矢板中央高校が小山西高校を破り、
決勝へ進んだ。決勝戦は、矢板中央高校が佐野日大高校を破り、２年ぶり８回目の本戦
出場を決めた。

　栃木県高等学校サッカー新人大会

【期 　　日】

【結　 　果】 優　 勝　　矢板中央高校(２年ぶり９度目の優勝)

　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

鹿沼自然の森公園サッカー場　他

【期 　　日】 ６月18日

県内各高校　他

　　第１位　　矢板中央高校Ｂ(勝点４３、得失点＋５９、1４勝１分３敗)

【期 　　日】 ４月～11月

【会　 　場】

優   勝　　学悠館高校

【参加ﾁｰﾑ数】 ５チーム

第２位　　栃木SCユース(勝点４７、得失点＋５１、1５勝２分１敗)

【結　 　果】

降　格　　さくら清修高校、鹿沼東高校

準優勝　　宇都宮白楊高校

【会　 　場】

決 　勝　　矢板中央高校　　４－０　宇都宮白楊高校

準決勝　　矢板中央高校　２－０　文星芸大附属高校

１月1４日・２０日・２１日・、２月１０日・１１日・１７日
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＜2部昇格＞

2月10日

さくらグリーンフィールド

　　決定戦による残留　　宇都宮北高校

1

 ３．３種関連事業
　栃木県中学校春季体育大会

【結　 　果】 優 　勝　　市貝町立市貝中学校

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ３２チーム

【期 　　日】 ６月２日・３日・４日

準決勝　　市貝中　１－０　佐野城東中

準優勝　　小山市立小山第三中学校

第３位　 　佐野市立城東中学校、日光市立今市中学校

＜２部残留＞

(5)残留戦

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

２チーム（２部）

　　残留戦　  　　　　宇都宮北高校　２－０　矢板東高校

　　第２位　　宇都宮高校B(勝点３３、得失点＋２９、1０勝３分２敗）

＜グループｅ＞

　　第１位　　足工大附属高校B(勝点３６、得失点＋３４、1１勝３分２敗)

【結　 　果】

　　第２位　　小山高校(勝点３９、得失点＋４２、１３勝３敗)

　　第２位　　小山南高校B(勝点３２、得失点＋２８、９勝５分２敗）

＜グループｆ＞

　　昇格決定戦　  　　　　文星芸大附属高校　１－０　宇都宮白楊高校

　　第１位　　矢板中央高校C(勝点３９、得失点＋５１、1３勝３敗)

　　第１位　　宇都宮白楊高校B(勝点４３、得失点＋４３、1４勝１分１敗)

＜グループｄ＞

　　第１位　　真岡高校C(勝点３４、得失点＋４４、1１勝１分２敗)

＜１部昇格＞

２チーム（２部）

　　第２位　　宇都宮白楊高校C(勝点３４、得失点＋３６、1０勝４分２敗）

＜グループｃ＞

　　第１位　　佐野日大高校Ｃ(勝点４１、得失点＋５１、1３勝２分１敗)

12月26日

さくらスタジアム

＜グループｂ＞

【期 　　日】

　　決定戦による昇格　　文星芸大附属高校

【会　 　場】

　　自動昇格　　　  　　　矢板中央高校Ｂ、足工大附属高校

　　第２位　　真岡工業高校(勝点３７、得失点＋３２、１２勝１分３敗)

（4）昇格トーナメント

県内各高校　他

　　第２位　　烏山高校(勝点３７、得失点＋４８、1２勝１分3敗）

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】 ＜グループａ＞

５４チーム（９チーム　６グループ）

　　第１位　　矢板中央高校D(勝点３９、得失点＋５９、1２勝３分1敗)

【期 　　日】

　　降　格　　鹿沼高校、足利工業高校

（3）３部リーグ

４月～11月

【参加ﾁｰﾑ数】

　　烏山高校、矢板中央高校Ｃ、真岡工業高校、宇都宮工業高校、足工大附属高校Ｂ、小山高校
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第３位　 　宇都宮市立陽東中学校、日光市立今市中学校

準決勝　　氏家中　１－０　陽東中

              小山第三中　１－０　今市中

７月28日・29日・30日・31日

【参加ﾁｰﾑ数】

優 　勝　　さくら市立氏家中学校

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

準優勝　　小山市立小山第三中学校

              小山第三中　１－０　今市中

決 　勝　　市貝中　１－０　西那須野中

３２チーム

【結　 　果】

【総　 　評】 シードチームのうち３チームが準決勝までに敗退するという波乱含みの大会となった。ま
た、各チームの力が拮抗しており、２回戦以降の１５試合のうち１３試合が１点差以内で
あった。ベスト４に進んだのはシードチームの小山第三中に加え、市貝中・今市中・佐野
城東中であった。決勝には接戦の準決勝を制した市貝中と小山第三中が進出した。決勝
ではボールポゼッション能力の高い市貝中が小山第三中のスピードある攻撃を封じ、初
優勝を果たした。

　栃木県中学校総合体育大会サッカー大会

【期 　　日】

　栃木県中学校新人体育大会サッカー大会

【期 　　日】 10月13日・14日

決　 勝　　氏家中　２－１　小山第三中

【総　 　評】 春季大会３位の佐野城東中は地区予選で姿を消したが、他のシード３チームは順当にベ
スト８に勝ち進んだ。準決勝には第１シードの市貝中を破った昨年度の覇者の氏家中、
シードチームの小山第三中と今市中、攻撃力のある陽東中が進出した。決勝戦は粘る陽
東中を延長戦の末に振り切った氏家中と春季大会でも決勝に進出した小山第三中の対
戦となった。決勝戦も延長戦にもつれ込んだが、攻守にバランスのとれた氏家中が見事
に総体連覇を果たした。

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １６チーム

【結　 　果】 優 　勝　　那須塩原市立西那須野中学校

準決勝　　市貝中　２－０　那須中央中

              西那須野中　２－１　今市中

決 　勝　　西那須野中　２－１　市貝中

準優勝　　市貝町立市貝中学校

第３位　 　日光市立今市中学校、那須塩原市立那須中央中学校

【総　 　評】 全１５試合中１２試合が１点差以内のゲームという接戦の多い大会となった。準決勝は那
須北地区の西那須野中、那須中央中と市貝中、今市中が対戦する形となった。決勝戦は
近年の大会で上位に進出している西那須野中と市貝中との対戦となったが、粘り強く戦っ
た西那須野中が勝利し優勝に輝いた。各チームの春季大会・総体に向けての更なるレベ
ルの向上を期待したい。

　第47回 下野杯争奪県下中学生サッカー大会

【期 　　日】 １２月２日・３日・９日・16日・17日・23日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １５２チーム

準優勝　　栃木ＳＣブルー

第３位　 　ともぞうSC・U-14、ウイングスＳＣ・U-14

決　 勝　　栃木ＳＣイエロー　 １－０　　 栃木ＳＣブルー

　　　　　　　　　　　　　　  （ＰＫ８－７）

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

準決勝　　栃木ＳＣイエロー　 ２－０　  ともぞうSC・U-14

【結　 　果】 優 　勝　　栃木ＳＣイエロー
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（1）１部リーグ

ベスト８にはクラブユースから７チーム、中体連からは石橋中１チームが勝ち残った。準決
勝は昨年度に引き続いて勝ち進んだ栃木ＳＣの２チームとウイングスＳＣ･U-14・ともぞう
ＳＣ・U-14との対戦となった。決勝戦は接戦の準決勝を制した栃木ＳＣ勢の兄弟対決と
なったが、栃木SCイエローが栃木ＳＣブルーを下して優勝を飾った。
また、今年度から第３種の大会カレンダーの見直しを図り１２月開催となったが、特に大き
な問題なく大会を運営できた。

【総　 　評】

　2017 栃木県ユースサッカーリーグ U-15

【結　 　果】 優　 勝　矢板ＳＣ

　　　　　　ヴェルディ小山　  ３－１    モランゴ栃木

20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、矢板SCがFC栃木を、ファイターズがFCスポルトを破り、決勝では、矢板SCが、1点を
守りきり、見事優勝を飾った。

準優勝　ＦＣファイターズ・U-15

第３位　 FC栃木　

【総　 　評】

　第14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

【期 　　日】 11月3日・5日・11日・12日

【会　 　場】 平出サッカー場、鹿沼人工芝、足利工業大学、柳田緑地、丸山公園　

【参加ﾁｰﾑ数】 20チーム

３位決戦 　矢板ＳＣ　  　　　３－０　　モランゴ栃木

決 　勝　　ともぞうＳＣ　 1-1（ＰＫ）5-4　ヴェルディ小山

【総　 　評】
関東リーグ１部の栃木SCと３種リーグ１部優勝 ウイングスＳＣは、この大会には出場せ
ず、姿川中を含めた25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、ともぞうSCとヴェルディ小山が決勝へ。決勝は接戦となり、1-1延長戦でも決まらずＰ
Ｋ戦（5-4）で、ともぞうＳＣSCが見事優勝を飾った。関東大会には、栃木SC･JY・ウイング
スSC・ともぞうＳＣ・ヴェルディ小山の４チームが出場権を獲得した。

第３位 　　矢板ＳＣ

準決勝　　ともぞうＳＣ 　　　３－０    矢板ＳＣ

【参加ﾁｰﾑ数】 ２5チーム

【結　 　果】 優 　勝　　ともぞうＳＣ

準優勝　　ヴェルディＳＳ小山

6
　第19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29回 全日本クラブユース選手権(U-15)大会栃木県予選

【期 　　日】 9月10日・16日・17日・18日・23日・30日、10月7日・14日

【会　 　場】 平出サッカー場、足利市陸上競技場　他

3位決戦　ヴェルディ小山　　1-1（延）2-0　プログレッソ佐野

決　 勝　　ウイングスＳＣ　　1-1（延）1-0　足利ユナイテッド　　　　

【総　 　評】 栃木SCが関東リーグ1部に参戦している為、24チームのトーナメント戦を行い、準決勝
は、得点を積み重ねたウイングスと接戦を制した足利が決勝戦へ。決勝では、お互い高
い技術を見せ好ゲームとなり、延長戦でウイングスが得点を奪い優勝を飾った。関東リー
グの栃木SCとウイングス・足利ユナイテッド・ヴェルディ小山が関東大会の出場権を獲得
した。

第３位　 　ヴェルディＳＳ小山

準決勝　　ウイングスＳＣ　  　３－１　　プログレッソ佐野

              足利ユナイテッド 　２－１  　ヴェルディ小山

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　　ウイングスＳＣ

準優勝　　足利・両毛ユナイテッドＦＣ

5
　第32回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

 　(兼) 第23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

【期 　　日】 4月29日、5月6日・7日・14日・20日・27日

【会　 　場】
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第３位　　ともぞうＳＣ　　　（高円宮杯　1位）

　2017 栃木県ユースサッカーリーグ U-13

【期 　　日】 ６月～12月

【会　 　場】

【期 　　日】

【参加ﾁｰﾑ数】 １０チーム

【期 　　日】

【結　 　果】

第３位　　市貝中学校（１０勝４分４敗）

第１位　　ＩＤＥＡ　ＦＣ真岡（１７勝１分）

第２位　　足利ユナイテッド（１５勝３敗）

【期 　　日】 １月～９月

第３位　　ヴェルディＳＳ小山（１４勝１分３敗）

（2）２部リーグ

第１位　　ウイングスＳＣ（１５勝１分２敗）

１０チーム

（２位・３位は得失点差による）

第２位　　ともぞうＳＣ（１４勝１分３敗）

【会　 　場】 栃木SC宇都宮フィールド　他

【会　 　場】

【結　 　果】

１月～８月

栃木ＳＣ宇都宮フィールド　他

１部リーグではウイングスＳＣ、ともぞうＳＣ、ヴェルディＳＳ小山の３つどもえの優勝争いと
なった。その争いを制したしたウイングスＳＣは参入戦を勝ち抜き、見事に関東リーグ２部
昇格を果たした。強豪揃いの関東リーグ１部に残留を決めた栃木ＳＣ・ＪＹとともに、関東
の舞台での活躍が期待される。この２チームに続くチームが出るよう、県内リーグの更な
るレベルアップ・環境整備を図っていきたい。

第２位　　ウイングスＳＣセカンド（３勝３分１敗）

２４チーム

【結　 　果】 第１位　　ＦＣ朱雀（５勝２分）

　※結果は後期の上位リーグの成績

第３位　　豊郷中（４勝３敗）

【総　 　評】

真岡西中　他

【参加ﾁｰﾑ数】

（3）３部リーグ

１月～８月

【参加ﾁｰﾑ数】

栃木ＳＣ宇都宮フィールド　他

【参加ﾁｰﾑ数】 26チーム

【結　 　果】 第１位　　栃木ＳＣ

第２位　　足利ユナイテッド

第３位　　ともぞうＳＣ

【結　 　果】

※優勝の栃木ＳＣが、来年度関東2部リーグ参戦

11月18日・25日

栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム（関東1部リーグ・県リーグ1位・高円宮杯1位・2位）

第1回　栃木県サッカー協会長杯　3種チャンピオンシップ

【期 　　日】

【会　 　場】

第２位　　ウイングスＳＣ　（県リーグ1位）

第４位　　ヴェルディ小山　（高円宮杯　2位）

【総　 　評】
3種委員会とし、栃木県サッカー協会長杯　3種チャンピオンシップを新規事業として開催
する事ができました。準決勝では、関東1部リーグの栃木ＳＣが終始試合を支配し快勝、
県リーグ1位のウイングスが1点を守りきり決勝へ…決勝戦では、栃木県勢初の関東1部
リーグを戦い抜いた栃木ＳＣがゲームをコントロールするもウイングスも得意のパス回し
で好ゲームとなり、1-0で栃木ＳＣが優勝を飾った。

【会　 　場】

第１位　　栃木ＳＣ　　　　（関東1部リーグ）
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【総　 　評】 　今年も、国際親善交流サッカー「JOMA　２０１７　POCHEN　CAP」という名称で、大会形
式で試合は行われた。よって、韓国以外の国のチームも参加して開催された。予選は
リーグ戦で行なわれ、順位によってトーナメント戦を行った。東ティモールの個人のスキル
には驚かされた。

【参加者数】 ６年生県トレセンの希望者　５６名

【結　 　果】

関東Ｍ-Ｔ-Ｍ交流戦 in 栃木２０１７

男子　栃木県　　　　 　　６勝３敗３分

大韓民国　ソウル市・抱川市

【期 　　日】

【会　 　場】

準優勝　　ともぞうサッカークラブ

１２８チーム

　　　　栃木県「海」　 　　０勝２敗12分

真岡鬼怒自然公園

【期 　　日】 ７月２８日・２９日・３０日

【参加ﾁｰﾑ数】

６月３日・４日・１１日・１７日

【総　 　評】 　前期県トップリーグ戦１部の４位までのシードチームが順当に勝ち上がった。決勝戦は、
栃木サッカークラブジュニアが先制されるも、最後まで粘り強く戦い、大接戦を制し、逆転
での優勝に輝いた。

