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第４位　 　FC CASA FORTUNA OYAMA

 １．１種関連事業

決勝戦はFC BAJELVO那須烏山とamnacの対戦となった。結果はFC BAJELVO那須烏
山がamnacを4-2で下し4年振り優勝を飾った。また優勝したFC BAJELVO那須烏山には
第25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。

　NEZASカップ第23回 栃木県サッカー選手権大会

真岡市陸上競技場、他

２０１８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）

【総　 　評】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 12チーム

【会　 　場】 真岡市陸上競技場、他

　栃木県知事杯 第51回 栃木県社会人サッカー選手権大会

【期 　　日】 4月15日・29日、5月6日・20日

【結　 　果】 優　勝　　 FC CASA FORTUNA OYAMA

決勝は2年連続の同一カードとなった。結果はFC CASA FORTUNA OYAMAが宇都宮
FCを4-2で下し、２年連続の優勝を手にした。また、優勝したFC CASA FORTUNA
OYAMAには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】 25チーム

準優勝　　宇都宮FC

決 　勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA   4－2　宇都宮FC

【総　 　評】

第３位　 　FC borboreta、栃木教員FC

【結　 　果】 優 　勝　　FC BAJELVO那須烏山

4月1日・8日・15日、5月6日・20日

        　　 JBUS宇都宮　　　　　　　　　 　   3－5  宇都宮FC

第３位　　FC真岡21、JBUS宇都宮

準優勝　　amnac

　第25回 全国クラブチームサッカー選手権大会栃木大会

【期 　　日】

準決勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA　 3－0　FC真岡21

              amnac                         4－3  　栃木教員FC

決 　勝     FC BAJELVO那須烏山  1－0　　amnac

準決勝　　FC BAJELVO那須烏山  1－0     FC borboleta

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

4月22日、5月13日

栃木県グリーンスタジアム

４チーム

優 　勝　　作新学院大学

準優勝　　栃木ウーヴァFC

第３位　 　ヴェルフェたかはら那須

準決勝　　栃木ウーヴァFC             1－0　 FC CASA FORTUNA OYAMA

準決勝　　ヴェルフェたかはら那須   0－1　作新学院大学
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降　格　　揚茜クラブ

宇都宮市サッカー場　他

【期 　　日】 2019年1月27日、2月3日・10日・17日・24日、3月10日

第１位　　FC BAJELVO那須烏山

【参加ﾁｰﾑ数】

第３位　　スポルトかわち

【会　 　場】

昇　格　　FC BAJELVO那須烏山、UACJ小山サッカー部

（1）１部リーグ

宇都宮市サッカー場、他

　第52回 栃木県社会人サッカーリーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 20チーム

降　格　　足利クラブ、FC真岡21

【期 　　日】 3月25日～9月23日

【期 　　日】 5月27日～10月21日

（2）２部リーグＡブロック

【結　 　果】 優 　勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA

準優勝　　作新学院大学

【総　 　評】 決勝戦は１部リーグ所属のFC CASA FORTUNA OYAMAと作新学院大学の対戦となっ
た。結果はFC CASA FORTUNA OYAMAが作新学院大学を下し優勝を飾った。また優
勝したFC CASA FORTUNA OYAMAと準優勝のAS CASAには第24回NEZASカップの出
場権が与えられた。

【会　 　場】

第３位　 　宇都宮FC、JBUS宇都宮SC

              JBUS宇都宮SC             3－3 PK3-4    作新学院大学

準決勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA     2－1    足利御厨UNAITED

決 　勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA 　　 1－0　作新学院大学

８チーム（２回戦総当たり）

第１位　　FC CASA FORTUNA OYAMA（12勝1分0敗）

第２位　　足利御厨UNITED

【結　 　果】

第３位　　作大FC

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】

８チーム（２回戦総当たり）

【結　 　果】

第２位　　UACJ小山サッカー部

宇都宮市サッカー場　他

第３位　　ホンダ栃木FC

（3）２部リーグＢブロック

【期 　　日】 6月3日～11月4日

【会　 　場】 サンエコ自然の森サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム（１回戦総当たり）

【結　 　果】 第１位　　黒羽SC

第２位　　amnac

決 　勝　　作新学院大学  　 　　　　 3－2　 栃木ウーヴァFC

決勝戦は関東リーグ1部所属の栃木ウーヴァFCと作新学院大学の対戦となった。結果
は作新学院大学が3－2で勝利し、優勝及び天皇杯初出場を決めた。

【総　 　評】

　第24回 NEZASカップ栃木県サッカー選手権大会１次予選会
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昇　格　　黒羽SC

（4）３部リーグ

【期 　　日】 ６月～11月

降　格　　市貝クラブ、真岡クラブ、I.A.C Raseele

【会　 　場】 県内各地

【参加ﾁｰﾑ数】 52チーム（県北11チーム、県央17チーム、県南24チーム）

【結　 　果】 優　 勝　　Erste CREW(県北)、FC FIRST(県央)、ACたぬま(県南)

準優勝　　ACHIEVE(県北)、FC HERENCIA陽南(県央)、富士通小山(県南）

第３位　　矢板イレブン(県北)、キヤノンSC(県央)、H.GSB(県南)

白鴎大学グランド、他

【結　 　果】 ２部昇格チーム

    Ａブロック優勝　　FC FIRST（県央1位）

【期 　　日】 11月18日・25日

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

    Ｂブロック優勝　　日産FC（県央4位）

    Ｃブロック優勝　　キヤノンSC（県央3位）

【総　 　評】 FC FIRST、日産FC、キヤノンSCが２部Bブロック昇格となった.

（5）３部リーグ決勝大会

【会　 　場】

準優勝　　那須塩原市役所

第３位　 　鹿沼市役所、栃木市役所

【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】

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮市役所

平成30年度春季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
（第47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28日、5月12日・19日

８チーム

準決勝　　　　宇都宮市役所    　０－０　４ＰＫ１　鹿沼市役所

　　　　　   　　那須塩原市役所　 ７－１　 栃木市役所

決 　勝　　　　宇都宮市役所       ３－２　 那須塩原市役所

平成30年度秋季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
（第46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1日・22日・29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

【結　 　果】 優　 勝　　栃木県庁

準優勝　　那須塩原市役所

第３位　 　鹿沼市役所、日光市役所

準決勝　　　　栃木県庁　　   　　 ２－１　鹿沼市役所

　　　　　　　   那須塩原市役所　 ３－０　日光市役所

決 　勝　　　　栃木県庁　           ０－０　　４ＰＫ２　　那須塩原市役所
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【総　 　評】 60チームが参加した。準決勝には、関東プリンスリーグ所属の矢板中央高校、佐野日大
高校、文星芸大附属高校、宇短大附属高校がノーシードから勝ち上がった。準決勝戦、
矢板中央高校は文星芸大附属高校に、佐野日大高校は宇短大附属高校にPK方式で
勝ち上がり、決勝戦に駒を進めた。決勝戦は矢板中央高校が、前半、後半にそれぞれ
得点し、３対０で勝利、２年ぶり８度目の優勝を果たし、三重県で開催された全国高校総
体に出場した。

 ２．２種関連事業

【参加ﾁｰﾑ数】 6０チーム

栃木県グリーンスタジアム　他

              佐野日大高校　　３－３　PK４－２　宇短大附属高校

準優勝　　佐野日大高校（３年ぶり１４度目の関東大会出場）

本大会は、60校が参加した。準決勝戦は宇短大附属高校が宇都宮高校に、佐野日大
高校が小山西高校に勝利し、決勝戦に進出し、ともに関東出場を決めた。決勝戦は好
ゲームとなったが、前半にFKから得点を挙げた宇短大附属高校が初優勝を果たし、２年
連続２度目の関東大会出場となった。

第３位　 　宇都宮高校、小山西高校

　　　　　　佐野日大高校　３－０　小山西高校

優 　勝　　宇短大附属高校(初優勝、２年連続２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

【結　 　果】

準決勝　　宇短大附高校　６－０　　宇都宮高校

決 　勝　　宇短大附属高校　１－０　佐野日大高校

【総　 　評】

【期 　　日】 ６月２日・３日・９日・１０日・１６日・１７日・２１日

【会　 　場】

準優勝　　佐野日大高校

第３位   　文星芸大附属高校、宇短大附属高校

決 　勝　　矢板中央高校　３－０　佐野日大高校

４９チーム

【結　 　果】

1
　栃木県高等学校総合体育大会サッカー大会

 　(兼) 第６１回 関東高等学校サッカー大会県予選会

４月28日・29日、５月３日・６日・１２日・１３日

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 ６０チーム

青藍泰斗、真岡工業、栃木、さくら清修、宇都宮工業、足利清風、黒磯南、那須清峰、作新、石橋、

【結　 　果】 優 　勝　　矢板中央高校(２年ぶり８度目の優勝、全国総体出場)