３位決定戦        御厨フットボールクラブ　  　　４－０　  ヴェルフェたかはら那須U-12

【結　 　果】 優 　勝　　栃木サッカークラブジュニア

【参加ﾁｰﾑ数】

　第４６回 栃木県少年サッカー選手権大会ジュニアの部

第３位　栃木D　　　第５位　栃木D

大田原市美原公園陸上競技場　他

男子14チーム、女子6チーム

　第３４回 海外遠征

【期 　　日】 ８月２２日～２５日

【会　 　場】

３　　位　　FC中村　・　ともぞうサッカークラブ

【結　 　果】

準決勝　　　　　しおやFCヴィガウス　　　　　　　２－２　　　　　FC中村

　　　　　　　　　ブラッドレスサッカースクール 　２－０　　ともぞうサッカークラブ

【会　 　場】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　３　PK　１　　

【会　 　場】

決 　勝　　　　　　栃木サッカークラブジュニア  ２－１　   ともぞうサッカークラブ

優　 勝　　しおやFCヴィガウス

            　　　　　ともぞうサッカークラブ　   　　１－０　  ヴェルフェたかはら那須U-12

準優勝　　ブラッドレスサッカースクール

宇都宮市清原体育館　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ４８チーム

【結　 　果】

 ４．４種関連事業

　バーモントカップ 第２７回 全日本少年フットサル大会栃木県大会

【期 　　日】 ７月１５日・１６日

準決勝　　　　　　栃木サッカークラブジュニア　３－１　　御厨フットボールクラブ

　QUALIER CUP　第３回 関東少年サッカー大会栃木県大会

第３位　 　御厨フットボールクラブ

決　勝　　　　　しおやFCヴィガウス　　　　　　　４－１　　ブラッドレスサッカースクール

【総　 　評】 　準決勝は、一進一退の好ゲームだった。決定機をものにした２チームが決勝に進んだ。
決勝戦は、勢いに乗った、しおやFCヴィガウスがブラッドレスサッカースクールを下し、全
国大会に駒を進めた。

【総　 　評】 　他県のトップ選手の技術力や、強いチームへの指導者の関わり方等、栃木の指導者の
レベルアップにも期待できる大会であった。栃木の指導者も、勝つための工夫を凝らして
試合に望んだが、個人の高いスキルと、チームとしての組織力の差がある関東のチーム
との対戦は厳しかった。

　　　　とちぎ県　　　 　　３勝１敗８分

女子　栃木県「空」　 　　２勝３敗９分
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＜ニホンカモシカ・トーナメント＞

6

＜オオルリ・トーナメント＞

＜ナンタイサン・トーナメント＞

　　優 　勝　　FC中村

　　第３位　 　FC　Ｂｏａ　Ｓｏｒｔｅ　・　NIKKO　SPORTS　CLUB　U-10セレソン

　　優 　勝　　JFCファイターズ

　　準優勝　　ヴェルフェたかはら那須U-10

　　第３位　 　FC　アネーロ宇都宮U-10　・　MORANGO栃木フットボールクラブU-10

　　準優勝　　JSTかがやき

　　第３位　 　フットボールクラブ氏家　・　ＮＰＯ法人　サウス宇都宮ＳＣ

＜トチオトメ・トーナメント＞

　　優 　勝　　栃木ウーヴァフットボールクラブU-10

　　準優勝　　FC　SFｉＤＡ

　　第３位　 　カテット白沢サッカースクール　・　栃木ジュニオール

　　準優勝　　TOCHIGI　KOU　FC

＜ユウガオ・トーナメント＞

　　優 　勝　　ＦＣ朱雀

【会　 　場】

＜ヤシオツツジ・トーナメント＞

丸山公園サッカー場、鹿沼運動公園、青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】

　　第３位　 　南河内サッカースポーツ少年団　・　小山三小フットボールクラブ

　　優 　勝　　野原グランディオスＦＣ

１０２チーム

【結　 　果】

　　優 　勝　　栃木サッカークラブジュニア

　　優 　勝　　おおぞらSC　A

　　第３位　 　F.C.栃木ジュニア　・　合戦場フットボールクラブ

＜キヌガワ・トーナメント＞

　　準優勝　　細谷サッカークラブジュニア

　　第３位　 　KーWEST.FC２００１　・　亀山サッカークラブ

　　第３位　 　FC真岡２１ファンタジー　・　０１FC青葉

＜トチノキ・トーナメント＞

　　準優勝　　しおやFCヴィガウス

【期 　　日】 １０月２１日・２８日

　　優 　勝　　ともぞうサッカークラブU-10

準優勝　　FC　中村

【期 　　日】

第３位 　　FC　VALON　・　TEAMリフレサッカークラブ

１１月３日・５日・６日・１３日

【結　 　果】 優 　勝　　栃木サッカークラブジュニア

【参加ﾁｰﾑ数】 ６４チーム

さくらスタジアム　他【会　 　場】

　第４１回 全日本少年サッカー大会栃木県大会

【総　 　評】 　本年度は、サッカーをプレーする子どもを増やすとの目標からフルオープンで行なった。
登録されている全チームが出られる県大会ということで盛り上りを見せた。４つの１位トー
ナメントで、同じく４つの２位トーナメントで、計８チームがそれぞれ優勝に輝いた。

　　準優勝　　芳賀南サッカークラブ

　　準優勝　　Ashikaga.MINAMI.FC
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 ５．女子関連事業

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場

1
　第2１回 栃木県女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会

 　(兼) 第2１回 関東女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会栃木県予選

【期 　　日】 9月3日

決　勝　　河内ＳＣジュベニール　１０－０　足利・両毛ローザＦＣ

【結　 　果】 優　 勝　　河内ＳＣジュベニール

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

2
　第13回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会

 　(兼) 第2２回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会栃木県予選

【総　 　評】 今年は２チームの戦いとなり、安定した力を発揮した河内ＳＣが昨年に続き優勝した。

４月2３日・３０日【期 　　日】

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

決 　勝　　ともぞうサッカークラブ　　２－２　　FC　ＶＡＬＯＮ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　延長　０

準決勝　　ともぞうサッカークラブ　　４－１　　TEAMリフレサッカークラブ

　　　   　　FC　ＶＡＬＯＮ　　　　　　　３－０　　ヴェルフェたかはら那須U-12blanca

【結　 　果】 優 　勝　　ともぞうサッカークラブ

準優勝　　FC　ＶＡＬＯＮ

第３位　 　TEAMリフレサッカークラブ　・　ヴェルフェたかはら那須U-12blanca

【期 　　日】 １１月１８日・１９日・２３日・１１月２６日

【会　 　場】 壬生町総合公園陸上競技場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １８１チーム

優 　勝　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

            　 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　１－０　　おおぞらサッカークラブ

【結　 　果】

【総　 　評】 　準決勝の２試合とも、均衡した勝負が見られた。決勝は、個人のスキルの高いＦＣ　ＶＡ
ＬＯＮが三島FCを下し、新人大会２連覇を果たした。

　ＪＡ全農杯チビリンピック関東予選栃木県大会

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

宇都宮市平出サッカー場　他

準決勝　　三島FC　　　　　　３－２　　HFC.ZERO真岡

決 　勝　 　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　３－０　　三島FC

 　(兼) 第３5回 栃木県少年サッカー新人大会
8

　登録されている全チームが出られる県大会ということで、会場の確保は年々たいへんに
はなるが、盛り上りを見せた。決勝戦は、宇河地区のともぞうサッカークラブと、下都賀地
区のＦＣ　VALONで行なわれ、勝負強いともぞうサッカークラブが延長戦を制し、優勝に
輝いた。

【総　 　評】

１月２0日・２1日・2月3日

準優勝　　三島FC

６４チーム

第３位　 　HFC.ZERO真岡　・　おおぞらサッカークラブ

              FC　中村　　　　　　　　　　　　　２－１　　 TEAMリフレサッカークラブ

決　勝　　栃木サッカークラブジュニア　　 ４－２　　　FC中村

【総　 　評】 　準決勝は力の均衡した熱戦が繰り広げられた。決勝では、栃木サッカークラブジュニア
が前半２点のビハインドを逆転する４点の大量得点をあげ、鹿児島の全国大会への切符
を手にした。

準決勝　　栃木サッカークラブジュニア　　２－０　　　FC　VALON

　第４６回 栃木県少年サッカー選手権大会
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【期 　　日】

【会　 　場】

【総　 　評】

準優勝　　宇都宮中央女子高校

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、昨年関東
リーグに参戦していた栃木ＳＣレディースが年間を通して安定した戦いで優勝した。２部で
は小山城南高校が昨年に続き優勝し、その勢いを持って入れ替え戦に臨み、セレソン宇
都宮ＳＣを破り1部昇格をはたした。

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

【結　 　果】

第１位　　宇都宮短大附属高校

小山城南高校　　０－２５　宇都宮短大附属高校

　※　宇都宮短大附属高校　１部昇格

（3）入替戦

（2）２部リーグ

【期 　　日】 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

　「えいこう杯」第18回 栃木県女子サッカーリーグ

【結　 　果】 第１位　　栃木ＳＣレディース

（1）１部リーグ

【期 　　日】 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】 ６チーム

【結　 　果】 優　 勝　　栃木ＳＣレディース

　平成２９年度第5８回 栃木県高等学校総合体育大会女子サッカー競技

準優勝　　河内ＳＣジュべ二ール

決　勝　　栃木ＳＣレディース　１－０　河内ＳＣジュべ二ール

 　(兼) 第６回 関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

【総　 　評】
決勝戦は、両チーム共に集中した好ゲームだったが、結果的にはチャンスを逃さず得点
に結びつけた栃木ＳＣレディースが優勝した。

【期 　　日】 ４月29日・30日、５月４日・7日・8日

【会　 　場】 鹿沼サンエコ自然の森総合公園サッカー場、他

3

5
　第2７回 栃木県レディースサッカー大会

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮文星女子高校

決　勝　　文星女子高校　１－１ＰＫ４-３　宇都宮中央女子高校

【総　 　評】
ここ数年力が拮抗しているの中、最期まで王者文星を苦しめた宇都宮女子高校．ＰＫ戦ま
でもつれこみ目が話せない決勝戦となたが、接戦の末文星が勝利を勝ち取った。

【総　 　評】
昨年同様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。

 　(兼) 第2９回 関東レディースサッカー大会栃木県予選

【期 　　日】 １０月１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

決　勝　　ＦＣクィーンズ　２－１　ブランカＦＣ
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　（兼）第2６回全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東地区大会栃木県予選

　　　　第１３回関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

8

9

1

6
　第3６回 栃木県女子サッカー選手権大会

 　(兼) 第3９回 皇后杯関東女子サッカー選手権大会栃木県予選

【期 　　日】 ６月２５日・７月１６日・８月６日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ６チーム

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮文星女子高校

決 　勝　　宇都宮文星女子高校　２－１　河内ＳＣジュべ二ール

【総　 　評】 今年は6チームの参加が有ったが、県内トップチームを決定する大会としては後２～３
チーム増えてほしい。決勝戦は、昨年ＰＫ戦で敗れた文星女子高校が意地を見せリベン
ジを果たした。

準優勝　　河内ＳＣジュべ二ール

【期 　　日】 ９月９日・1０日・1６日・２３日・2４日・２６日

　第2６回 栃木県高等学校女子サッカー選手権

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場・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　　宇都宮短大附属高校

決 　勝　　宇都宮文星女子高校　６－０　宇都宮短大附属高校

【総　 　評】
結果を見ると6-0と大差だが、この1~2年宇都宮短大附属高校の力が確実に上がっている
ことは間違いない。今後の活躍が楽しみだ。

　平成2９年度栃木県高等学校女子サッカー新人大会

【期 　　日】 １月2０日・2月5日・９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】 11チーム

栃木県総合運動公園サッカー場

【結　 　果】 優 　勝　　宇都宮中央女子高校

準優勝　　宇都宮短大附属高校

決 　勝　　宇都宮中央女子高校　１－０　宇都宮短大附属高校

【参加者数】 71名

【総　 　評】
今回は午前と午後に分けて年齢別に行った。午前中の小学生はクリニックを中心に大声
と笑顔二包まれていた。午後は一般までの参加となり、年齢の幅が有り、多少のぎこちな
さを感じたが、ゲームになるとそれぞれが真剣になり迫力を感じた。

【総　 　評】
文星、宇女、宇短附と、力の差が無くなっている。どののチームがワンチャンスを生かす
か。逆に、ダントツトップのチームがないのも少しさみしい気がする。

　ワンデーサッカークリニック

【期 　　日】 ３月４日

【会　 　場】

準優勝　　栃木教員マスターズ

【参加ﾁｰﾑ数】 １５チーム

8月27日、9月10日・24日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム、栃木市総合運動公園・日光市丸山公園、壬生町総合公園

【期 　　日】

　第８回 栃木県シニアサッカー選手権大会

（1）Over40

 ６．シニア関連事業

【結　 　果】 優 　勝　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ
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決 　勝　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ　   　2－０　栃木教員マスターズ

第３位 　　卯の花シニアSC、下都賀シニアＳＣ

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム

準決勝　　栃木教員マスターズ　２－1　矢板クラブ

　  　　 　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ　　　 0－０　卯の花シニアSC

　　　　　　真岡シニア　0－3　栃木大昭SC

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4PK3

栃木県グリーンスタジアム、壬生町総合公園、さくらスタジアム

　　　　   　下都賀シニアＳＣ 　   ３－１　とちぎシニア

優   勝　　ヴェルフェ３５

　　　　   　栃木５３友の会  ２－０　　小山　OVER35

９月３日、24日、10月１日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム、壬生町総合公園、SAKURAグリーンフィールド

第３位　 　栃木ＥＩＫＯＨ、上都賀２０００

決　 勝　　栃木教員マスターズ　２－０　下都賀シニアＳＣ

優 　勝　　栃木教員マスターズ

【結　 　果】

【結　 　果】

準優勝　　下都賀シニアＳＣ

優 　勝　　栃木大昭サッカークラブ

準優勝　　とち丸シニアＳＣ

準決勝　　栃木教員マスターズ　１－０　真岡シニア

（2）Over40 Bブロック

【期 　　日】

栃木県内サッカー場

　第11回 栃木県シニアフレンドリーマッチ（Over35）

【期 　　日】 12月17日・24日

【会　 　場】

　2017 第16回 栃木県シニアサッカーリーグ

第３位　 　FCブラジニア・小山　OVER35

準決勝　　ヴェルフェ３５　　１－０　　FCブラジニア

準優勝　　栃木教員マスターズ　  （7勝１敗）

５月～１２月

優　 勝　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ　　　　（7勝１敗）

第３位　 　下都賀シニアＳＣ　　    （４勝２分２敗）

【参加ﾁｰﾑ数】

準優勝　　栃木５３友の会

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 ９チーム

【結　 　果】

（1）Over40 Aブロック

【期 　　日】 ４月～２月

決　 勝　　ヴェルフェ３５　　３－０　栃木５３友の会

【会　 　場】

１５チーム

【期 　　日】

（2）Over50

（3）Over60

【期 　　日】 5月21日

【会　 　場】

リーグ　 　栃木大昭SC　3－０　とち丸シニアＳＣ

　　　　   　とち丸シニアＳＣ 　 9－0　真岡シニア

【参加ﾁｰﾑ数】 ３チーム

【結　 　果】

壬生町総合公園陸上競技場

第３位　 　真岡シニア
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4

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】 県南体育館、栃木市総合体育館、県北体育館、真岡市スポーツ交流館他

真岡市スポーツ交流館、宇都宮スケートセンター他

第２位　　フォルテューナ上三川　(６勝２分１敗)

　第２３回 全日本フットサル選手権大会栃木大会

【参加ﾁｰﾑ数】 ３チーム

【会　 　場】

【結　 　果】 第１位　　M camaradas/栃木FC

６チーム

【期 　　日】

第３位　　足利・両毛ローザFC　（２勝２分３敗）

【参加ﾁｰﾑ数】

10月8日、10月15日、10月22日、10月29日、11月19日

【期 　　日】 ６月～12月

第３位　　Auvorada　(６勝１分２敗)

【結　 　果】 第１位　　Amarelo/峰FC　   （６勝1分０敗）

【会　 　場】

５月～12月

（2）２部リーグ

6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

７月３０日、８月６日

【会　 　場】 清原体育館、県北体育館、真岡スポーツ交流館

【期 　　日】

【期 　　日】

【参加ﾁｰﾑ数】

第２位　　ブラジニアフットサル・レディース　（４勝１分２敗）

 ７．フットサル関連事業
　第１５回 栃木県フットサルリーグ

（1）１部リーグ

【期 　　日】

第３位　　MORANGO栃木、étil☆sala　kiyohara

　第１４回 全日本女子フットサル選手権大会栃木県予選

第１位　　LAZO'S　(７勝３分０敗)

１４チーム

【結　 　果】 第１位　　レジェンダ三栄不動産FC   (８勝１分０敗)

清原体育館

第２位　　三榮不動産FC宇都宮

第２位　　M cmradas/栃木FC　(７勝２分け１敗)

【結　 　果】

１０チーム

第３位　　étil☆sala　kiyohara　(５勝２分け３敗)

　第１３回 栃木県女子フットサルリーグ

【期 　　日】 ５月～２月

第３位　 　栃木平成シニアSC　 （４勝２分１敗）

（3）Over50

準優勝　　栃木U.S.A　           　（５勝２敗）

【結　 　果】 優　 勝　　BOLAMICS宇都宮　　（６勝１分）

優 　勝　　とち丸シニアSC　　　（３勝１敗）※得失点差による

（4）Over60

【会　 　場】

栃木県内サッカー場

栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 １１チーム

第３位　 　栃木EIKOH　　　　      （６勝２分２敗）

６月～１０月

準優勝　　栃木大昭SC グリーン（３勝１敗）

【結　 　果】 優 　勝　　栃木教員マスターズ　（９勝１分）

準優勝　　下都賀シニアＳＣ　　　（７勝２分１敗）

【期 　　日】

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 ３チーム
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1

第３位　　泉が丘中学校、TiaraLFC

【期 　　日】 ９月３０日、１０月１日、１０月８日

　第１３回　全日本大学フットサル関東大会栃木県予選

4月30日

【結　 　果】

【期 　　日】 ９月３０日、１０月１日、１０月８日

【結　 　果】 第１位　　とちぎSCレディース足利・両毛ローザＦＣ

【会　 　場】

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】 なし　（矢板中央高校を関東大会に推薦）

第２位　　プログレッソ佐野FCＡ

第３位　　下野きさらぎJrユース、ともぞうSCJYA

第１位　　ともぞうSCジュニアユースU-15

　第２３回 日本ユース（U-15）フットサル大会栃木県予選

（1）男子

第２位　　足利・両毛ローザFCTiara　LFC

【期 　　日】 11月23日

【結　 　果】

栃木市総合体育館、真岡市スポーツ交流館

　第８回 日本女子ユース（U-15）フットサル大会栃木県予選

【参加ﾁｰﾑ数】

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

第２位　　宇都宮大学AderanteFC

【結　 　果】 第１位　　国際医療福祉大F.C.majikao

【会　 　場】 県南体育館

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

【期 　　日】

【会　 　場】 清原体育館

　第４回 Ｕ－１８ユースフットサル選抜トーナメント栃木県予選

２チーム

【会　 　場】

第１位　　矢板中央高校B

第２位　　矢板中央高校A

　第４回 全日本ユース（U-18）フットサル大会栃木県予選

１０チーム

栃木市総合体育館、真岡市スポーツ交流館【会　 　場】

第３位　　泉が丘中学校

【結　 　果】

県南体育館

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】 ４月３０日

第１位　　Amarelo/峰FC

第２位　　大田原女子高

 ８．キッズ関連事業

 ９．ＪＦＡフェスティバル

【期 　　日】 ９月～３月

【会　 　場】 青木サッカー場（大田原女子）、　さくら清修、　矢板北、　日光丸山公園（今市、今市工業）、

　高校キッズアカデミーフェスティバル

【参加者数】 延べ人数　１,０９９ 名

【総　 　評】 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。県協会の意図や子ども達
への関わり方、指導の仕方などをレクチャーしてから子供を迎えていることもあると思う
が、昨年度経験している高校生は子どもたちともすぐに打ち解け、積極的に遊ぼうとする
姿が見られた。協力校が固定されている感は否めないが、開催地区の状況から協力校を
増やせない現状もあるので、長く関わってもらうことと、関わりを広げていくことを考えてい
きたい。

益子南Ｇ（真岡）、宇都宮北、宇都宮工業、小山南、小山西、佐野東、佐野日大、

1
　JFAフットボールデー

 　　第11回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル2017 in 宇都宮
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2

3 　JFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル201７栃木

【参加者数】 １７０ 名

【総　 　評】 昨年度行った３部構成で開催した。１部は、参加チームをバラバラにして各チームの指導
者が自チーム以外の子どもたちの引率と監督をし、２部で自チームの試合をして、３部で
は親子サッカーを行った。１部はお互いに初めて会うということで、まずはアイスブレイク
を行い、鬼ごっこをして楽しさを共有した。ゲームでは「子どもを褒めることを意識」 しても
らい、多くの励ます声が聞かれた。その影響か２部でも “いつもよりコーチが優しい” と
いった声も聞かれ、開催の意図が伝わったことが確認できた。昨年度参加率が悪かった
「親子サッカー」 も今年は多くの保護者の方が参加して 「親子のバトル」 もおおく見られ、
保護者の笑い声をたくさん聞かれた。

【期 　　日】 6月４日　フットサル

２月２５日 （日）

【会　 　場】 サンエコ自然の森サッカー場

【会　 　場】

【総　 　評】 指導者の研修会も兼ね、子供たちのＷ－ｕｐの時間に各チームの指導者の方にトレーニ
ングメニューと指導のポイントを伝えて、Ｍ－Ｔ－Ｍで行った。漠然と褒めるのではなく、
「具体的に褒める」 ことや、「大人の声掛けで子供が変わる」 ことを伝えた。そのため、
ゲームのとき （特に失敗したとき） も、「やろうとしたことを褒める言葉」 がたくさん聞かれ
た。

青木サッカー場

（３）Ｕ－８

【期 　　日】 １１月２５日 （土）

【総　 　評】

３６ 名

【期 　　日】 ５月１４日 （日）

　JFAキッズサッカーフェステバル ２０１６

（1）Ｕ－９

【会　 　場】 サンエコ自然の森サッカー場

（２）Ｕ－８

【期 　　日】 ９月２４日 （日）

【会　 　場】 サンエコ自然の森サッカー場

【参加者数】 １９８ 名

【総　 　評】 “同学年で試合をさせたい” という想いから、「Ｕ－６とＵ－７」 を午前に、「Ｕ－８とＵ－９」
を午後に行った。普段上の学年で試合をしている子どもたちにとっては、いい経験になっ
たのではないかと思う。午前は自チームでの試合を３試合し、普段は１試合の親子サッ
カーを２試合行った。子どもたちはどちらも楽しそうだったが、親子サッカーのときは弾け
るような笑顔だった。午後は、長年の夢だった 「キッズ委員会だけで行うＧＲ方式のフェス
ティバル」 が開催できた。

ＧＲフェスティバルだったが、サッカー未経験者が１３名と少なかったため、急遽日光地区
のチームに声を掛けて来てもらった。経験者と未経験者を分けて活動したため、セッショ
ンの指導者は内容を２つ考えて指導をすることになったが、いい経験ができたと思う。リフ
レッシュにもＣ級コーチが８名、Ｄ級コーチも８名が参加してくれ、一緒にサッカーの原点を
味わってくれた来年度は鹿沼での開催を予定している。

（4）Ｕ－６・Ｕ－７・Ｕ－８・Ｕ－９

【会　 　場】 丸山公園サッカー場

【参加者数】 ９０ 名

【参加者数】

【期 　　日】

２２１ 名

（5）Ｕ－６・Ｕ－７

【期 　　日】 ３月２４日 （土）

【総　 　評】
保育園・幼稚園・小学校にチラシを配り、サッカー未経験者を対象にしたフェスティバルを
開催した。北那須地区のキッズ委員会も協力して頂き、県と地区がひとつになって開催で
きた。このやり方を他の地区でもできるようにいろいろな方面に声をかけていきたい｡

【参加者数】

【参加者数】 ３００名

【会　 　場】

【期 　　日】 10月1日（日）

栃木県総合運動公園　サッカー・ラクビー場
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　　 第1１回 栃木県オープン女子ユース(U-12)サッカー大会

【総　 　評】
中学生からレディースO-40まで、年齢・経験に関係なくフットサルを楽しめることで、毎年
参加者が多い。単純に楽しくゲームができる、このような機会を楽しみにしている女性が
多いので、今後も続けていければと思う。

１２チーム

 10．その他

【参加ﾁｰﾑ数】

　JFAガールズサッカーフェスティバル201７栃木

【期 　　日】 1１月２５日・２６日

【会　 　場】 日光市丸山公園サッカー場

【参加者数】 １０名

【参加者数】 ２５名

【期 　　日】 10月30日（日）

（2）県北地区

【期 　　日】 10月30日（日）

【参加者数】 ５／2１　2１名、11／１２　３８名

【総　 　評】
今年は初めて親子での参加、特に母親と子供での参加募集をした。心配された参加者も
例年と変わりなく安心した。親子で参加することで、子供が安心できたことと、普段運動不
足菜母親も汗を流して楽しんでいる様子がうかがえた。

【会　 　場】 宇都宮市スケートセンター

【会　 　場】

4

足利市五十部運動公園

　JFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル201７栃木　グラスルーツ

【期 　　日】 ５月2１日、11月１２日

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】 ５／2１鹿沼サンエコ総合運動公園、11／１２栃木総合運動公園サッカー場

【総　 　評】
このフェスティバルも10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、
楽しみにしていてくれる選手達も多くいるので、継続して開催していき、少しでも多くの選
手が中学年代でもサッカーを続けてくれることを望んでいる。

【期 　　日】 ５月～８月　延べ7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30名、選手　延べ180名

【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６０名、選手　延べ400名

　国体女子

（1）強化練習会

１２チーム

 １．国体強化関連

　国体成年男子

（1）強化練習会

【期 　　日】

Ⅱ　県内関連事業（技術強化・審判関係）

５月～８月　延べ20日

　JFA障害者サッカーフェステバル2016 in 栃木

（1）県南地区

【会　 　場】 白鷗大学

【参加者数】 １０名

【会　 　場】 真岡高校

（3）県南地区

【期 　　日】 11月６日（日）
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【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】

（6）Ｕ－１３中体連

鹿沼自然の森公園サッカー場　他

【参加者数】

【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３５名、選手　延べ２７５名

指導者　延べ９０名、選手　延べ６００名

（2）Ｕ－１５セントラル

【期 　　日】

指導者　延べ４５名、選手　延べ３５０名

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場　他

鹿沼自然の森公園サッカー場、矢板中央高校　他

【参加者数】

 ２．指導普及事業（技術強化委員会関連）

（3）Ｕ－１２

【会　 　場】 壬生町総合運動場　他

【参加者数】 指導者　延べ２０名、選手　延べ６０名

【会　 　場】 都賀中学校

【参加者数】 指導者　延べ１８名、選手　延べ８０名

（2）Ｕ－１３

【期 　　日】 ９月３日（土）〜４日（日）

（1）Ｕ－１５

【期 　　日】 ９月１０日（土）・１１日（日）

鹿沼自然の森公園サッカー場　他【会　 　場】

【参加者数】

【会　 　場】 那須スポーツパーク

（1）強化練習会

【期 　　日】 ４月～12月　延べ７０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２５０名、選手　延べ１，６００名