【期 　　日】

栃木県グリーンスタジアム　他

準決勝　　矢板中央高校　６－０　文星芸大附属高校

【参加ﾁｰﾑ数】

＜１４ブロックの代表校＞

　第９７回 全国高等学校サッカー選手権栃木大会

【期 　　日】 ８月６日・９日

【会　 　場】

（1）一次予選会

河内総合運動公園　他

小山西、宇都宮、鹿沼、足利工業

（2）栃木大会（二次予選会）

【期 　　日】 10月１３日・２０日・２７日、11月３日・10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
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【会　 　場】

準優勝　　佐野日大高校

決 　勝　　矢板中央高校　　１－０　佐野日大高校

準決勝　　矢板中央高校　３－０　足利大附属高校

【結　 　果】

　　   　　　佐野日大高校　４－０　足利大附属高校

決 　勝　　矢板中央高校　 ２－０　佐野日大高校

【期 　　日】

　

              佐野日大高校　２－０　宇短大附属高校

【総　 　評】
準決勝戦は、第一試合で矢板中央高校が足利大附属高校を、第２試合で佐野日大高
校が宇短大附属高校に勝利を収め、決勝戦へ駒を進めた。決勝戦は、矢板中央高が勝
利し、２年連続１０度目の優勝を飾った。

【期 　　日】

優   勝　　学悠館高校

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

　高円宮杯 U-18 サッカーリーグ ２０１８ ユースリーグ栃木

（1）１部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】

河内総合運動公園他

１月１３日・２０日・２６日・２７日、２月２日・３日

第３位　 　宇短大附属高校、足利大附属高校

【総　 　評】 第９７回全国高校サッカー選手権大会栃木大会には、関東プリンスリーグおよび県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１０チームと、一次予選を勝ち抜た１４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、宇短大附属高校、足利大附属高校と佐野日大高校が勝ち上
がった。準決勝は、第一試合で矢板中央高校が宇短大附属高校を破り、決勝進出。、第
二試合は佐野日大高校が足利大附属高校を破り、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年連続９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】

第１位　　栃木SCユース（勝ち点４８、得失点＋５５、１５勝３分）

【結　 　果】 優　 勝　　矢板中央高校(２年連続１０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

第３位 　　宇都宮工業高校、科学技術高校

栃木県総合運動公園サッカー場

６月16日

準決勝　　矢板中央高校　１－０　宇短大附属高校

【結　 　果】 優 　勝　　矢板中央高校(２年連続９度目の優勝、全国選手権大会出場)

準優勝　　佐野日大高校

１０チーム

【会　 　場】 県内各学校　他

４月～１２月

【参加ﾁｰﾑ数】 57チーム

第３位　 　足利大附属高校、宇短大附属高校

【会　 　場】

準優勝　　宇都宮商業高校

第３位　　矢板中央高校B(勝点３６、得失点＋１９、1１勝３分４敗)

第２位　　佐野日大高校(勝点４４、得失点＋３６、1３勝５分)

降　格　　文星芸大附属高校、小山南高校、白鴎足利高校

（2）２部リーグ

４月～１２月

【期 　　日】



＜2部昇格＞

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

県内各高校　他

　　第１位　　矢板中央高校C(勝点４７、得失点＋２７、1５勝２分１敗)

２０チーム（１０チーム×２グループ）

【結　 　果】 ＜グループＡ＞

（3）３部リーグ

４月～１２月

　　第２位　　真岡高校B(勝点３５、得失点＋１３、１１勝２分５敗)

　　第３位　　大田原高校(勝点３３、得失点＋１５、1０勝３分５敗)

【期 　　日】

＜グループＢ＞

　　第１位　　佐野日大高校B(勝点４６、得失点＋３４、１５勝１分２敗)

　　第２位　　宇都宮白楊高校(勝点４３、得失点＋３４、1３勝４分１敗)

　　第３位　　小山西高校(勝点３１、得失点＋９、９勝４分５敗)

　　降　格　　國學院栃木高校B、宇都宮北高校、鹿沼東高校

　　降　格　　足大附属高校B、真岡工業高校、佐野東高校

県内各高校　他

　　第２位　　矢板東高校(勝点３４、得失点＋２７、1１勝１分４敗）

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】 ＜グループａ＞

５７チーム（９チーム　３グループ、１０チーム３グループ）

　　第１位　　宇都宮白楊高校C(勝点３８、得失点＋３４、1２勝２分２敗)

＜グループｂ＞

【期 　　日】

【会　 　場】

　　自動昇格　　　  　　　大田原高校、宇都宮白楊高校

　　第１位　　真岡高校D(勝点４０、得失点＋７６、1３勝１分け２敗)

　　第１位　　宇都宮白楊高校B(勝点４５、得失点＋６３、1５勝１敗)

２チーム（２部）

　　第２位　　矢板中央高校D(勝点３９、得失点＋８５、1３勝３敗）

＜グループｄ＞

　　第１位　　真岡高校C(勝点５１、得失点＋６２、1７勝１敗)

＜１部昇格＞

＜グループｃ＞

　　第１位　　小山南高校B(勝点４５、得失点＋４８、1４勝３分１敗)

＜グループｅ＞

　　第１位　　佐野日大高校C(勝点５４、得失点＋９２、1８勝)

　　第２位　　佐野松桜高校(勝点４３、得失点＋２４、１４勝１分け３敗)

　　第２位　　鹿沼高校(勝点３２、得失点＋２１、１０勝２分４敗)

（4）昇格トーナメント

矢板東高校、黒磯南高校、益子芳星高校、鹿沼高校、栃木工業高校、佐野松桜高校

　　第２位　　文星芸大附属高校B(勝点３３、得失点＋３０、1２勝２分４敗）

　　第２位　　栃木工業高校(勝点３８、得失点＋２５、１２勝２分４敗）

＜グループｆ＞

12月26日

【結　 　果】

栃木市運動公園
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決 　勝　　西那須野中　１－１　今市中

準決勝　　姿川中　１－０　西那須野中

              氏家中　６－０　宮の原中

決 　勝　　姿川中　２－１　氏家中

準優勝　　さくら市立氏家中学校

第３位　 　那須塩原市立西那須野中学校、宇都宮市立宮の原中学校

【会　 　場】 青木サッカー場　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

　栃木県中学校新人体育大会サッカー大会

【期 　　日】 10月12日・13日

決　 勝　　西那須野中　２－１　豊郷中

【総　 　評】 記録的猛暑の影響を考慮し、大会日程を１日増やすなど暑熱対策のためにレギュレー
ショを変更して実施した大会であった。準決勝では新人大会・春季大会に続き３季連続
優勝を目指す西那須野中が総体３連覇を狙う氏家中を、攻撃陣に核となる選手を擁す
る豊郷中が３季連続ベスト４以上に進出した今市中をそれぞれ破り、決勝に進出した。
決勝では西那須野中が粘る豊郷中を振り切り、見事に今シーズンの県中体連の３大会
を全て制した。

　　　　　　　　　　　　（ＰＫ４－２）

３２チーム

【結　 　果】

【総　 　評】 シードチームのうち２チームが１・２回戦で敗退し、２回戦以降の１５試合のうち１３試合
が１点差以内という実力伯仲の大会であった。準決勝ではシードチームの西那須野中・
今市中がノーシードから勝ち上がってきた阿久津中・間々田中を接戦の末、それぞれ１
－０で下した。決勝も１点を争うゲームとなったが、粘り強く戦い抜きＰＫ戦を制した西那
須野中が新人大会に続いて、県の頂点に立った。

　栃木県中学校総合体育大会サッカー大会

【期 　　日】

準決勝　　西那須野中　１－０　阿久津中

準優勝　　日光市立今市中学校

第３位　 　高根沢立阿久津中学校、小山市立間々田中学校

              今市中　１－０　間々田中

　栃木県中学校春季体育大会

【結　 　果】 優 　勝　　那須塩原市立西那須野中学校

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ３２チーム

【期 　　日】 ６月１日・２日・３日

７月28日・29日・30日・31日・８月１日

【参加ﾁｰﾑ数】

優 　勝　　那須塩原市立西那須野中学校

【会　 　場】 河内総合陸上競技場　他

準優勝　　宇都宮市立豊郷中学校

第３位　 　さくら市立氏家中学校、日光市立今市中学校

準決勝　　西那須野中　２－０　氏家中

              豊郷中　２－０　今市中

　　決定戦による昇格　　栃木高校

　　昇格決定戦　  　　　　栃木高校　１－０　小山西高校

 ３．３種関連事業
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３位決定戦 　足利両毛ユナイテッドＦＣ・A　　 ２－１　　ウイングスＳＣ・U-14