　中央トレセン

指導者　延べ130名、選手　延べ500名

　指定クラブ強化

　国体少年男子

（1）強化練習会

【期 　　日】 ４月～12月　延べ26日

（4）Ｕ－１４セントラル

【期 　　日】

【期 　　日】 １月１４日（土）・１５日（日）

【期 　　日】

【期 　　日】 実施なし→中央トレセンとしては実施しない

【参加者数】 指導者　延べ２０名、選手　延べ８０名

（4）ゴールキーパー

【会　 　場】

４月～２月（計25回）

指導者　延べ３５名、選手　延べ２７５名

【期 　　日】 ４月～２月（計11回）

【会　 　場】

４月～２月（計11回）

【会　 　場】

鹿沼自然の森公園サッカー場、矢板中央高校　他

（1）Ｕ－１６

４月～２月（計14回）

４月～２月（計14回）

【会　 　場】

【参加者数】

（3）Ｕ－１５中体連

【参加者数】

　トレセン練習会
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（11）女子U-18

（12）女子U-15

3

4

（2）Ｕ－１５

４月２４日、５月２２日、７月１０日、９月２５日、１１月２７日、２月２５・２６日

【会　 　場】 市原スポレクパーク、鹿島ハイツ、那須スポーツパーク、高崎健康福祉大学

（3）女子

　トレセン遠征

（1）Ｕ－１６

【参加者数】 指導者　延べ５４名、選手　延べ１０８名

【会　 　場】

【参加者数】

ジャーニィーロードグラウンド

７月２日〜３日

【期 　　日】

【会　 　場】 大平運動公園

【参加者数】 指導者　延べ１０名、選手　延べ６０名

【期 　　日】 ７月２日〜３日

【会　 　場】 大平運動公園

【期 　　日】 実施なし

【参加者数】 指導者　延べ１０名、選手　延べ１００名

（2）Ｕ－１１

【期 　　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１６５名、選手　延べ５５０名

　トレセン合宿

（1）Ｕ－１２

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場

（10）Ｕ－１0

【期 　　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４０名、選手　延べ３５０名

（8）Ｕ－１２

【期 　　日】 ４月～２月（計11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４５名、選手　延べ３５０名

（7）Ｕ－１３クラブ

【期 　　日】 ４月～２月（計14回）

【期 　　日】 ４月～２月（計14回）

【会　 　場】

【参加者数】

【期 　　日】

【期 　　日】 ４月～２月（計７回）

【会　 　場】 宇都宮短期大学附属高校　他

４月～２月（計９回）

【会　 　場】 鹿沼自然森公園サッカー場　他

【参加者数】 指導者　延べ２４名、選手　延べ２２６名

【参加者数】 指導者　延べ６０名、選手　延べ３６０名

実施なし→地区トレセン強化に移行

（9）Ｕ－１１

【期 　　日】 ４月～２月（計12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３４名、選手　延べ２１７名

【参加者数】 指導者　延べ１２０名、選手　延べ７００名

（13）ゴールキーパー

【期 　　日】 ４月～２月（１５回　クリニック１０回、トレセン５回）
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（2）Ｕ－１５セントラル、中体連選抜欧州遠征

【期 　　日】 ８月１７日（木）〜２９日（火）（１２泊１３日）

【会　 　場】 欧州（ドイツ・スペイン）

【参加者数】 指導者５名、雑務１名、選手２６名

　海外交流

（1）大学選抜韓国遠征

【期 　　日】 ２月18日～23日

【会　 　場】 タイ

【参加者数】 指導者２名、選手２２名

７４名

【期 　　日】 １コース（６月１７日～７月１５日）

【会　 　場】 矢板東高校　真岡高校他

　(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

【受講者数】

（2）Ｄ級コーチ

３コース（２月１１日～３月１８日）

【期 　　日】 １コース（４月２日・３日）

２コース（１１月４日～１２月２日）

（7）女子（U−１８のみ）

【期 　　日】 ７月９日・１０日、２月２５日・２６日

【会　 　場】 鹿島ハイツ、波崎サッカータウン

【参加者数】 指導者　延べ８名、選手　延べ４０名

（6）Ｕ－１１

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

【会　 　場】 鹿島ハイツ

【参加者数】 指導者　延べ６名、選手　延べ３２名

【会　 　場】 矢板中央高校、つくばアカデミーセンター、押原公園サッカー場、宇都宮短期大学附属高校

【参加者数】 指導者　延べ１８名、選手　延べ１２１名

（5）Ｕ－１２

【期 　　日】 １２月３日・４日（関東トレセンマッチ）

矢田部サッカー場

【参加者数】 指導者　延べ１８名、選手　延べ１２１名

（4）Ｕ－１３

【期 　　日】 ９月２５日、１０月２３日、１１月２７日、１２月１１日、１月２２日、２月２５日・２６日

矢田部サッカー場

【参加者数】 指導者　延べ２４名、選手　延べ１６０名

（3）Ｕ－１４

【期 　　日】 ９月２５日、１０月２３日、１１月２７日、１２月１１日、１月２２日、２月２５日・２６日

【会　 　場】 矢板中央高校、つくばアカデミーセンター、押原公園サッカー場、宇都宮短期大学附属高校

【期 　　日】 ９月２５日、１０月２３日、１１月２７日

【会　 　場】 矢田部サッカー場、清瀬内山運動公園、韮崎市営サッカー場

【会　 　場】 今市青少年スポーツセンター　作新大学他

５コース（２月１８日・１９日）

６コース（２月２５日・２６日）

【受講者数】 ２５０名

（3）キッズリーダー養成講習会

２コース（４月９日・１０日）

３コース（９月１０日・１１日）

４コース（９月１６日・１７日）
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12月13日（水）

 ３．指導普及事業（審判委員会関連）

益子町中央公民館、各高校会場　他

【受講者数】 １００名

【期 　　日】 ４月２日,３日,２３日,３０日、８月２６日、１１月６日,１２日,２０日、１２月１１日

　公認指導者研修会（リフレッシュコース）

【期 　　日】 ４月１０日、１１月２０日、１２月１３日・１７日、３月１１日・２０日

【会　 　場】

【期 　　日】 ２月4日

１月２８日、２月２５日、３月１１日

県内各地

　栃木県フットボールカンファレンス

【会　 　場】 宇都宮市文化会館

【会　 　場】

【受講者数】 ２７７名

【参加者数】 ３１０名

　Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】

【会　 　場】

【受講者数】

【会　 　場】

【参加者数】 実施なし

　Ａ・Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】 １月７日（土）

【期 　　日】

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】 栃木県立真岡高等学校

【参加者数】

　トップコーチフォーラム

【会　 　場】

【参加者数】

　Ｕ－１４伝達講習会

６名

実施なし

　サッカー４級審判資格取得講習会

（1）第１回

【期 　　日】 ７月30日(日)

【会　 　場】 栃木県総合教育センター

【受講者数】 58名（ユース2名）

（2）第２回

【期 　　日】 ３月24日(土)

【会　 　場】 栃木県総合教育センター

【受講者数】 200名（ユース8名）

　サッカー３級審判資格昇格審査会

（1）第１回

【期 　　日】 5月20日(土)、７月24日(日)、8月20日(土)・21日(日)

【会　 　場】 大田原市美原運動公園陸上競技場　他

【受験者数】 22名（9名合格）

（2）第２回

【期 　　日】 11月26日(日)、12月23日(金・祝)・24日(土)･25日(日)

【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ、河内運動公園陸上競技場、大田原グリーンパーク

【受験者数】 28名（7名合格）

（3）大学生対象3級認定講習会

【期 　　日】 9月12日（火）、14日（木）、26日（火）、11月8日（水）、22日（水）、25日（土）、26日（日）
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【会　 　場】 作新学院大学

【受験者数】 43名（38名合格）

　サッカー審判登録更新講習会

（1）４級

①【期 　　日】 11月18日（土）

　【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

  【受講者数】 82名（ユース2名）

②【期 　　日】 10月２８日(土)

　【会　 　場】 真岡市公民館二宮分館

  【受講者数】 25名（ユース3名）

③【期 　　日】 11月25日(土)

　【会　 　場】 佐野市中央公民館

  【受講者数】 63名（ユース4名）

④【期 　　日】 12月9日(土)

　【会　 　場】 小山工業高等専門学校

  【受講者数】 85名（ユース2名）

⑤【期 　　日】 11月11日（土）

　【会　 　場】 足利市生涯学習センター

  【受講者数】 77名（ユース1名）

⑥【期 　　日】 12月2日(土)

　【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

  【受講者数】 66名

⑦【期 　　日】 12月9日（土）

　【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

  【受講者数】 89名（ユース4名）

⑧【期 　　日】 12月17 日(日)

　【会　 　場】 矢板市生涯学習館

  【受講者数】 57名（ユース11名）

　※ＪＦＡラーニング　10月～３月

  【受講者数】 2158名（ユース153名）

（2）２・３級

【期 　　日】 11月4日(土)、12月2日(土)、12月9日(土)

【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

【受講者数】 ２級　62名、３級　346名（ユース9名）

　フットサル４級審判資格取得講習会

（1）第１回

【期 　　日】 2月12日(日)

【会　 　場】 宇都宮市明保野総合コミュニティセンター

【受講者数】 75名

（2）第２回

【期 　　日】 2月26日(日)

【会　 　場】 宇都宮市総合コミュニティセンター

【受講者数】 46名

（3）第３回

【期 　　日】 4月23日(日)

【会　 　場】 宇都宮市姿川市民センター

【受講者数】 43名

　フットサル審判登録更新講習会講習会

（1）４級

①【期 　　日】 11月12日(日)

　【会　 　場】 宇都宮市姿川市民センター
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Ⅲ　県内関連事業（専門委員会関係）

　総務委員会

 （1）登録事務（日本協会、関東協会）

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　１８３ﾁｰﾑ　　 　　５，１１５名

　　　　　　　　　　　　女　子　　　　　　　２３ﾁｰﾑ　　  　　　 ５１９名

　　　　　　　　　　　　シニア　　　　　　　１８ﾁｰﾑ　　       　６４１名　

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　５４７ﾁｰﾑ       １６，７３８名

　　＜2017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　　　　　　１０２ﾁｰﾑ 　　　　２，７４９名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　　　　　６５ﾁｰﾑ　　　　 ２，９０６名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　１５６ﾁｰﾑ　　　　 ４，８０８名

  【受講者数】 29名

　※ＪＦＡラーニング　10月～３月

  【受講者数】 360名（ユース１名）

（2）３級

【期 　　日】 11月12日(日)

【会　 　場】 宇都宮市姿川市民センター

【受講者数】 21名

（3）２級

【期 　　日】 12月2日(土)

【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

【受講者数】 6名

　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5日(日)

【会　 　場】 県協会事務所

【受講者数】 23名（更新18名、取得3名、オブザーバー2名）

　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2日(土)

【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

【受講者数】 1名

　審判員・インストラクター県内各大会派遣

【期 　　日】 ４月～３月

【受講者数】 県内各地

　審判トレセン

【期 　　日】 4月23日(日)、5月21日(日)、6月25日(日)、7月22日(土)、8月13日(日)～15日(火)、8月20日(日)、

9月24日(日)、10月28日(土、11月19日（日）、1月23日（日）、2月18日（日）、3月18日（日）

【会　 　場】 県協会事務所・サンエコ鹿沼・真岡市鬼怒自然公園サッカー場ほか

【内　 　容】 講義、フィットネストレーニング、実技研修　他

　トップレフリーセミナーⅡ

【期 　　日】 4月2日(日)、4月28日(金)、5月17日(水)、6月18日(日)、7月30日(日)、9月10日（日）、

11月18日(土)、3月2日(土）

【会　 　場】 宇都宮コミュニティセンター　他

【内　 　容】 講義　他

　ＪＦＡ女子審判トレセン

【期 　　日】 6月３日(土) (66名参加)、11月4日(土) (67名参加)、1月20日（土)、27日(土) (30名参加)

【会　 　場】 宇都宮女子高等学校宇都宮女子高等学校　　県総合運動公園Ａコート

【内　 　容】 講義、実技研修　他
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 （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

       フットサル 　　　　　　　　　チーム登録数　  　　選手登録数

　　　　　　　　　　　　１　種　　　　　　　２５ﾁｰﾑ         　　　４１９名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　  　　　　０ﾁｰﾑ       　　   　　 ０名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　　　１ﾁｰﾑ 　　       　　 １７名

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　　　１ﾁｰﾑ       　   　　 １０名　

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　　２７ﾁｰﾑ        　　   ４４６名

　　＜2017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　　　　 　　　　　　　　６名     　　      －　　　　　　     ２名　　　　　　　    － 

　　　　　　　　　　　　２　級　　　　　　　 　 　　 ６４名　　　　　　７名       　　　     ６名   　　　　      ４名

　　　　　　　　　　　　３　級　　　　     　　　　３５８名     　    ２５名　　　　     　２３名   　　　　      ２名

　　　　　　　　　　　　２　級(U-18)　　　 　 　 　　　－　　　　　　  －       　　　       －   　　　　        －

　　　　　　　　　　　　女子１級　　　　 　　　　　　１名     　　      －　　　　  　　     －　　　　　　 　    － 

　　　　　　　　　　　　３　級(U-18)　　　 　      １０名　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　３　級(U-15)　　    　 　　  ２名　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級　　      　    　３，６２４名         ５１２名                    －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級(U-18) 　      　   ４３２名             ４名　                  －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級(U-15)　　      　　  ３６名　　   　　 　－　　                －                     －

　　＜2017年度指導者登録数＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　サッカー　    　　 フットサル

　　　　　　　　　　　　Ｓ級コーチ　　　　　　  　　　    　　２名    　　　　       －

　　　　　　　　　　　　合　計　　      　　   ４，５５３名　  　  ５４８名                 ３１名                  ６名

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチジェネラル　       　 　３３名　　　　　　　  　－

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-12　　  　      　  　　９名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｂ級コーチ　　　 　　　  　　　   　 ９５名　　 　　 　　 ２名　 

　　　　　　　　　　　　Ｃ級コーチ　　　　  　　  　     　６０２名　　　　　 　１９名　

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-15　　  　      　  　　１名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｄ級コーチ　　　　  　         １，５４５名　　　　 　　　　－　　

　　　　　　　　　　　　キッズリーダー 　　　   　   　     　７名　　 　　　　　　－　　

　　　　　　　　　　　　合　　計　　　    　  　　    　２，２９４名　　　　 　  ２１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

　財務委員会

 （1）予算案、決算の作成

 （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

　フットサル委員会

 （1）各連盟担当者連絡調整

 （2）各委員会・連盟との調整

　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

　審判委員会
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 （2）2017年度　第30回　森山賞　受賞者

       柿　沢　知　宏　　栃木教員フットボールクラブ　監督

                          　　 　第50回全国高等専門学校サッカー選手権大会　ベスト８

                          　　 　第24回全国クラブチームサッカー選手権大会関東大会　ベスト４

 （6）各種大会の公式記録担当

 （1）各種大会へのドクター派遣

 （5）各種大会の記録収集

 （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）

　　　    　　　　村　上　竜　規　　　ＦＣ中村

       ２　種 　　松　井　蓮　之　　　矢板中央高等学校

       　　　  　　藤　生　理　瑚　　　 栃木サッカークラブ　レディース

       上　野　　　 哲　　小山工業高等専門学校サッカー部　監督

                    郡　司　侑　弥　　　栃木県立真岡高等学校

　　    　 　　　 松　本　剛　季　　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

                    早乙女  達  海　　　栃木サッカークラブ　ユース

                    渡　邉　颯　眞　 　 さくら市立氏家中学校

     　３　種　　吉　野　陽　翔　　　栃木サッカークラブ　ジュニアユース

                    藤　原　　 　隼　　　栃木サッカークラブ　ジュニアユース

　栃木県サッカー協会関係の表彰

       女　子 　 長谷川　七　夏　　　栃木サッカークラブ　レディース

　　　    　　　  秋　草　公　平　　　御厨フットボールクラブ

　   　 　　　　　佐　藤　麻　陽　　　ヴェルフェたかはら那須Ｕ－12

　記録広報委員会

 （1）広報紙「ＳＯＣＣＥＲとちぎ」の発行

　　　     　　 　濱　野　加　成　　　栃木サッカークラブ　ジュニア

 （2）関係連盟・委員会との連絡調整

 （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

　医事委員会

　地区委員会

　施設委員会

 （4）サッカー関係資料収集、管理

 （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

 （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

 （1）天皇杯の企画運営

　事業委員会

　　　 ４　種　　阿　部　敢　汰　　　栃木サッカークラブ　ジュニア

 （1）2017年度　第45回　太郎賞　受賞者

 （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

　キッズ委員会

 （1）フェスティバル開催の企画・運営

Ⅳ　県内関連事業（表彰関係）

 （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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2

       益　子　道　昭

       　　　　永年にわたり本県少年サッカー連盟の役員として、連盟の発展に貢献された。

                 第８回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会関東大会　準優勝

       　　　　永年にわたり本県サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

                 第23回全日本ユース（U-15）フットサル大会関東大会　第３位

       岩　原　克　彦

       室　井　和比古

       　　　　永年にわたり本県サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

       　　　　永年にわたり本県サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

       栃木サッカークラブレディース

                 第22回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会　第３位

       とち丸シニアサッカークラブ

                 第12回関東シニア（60歳以上）サッカー選手権大会　第３位

       プログレッソ佐野ＦＣ

       渡　辺　浩　志

       矢板中央高等学校サッカー部

                 第96回全国高校サッカー選手権大会　第３位

                 第４回全日本ユース（U-18）フットサル大会　優勝

                 第４回全日本ユース（U-18）フットサル大会関東大会　優勝

       高　橋　健　二　　矢板中央高等学校サッカー部　監督

                          　　 　第96回全国高校サッカー選手権大会　第３位

       犬　丸　圭　吾　　栃木サッカークラブレディース　監督

                          　　 　第46回関東高等専門学校サッカー選手権大会　優勝

       三　柴　佑　太　　プログレッソ佐野ＦＣ　監督

       久保田　圭　一　　栃木サッカークラブレディース　監督

                          　　 　第８回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会関東大会　準優勝

                 第24回全国クラブチームサッカー選手権大会関東大会　ベスト４

       小山工業高等専門学校サッカー部

　　② 第51回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ａ

　　　　　作大FC(優勝)、スポルトかわち(準優勝)、UACJ小山サッカー部(第３位)

　各連盟の表彰

                          　　 　第23回全日本ユース（U-15）フットサル大会関東大会　第３位

 （1）栃木県社会人サッカーリーグ表彰

　　① 第51回 栃木県社会人サッカーリーグ１部

       栃木教員フットボールクラブ

       丸　山　政　光　　とち丸シニアサッカークラブ　監督

                 第50回全国高等専門学校サッカー選手権大会　ベスト８

                 第46回関東高等専門学校サッカー選手権大会　優勝

                           　　　第12回関東シニア（60歳以上）サッカー選手権大会　第３位

    【個人】

       君　嶋　渡紀子　 矢板中央高等学校サッカー部　監督

  (3) 2017年度　第35回　協会長賞　受賞者

                          　　　 第22回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会　第３位

    【団体】

                           　　　第４回全日本ユース（U-18）フットサル大会　優勝

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

                           　　　第４回全日本ユース（U-18）フットサル大会関東大会　優勝

       　　　　永年にわたり本県サッカー協会の会長並びに役員として、協会の発展に貢献された。

  (4) 2017年度　特別功労賞

       石　﨑　忠　利
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　　　　　菅井寛太・浅田翔流（ボニート）

1

2

【議 　　事】 ① 第１号議案　２０１６年度事業報告について

    　     Erste CREW(県北)、日産FC(県央)、白鴎大学FC(県南)

【会 員 数】 ５２３名

　　　　　FCオー･ドイス(優勝)、FC Re:start(準優勝)、鹿沼FC(第３位)

　　④ 第51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　　

　総会

Ⅴ　県内関連事業（会議関係）

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

（1）第１回

【出席者数】

　　　　  川島功汰・上原真路(ヴェルディ小山)、藤田　弥・岡田凌佳（足利ユナイ）、 　　西薗弘規・室井愛美(AS栃木)

　　　　  後藤洋平・安形登和(FC栃木)、     　　加藤　駿・山道一聖(プログレッソ)、      小堀魁凌・加藤拓樹(ウーヴァ)

           栃木優太・熊田亮太(モランゴ栃木)、　高野莉玖・荒井大志（スポルト）、        清村陽空・小堀　空(栃木SC)

           田上瑠佑夏・佐藤宏樹(ファイターズ)、 村上来翔・工藤古都子(HFC真岡)、     船越雄太・佐藤　毅(プラウド栃木)

 １．県サッカー協会関連

【期 　　日】

           洗　康平・脇島悠太(ともぞうSC)、      星野寛太・小松本航生(おやまFC)、　  笠井　輝・井上　陸（アルシオーネ）

    ① ユ ー ス

           金田智明・山本　廉(栃木SC)

    ② ジュニアユース

           手塚太陽・矢野秀悟（FCアネーロ）、　内保聖斗・月岡裕太(ウイングスSC)、　秋元琉翔・石本丈陽(FCエルマーノ)

 　        薄井輝明・高橋知希(イデア真岡)、　  石川瑠宙・秋山　海（Fantasisuta）、　　菊地裕太・角田陽亮(FCガナドール)

② 第２号議案　２０１６年度収支決算について

　　③ 第51回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ｂ

 （2）クラブユース連盟の表彰

３１５名（内　委任状２９１名）

６月10日

           大嶋温人・小口莉玖(矢板SC)、      　 町田圭吾・武馬陸人（FC朱雀）、         斉藤優介・小堀颯大(おおぞらSC)

④ 第４号議案　役員改選について

【期 　　日】 ２月２５日

（2）第２回

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【会 員 数】 ５９７名

【出席者数】 ３７６名（内　委任状３５５名）

【議　 　事】 ① 第１号議案　平成３０年度事業計画（案）について

② 第２号議案　平成３０年度収支予算（案）について

　理事会

（1）第１回

【期 　　日】 ５月24日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

【出席者数】 ２０名

【議 　　事】 ① 2016年度　事業報告について

② 2016年度　決算報告について

③ 定年制の導入について

③ 第３号議案　規約の改正について

⑥ オリンピア協会との連携について

⑦ （仮称）栃木フットボールセンターについて

④ 規約の改正について

⑤ 役員の改選について
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【期 　　日】 ３月12日

【会　 　場】

　登録説明会

栃木県グリーンスタジアム大会議室、栃木県サッカー協会事務所

【出席者数】 １４名

（2）第２回

【期 　　日】 ９月２日

【会　 　場】 ホテルサンルート佐野

【議 　　事】 ① 全国大会旅費補助金について

（3）第３回

１月13日

ホテルニューイタヤ

１８名

【期 　　日】

栃木県サッカー協会事務所

【出席者数】

11月15日

【会　 　場】

【議 　　事】 ① 全国大会旅費補助金について

④ ＡＳ栃木のグランド整備について

③ オフィシャルサプライヤーについて

④ 国民体育大会サッカー競技の種別変更について

【会　 　場】

② 2018年度　事業計画（案）について

【出席者数】

① 2018年度アクションプランについて

２０名

（5）第５回

【期 　　日】 ２月７日

【議 　　事】

【議 　　事】

【会　 　場】

② 2022年栃木国体の総合優勝に向けたＰＪチームの基本的な考え方について

【出席者数】

① 2017年度顕彰について

１８名

栃木県サッカー協会事務所

④ 連盟運営補助金について

【会　 　場】

栃木県サッカー協会事務所

　理事会

 （2）第24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12日

４月21日、６月16日、８月４日、10月20日、12月１日、２月９日

壬生町中央公民館

【期 　　日】

　代表者会議

【会　 　場】 真岡市民会館

 ２．社会人連盟関連
　総会（評議員会）

【期 　　日】 ５月28日、３月11日

【会　 　場】 壬生町中央公民館

２月５日

【会　 　場】

 （1）知事杯 第50回 栃木県社会人サッカー選手権大会  代表者会議

【期 　　日】

⑤ 施設利用の優先順位について

⑤ オフィシャルサプライヤーの契約について

⑥ 栃木ＳＣの運営依頼について

⑧ 関東ＭＴＭの補助金について

② めぶきＦＧカップ第１回北関東ドリームマッチについて

③ 2022年度栃木国体の総合優勝に向けた５ヵ年行動計画について

（4）第４回

【期 　　日】

③ 2018年度　予算（案）について
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【期 　　日】

 ４．中学連盟関連
　委員長会議

 （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25日

【期 　　日】 ５月２日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【期 　　日】 11月４日

【会　 　場】 とちぎ健康の森

 （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５日

【会　 　場】

７月25日

　代表者会議

【会　 　場】 栃木県サッカー協会、足利市市民会館・別館

　理事会

【期 　　日】 第1回　6月24日、第2回　3月10日

 ５．クラブユース連盟関連

　総会

 （4）下野杯中学生サッカー大会　代表者会議

【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】

宮の原中学校

【会　 　場】 宮の原中学校

 （3）第51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

11月８日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

 ３．高校連盟関連
　総会・登録説明会

【期 　　日】 ４月11日、３月１７日

【会　 　場】

【期 　　日】 ４月1３日

ホテルニューイタヤ　他

　専門委員会

【期 　　日】

ホテルニューイタヤ

【期 　　日】 ７月６日

 （2）全国高校総体サッカー大会県予選会　監督会議

　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

ホテルニューイタヤ

【会　 　場】

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

４月１３日、５月１６日、７月６日、９月８日、12月１４日、３月16日

【会　 　場】

 （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

 （5）栃木県高校サッカー新人大会　監督会議

【期 　　日】 12月1４日

【期 　　日】 ５月１６日

 （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８日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【会　 　場】

宇都宮市体育館

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ
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 ７．女子連盟関連

４月１５日

【期 　　日】 １０月１日

宇都宮市田原コミュニティプラザ

 ６．少年連盟関連

５月２８日

【会　 　場】

７月２日

【期 　　日】

３月１１日

【期 　　日】

【期 　　日】

　理事会

帝京大学 宇都宮キャンパス 

【会　 　場】 栃木青少年センター（アミークス）

【会　 　場】

 （６）第４６回 栃木県少年サッカー選手権大会　ジュニアの部　監督会議

【期 　　日】

【期 　　日】

 （７）第４１回 全日本少年サッカー大会栃木県大会　監督会議

【期 　　日】

　監督会議

 （1）県トップリーグ戦前期　監督会議

４月６日、５月１８日、６月１５日、７月６日、９月７日、２月８日

【会　 　場】

【会　 　場】

 （4）県トップリーグ戦後期　監督会議

栃木県サッカー協会事務所　他

１０月１日

【期 　　日】

 （2）第３回 QUALIER CUP 関東少年サッカー大会栃木県大会　監督会議

７月２６日

【期 　　日】

帝京大学 宇都宮キャンパス 

 （5）第４６回 栃木県少年サッカー選手権大会　監督会議

１月８日

【会　 　場】

【会　 　場】

【期 　　日】

清原工業団地管理センター

芳賀町農業者トレーニングセンター

１０月１４日

    　 兼 第３５回 栃木県少年サッカー新人大会　監督会議

【会　 　場】 芳賀町 農業者トレーニングセンター

 （8）JA全農杯チビリンピック関東予選栃木県大会

【会　 　場】

【会　 　場】

【期 　　日】

田原コミュニティプラザ

【会　 　場】

宇都宮市東生涯学習センター

 （3）バーモントカップ 第２７回 全日本少年フットサル大会栃木県大会　監督会議

【期 　　日】

　総会（評議員会及び登録説明会）

 （4）2017栃木県ユースサッカー(U-15)　代表者会議

【会　 　場】 栃木県サッカー協会　他

8月27日

【期 　　日】 4月22日、6月24日、11月25日、1月27日、2月25日、3月10日

12月23日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム会議室

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

栃木県サッカー協会

 （3）2017 栃木県ユースサッカー(U-13)　代表者会議

　代表者会議

【期 　　日】 5月27日

 （1）第32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22日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

 （2）第29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
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【会　 　場】 栃木県サッカー協会

　登録説明会

【期 　　日】 ２月1２日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

【期 　　日】 ３月２６日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

　理事会

【期 　　日】 ４月２７日、９月2６・１１月２１日・３月２日

　総会

１．１種関連事業
　第51回　関東サッカーリーグ（１部リーグ）

【期 　　日】 4月15日～9月24日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

　第72回　国体関東ブロック大会

Ⅵ　関東大会関連事業

【会　 　場】 三栄不動産事務所　他

【期 　　日】 ３月９日

【期 　　日】 ５月１２日、６月３０日、７月２５日、１２月２日、２月１４日

　登録説明会

　総会

【期 　　日】

　理事会

３月２０日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

 ８．シニア連盟関連
　総会

【期 　　日】 ３月1３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

　代表者会議

【期 　　日】 ６月28日、12月８日、２月15日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所　他

　登録説明会

群馬県　敷島公園補助陸上競技場

【期 　　日】 ２月23日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

【結　 　果】 １回戦　　栃木県　０－４　神奈川県

 （2）女子

【期 　　日】 ８月11日・12日

 （3）少年男子

８月11日・12日

【期 　　日】

１回戦　　栃木県　０－１　　群馬県

１回戦　　栃木県　１－２　　山梨県

８月11日・12日

【会　 　場】

【会　 　場】 群馬県　前橋市宮城総合運動場

【結　 　果】

【会　 　場】 山梨県　押原公園

【結　 　果】

 （1）成年男子

【期 　　日】
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ヴェルフェたかはら那須

＜ホームゲームのみ＞

ヴェルフェ　４－１　日立ビルシステムサッカー部

ヴェルフェ　０－２　横浜猛蹴

ヴェルフェ　１－３　ジョイフル本田つくばFC

ヴェルフェ　３－１　東京２３フットボールクラブ

ヴェルフェ　１－０　エリースフットボールクラブ東京

ヴェルフェ　２－０　さいたまサッカークラブ

ヴェルフェ　５－１　流通経済大学FC

ヴェルフェ　２－３　VONDS市原フットボールクラブ

ヴェルフェ　３－２　TOKYO UNITED FC

2

ヴェルフェたかはら那須(関東１部)、FC CASA(県社会人１位)