第４位　 　ウイングスＳＣ・U-14

　第49回 下野杯争奪県下中学生サッカー大会

【期 　　日】

5
　第33回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

 　(兼) 第24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・30日、5月5日・6日・13日・20日・26日

小山運動公園（向野）　他【会　 　場】

優 　勝　　ヴェルディＳＳ小山

準優勝　　矢板ＳＣ

第３位　 　ＦＣファイターズ

準決勝　　 足利ユナイテッド  　1－5　　　　矢板ＳＣ

               ヴェルディ小山    　 2－1　　　　ＦＣファイターズ

【参加ﾁｰﾑ数】 ２１チーム

【結　 　果】

3位決戦　　足利ユナイテッド    2－4　　　　ＦＣファイターズ

決　 勝　   ヴェルディ小山    　 2－0 　　　　矢板ＳＣ　　　

【総　 　評】
栃木SCが関東リーグ1部・ウイングスSCが関東リーグ2部に参戦している為、21チーム
のトーナメント戦を行い、準決勝は、得点を積み重ねた矢板SCと接戦を制したヴェルディ
小山が決勝戦へ。決勝では、お互い高い技術を見せ好ゲームとなり、得点を積み重ね
たヴェルディ小山が優勝を飾った。関東リーグの栃木SCとウイングス。ヴェルディ小山・
矢板SC・FCファイターズが関東大会の出場権を獲得した。

6
　第20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30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15日・17日・22日・24日・29日・30日、10月6日・13日

【会　 　場】 足利市陸上競技場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ２１チーム

【結　 　果】 優 　勝　　ＦＣファイターズ

準優勝　　矢板ＳＣ

第３位 　　ヴェルディＳＳ小山

【総　 　評】 今大会も２回戦以降の７試合中６試合が１点差以内のゲームという、上位チームの実力
差が小さいと感じさせられる大会となった。ベスト４には、新チームになってからの招待
試合等で結果を残している姿川中、氏家中、西那須野中、宮の原中が進出した。決勝戦
も接戦となったが、姿川中が延長戦の末に氏家中に競り勝ち、優勝に輝いた。関東・全
国大会出場を目指し、各チームの切磋琢磨を期待したい。

【結　 　果】 優 　勝　　栃木ＳＣ・ＪＹ

今年度もベスト８にはクラブユースから７チーム、中体連からは姿川中１チームが勝ち
残った。準決勝は関東リーグに参戦している栃木ＳＣ・ＪＹ・ウイングスＳＣ・U-14と来シー
ズンから関東リーグに復帰するヴェルディＳＳ小山に加え、足利両毛ユナイテッドＦＣ・A
が勝ち進んだ。一進一退の好ゲームとなった決勝戦は栃木ＳＣ・ＪＹがヴェルディＳＳ小
山に競り勝ち優勝を飾った。
また、今年度から準決勝・決勝を別日程とし、新たに行った３位決定戦では足利両毛ユ
ナイテッドＦＣ・AがウイングスＳＣ・U-14を破った。

【総　 　評】

準決勝　　　　栃木ＳＣ・ＪＹ　 ３－０　  足利両毛ユナイテッドＦＣ・A

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （ＰＫ４－２）

              　　ヴェルディＳＳ小山　　 ０－０　　ウイングスＳＣ・U-14

準優勝　　ヴェルディＳＳ小山

第３位　 　足利両毛ユナイテッドＦＣ・A

決　 勝　　　　栃木ＳＣ・ＪＹ　 １－０　　 ヴェルディＳＳ小山

１２月１日・２日・８日・15日・16日・23日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １３７チーム
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３位決戦 ヴェルディ小山  　　2－０　　足利ユナイテッド

【会　 　場】 鹿沼人工芝、青木サッカー場、石井緑地

準決勝　　矢板ＳＣ　　　　　　2－1    足利ユナイテッド

決 　勝　　ＦＣファイターズ　 0-0（ＰＫ）10-9　矢板ＳＣ

【総　 　評】 関東リーグ１部の栃木SCと関東リーグ2部のウイングスSCは、この大会には出場せず、
3種リーグが暑熱対策で日程が未消化の為、21チームのトーナメント戦を行い、準決勝
は、青木サッカー場で行い、矢板SCとFCファイターズが決勝へ。決勝は、足利陸上競技
場で行い、接戦となり、0-0延長戦でも決まらずＰＫ戦（10-9）で、FCファイターズが見事
優勝を飾った。関東大会には、栃木SC・ウイングスSC・FCファイターズ・矢板ＳＣ・ヴェル
ディ小山の5チームが出場権を獲得した。

　第15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・10日

【総　 　評】

準優勝　イデア真岡

15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、FC栃木がAS栃木を、イデア真岡がモランゴ栃木を破り、決勝では、FC栃木が、PK
戦を制し、見事優勝を飾った。

【結　 　果】 優　 勝　ＦＣ栃木

【会　 　場】

第３位　　ヴェルディ小山

栃木ＳＣ宇都宮フィールド　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ２７チーム

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】

第１位　　ウイングスＳＣ

第２位　　ともぞうＳＣ

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

選手の安全を優先し熱中症対策ガイドラインに従った結果、１部・２部では全ての日程
が消化できなかった。今後の夏の気候を考えると、チーム数や日程について検討してい
く必要がある。リーグ戦を中止した時点での勝ち点や残りの試合数を考え、決定してい
る順位を考慮し来年度のリーグ編制を行った。その結果、来年度は栃木SC・JYが関東
リーグ１部、ウイングスＳＣと昇格したヴェルディＳＳ小山が関東リーグ２部に参戦する。

第２位　　本郷中（５勝１敗）

２４チーム

【結　 　果】 第１位　　ＦＣエルマーの（６勝）

　※結果は後期の上位リーグの成績

第３位　　イデアU-14（３勝１分２敗）

１月～８月

【参加ﾁｰﾑ数】

第３位　 ＡＳ栃木　

　2018 栃木県ユースサッカーリーグ U-15

　　　　　　ＦＣファイターズ　   3－2    ヴェルディ小山

【会　 　場】 栃木SC宇都宮フィールド　他

【会　 　場】

（1）１部リーグ

【期 　　日】 １月～９月

１５チーム

（2）２部リーグ

暑熱対策のため日程が未消化

１０チーム

【参加ﾁｰﾑ数】 １０チーム

【期 　　日】

【結　 　果】

１月～８月

栃木ＳＣ宇都宮フィールド　他

【結　 　果】 暑熱対策のため日程が未消化

【期 　　日】

　2018栃木県ユースサッカーリーグ U-13

【期 　　日】 ６月～1月

【総　 　評】

真岡西中　他

（3）３部リーグ
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第３位　　矢板ＳＣ　　　　　（高円宮杯　2位）

1

2

3

※優勝のウイングスＳＣが、来年度関東2部リーグ参戦

第１位　　栃木ＳＣ　　　　　（関東1部リーグ）

【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昨年新規事業として
開催しました。第2回大会では、準決勝で、関東1部リーグの栃木ＳＣが終始試合を支配
し快勝、関東リーグ2部のウイングスSCが1点差を守りきり決勝へ…決勝戦では、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SCも得意のパ
ス回しで好ゲームとなり、接戦を制した栃木SCが1-0で昨年に続き優勝を飾った。

第２位　　ウイングスＳＣ　　（関東2部リーグ）

第４位　　ＦＣファイターズ　（高円宮杯　1位）

【結　 　果】

4チーム（関東1部リーグ・関東2部リーグ・高円宮杯1位・2位）

第2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】

11月18日・24日

栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】

 ４．４種関連事業

真岡鬼怒自然公園サッカー場【会　 　場】

女子　栃木県　　　　 　　１勝９敗１分

【参加ﾁｰﾑ数】

関東Ｍ-Ｔ-Ｍ交流戦 in 栃木２０１８

【期 　　日】

　　　　　　　　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ 　 ３－１　　ＮＩＫＫＯ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢジンガ

男子15チーム、女子8チーム

準優勝　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】

【会　 　場】

準優勝　　FC VALON

６４チーム

６月９日・１０日・１７日

【総　 　評】 　前期県トップリーグ戦１部の上位シードチームが順当に勝ち上がった。決勝は、栃木
サッカークラブジュニアが前後半共に得点。盤石の試合運びで熱戦を制し、優勝に輝い
た。

３位決定戦        ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡　　２－０　  TEAMリフレサッカークラブ

優　 勝　　祖母井クラブ

            　　　　　FC VALON　  ７－０　  ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡

優 　勝　　栃木サッカークラブジュニア

【結　 　果】

３　　位　　御厨フットボールクラブ・　ＮＩＫＫＯ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢジンガ

宇都宮市清原体育館　他

男子　栃木県　　　　 　　５勝５敗２分

【結　 　果】

【総　 　評】 　準決勝は、攻守ともにバランスのとれた２チームが決勝に進んだ。決勝戦は、一進一
退の好ゲームで、最終的には祖母井クラブがＦＣ　ＶＡＬＯＮを下し、全国大会に駒を進
めた。

準決勝　　　　 祖母井クラブ　　４－１　　御厨フットボールクラブ

決　勝　　　　　祖母井クラブ　　８－７　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

７月２７日・２８日・２９日

準決勝　　　　　　栃木サッカークラブジュニア　５－２　　TEAMリフレサッカークラブ

第４回 関東少年サッカー大会栃木県大会

第３位　 　ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡

大田原市美原公園陸上競技場　他

決 　勝　　　　　　栃木サッカークラブジュニア  ３－０　  FC VALON

【結　 　果】

　ＪＦＡバーモントカップ 第２８回 全日本フットサル選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 ７月１４日・１５日

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 ３２チーム
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＜ヤシオツツジ・トーナメント＞

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　　第３位

＜ニホンカモシカ・トーナメント＞

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　　第３位

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　　第３位

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　　第３位

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　　第３位

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　フットボールクラブ　プリメーロ

　壬生FCユナイテッド

　AS栃木　bom de bola

　南河内サッカースポーツ少年団

　FCがむしゃら

　鹿沼西FC

　フットボールクラブ氏家

＜オオルリ・トーナメント＞

【会　 　場】 塩野室運動公園、那珂川河畔公園、SAKURAグリーンフィールド　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １２１チーム

　昭和・戸祭サッカークラブ

　FC西那須２１アストロ

　MORANGO栃木フットボールクラブU１２

　FCエルソレオ日光

2018JFAフットボールフューチャープログラム東日本

【参加者数】 ６年生県トレセンの希望者　１６名

【総　 　評】 　相手の立ち位置や、仲間のボール状況を観て、タイミング良くボールを受けコントロー
ルし、パスピードを意識した正確なパスを配給できた。試合を重ねるにつれチームの一
体感も生まれ、高い強度の守備から意図的にボールを奪い、ゴールを目指すプレーが
できた。

　第４７回 栃木県少年サッカー選手権大会ジュニアの部

【期 　　日】 １０月８日・１３日

　FE．　アトレチコ佐野

　野原グランディオスFC

　FCアネーロ宇都宮・　U-10

　A.MINAMI.FC

　ともぞうサッカークラブ　U10

【結　 　果】 １０月８日・１３日

＜ナンタイサン・トーナメント＞

　unionｓｃ　U-10

　FC朱雀

　ヴェルフェたかはら那須U-10

　NIKKO　SPORTS　CLUB　U10セレソン

＜キヌガワ・トーナメント＞

　JFC　Wing

　集団としての質の向上とコミュニケーション能力の向上が成果として感じられた。オンと
オフの切り替え等、チーム全体で今何をすべきかを考えて、行動に移すことができた。
DFの背後に出されたボールへの対応とカウンターに対するリスク管理が今後の課題で
ある。

＜トチノキ・トーナメント＞

　三島FC

　FCグランディール宇都宮

【総　 　評】

【結　 　果】 ３勝２敗０分

東日本　岩手県花巻市スポーツキャンプむら

８月２日～５日【期 　　日】

【会　 　場】



　　第３位

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　　第３位

　　優 　勝

　　準優勝

　　第３位

　　第３位

6

7

8

【参加ﾁｰﾑ数】

準優勝　　ＪＦＣファイターズ

準決勝　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　１－０　　ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡

　　　　　　　　　　　　　延長　２－０

６月９日・１０日・１７日

【会　 　場】

【期 　　日】

【結　 　果】 優 　勝　　栃木サッカークラブジュニア

【総　 　評】 　準決勝から、ＦＣ　ＶＡＬＯＮの攻撃力の高さが光っていた。決勝では、１－１からの延長
戦の末に栃木サッカークラブジュニアを下し、ＦＣ　ＶＡＬＯＮが全国大会初出場を決め
た。

第３位 　　　ともぞうサッカークラブ　・ヴェルフェたかはら那須U-12・ｖｅｒｔ

　栃木SCジュニア　U-10

第３位　 　ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡　・　ＦＣがむしゃら

【会　 　場】 さくらスタジアム　他

１８０チーム

　栃木ウーヴァフットボールクラブ・Jr

　JFA 第42回全日本U-12 サッカー選手権大会栃木県大会

準優勝　　栃木サッカークラブジュニア

青木サッカー場　栃木県グリーンスタジアム　他

【総　 　評】

　JFCアミスタ市貝

　おおぞらSC　U10

　FC真岡２１ファンタジー

　FC SFiDA

＜ユウガオ・トーナメント＞

　小山三小フットボールクラブ

　第４７回 栃木県少年サッカー選手権大会

準決勝　　FC　VALON　　４－０　　ともぞうサッカークラブ

　JSTかがやき

【参加ﾁｰﾑ数】 ６４チーム

【期 　　日】

【会　 　場】 大田原市美原公園陸上競技場　他

優 　勝　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ【結　 　果】

決 　勝　　FC　ＶＡＬＯＮ　　３－３　　ＪＦＣファイターズ

　　　   　　ＪＦＣファイターズ　　０－０　　ＦＣがむしゃら

【総　 　評】 　登録全チーム参加の最大の県大会だけに、会場の確及び開会式の駐車場の確保が
難しいが、盛り上がりを見せた。決勝は下都賀地区のＦＣ　ＶＡＬＯＮと、芳賀地区のＪＦＣ
ファイターズで行なわれ、ＦＣ　ＶＡＬＯＮが延長戦を制し、優勝に輝いた。

　　　　　　　　　　　　　　　延長　１－０

第4回関東少年サッカー大会栃木県大会組み合わせ

【期 　　日】

１０月２７日・１１月３日・４日・１１日

              栃木サッカークラブジュニア　　１－０　　ヴェルフェたかはら那須U-12・ｖｅｒｔ

決　勝　　 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　１－１　　栃木サッカークラブジュニア

　　　　　　　　　　　　　延長　２－０　　

【参加ﾁｰﾑ数】 ６４チーム

【結　 　果】 優 　勝　　FC　VALON

１１月１８日・２３日・２５日

　本年度も、オープン参加の大会となった。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。リーグ１位と２位を、８ブロックのトーナメントに分け、計８
チームがそれぞれ優勝に輝いた。

　FC　VALON

＜トチオトメ・トーナメント＞
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【会　 　場】 鹿沼サンエコ自然の森公園サッカー場

1

　「えいこう杯」第19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

準優勝　　宇都宮中央女子高校

（2）２部リーグ

【期 　　日】 ４月～１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】 ７チーム

（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

　第22回 栃木県女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会

 　(兼) 第22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2日

決　勝　　足利・両毛ローザFC　4－３　河内SCジュベニール

【結　 　果】 優　勝　　足利・両毛ローザ

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

2
　第14回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会

 　(兼) 第23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】 今年も２チームの戦いとなり、足利ローザが2点リードで後半に入り、河内ＳＣが3得点で
逆転するも、終盤足利ローザが再度逆転勝利した。

４月22日・29日・5月3日【期 　　日】

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 5チーム

【結　 　果】 優　 勝　　栃木ＳＣレディース

　平成30年度第59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　7－０　河内ＳＣジュべ二ール

 　(兼) 第７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】 今年は1チーム増えて5チームでの大会となった。決勝戦は、序盤に得点を重ねた栃木
SCレディースがそのままの勢いで優勝した。

【期 　　日】 ４月28日・29日、５月4日・5日・12日・13日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場、他

3

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮文星女子高校

決　勝　　文星女子高校　３－２　宇都宮中央女子高校

【総　 　評】 ここ数年力が拮抗している中、最後まで王者文星を苦しめた宇都宮中央女子高校。

 ５．女子関連事業

準決勝　　 栃木サッカークラブジュニア　　５－２　　TEAMリフレサッカークラブ

【総　 　評】 　準決勝は２試合とも、攻撃力に勝るチームが勝ち上がった。決勝は、個人のスキルで
上回った栃木サッカークラブジュニアがＦＣ　ＶＡＬＯＮを下し、優勝した。

            　 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　７－０　　ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡

決 　勝　 　栃木サッカークラブジュニア　　３－０　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

準優勝　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

第３位　 　ＴＥＡＭリフレサッカークラブ　・　ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡
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　（兼）第27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14回関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

8

【期 　　日】 ２月３日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場

【総　 　評】 各カテゴリーごとの大会・学校行事との日程調整、会場確保等、すべてのカテゴリーを持
つ女子ならではの難しさがあり、大会運営では非常に苦労している。１部では、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
部はジュベニールU-15が優勝したが、入替戦出場資格は2位のセレソンが獲得した。
入替戦は前半OYAMAが先制しセレソンが追いつき、後半セレソンが得点し、1部昇格が
見えてきた終了間際にOYAMAが得点し同点に、1部残留を決めた。