１回戦 　FC CASA  ０－１  JOBU/NEXT(群馬１位)

２回戦　ヴェルフェ　１－０　大成シティ坂戸FC(埼玉2位)

決定戦 ヴェルフェ　１－０　TOKYO UNITED FC(関東１部９位)

3

栃木教員FC(県クラブ選手権１位)

１回戦　栃木教員FC  ２－１　エスパッソ白根(山梨県)

2回戦　栃木教員FC  １－５　南葛SC(東京都)

4

FC CASA (第１代表)、宇都宮FC (第２代表)

１回戦　AS CASA  　 ０－１　海上自衛隊厚木マーカス(神奈川県２位)

5

作新学院大学、白鷗大学、宇都宮大学、足利工業大学

準優勝　作新学院大学

第４位 　足利工業大学

1回戦敗退　宇都宮大学　　白鷗大学

6

作新学院大学（北関東第2代表）

作新学院大学　３－０　亜細亜大学（東京都　第３代表）

7

作新学院大学

1回戦　作新学院大学　１－４　駒澤大学

8

東京都

【結　 　果】

関東各都県【会　 　場】

【参加チーム】

　第24回　全国クラブチームサッカー選手権大会関東大会

【期 　　日】 9月16日・17日・18日

【会　 　場】

山梨県韮崎市、他

北関東大学選手権

４月、５月

【結　 　果】

【結　 　果】

　  　　　宇都宮FC　  ０－１　韮崎アストロス(山梨県１位)

11月4日・5日・18日・19日

【会　 　場】

　　　　通算成績　８勝３分７敗　５位

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

　第51回　関東社会人サッカー大会

【結　 　果】

【会　 　場】 北関東各県

【結　 　果】

【参加チーム】

【期 　　日】

【期 　　日】 ６月４日・11日・18日

【参加チーム】

　第53回　全国社会人サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】

【参加チーム】

【結　 　果】

第6回　関東大学サッカートーナメント大会　プレーオフ

６月３日

【会　 　場】 神奈川県

【期 　　日】

【参加チーム】

　第6回　関東大学サッカートーナメント大会

【期 　　日】 7月1日～7月9日

【会　 　場】 時之栖スポーツセンター　他

【参加チーム】

【結　 　果】

　第１０回　北関東大学サッカーリーグ戦
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作新学院大学、白鷗大学、宇都宮大学、足利工業大学

第１位 　作新学院大学(１８勝０分０敗)

第６位 　白鴎大学(８勝２分８敗)

第８位 　足利工業大学    (４勝３分11敗)

第10位　宇都宮大学  (０勝１分１７敗)

9

作新学院大学

作新学院大学　１－３　　国際武道大学

作新学院大学　２－１　　東京経済大学

作新学院大学　２－１　　明治学院大学

ＰＫ(３－４)

予選敗退

10

栃木県庁(第１代表)、那須塩原市役所(第２代表)

優勝：山梨県庁

１回戦　栃木県庁 　      　２－０　山梨市役所(山梨県２位)

　　　　　那須塩原市役所　１－４　山梨県庁(山梨県１位)

準決勝　栃木県庁     　 　２－０　前橋市役所(群馬県２位)

決勝戦　栃木県庁      　２－２PK(３－５)　山梨県庁(山梨県１位)

11

栃木県庁(第１代表)、宇都宮市役所(第２代表)

優勝：藤沢市役所

１回戦　栃木県庁　　２－０　　江戸川区役所(東京都２位)

　　　　　宇都宮市　　１－１PK（２－４）市川市（千葉県１位）

２回戦　栃木県庁　　０－４　　鎌倉市役所(神奈川県１位)

小山工業高等専門学校

１回戦　　 　小山高専　３－１　産業技術高専品川（東京都）

準決勝　　　小山高専　３－２　東京高専（東京都）

1

真岡高校（第１代表）、矢板中央高校(第２代表)

6月10日・11日・12日

【会　 　場】 山梨県昭和町押原公園グラウンド

【期 　　日】 ５月～10月

【会　 　場】 北関東各県

　（兼）第46回　関東高等専門学校サッカー選手権大会

　第46回　全国自治体職員サッカー選手権大会北関東予選会

【期 　　日】

【参加チーム】

【結　 　果】

第50回関東大学サッカー大会

【期 　　日】 10月29日～11月19日

【結　 　果】

千葉県千葉市

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】 横須賀リーフスタジアム　他

【参加チーム】

【結　 　果】

12
　平成29年度関東信越地区高等専門学校総合体育大会

【結　 　果】

【参加チーム】

　第45回　関東自治体職員サッカー選手権大会

【期 　　日】 2018年3月24日・25日・26日

【会　 　場】 千葉県柏市あけぼの山農業公園芝生広場

【参加チーム】

決 　勝　　　小山高専　３－３（PK４－３）　茨城高専（茨城県）

【期 　　日】

２．２種関連事業

7月15日・16日

【会　 　場】

　〃　　  宇都宮短期大学附属高校　２－０　北杜高校(山梨県)

２回戦　  さくら清修高校　０－３　昌平高校（埼玉県）

　　〃　　  宇都宮短期大学附属高校 　　１－４　正智深谷高校（埼玉県)

【期 　　日】 ６月２日～５日

【会　 　場】 埼玉県

【参加チーム】

【結　 　果】 １回戦　さくら清修高校 　１－０　明秀日立高校(茨城県)

　第６０回　関東高等学校サッカー大会
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2

矢板中央高校

※　矢板中央高校は関東プリンス昇格

4

栃木SCユース

     栃木SCユース　６－０　アローレ八王子

1

さくら市立氏家中学校(第１代表)、小山市立小山第三中学校(第２代表)

１回戦　氏家中　２－０　前橋市立富士見中(群馬県２)

２回戦　氏家中　０－２　富津市立富津中（千葉県２）

第５代表決定戦　氏家中　３－０　東海大学菅生高等学校中等部（東京都１）

2

栃木SCジュニアユース、ウイングスＳＣ、ともぞうSC、ヴェルディSS小山

＜Aブロック＞

　　　  　小山第三中　１－２　多摩大学目黒中(東京都２)

　　　  　　　　　　　小山第三中　１－０　さいたま市立土合中(埼玉県２)

【結　 　果】

　　　  　小山第三中　２－１　甲府市立城南中(山梨県１)

【会　 　場】

８月６日～９日

　第48回　関東中学校サッカー大会

神奈川県横浜市他

【期 　　日】 4月～12月

【会　 　場】

（2）２部リーグ

【参加チーム】 該当チーム無し

（1）１部リーグ

【期 　　日】 4月～12月

【会　 　場】 関東各都県

3
　第21回　関東クラブユースリーグ

　（兼）Ｊユースカップ 2015　第25回　Ｊリーグユース選手権大会関東予選

４月～６月

【会　 　場】 関東各都県

３．３種関連事業

関東各都県

【参加チーム】 該当チーム無し

　2017　日本クラブユースサッカー選手権U-18　関東予選

【期 　　日】

【参加チーム】

【結　 　果】 <グループステージ>Cブロック

     栃木SCユース　１－１  町田ゼルビア

     栃木SCユース　２－１　Y.S.C.C

     栃木SCユース１３－０　フットワーク

<ノックアウトステージ>

　　 １回戦   　 栃木SCユース　６－１　FC　MAKUHARI

 　　２回戦   　 栃木SCユース　１－６　横浜Fマリノス

【参加チーム】

【期 　　日】

【参加チーム】

順位決定戦    栃木SCユース　０－０（PK5-3）　大宮アルディージャ　　栃木SCユース　０－６　　湘南ベルマーレ

　　　　　　　    栃木SCユース　３－１　　　　SC相模原

　　　　※第11位　栃木ＳＣ　日本クラブユース選手権大会　出場

　高円宮杯　第29回　全日本ユース（U-15）サッカー関東大会

【期 　　日】 11月4日・5日・11日・12日

【会　 　場】 関東各都県

【結　 　果】

　１回戦　ヴェルディ小山　　２－４　　１FC川越水上公園

＜Bブロック＞

代表決定戦　矢板中央高校　２－０　日本航空高校(山梨県）

　関東プリンス参入戦

【期 　　日】 １２月２３日・２５日

【会　 　場】 埼玉県

【参加チーム】

【結　 　果】 １回戦　矢板中央高校 　２－０　昌平高校(埼玉県）
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　２回戦　栃木SC　　　　　　４－１　　柏レイソルA.ATOR‘82

　準決勝　栃木SC　　　　　 １－０　　FC東京U-15むさし

6月17日・18日・24日・25日、７月2日・8日・9日

関東各都県

栃木SCジュニアユース、ウイングスSC、足利・両毛ユナイテッドFC、ヴェルディSS小山

１回戦　　栃木SC　　　　　   ３－０　　　FC厚木

１回戦　  ウイングス　　  　　２－１　　　府ロクFC

１回戦    足利ユナイテッド　０－１１　　浦和レッドダイヤモンズ

１回戦　 ヴェルディ小山　　 １－４　　上州FC高崎

２回戦　  ウイングス　     　 ０－２　　　浦和レッドダイヤモンズ

３回戦　　栃木SC　　　     　１－０　　横浜Fマリノス

準々決勝　栃木SC　　　     ２－５　　Wings

※栃木SCが、８位で全国大会へ出場

4

3月～１０月

栃木SCジュニアユース

８勝１３敗１分け　リーグ９位　　（１部残留）

5 　2017　第4回　関東ユース（U-13）サッカーリーグ（2部）

1

2

3 　キヤノン ガールズ・エイト第15回JFA関東ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会

【会　 　場】

【期 　　日】 2月2４日・2５日

栃木サッカークラブジュニア・ともぞうサッカークラブ・御厨フットボールクラブ

【会　 　場】 栃木県那須塩原市

【参加チーム】

ともぞうサッカークラブ　　　　 　２位トーナメント５位

御厨フットボールクラブ　　　　　１位トーナメント５位

【期 　　日】 ８月１８日・１９日・２０日

　第４１回　関東少年サッカー大会

【結　 　果】

栃木サッカークラブジュニア　　２位トーナメント５位

茨城県ひたちなか市総合運動公園

ウイングスSC　　3勝7敗4分　Cリーグ5位　※次年度県リーグ降格

関東各都県

関東各都県

3
　（兼）第32回　日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会関東大会

【参加チーム】

【結　 　果】

ヴェルフェたかはら那須U-12 １位パート優勝

　『tonan』第７回北関東（関東外環）Ｕ-１２サッカー大会

JFCアミスタ市貝　　　　　 　　３位パート２位

FC中村　　　　　　　　　　　　　２位パート２位

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】 ８月４日・５日・６日

【会　 　場】

上松山クラブ　　　　　　　　　　２位パート３位

ヴェルフェたかはら那須U-12・FC中村・JFCアミスタ市貝・上松山クラブ

群馬県伊勢崎市

４．４種関連事業

4月～12月

　１回戦　ともぞうSC　　　 　０－２　　ジェフユナイテッド千葉

　１回戦　栃木SC　　　　　  ２－１　  Consorte

　決　勝　栃木SC　　 　　 　１－３　　クマガヤSC

２回戦　  栃木SC　　　   　　３－１　　　上州FC高崎

　第23回　関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会

【会　 　場】

【参加チーム】

　１回戦　ウイングスSC　 　０－２　　柏レイソルU-15

＜Cブロック＞

【期 　　日】

【期 　　日】

ウイングスSC,ヴェルディ小山

　2017　第12回　関東ユース（U-15）サッカーリーグ（1部）

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

【会　 　場】
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4

5

＜予選リーグBパート＞

＜予選リーグDパート＞

＜３・４位グループトーナメント＞

１回戦　宇都宮文星女子高校　０－５　ジェフレディースＵ-１８（関東リーグ２位）

１回戦　　FCクィーンズ　５－０　群馬ＦＣマミーズ（群馬２位）

１回戦　　文星女子高校　０－３　星褨国際高校翔南　(神奈川県)

群馬県

FCクィーンズ(第１代表)、ブランカFC(第２代表)【参加チーム】

【会　 　場】 神奈川県

2
　第２９回　関東レディースサッカー大会

　（兼）第2９回　全国レディースサッカー大会関東予選

【期 　　日】 11月４日・５日

【参加チーム】

【会　 　場】

宇都宮中央女子高校　　　

５．女子関連事業

【結　 　果】

【期 　　日】 ９月16日・18日・23日・24日・30日

1
　第39回　関東女子サッカー選手権大会

　（兼）第39回　皇后杯　全日本女子サッカー選手権大会関東予選

【結　 　果】

【参加チーム】 宇都宮文星女子高校

3
　第６回　関東高等学校女子サッカー大会

　（兼）全国高等学校総合体育大会サッカー競技関東予選

【会　 　場】 千葉県

【期 　　日】 ６月３日・４日・５日

4
　第26回　関東高等学校女子サッカー選手権大会

　（兼）第26回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東予選

　　　　　　ブランカＦＣ　　０－７　ＦＣ　ＶＩＤＡ（茨城１位）

２回戦　　ＦＣクイーンズ　０－５　ＵＩＬＡＮＩ　ＦＣ

【結　 　果】

　　三島FC　　　 　    通算成績　１勝０分２敗　予選３位

　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　    ２位

３月３日・４日

栃木県トレセンU-12「空」、栃木県トレセンU-12「海」【参加チーム】

千葉県鴨川市

　　三島FC　　　 　    １回戦敗退

【結　 　果】

　第２８回　関東選抜少年サッカー大会

【期 　　日】

【会　 　場】 茨城県ひたちなか市総合運動公園

【参加チーム】 栃木県選抜イエロー　・　栃木県選抜グリーン

　　栃木選抜イエロー　   通算成績　１勝０分３敗　予選敗退

　ＪＡ全農杯全国小学生サッカー大会ｉｎ関東

＜予選リーグE組＞

＜予選リーグD組＞

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

　　　　栃木県トレセンＵ１２「空」       通算成績　３勝０分０敗　１位通過

＜予選リーグ＞

＜決勝リーグ＞

【結　 　果】

【結　 　果】

　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　    通算成績　１勝１分１敗　予選３位

　　グループF

【期 　　日】 ３月１７日・１８日

　　栃木選抜グリーン　　 通算成績　０勝０分４敗　予選敗退

【会　 　場】

【参加チーム】 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ、三島FC

　　グループA

　　　　栃木県トレセンＵ１２「海」       通算成績　０勝１分２敗　予選敗退
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１回戦　　宇都宮文星女子高校　１－３　帝京大三高校　(山梨２)