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

【結　 　果】

第１位　　河内SCジュベニールU-15

OYAMA-LFC　２－２　セレソン宇都宮SC

OYAMA-LFC１部残留

（3）入替戦

5
　第28回 栃木県レディースサッカー大会

【総　 　評】
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。試合は両チーム共に決定力に欠け無得点でＰＫ戦にな
り、確実に決めたブランカの勝利となった。

6

 　(兼) 第30回 関東レディースサッカー大会栃木県予選

【期 　　日】 ９月２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　　ブランカFC

決　勝　　ブランカＦＣ　０－０ ＰＫ６‐５　ＦＣクィーンズ

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

【結　 　果】 優　　勝　　栃木ＳＣレディース

　第37回 栃木県女子サッカー選手権大会

 　(兼) 第40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24日・７月１日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

決 　勝　　栃木ＳＣレディース　２－０　宇都宮文星女子高校

【総　 　評】 今年は４チームの参加で、県内トップチームを決定する大会としては非常に寂しい限りで
ある。決勝戦は、栃木ＳＣレディースが得点機に確実に得点し、昨年優勝の文星女子高
校を退けた。

準優勝　　宇都宮文星女子高校

【期 　　日】 ９月２日・８日・９日・15日・16日・22日・23日

　第27回 栃木県高等学校女子サッカー選手権

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮文星女子高校

準優勝　　大田原女子高校

決 　勝　　宇都宮文星女子高校　１１－０　大田原女子高校

【総　 　評】
決勝トーナメント2回戦で、総体準優勝の宇都宮中央女子高校にPK戦の末勝ち上がった
大田原女子高校が、文星女子高校に挑んだが、残念ながら大差で敗退した。

　平成30年度栃木県高等学校女子サッカー新人大会

【期 　　日】 １月26日・2月2日・3日・9日・10日
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1

第３位　 　栃木大昭SCホワイト、 栃木U.S.A.

９月30日、10月14日

宇都宮市サッカー場

【期 　　日】

　　　　   　栃木EIKOH 　   ３－０　栃木平成シニアSC

（3）Over60

【期 　　日】 6月3日

【会　 　場】

準決勝　　栃木大昭SCグリーン　0－0　栃木U.S.A.

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　5PK6

優 　勝　　とち丸シニアＳＣ

準優勝　　栃木大昭SCグリーン

準決勝　　栃木教員マスターズ　３－０　ヴェルフェ シニア

【参加ﾁｰﾑ数】 ５チーム

【結　 　果】

（2）Over50

準決勝 　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ　　　 3－０　FC SAL2016

【会　 　場】 鹿沼自然の森、矢板運動公園サッカー場

第３位　 　栃木平成シニアSC、ヴェルフェ シニア

決　 勝　　栃木教員マスターズ　１－０　栃木EIKOH

１０チーム【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

準優勝　　栃木EIKOH

優 　勝　　栃木教員マスターズ

【期 　　日】

　第９回 栃木県シニアサッカー選手権大会

（1）Over40

【参加ﾁｰﾑ数】 １３チーム

9月2日・16日・23日

【会　 　場】 日光市西川運動場、矢板運動公園サッカー場・石井緑地

決 　勝　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ　   　0－3　BOLAMISC宇都宮

第３位 　　栃木教員マスターズ、FC SAL2016

準優勝　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ

               栃木教員マスターズ　1－1　BOLAMISC宇都宮

                                           　4PK2

【結　 　果】 優 　勝　　BOLAMISC宇都宮

　　　　   　とち丸シニアＳC 　   1－0　栃木大昭SCホワイト

 ６．シニア関連事業

【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

栃木県総合運動公園サッカー場、他

【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　２－１　宇都宮短大附属高校

【総　 　評】 決勝戦は昨年と同じ対戦となったが、準決勝で文星を破った中央女子高校がその勢い
で宇短附との接戦を制した。

　ワンデーサッカークリニック

【期 　　日】 8月25日・10月6日・3月10日

【会　 　場】

【参加者数】 120名

【総　 　評】



2

3

1

2

【期 　　日】

【結　 　果】

５チーム

第３位　 　栃木U.S.A.　      （３勝３敗）

準優勝　　栃木大昭SCグリーン　　　（３勝１分１敗）

（4）Over60

【会　 　場】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

優 　勝　　とち丸シニアSC　　　（５勝１分）

栃木県内サッカー場

第３位　 　下都賀シニアＳC　      （６勝３分１敗）

６月～３月

【結　 　果】 優 　勝　　栃木教員マスターズ　（９勝２分）

準優勝　　栃木EIKOH　　　（８勝１分１敗）

（3）Over50

【会　 　場】

準優勝　　栃木平成シニアSC      （５勝１分１敗）

８チーム

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

栃木県内サッカー場

【結　 　果】

【結　 　果】 優　 勝　　FC SAL2016　　（５勝２分）

（1）Over40 Aブロック

【期 　　日】 ４月～２月

【結　 　果】

準優勝　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ　  （５勝１分２敗）

４月～１０月

【期 　　日】 ５月～２月

優　 勝　　下都賀シニアＳＣ　　    （５勝２分１敗）

第３位　 　喜連川フットボールクラブ　　    （４勝３分１敗）

【参加ﾁｰﾑ数】

（2）Over40 Bブロック

【期 　　日】

栃木県内サッカー場

【期 　　日】 12月16日・23日

【会　 　場】

　2018 第17回 栃木県シニアサッカーリーグ

第３位　 　ホワイトシーガルFriends

リーグ　 　栃木５３友の会　3－０　FCブラジニア

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

【参加ﾁｰﾑ数】 10チーム

準優勝　　FCブラジニア

　第12回 栃木県シニアフレンドリーマッチ（Over35）

優   勝　　栃木５３友の会

決　 勝　　栃木大昭SCグリーン　1－1　とち丸シニアＳＣ

　　　　   　ホワイトシーガルFriends 　 2－4　FCブラジニア

　　　　　　ホワイトシーガルFriends　0－1　栃木５３友の会

第３位　 　和SC　 （４勝２分１敗）

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 ９チーム

 ７．フットサル関連事業
　ＪＦＡ第２４回 全日本フットサル選手権大会栃木大会

【期 　　日】 10月21日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日

第３位　　étoile☆sala　kiyohara

　ＪＦＡ第１５回 全日本女子フットサル選手権大会栃木県大会

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】 第１位　　三榮不動産FC宇都宮

１４チーム

第２位　　M camaradas/栃木FC　

【会　 　場】 清原体育館、県北体育館、真岡スポーツ交流館、栃木市総合体育館
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【結　 　果】 第１位　　栃木SCレディース

【期 　　日】

４チーム

第３位　　AS栃木 bom de bola B、AS栃木 bomde bola C

【参加ﾁｰﾑ数】

第２位　　足利・両毛ローザFC

１０月７日、１０月８日

【会　 　場】 県南体育館、真岡市スポーツ交流館

１０月6日、１０月８日

　ＪＦＡ第９回 全日本女子U-15フットサル大会栃木県大会

　ＪＦＡ第２４回 全日本U-15フットサル大会栃木県大会

（1）男子

【期 　　日】

２チーム

【結　 　果】 第１位　　国際医療福祉大F.C.majikao

【会　 　場】 県南体育館、真岡市スポーツ交流館

【結　 　果】 第１位　　矢板中央高校

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】 １チーム（関東大会に推薦）

　第１４回　全日本大学フットサル大会栃木県大会

【期 　　日】

第１位　　Amarelo/峰FC

第２位　　大田原女子高

【期 　　日】

4月8日

【参加ﾁｰﾑ数】

第２位　　矢板セントラルFC U-15

【会　 　場】 県北体育館

１０チーム

第１位　　AS栃木 bom de bola A

【結　 　果】

第２位　　Vendaval futsal　(６勝１分２敗)

第３位　　F.C.majikao　(４勝１分３敗)

５チーム

【結　 　果】

【期 　　日】

第１位　　Amarelo/峰FC　   （６勝０分０敗）

　第１４回 栃木県女子フットサルリーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 ６チーム

【期 　　日】 ６月～12月

【会　 　場】 真岡市スポーツ交流館、宇都宮スケートセンター他

【参加ﾁｰﾑ数】

１3チーム

【結　 　果】 第１位　　Aｌvorada   (８勝１分０敗)

第３位　　étoile☆sala　kiyohara　(6勝1分3敗)

6月～2109年1月

（2）２部リーグ

【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

【参加ﾁｰﾑ数】

6月～12月

【会　 　場】 宇都宮市清原体育館　他

　第１６回 栃木県フットサルリーグ

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】

【会　 　場】

第２位　　LAZO'S　(７勝0分3敗)