5

大田原女子高校　　　　　２－１１　市立甲府商業高校　（山梨１）

宇都宮中央女子高校　　　０－１　埼玉平成高校　（埼玉２）

１回戦　　河内ＳＣジュべ二ール　２－０　セレソン群馬ヴァリｴﾝテス

8

１次リーグ　　　　　とちおとめ　０－４　青梅ＦＣビクトリー

１次リーグ　　　　　とちおとめ　０－３　千葉北ガッチーニャＺ

順位決定戦　 　 　とちおとめ　０－２　　ＦＣマミーズ

１１・1２位決定戦 　 とちおとめ　１－０　エストレ―ラ３１０

9

11月3日～3月4日

関東各都県

10チーム 県内出場チーム　栃木ＳＣレディース

優勝　浦和レッズレディースＪｒユース

栃木ＳＣレディース　　4勝1分け4敗　　第6位

1

　（兼）第21回　全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】 10月2８日・２９日・１１月４日・５日

　第13回　関東高等学校女子サッカー秋季大会

茨城県【会　 　場】

１回戦　　宇都宮短大附属高校  ０－１３　星褨国際翔南　（神奈川１）

【結　 　果】

6
　第21回　関東女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

【参加チーム】 大田原女子高校（第1代表）、宇都宮中央女子高校（第2代表）

【結　 　果】

２回戦　　栃木ＳＣレディース　１－０　大和シルフィードU－15

【期 　　日】

山梨県主管　　草津開催

11月1８日・１９日・2５日・2６日

【会　 　場】

【参加チーム】 参加せず

【結　 　果】

山梨県

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】

【参加チーム】 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)

【期 　　日】

千葉県

1１月1１日・1２日・18日・１９日

【会　 　場】

茨城県

１回戦　　河内SCジュベニール  ０－１３　ＪＥＦ市原千葉Ｕ-１８　(千葉１)

7
　第2２回　関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

　（兼）第2２回　全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会関東予選

１回戦　　足利・両毛ローザＦＣ　０－９　茨城フットボールアカデミー（茨城２）

【期 　　日】

　　　　　　河内ＳＣジュべ二ール　１－４　ＩＮＡＣ多摩川レオネッサＵ-１５

準決勝　　栃木ＳＣレディース　１－３　ノジマステラ相模原アヴェ二ーレ

【参加チーム】 栃木ＳＣレディース（第１代表）　河内ＳＣジュべ二ール（第２代表）

【結　 　果】

３回戦　　栃木ＳＣレディース　０－０ＰＫ４-３　ＣＡＮＡ　ＣＲＡＶＯ　ＦＣ　

【結　 　果】

　10　　関東女子ユースＵ-15サッカーリーグ

6月１０日・１１日

　第11回　関東レディースエイト（O-45）サッカー大会

【期 　　日】

【期 　　日】

10月

【会　 　場】 神奈川県

【会　 　場】

【参加チーム】

【参加チーム】 河内ＳＣジュベニール　（第１代表）　足利・両毛ローザＦＣ（第２代表）

【結　 　果】

６月1０日・1１日・1７日・1８日

【会　 　場】

　第1２回　関東レディースエイト（O-40）サッカー大会

【期 　　日】

とちおとめ

６．シニア関連事業
　第５回　全国シニア（40歳以上）サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 ７月２日
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2

１回戦　　栃木教員マスターズ　１－３　FC前橋５０(群馬県)

3

＜予選リーグＡ組＞

　　　とち丸シニアＳＣ　０－０　ラッツォス古河FC60(茨城県)

　　　とち丸シニアＳＣ　０－３　埼玉シニア６０(埼玉県)

　　　とち丸シニアＳＣ　０－３　横須賀メジャー(神奈川県)

　　　　　　通算成績　１分２敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

＜予選リーグＡ組＞

　　　栃木大昭ＳＣ　１－２　群馬FC70(群馬県)

　　　栃木大昭ＳＣ　０－６　東京都ロイヤル(東京都)

　　　栃木大昭ＳＣ　０－３　茅ケ崎７０雀(神奈川県)

　　　　　　通算成績　０勝３敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

5

＜予選リーグＢ組＞

　　　宇都宮FCファミリー　０－３　ドリーム水戸シニアFC(茨城県)

　　　宇都宮FCファミリー　０－２　FCリズム(山梨県)

　　　宇都宮FCファミリー　２－１　甲府東OB(山梨県)

　　　　　　通算成績　０勝３敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

＜予選リーグＡ組＞

【会　 　場】 埼玉県さいたま市

【参加チーム】

【参加チーム】 宇都宮FCファミリー

【会　 　場】 千葉県市原市

山梨県昭和町押原公園

　第11回　関東シニアサッカー選手権大会

　（1）Over40

【期 　　日】 12月16日・17日

とち丸シニアＳＣ

　JFA 第18回　全国シニア（60歳以上）サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 12月２日・３日

【参加チーム】 栃木大昭SC

　（兼）第５回　関東シニア（70歳以上）サッカー選手権大会

【期 　　日】

【参加チーム】 栃木教員マスターズ

【会　 　場】 千葉県市原市

敗者戦  　栃木教員マスターズ　２－４　東京ベイフットボールクラブO-50(東京都)

12月２日・３日

【結　 　果】

　　　７・８決戦　とち丸シニアＳＣ　０－４　古河市原シニア６０（千葉県）

【結　 　果】

【参加チーム】

【会　 　場】 栃木県宇都宮市河内総合運動公園

【会　 　場】 栃木県宇都宮市河内総合運動公園

　第16回　全国シニア（50歳以上）サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 ４月30日

敗者戦  　矢板クラブ　２－３　古河市原シニア４０(千葉県)

【参加チーム】 矢板クラブ

【結　 　果】 １回戦　 　矢板クラブ　１－１　SOL TODA(埼玉県)

　　　　　　　　　　　　　　 2PK4

【結　 　果】

　　　７・８決戦　栃木大昭ＳＣ　０－４　山梨シニア７０(山梨県)

4
　第８回　シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル関東予選

　（2）Over50

【期 　　日】 11月17日・18日

【結　 　果】

　　　７・８決戦　宇都宮FCファミリー　１－２　図南サッカークラブ　グランデ(群馬県)

【会　 　場】

栃木教員マスターズ

【結　 　果】
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　　　栃木教員マスターズ　０－３　藤沢マスターズ５０(神奈川県)

　　　栃木教員マスターズ　０－０　FC浦和シニア(埼玉県)

　　　栃木教員マスターズ　３－１　習志野台クラブシニア(千葉県)

　　　　　　通算成績　１勝１分１敗　予選リーグ３位

＜順位決定戦＞

6

＜予選リーグＢ組＞

　　　とち丸シニアSC　３－０　群馬FC６０(群馬県)

　　　とち丸シニアSC　７－０　富士吉田シニア６０(山梨県)

　　　とち丸シニアSC　１－３　埼玉シニア６０(埼玉県)

　　　　　　通算成績　２勝１敗　予選リーグ２位

＜順位決定戦＞

1

優勝　　PSTCロンドリーナ（10勝３分３敗）

１０位　  三栄不動産ＦＣ宇都宮（３勝１分７敗）

１１位　モランゴ栃木（２勝１分け８敗）

2

3

4

5

山梨県小瀬スポーツ公園体育館

【参加チーム】 M camaradas/栃木FCなど１６チーム

【期 　　日】

【結　 　果】 １回戦　Amarelo/峰FC　１－７　TapaZida（東京）

　第９回　関東女子フットサルリーグ参入戦・１部２部入替戦

【期 　　日】

アマレーロ／峰ＦＣなど１０チーム

【期 　　日】 ６月～12月

【会　 　場】

　第２０回　関東フットサルリーグ参入戦・１部２部入替戦

【期 　　日】 ２月４日、２月１１日

【参加チーム】

【結　 　果】

１回戦　LAZO'S　２－３　BFC/コーワ群馬

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１３チーム

【結　 　果】

　（1）１部リーグ

【会　 　場】 関東各都県

９チーム（本県チームなし）

【参加チーム】

６月～12月

【結　 　果】

【参加チーム】 LAZO'Sなど10チーム

優勝　　フウガドールすみだレディース（８勝３分１敗）

【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

６月～12月

【会　 　場】 関東各都県

　第８回　関東女子フットサルリーグ

　（2）２部リーグ

　第２３回　全日本フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 １月２０日、１月２１日、１月２８日

【会　 　場】

７．フットサル関連事業

【期 　　日】

２月１０日、２月１１日

【参加チーム】 ９チーム（本県チームなし）

【結　 　果】

　第１９回　関東フットサルリーグ

【会　 　場】 県北体育館、栃木市総合運動公園体育館

　第12回　関東シニアサッカー選手権大会（Over60）

　　　５・６決戦　栃木教員マスターズ　１－１　FC前橋シニア(群馬県)

【期 　　日】 ９月23日・24日

【会　 　場】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5PK6

【結　 　果】

【参加チーム】 とち丸シニアＳＣ

茨城県ひたちなか市総合運動公園

　　　３・４決戦　とち丸シニアSC　２－０　日立フットボールクラブ(茨城県)

43



6

7

8

9

準決勝

10

11

準決勝　矢板中央高校　１０－２　

決　勝　矢板中央高校　１０－２　鹿島学園高校(茨城)

12

13

14

【参加チーム】

１回戦　国際医療福祉大F.C.majikao　２－５　順天堂大学フットサル部GAZIL/ｊｆｃ（千葉）

　第１回関東大学フットサルリーグ２０１７

【結　 　果】 １回戦　栃木SCレディース　５－０　セレソン群馬ヴァリエンテス（群馬）　不戦

【参加チーム】

【期 　　日】 １月２７日、１月２８日

【参加チーム】

　第４回　Ｕ－１８ユースフットサル選抜トーナメント関東大会

１回戦　 矢板中央高校　１２－２　Calｃｈｅｔ U-18（群馬)【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】 足利・両毛ローザＦＣなど８チーム

予選グループＢ　プログレッソ佐野ＦＣＡ　２勝０敗　決勝トーナメントへ

１回戦　M camaradas/栃木FC　０－１０　バルドラール浦安セグンド（千葉）

【会　 　場】 神奈川県立スポーツセンター体育館

【結　 　果】

【結　 　果】

　第１３回　全日本大学フットサル関東大会

【期 　　日】 ７月８日、７月９日

千葉県館山運動公園体育館

【期 　　日】 ６月～２月

【結　 　果】 １回戦　矢板中央高校　６－２　山梨県U-18選抜

準決勝　矢板中央高校　２－７　U-18東京都選抜

国際医療福祉大Ｆ.Ｃ.majikaoなど８チーム

　第４回　全日本ユース（U-18）フットサル大会関東大会

【期 　　日】 ７月８日、７月９日

【結　 　果】 １回戦　Amarelo/峰FC　０－８　VEEX Tokyo ｌａｄｉｅｓ（東京)

エスフォルタアリーナ八王子(東京)

【会　 　場】

茨城県サンピア日立

決　勝 　栃木SCレディース　０－４　十文字中学校（東京）

茨城県立笠松運動公園体育館

プログレッソ佐野ＦＣＡ　３－３　PK１８－１９　クラッキス松戸アマレイロ(千葉)

【参加チーム】 Amarelo/峰FCなど　１４チーム

【会　 　場】

【参加チーム】 プログレッソ佐野ＦＣＡなど12チーム

１１月４日、１１月５日

　第１０回　全国女子選抜フットサル大会関東大会

【結　 　果】 １回戦　栃木県選抜　２－４　千葉県選抜

プログレッソ佐野ＦＣＡ　７－１　ＦＣ湘南ジュニアユース（神奈川）

プログレッソ佐野ＦＣＡ　２－１　アミーゴス三つ峠ＦＣ(山梨)

５月２１日、２２日

【参加チーム】 栃木県選抜など８チーム

準決勝　栃木SCレディース　４－１　山梨女子TC U-15（山梨）

　第３３回　全国選抜フットサル大会関東大会

【期 　　日】

　第８回　全日本女子ユース（U-15）フットサル大会関東大会

【結　 　果】

　第１４回　全日本女子フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 １０月７日、８日

【会　 　場】

２月３日、２月４日

　第２３回　全日本ユース（U-15）フットサル大会関東大会

【期 　　日】

栃木県選抜など８チーム

【結　 　果】

【参加チーム】

１回戦　　栃木県選抜　１－８　群馬県選抜

矢板中央高校など８チーム

【期 　　日】

矢板中央高校など８チーム

【期 　　日】 １１月４日、１１月５日

【会　 　場】 神奈川県立スポーツセンター体育館

【会　 　場】 埼玉県くまがやドーム

群馬県渋川市体育館

【会　 　場】
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15

16

1

2

3

4

【結　 　果】 第１位　東京ヴェルディビーチサッカーチーム（１１勝０敗）

９チーム（本県チームなし）

【結　 　果】 第１位　流通経済大学体育局サッカー部（７勝１敗）

【参加チーム】 １５チーム

７月２２日、７月２３日、７月３０日

【参加チーム】 １２チーム（本県チームなし）

【期 　　日】 ５月～７月

【結　 　果】 １次リーグCブロック　FCブラジニア２敗＝敗退

　第４回　関東ビーチサッカーリーグ2017

茨城県鹿嶋市平井海岸ビーチサッカー場【会　 　場】

【参加チーム】

【会　 　場】 東京都お台場、茨城県鹿嶋市平井海岸、神奈川県三浦市三浦海岸　他

【会　 　場】

　第１２回全国ビーチサッカー大会２０１７　関東大会

【期 　　日】

関東各都県

Ⅶ　全国大会関連事業

＜ホームゲームのみ＞

【参加チーム】 栃木ウーヴァFC(栃木県代表)

２回戦　　栃木ｳｰｳﾞｧFC 　０－２　川崎フロンターレ(J1)

10月１日～１0月５日

【結　 　果】

【参加チーム】 栃木ＳＣ

該当チーム無し

【結　 　果】

　　栃木ＳＣ　１－０　Ｙ.Ｓ.C.C横浜

【参加チーム】

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム

　2017　Ｊリーグ DIVISION３

【期 　　日】

　第97回　天皇杯　全日本サッカー選手権大会

【期 　　日】 ４月22日～１月１日

　第39回　皇后杯　全日本女子サッカー選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】

３月～12月

【会　 　場】

【結　 　果】

　（2）女子

愛媛県　宇和島市・愛南町

10月２日～１0月５日

該当チーム無し

各都道府県

【会　 　場】

　（1）成年男子

【結　 　果】

　第72回　国民体育大会

【参加チーム】

10月１日～１0月４日

愛媛県　松山市

【参加チーム】

【会　 　場】

該当チーム無し

愛媛県　新居浜市・西条市

【参加チーム】

10月23日～１2月24日

１回戦　　栃木ｳｰｳﾞｧFC 　６－１　FCパラフレンチ米沢(山形県代表)