７月２９日

第２位　　ブラジニアフットサル・レディース　（４勝０分２敗）

第２位　　宇都宮大学AdelanteFC

第１位　　M camaradas/栃木FC　(9勝0分1敗)

【会　 　場】 県北体育館

真岡スポーツ交流館

　ＪＦＡ第５回 全日本U-18フットサル大会栃木県大会

【期 　　日】 ４月８日

（1）１部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム

【結　 　果】
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10

11

男子　優 　勝　 YUZUHA FUTSAL 女子　優　 勝　Amarelo/峰FC

　　　　準優勝　ブラジニアフットサル　　　　準優勝　かちかち山Duesa

12

13

1

2

【会　 　場】

【期 　　日】

1
　JFAフットボールデー

 　　第12回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル2018 in 河内運動公園

１００名

３月23日（土）

宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場

【参加者数】

 ９．ＪＦＡフェスティバル

 ８．キッズ関連事業

2019年2月17日

開催なし

【会　 　場】

【結　 　果】

　第１６回 栃木県フットサルリーグ１部・２部入替戦

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】

　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

第３位　　北那須リンダニーニャ　（４勝０分２敗）

清原体育館

【参加ﾁｰﾑ数】 2チーム

【結　 　果】 Vendaval futsal　１－０　YUZUHA FUTSAL　　Vendaval futsalが1部昇格

　宇都宮カップ第10回オープンフットサル大会

【期 　　日】 1月6日～3月10日

【会　 　場】 清原体育館、真岡スポーツ交流館他

【参加ﾁｰﾑ数】 男子14チーム、女子8チーム

【結　 　果】

　施設交流大会

【期 　　日】 2019年2月17日

【会　 　場】 清原体育館

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 3チーム

【結　 　果】

　ファミリーフットサルフェスティバル

【期 　　日】 2018年8発11日、10月　日、2019年3月10日

宇都宮スケートセンター、つがスポーツ公園、真岡スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

　JFAキッズサッカーフェステバル ２０１８

（１）Ｕ－６・Ｕ－７・Ｕ－８・Ｕ－９

【期 　　日】 ７月１４日 （土）

さくら清修高校、　丸山サッカー場（今市高校、今市工業高校）、　益子南Ｇ（真岡高校）、　宇都宮北高校、

【参加者数】 延べ人数　１,０７２ 名

サンエコ（鹿沼高校、鹿沼東高校）、　宇都宮工業高校、小山南高校、　小山西高校、　佐野東高校（男女）、

【総　 　評】
今後の目標である 「高校生が主体となったフェスティバル」 の実現のために、高校生に
メニューを考えてもらうことも行なってみた。事前に県協会の意図や子どもたちへの関わ
り方、指導の仕方などをきちんと伝えたこともあると思うが、積極的に遊ぼうとする姿が
多く見られた。地区単位での開催のため協力校を増やせないという現状もあるが、今の
連携を大切にしながらこの事業を更に継続させたい。また、キッズ時代に高校生に教え
てもらった小学生が高校生としてキッズを迎えてくれる学校も出始め、循環サイクルとし
て定着してきていることは嬉しい限りである。

　高校キッズアカデミーフェスティバル

【期 　　日】 ５月～３月

【会　 　場】
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７５ 名　（未経験者 ７５名）

【総　 　評】
地元の女子サッカー部員が子どもたちに付いてくれたので運営面でとても助かりました。
親子でのＷ－ＵＰから始まり、未経験の子どもたちが一生懸命にボールで楽しんでくれ
ているのが印象的でした。
参加者の弟や妹を対象にした 「キッズ広場」 も行ない、家族みんなで楽しめるイベント
になったと思います。ただ、スタッフの数が必要なので地元の協会や高校などとの連携
が大切になり、またそれが課題になると思います。

【期 　　日】 １１月２５日 （日）

【参加者数】

　JFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル2018栃木

【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。今年は14チームが参加してフットサルを楽しんだ。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。

4

【期 　　日】 6月3日　フットサル

　JFAガールズサッカーフェスティバル2018栃木

【参加ﾁｰﾑ数】 14チーム

宇都宮市スケートセンター【会　 　場】

経験者と未経験者の両方の募集をし、活動は経験者と未経験者を分けて行ないました。
それぞれ同じメニューでトレーニングやゲームを行ないましたが、観るポイントや声のか
け方などに気を配ることで両方ともそん色なく、楽しくできました。

【期 　　日】

【参加者数】

【期 　　日】

【総　 　評】 地元の保育園と幼稚園と小学校にチラシを配り、サッカー未経験者を対象としたフェス
ティバルを開催し、地元協会の協力もあり、「サッカーを普及する」 イベントができまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　幼稚園にチラシを配ることが課題ですが、昨年よりもたくさん
の方に集まって頂き、地道な活動でも継続をすることで 「サッカー人口が増える」 ことを
実感しました。今後は地区での巡回の事業がもっとフェスティバルにつながるようにして
いきたいと思います。

内容がマンネリ化しつつあるので 「新しいメニュー」 を考えチャレンジしました。
午前中に 「ＧＲの趣旨」 と 「シミュレーション」 をしっかりと行ない、スタッフ全員がフェス
ティバルの内容を共有し子どもたちを迎えました。
視察に訪れていたＡＦＣの方から 「全体の雰囲気や流れはもちろん、子どもたちが飽き
ないワクワクするような内容で観ている私も楽しくなる」 との言葉をかけて頂きました。そ
の中で一番強調されていたのは 「大人がみんな笑顔でした」 ということでした。自分から
のプレッシャーの中、笑顔で子どもたちに接して頂いた皆さんに感謝しています。

（4）Ｕ－６・Ｕ－７・Ｕ－８・Ｕ－９

【会　 　場】

【会　 　場】

１０９ 名　（未経験者 １０９名）【参加者数】

【期 　　日】 ３月２４日 （日）

１１２ 名　（未経験者 １１２名）

【会　 　場】

（５）Ｕ－６・Ｕ－７・Ｕ－８

青木サッカー場

【総　 　評】

佐野市多目的球技場

【会　 　場】 大桶運動公園

（２）Ｕ－７・Ｕ－８・Ｕ－９

【総　 　評】 募集はチーム単位で募りましたが、活動はチームをＭＩＸして行ないました。
チームの指導者の方は 「知らない子どもへの関わり」 に戸惑いはあったようですが、シ
ンプルに 「“ボールを蹴る喜び”、“試合をする喜び”、“サッカーをする喜び” を味わっ
て、それを子どもに伝えてほしい」 とお願いし、「観ること」 と 「伝えること」 を意識しても
らいました。　　　　　　　　　　　　　　　　　子どもの感想も 「楽しかった」 が多く聞けました
が、保護者の方々から 「子どもの笑顔がたくさん見られて嬉しかっ」 とうい声をたくさん
頂けた事が我々の喜びでした。

６１ 名　（未経験者 ３名）

（３）ＧＲフェスティバル　Ｕ－７・Ｕ－８

９月 ８ 日 （土）

サンエコ自然の森サッカー場

【参加者数】

丸山公園サッカー場

【参加者数】 ２９ 名　（未経験者 １３名）

１０月１３日 （土）

【会　 　場】

【総　 　評】
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１２名【参加者数】

12月9日（日）

【会　 　場】 白鷗大学

（3）県南地区

【期 　　日】

【会　 　場】 日光市丸山公園サッカー場

　８名

【期 　　日】 11月24日（土）

【会　 　場】 真岡高校

【参加者数】 ２２名

（2）県北地区

【期 　　日】

【参加者数】

　JFA障害者サッカーフェステバル2018 in 栃木

（1）県南地区

11月10日（日）

Ⅱ　県内関連事業（技術強化・審判関係）

 １．国体強化関連

【期 　　日】 ５月～８月　延べ２４日

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場　他

【参加者数】 指導者　延べ６０名、選手　延べ２６０名

５月～８月　延べ１２日

　国体成年男子

（1）強化練習会

【期 　　日】

　国体女子

（1）強化練習会

【参加者数】 指導者　延べ６０名、選手　延べ２６０名

【参加者数】 指導者　延べ１８０名、選手　延べ６００名

　国体少年男子

【期 　　日】 ４月～12月　延べ３２日

鹿沼自然の森公園サッカー場　他【会　 　場】

（1）強化練習会

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場　他

【総　 　評】 このフェスティバルも12回を数え定着した感がある。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、女子の試合は楽しいという選手達も多くい
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
れることを期待している。

4

【総　 　評】 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、親子で参加す
ることで、子供が安心できたことと、普段運動不足な母親も汗を流して楽しんでいる様子
がうかがえた。

　　 第12回 栃木県オープン女子ユース(U-12)サッカー大会

【会　 　場】 わいわいひろば・河内運動公園陸上競技場

【参加者数】 4/30　 21名　・10/21  38名

　JFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル2018栃木　グラスルーツ

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

11月24日・25日

【会　 　場】

【期 　　日】

足利市五十部運動公園

 10．その他

【期 　　日】 4月30日・10月21日
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（8）Ｕ－１２

（9）Ｕ－１１

【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１６５名、選手　延べ５５０名

（7）Ｕ－１３クラブ

【期 　　日】 ４月～２月（計14回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場、宇短附高　他

【参加者数】 指導者　延べ４０名、選手　延べ３５０名

（6）Ｕ－１３中体連

【期 　　日】 ４月～２月（計14回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場、宇短附高　他

【参加者数】 指導者　延べ４５名、選手　延べ３５０名

（5）Ｕ－１４中体連

【期 　　日】 ４月～２月（計14回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場，真岡高校　他

【参加者数】 指導者　延べ４５名、選手　延べ３５０名

【期 　　日】 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

【参加者数】 指導者　延べ４２名、選手　延べ３５０名

鹿沼自然の森公園サッカー場、　真岡高校　他

【参加者数】 指導者　延べ３５名、選手　延べ２７５名

（4）Ｕ－１４セントラル

（2）Ｕ－１５セントラル

【期 　　日】 ４月～２月（計11回）

　トレセン練習会

（1）Ｕ－１６

【期 　　日】 ４月～２月（計25回）

指導者　延べ９０名、選手　延べ６００名

（4）ゴールキーパー

【期 　　日】 実施なし→中央トレセンとしては実施しない

（3）Ｕ－１２

【期 　　日】 実施なし→中央トレセンとしては実施しない

（2）Ｕ－１３

【期 　　日】 実施なし→中央トレセンとしては実施しない

（1）Ｕ－１５

【期 　　日】

 ２．指導普及事業（技術強化委員会関連）

【期 　　日】 ４月～２月（計14回）

（3）Ｕ－１５中体連

鹿沼自然の森公園サッカー場、矢板中央高校　他

【会　 　場】

【参加者数】 指導者　延べ３５名、選手　延べ２７５名

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場　他

【参加者数】

【会　 　場】

　中央トレセン

実施なし→中央トレセンとしては実施しない

　指定クラブ強化

（1）強化練習会

４月～12月　延べ７０日

栃木市総合運動公園陸上競技場　他

【期 　　日】

指導者　延べ２５０名、選手　延べ１，６００名

【会　 　場】

【参加者数】



（11）女子U-18

（12）女子U-15

3

4

【会　 　場】 那須スポーツパーク、つくばアカデミーセンター、前橋商業高校、東京ガス深川

南豊ヶ岡フィールド

南豊ヶ岡フィールド

【参加者数】 指導者　延べ１８名、選手　延べ１２１名

（4）Ｕ－１３

【期 　　日】 ９月２３日、１０月２１日、１１月２５日、１２月９日、１月２０日、２月２３日・２４日

【参加者数】 指導者　延べ２４名、選手　延べ１６０名

（3）Ｕ－１４

【期 　　日】 ９月２３日、１０月２８日、１１月２５日、１２月９日、１月２７日、２月２３日・２４日

【会　 　場】 那須スポーツパーク、つくばアカデミーセンター、前橋商業高校、東京ガス深川

指導者　延べ５４名、選手　延べ１０８名

（2）Ｕ－１５

【期 　　日】 ９月２３日、１０月２８日、１１月２５日

【会　 　場】 矢田部サッカー場、清瀬内山運動公園、那須スポーツパーク

【参加者数】

　トレセン遠征

（1）Ｕ－１６

【期 　　日】 ４月２２日、５月２７日、７月８日、９月２３日、１１月２５日、２月２３・２４日

【会　 　場】

【会　 　場】

フクダ電子フィールド、鹿島ハイツ、那須スポーツパーク、高崎健康福祉大学

ジャーニィーロードグラウンド

【参加者数】

【参加者数】

（3）女子

実施なし

【会　 　場】

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

（2）Ｕ－１１

【期 　　日】

【期 　　日】 実施なし

　トレセン合宿

（1）Ｕ－１２

【期 　　日】 ４月～２月（１５回　クリニック１０回、トレセン５回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場

【参加者数】 指導者　延べ１２０名、選手　延べ７００名

【参加者数】 指導者　延べ２４名、選手　延べ２２６名

【期 　　日】 ４月～２月（計９回）

【会　 　場】 真岡高校、県総合　他

【参加者数】 指導者　延べ３４名、選手　延べ２１７名

（13）ゴールキーパー

【期 　　日】 ４月～２月（計７回）

【会　 　場】 真岡高校、県総合　他

【会　 　場】

【参加者数】

【参加者数】 指導者　延べ６０名、選手　延べ３６０名

（10）Ｕ－１0

【期 　　日】 実施なし→地区トレセン強化に移行

【期 　　日】 ４月～２月（計12回）

【会　 　場】 鹿沼自然森公園サッカー場　他
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【参加者数】

　Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】 7月14日（土）～12月23日（日）

【受講者数】 185名

　栃木県フットボールカンファレンス

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

　公認指導者研修会（リフレッシュコース）

【期 　　日】 ４月１日,７日,８日,14日、15日、８月25日、2月2日

【会　 　場】 県内各地

【期 　　日】 ５月２７日、７月８日・７日・１５日、９月２９日、１１月２３日、１２月８日、２月２３日、３月１９日・２１日・２３日・３１日

【会　 　場】 清原体育館、各高校会場　他

【受講者数】 ２９６名

５コース（２月２３日・24日）

【会　 　場】 今市青少年スポーツセンター　他

【受講者数】 160名

（3）キッズリーダー養成講習会

（2）Ｄ級コーチ

【期 　　日】 １コース（９月８日・９日）

２コース（９月15日・16日）

３コース（12月８日・９日）

４コース（２月16日・17日）

２コース（１１月３日～１１月23日）

３コース（３月２日～３月21日）

【会　 　場】 河内総合運動公園　他

【受講者数】 52名

【参加者数】 指導者４名、選手１８名

　(公財)日本サッカー協会公認コーチ養成講習会

（1）Ｃ級コーチ

【期 　　日】 １コース（６月２３日～７月14日）

【参加者数】

（2）Ｕ－１５セントラル、中体連選抜欧州遠征

【期 　　日】 ８月１７日（金）〜２１日（火）（４泊５日）

【会　 　場】 タイ王国

　海外交流

（1）大学選抜韓国遠征

【期 　　日】 今年度実施なし

【会　 　場】

（7）女子

【期 　　日】 ７月７日・８日（Ｕ－１８のみ）、２月２３日・２４日（Ｕ－１３・１４・１７）

【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１０名、選手　延べ８０名

（6）Ｕ－１１

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

【期 　　日】 １２月１日・２日（関東トレセンマッチ）

【会　 　場】 鹿島ハイツ

【参加者数】 指導者　延べ６名、選手　延べ３２名

【参加者数】 指導者　延べ１８名、選手　延べ１２１名

（5）Ｕ－１２
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12月13日（水） 実技試験２０１９・３月２７．２８．２９日

3

【参加者数】

　Ｕ－１４伝達講習会

【会　 　場】

【期 　　日】 実施なし

【受講者数】

23名

　トップコーチフォーラム

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

【参加者数】 19名

　Ａ・Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】 １月６日（土）

【会　 　場】 栃木県立真岡高等学校

【会　 　場】 河内総合運動公園　他

 ３．指導普及事業（審判委員会関連）

11月11日(日)

【会　 　場】

27名（足利大学・宇都宮大学・白鷗大学・小山高専学生）

【会　 　場】 白鷗大学

　サッカー３級審判資格昇格審査会

（1）第１回

【期 　　日】

【受講者数】

７月28日(土)

　サッカー４級審判資格取得講習会

（1）第１回

【期 　　日】

11月17日(土)

【受験者数】 6名（1名合格）

（2）第２回

【期 　　日】

【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）

（3）大学生対象3級認定講習会

大田原市美原運動公園陸上競技場

作新学院大学／実技：中学生対象マロニエカップ＠ナススポ【会　 　場】

【会　 　場】 真岡中学校

①【期 　　日】 10月27日

【受講者数】 231名

【受験者数】 24名（12名合格）

　【会　 　場】 佐野市犬伏地区公民館

  【受講者数】 46名（ユース2名）

【受験者数】 ２０名（１９名合格）

　サッカー審判登録更新講習会

（1）４級

②【期 　　日】 11月11日

　【会　 　場】 真岡市公民館二宮分館

  【受講者数】 52名（ユース2名）

③【期 　　日】 11月11日

　【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

  【受講者数】 95名（ユース4名）

④【期 　　日】 11月17日

（1）第2回

【期 　　日】 3月23日(土)

【会　 　場】 栃木県総合教育センター
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  【受講者数】 75名（ユース0名）