該当チーム無し

【結　 　果】

各都道府県

【結　 　果】

【期 　　日】

　　栃木ＳＣ　０－０　FC琉球

【会　 　場】

　（3）少年男子

【期 　　日】

【期 　　日】
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3 　第41回　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017

　（2）決勝ラウンド

【期 　　日】 11月24日～26日

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

11月10日～12日

【会　 　場】 栃木県宇都宮市、兵庫県洲本市、鹿児島県鹿児島市

　（1）１次ラウンド

【期 　　日】

【期 　　日】 10月14日～10月18日

【会　 　場】 福井県坂井市、他

【参加チーム】 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　１－２　アルテリーヴォ和歌山（関西地域代表/和歌山県）

　栃木ウーヴァFC　０－２　ラインメール青森

　栃木ウーヴァFC　０－０　ヴィアティン三重

　　　　通算成績　5勝9分16敗　リーグ16位

　栃木ウーヴァFC　０－２　奈良クラブ

　栃木ウーヴァFC　０－０　ブリオベッカ浦安

　栃木ウーヴァFC　０－１　FC マルヤス岡崎　

　栃木ウーヴァFC　２－３　ホンダロックSC

　栃木ウーヴァFC　１－１　MIOびわこ滋賀

１．１種関連事業

【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＞

　2017　第19回　日本フットボールリーグ

【会　 　場】

　栃木ウーヴァFC　０－１　ソニー仙台FC

　栃木ウーヴァFC　１－３　ヴァンラーレ八戸　

　栃木ウーヴァFC　０－４　Honda FC

　栃木ウーヴァFC　１－０　FC 大阪

【期 　　日】 ３月～11月

　第53回　全国社会人サッカー選手権大会

各都道府県

　栃木ウーヴァFC　０－０　FC今治 

　栃木ウーヴァFC　０－７　東京武蔵野シティFC

　栃木ウーヴァFC　５－０　流経大ドラゴンズ龍ヶ崎

　栃木ウーヴァFC　０－１　ヴェルスパ大分　

　　　　　通算成績　　１６勝１２分４敗　　第２位

　　栃木ＳＣ　１－１　ガイナーレ鳥取

　　栃木ＳＣ　２－１　福島ユナイテッドＦＣ

　　栃木ＳＣ　２－０　Ｇ大阪U-23

　　栃木ＳＣ　２－１　鹿児島ユナイテッドＦＣ

　　栃木ＳＣ　１－１　カターレ富山

　　栃木ＳＣ　０－０　藤枝ＭＹＦＣ

　　栃木ＳＣ　４－１　ＦＣ東京U-23

　　栃木ＳＣ　０－１　ブラウリッツ秋田

　　栃木ＳＣ　０－０　ＡＣ長野パルセイロ

　　栃木ＳＣ　２－１　アスルクラロ沼津

　　栃木ＳＣ　０－０　ギラヴァンツ北九州

　　栃木ＳＣ　３－２　グルージャ盛岡

　　栃木ＳＣ　１－０　Ｃ大阪U-23

　　栃木ＳＣ　１－０　ＳＣ相模原
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優勝：藤枝市役所

１回戦　  　栃木県庁　１－２　福山市役所（中国１位）

１回戦　　 　小山高専　４－２　富山高専射水キャンパス（富山県）

準々決勝　 小山高専　０－９　鹿児島高専（鹿児島県）

1

2

3 　2017 第41回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会

7月～8月

首都圏、群馬県前橋市

【参加チーム】 小山工業高等専門学校

【結　 　果】

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】

三重県伊勢フットボールヴィレッジ

栃木県庁

8月4日～9日

【結　 　果】

8
　（兼）第50回　全国高等専門学校サッカー選手権大会

【期 　　日】 12月7日～1８日

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県

　第46回　全国自治体職員サッカー選手権大会

【期 　　日】

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 岩手県遠野市

【会　 　場】

【結　 　果】

該当チーム無し

10月28日～31日

千葉県市原市

　第24回　全国クラブチームサッカー選手権大会

【参加チーム】

【会　 　場】 駒沢オリンピック公園総合運動場（東京都世田谷区）

【期 　　日】

　第52回　全国高等専門学校体育大会

【期 　　日】

　第65回　全日本大学サッカー選手権大会

【結　 　果】

【結　 　果】

【参加チーム】 該当チーム無し

兵庫県三木市

9月16日～19日

【会　 　場】

　日本スポーツマスターズ　2017

【期 　　日】

8月23日～27日

２．２種関連事業

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 栃木SCユース

【期 　　日】

準々決勝　矢板中央高校　１－０　日本文理高校(新潟県)

【会　 　場】 宮城県仙台市、他

　第9６回　全国高等学校サッカー選手権大会

【期 　　日】 12月30日・31日、１月２日・３日・５日・6日・8日

首都圏

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

２回戦　　  矢板中央高校　３－２　三重校(三重県)

２回戦　 真岡高校　０－１　　広島観音高校(広島県)

7月２８日～8月４日

【参加チーム】 矢板中央高校

【会　 　場】

【結　 　果】

準決勝　 　矢板中央高校　０－１　流通経済大柏高校千葉県)

【参加チーム】 真岡高等学校

３回戦　  　矢板中央高校　１－０　神村学園(鹿児島県)

【結　 　果】

１回戦　  真岡高校　２－０　　中京大中京高校(愛知県)
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グループステージBブロック　

4

1

2 　高円宮杯　第２９回　全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会

12月18日・19日・23日・24日・25日

関東各地

3 　第32回　日本クラブユース（U-15）サッカー選手権大会

8月15日～24日

北海道帯広市

ノックアウトステージ　　　　1回戦　　栃木SC　　2-1　　ファジアーノ岡山

　　　　　　　　　　　　　　　　2回戦　　栃木SC　　2-4　　浦和レッドダイヤモンド

1

2

【参加チーム】 さくら市立氏家中学校、小山市立小山第三中学校

熊本県大津町他【会　 　場】

　第48回　全国中学校サッカー大会

【期 　　日】 ８月18日～23日

３．３種関連事業

＜決勝ラウンド＞

　　栃木サッカークラブジュニア　４－２　FCアヴェニータソル（三重県）

　　しおやFCヴィガウス　４－４　山形FC (山形県)

＜１次ラウンド　予選リーグ　グループH＞

　　しおやFCヴィガウス　２－４　アグレU-12 (北海道)

【参加チーム】 しおやFCヴィガウス

【結　 　果】

東京都駒沢体育館

　１回戦　　栃木サッカークラブジュニア　０－４　サンフレッチェ広島（広島県）

＜１次ラウンド＞

　　栃木サッカークラブジュニア　４－０　アルビレックス新潟（新潟県）

　　栃木サッカークラブジュニア　４－５　FCゼブラ（愛媛県）

　第４１回　全日本少年サッカー大会

　　　　　　　　通算成績　２勝０分１敗　決勝ラウンド進出

栃木サッカークラブジュニア

鹿児島県

　　しおやFCヴィガウス　２－４　カディオーラFC　U-12 (大分県)

８月18日・19日・20日

【結　 　果】

【期 　　日】 １２月２５日～１２月２９日

【参加チーム】

【期 　　日】

【会　 　場】

　　　　通算成績　０勝１分２敗　１次ラウンド敗退

４．４種関連事業
　バーモントカップ　第２７回　全日本少年フットサル大会

【会　 　場】

【結　 　果】

0勝3分　Bブロック3位で予選リーグ敗退

【期 　　日】

【会　 　場】

　　　  　　小山第三中　２－３　大津市立仰木中(滋賀県)

１回戦　　氏家中　０－７　明徳義塾中(高知県)【結　 　果】

【結　 　果】 グループステージHブロック　　2勝1分　　Hブロック　1位

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 栃木SCジュニアユース

3回戦　学悠館高校   ０－７　世田谷泉高校（東京都）

【期 　　日】 8月４日～８日

【会　 　場】 静岡県清水市

１回戦　学悠館高校　２－１　くまもと清陵高校（熊本県）【結　 　果】

２回戦　学悠館高校　４－１　華陽フロンティア高校（岐阜県）

　第2７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

【参加チーム】 学悠館高校
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第2１回　全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

4

5

1

2

3

　第22回　全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

【結　 　果】

【会　 　場】 仙台広域　他

　第26回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 ２０１７年12月30日～２０１８年1月７日

【会　 　場】 神戸市　他

Ｊグリーン堺

　第29回　全国レディースサッカー大会

　（1）本大会（O-30）

【参加チーム】 栃木ＳＣレディース

【結　 　果】 優勝　　浦和レッズダイアモンズレディースＵ-15（関東１/埼玉）

【会　 　場】

JOCジュニアオリンピックカップ

【参加チーム】 24チーム　　県内参加チーム　とちおとめ（合同チーム）

【結　 　果】 3位グループ5位

　（2）レディース・エイト（40歳以上）オープン大会

【期 　　日】 ２０１８年３月18日～20日

7月30日～8月4日

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 兵庫県三木総合防災公園

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

栃木ＳＣレディース　０－２　アカデミー福島　（東海１/静岡）

２０１８年１月３日～７日

【期 　　日】

該当チーム無し

２０１８年３月18日～20日

栃木ＳＣレディース　０－０ＰＫ5-3　ノジマステラ相模原（関東２/神奈川）3位決定戦

７月2２日～２９日

Ｊグリーン堺

【会　 　場】 時之栖スポーツセンター

【期 　　日】

該当チーム無し

【結　 　果】

栃木ＳＣレディース　４－１　Ｎ　北九州　Ｌ　（九州/福岡）

栃木ＳＣレディース　４－０　フローラ　（九州４/熊本）

【参加チーム】

５．女子関連事業
　平成2９年度　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

【期 　　日】

栃木ＳＣレディース　４－１　リンダ　（北海道１）

【結　 　果】

【参加チーム】

【会　 　場】

【期 　　日】

　第16回　全国シニア（50歳以上）サッカー大会

【期 　　日】 ６月24日～26日

【会　 　場】 大阪府堺市

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

該当チーム無し

【結　 　果】

【参加チーム】

６．シニア関連事業
　第５回　全国シニア（40歳以上）サッカー大会

【期 　　日】 11月３日～５日

【会　 　場】 大阪府堺市
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【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 第１位　兵庫県選抜

【結　 　果】 第１位　大阪府選抜

【期 　　日】 ３月１６日～１８日

【会　 　場】 駒沢オリンピック公園屋内体育館

　第１０回　全国女子選抜フットサル大会

１１月１０日～１２日

【会　 　場】 北海きたえーる（北海道）

【結　 　果】 第１位　名古屋オーシャンズ（愛知、Ｆリーグ）

高知県立春野総合運動公園体育館

９月１６日～１８日

【会　 　場】

　第１４回　全日本女子フットサル選手権大会

【期 　　日】

第１位　名古屋オーシャンズサテライト

７．フットサル関連事業
　第１８回　フットサル地域チャンピオンズリーグ

【期 　　日】 ２月１６日～１８日

【会　 　場】 スカイホール豊田、エコパアリーナ、武田テバオーシャンアリーナ

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　第５回　フットサル地域女子チャンピオンズリーグ

【期 　　日】 ２月２３日～２５日

【会　 　場】 栃木県　県北体育館

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 第１位　SWHレディースフットサルクラブ（兵庫）

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 静岡、大阪、兵庫、駒沢オリンピック公園屋内体育館（東京）

　第２３回　全日本フットサル選手権大会

【期 　　日】 ３月２日～４日、３月９日～１１日

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 第１位　福井丸岡ラック（福井）

【参加チーム】 該当チーム無し

　第３３回　全国選抜フットサル大会

【期 　　日】

静岡県藤枝市

　第8回　シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル

【結　 　果】

【期 　　日】 ６月３日～６月５日

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 静岡県藤枝市

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　　　栃木大昭ＳＣ　２－０　佐賀県

【会　 　場】 秋田県秋田市

【参加チーム】

　第17回　全国シニア（60歳以上）サッカー大会

【期 　　日】 ６月３日～６月５日

【会　 　場】

栃木大昭ＳＣ

【結　 　果】

　　　栃木大昭ＳＣ　５－０　北海道

　　　　　成績　３勝　　　Aブロック第１位

　第30回 全国健康福祉祭秋田大会(ねんりんピック秋田2017)

【期 　　日】 ９月９日～12日

＜Mブロック＞

　　　栃木大昭ＳＣ　４－２　広島県
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【期 　　日】 ９月８日～１０日

８月２５日～２７日

第１位　順天堂大学フットサル部GAZIL/ｊｆｃ（千葉）

　第４回　ユースフットサル選抜トーナメント

【期 　　日】

　第１３回　全日本大学フットサル大会

第１位　Ｕ－18神奈川県選抜

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 大蔵海岸（兵庫)

８月１７日～２０日

【参加チーム】

【会　 　場】 岸和田総合体育館(大阪)

　第１２回　全国ビーチサッカー大会２０１７

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】

【参加チーム】 矢板中央高校

決　勝　　　　矢板中央高校　３－１　　長岡向陵高校(新潟/北信越第２代表)

矢板中央高校　４－３　　北星学園大学付属高校（北海道第１代表）

矢板中央高校　１２－３　メッセ天下茶屋FC U-18（大阪/関西第２代表）

矢板中央高校　６－６　　日南学園高校(宮崎/九州第１代表)

準決勝 　　　矢板中央高校　７－３　　フウガドールすみだファルコンズ（東京/関東第３代表）

　第２３回　全日本ユース（U-15）フットサル大会

【期 　　日】 １月６日～８日

【結　 　果】 第１位　十文字中学校(東京)

　第４回　全日本ユース（U-18）フットサル大会

【期 　　日】

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 第１位　ブリンカールＦＣ(愛知)

【期 　　日】 １月７日、８日

【会　 　場】 和歌山ビッグホエール(和歌山）

スカイホール豊田(愛知)【会　 　場】

【会　 　場】 スカイホール豊田(愛知)

【会　 　場】 ゼビオアリーナ仙台、カメイアリーナ仙台（宮城）

該当チーム無し

　第８回　全日本女子ユース（U-15）フットサル大会

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 第１位　東京ヴェルディビーチサッカーチーム（東京）

【結　 　果】

【結　 　果】 予選リーグ　矢板中央高校　２勝１分　決勝トーナメントへ

準々決勝　　矢板中央高校　１１－４　柳学園高校（兵庫/関西第１代表)

【結　 　果】

３月２３日～２５日
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