芳賀町農業者トレーニングセンター

⑩【期 　　日】 12月23 日

　【会　 　場】 足利市生涯学習センター

  【受講者数】 67名（ユース10名）

⑤【期 　　日】 11月24日

　【会　 　場】 小山工業高等専門学校

  【受講者数】 89名（ユース0名）

⑥【期 　　日】 12月2日

　【会　 　場】 矢板市生涯学習館

  【受講者数】 48名（ユース9名）

⑦【期 　　日】 12月8日

　【会　 　場】 那須塩原市立東小学校

  【受講者数】 88名（ユース1名）

⑧【期 　　日】 12月15 日

　【会　 　場】 那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール

  【受講者数】 108名（ユース0名）

　※ＪＦＡラーニング　10月～３月

  【受講者数】 837名（ユース626名）

⑨【期 　　日】 12月22日

　【会　 　場】

　【会　 　場】 栃木県立小山高等学校

  【受講者数】 23名（ユース23名）

（2）２・３級

【期 　　日】 11月4日、11日、23日、12月1日、12月2日、2月28日

【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター、栃木県サッカー協会事務所

【受講者数】 ２級　62名、３級　363名（ユース2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3日(土)

【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ

【受講者数】 84名

（2）第２回

【期 　　日】 5月12日(土)

【会　 　場】 宇都宮市東生涯学習センター

【受講者数】 45名

（3）第３回

【期 　　日】 6月3日(日)

【会　 　場】 栃木市都賀公民館/都賀体育センター

　【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

  【受講者数】 18名

【受講者数】 4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25日(日)

　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

  【受講者数】 370名

（2）３級

【期 　　日】 1月26日(土)

【会　 　場】 清原工業団地管理センター

【受講者数】 20名

（3）２級
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　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　　３１ﾁｰﾑ        　　   ５３４名

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

　　　　　　　　　　　　１　種　　　　　　　２８ﾁｰﾑ         　　　４８４名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　  　　　　１ﾁｰﾑ       　　   　　１１名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　　　２ﾁｰﾑ 　　       　　 ３９名

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　　　０ﾁｰﾑ       　   　　   ０名　

　　　　　　　　　　　　シニア　　　　　　　１８ﾁｰﾑ　　       　６９４名　

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　５３２ﾁｰﾑ       １６，２２９名

　　＜2018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　　　　　　　９４ﾁｰﾑ 　　　　２，５６６名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　　　　　６５ﾁｰﾑ　　　　 ２，９７４名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　１５６ﾁｰﾑ　　　　 ４，５８５名

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　１７４ﾁｰﾑ　　 　　４，９０３名

　　　　　　　　　　　　女　子　　　　　　　２５ﾁｰﾑ　　  　　　 ５０７名

　総務委員会

Ⅲ　県内関連事業（専門委員会関係）

【期 　　日】 11月25日(日)

【受講者数】 24名（更新13名、取得８名、移籍１名、オブザーバー2名）

【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

【受講者数】 7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

県協会事務所

　審判員・インストラクター県内各大会派遣

【会　　場】 県内各地

【派遣者数】 延べ818名

【期 　　日】 4月～3月　NEZASカップ、知事杯、クラブ選手権、県社会人1部、2部、ユースリーグ1部他

10月21日(日)、11月25日（日）、12月16日(日)、1月19日（土）、2月17日（日）、3月17日（日）

【内　 　容】 講義、実技研修　他

【会　 　場】 県協会事務所・河内地区市民センター・サンエコ鹿沼・真岡市鬼怒自然公園サッカー場ほか

講義、フィットネストレーニング、プラクティカルトレーニング、実技研修　他

　トップレフリーセミナーⅡ

【期 　　日】

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

【会　 　場】 宇都宮コミュニティセンター　他

【会　 　場】

【内　 　容】

【内　 　容】 講義　他

　ＪＦＡ女子審判トレセン

【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

【受講者数】 2名

７月８日(土) (８４名参加)、11月１０日(日) (３６名参加)、1月2６日（土)、２月３．９日(土) (４３名参加)

　審判トレセン

【期 　　日】

4月2日、4月28日、5月17日、6月18日、7月30日、9月10日、11月18日、3月2日

【期 　　日】 4月21日(土)、5月20日(日)、6月17日(日)、7月22日(日)、8月13日(月)～15日(水)、9月17日(月・祝)、

【期 　　日】 11月11日(日)

【会　 　場】

　フットサル３級審判インストラクター登録更新

【期 　　日】 11月25日(日)
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　　　　　　　　　　　　キッズリーダー 　　　   　   　     　８名　　 　　　　　　－　　

　　　　　　　　　　　　合　　計　　　    　  　　    　１，６４９名　　　　 　  １１名

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチジェネラル　       　 　１８名　　　　　　　  　－

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-12　　  　      　  　　７名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｂ級コーチ　　　 　　　  　　　   　 ５６名　　 　　 　　 １名　 

　　　　　　　　　　　　Ｃ級コーチ　　　　  　　  　     　３８２名　　　　　 　１０名　

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-15　　  　      　  　　１名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｄ級コーチ　　　　  　         １，１７４名　　　　 　　　　－　　

　　　　　　　　　　　　４　級(U-18) 　      　   ５６９名             １名　                  －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級(U-15)　　      　　  ６１名　　   　　 　－　　                －                     －

　　＜2018年度指導者登録数＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　サッカー　    　　 フットサル

　　　　　　　　　　　　Ｓ級コーチ　　　　　　  　　　   　　  ３名     　　　　       －

　　　　　　　　　　　　合　計　　      　　   ４，２００名　  　  ５２８名                 ３８名                  ６名

　　　　　　　　　　　　３　級　　　　     　　　　３８７名     　    ２１名　　　　     　２８名   　　　　      ３名

　　　　　　　　　　　　２　級(U-18)　　　 　 　 　　　－　　　　　　  －       　　　       －   　　　　        －

　　　　　　　　　　　　女子１級　　　　 　　　　　　１名     　　      －　　　　  　　     －　　　　　　 　    － 

　　　　　　　　　　　　３　級(U-18)　　　 　        ５名　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　３　級(U-15)　　    　 　　  ０名　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級　　      　    　３，１１３名         ４９９名                    －                     －

　　＜2018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　　　　 　　　　　　　　７名     　　      －　　　　　　     ２名　　　　　　　    － 

　　　　　　　　　　　　２　級　　　　　　　 　 　　 ６６名　　　　　　７名       　　　     ８名   　　　　      ３名

 （4）サッカー関係資料収集、管理

　審判委員会

　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

　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

 （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

 （4）各種大会審判員派遣

 （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
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　　　 ４　種　　星　　 慶次郎　　　ヴェルフェたかはら那須Ｕ－12

 （1）2018年度　第46回　太郎賞　受賞者

 （2）ＮＥＺＡＳ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

 （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

　　　     　　 　石　関　　　琉　　　三島ＦＣ

 （2）関係連盟・委員会との連絡調整

　医事委員会

　地区委員会

　施設委員会

　　　    　　　  泰　楽　太　雅　　　栃木サッカークラブ　ジュニア

　   　 　　　　　熊　谷　匡　祐　　　ＳＡＫＵＲＡ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ　Ｊｒ

       女　子 　 猪　瀨　結　子　　　栃木サッカークラブ　レディース

　　    　 　　　 手　塚　柑　汰　　　栃木サッカークラブ　ジュニア

 （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）

 （1）各種大会へのドクター派遣

　栃木県サッカー協会関係の表彰

                    大　塚　尋　斗　　　矢板中央高等学校

　　　    　　　　岩　﨑　大　翔　　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

                    坂　本　昂　優　　　栃木サッカークラブ　ユース

                    大　平　卓　海　 　 栃木サッカークラブ　ジュニアユース

     　３　種　　阿　野　真　拓　　　ヴェルディＳＳ小山

                    西　崎　瑠　時　　　那須塩原市立西那須野中学校

       ２　種 　　白　井　陽　貴　　　矢板中央高等学校

 （5）各種大会の記録収集

 （6）各種大会の公式記録担当

　   　 　　　　　関　根　芽玖美　　　ＦＣ　がむしゃら

                          　　 　第52回関東サッカーリーグ１部　優勝

       鈴　木　正　則　　足利御厨ＵＮＩＴＥＤ　監督

       　　　  　　関　根　実　咲　　　 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

       高　橋　健　二　　矢板中央高等学校サッカー部　監督

                          　　 　第47回関東高等専門学校サッカー選手権大会　優勝

                          　　 　第54回全国社会人サッカー選手権大会関東大会　ベスト８

 （2）2018年度　第31回　森山賞　受賞者

       堺　　 　陽　二　　栃木ウーヴァフットボールクラブ　監督

                          　　 　第52回関東社会人サッカー大会　第３位

 （2）スポーツ救命ライセンス講習会の開催
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　　　　  出口　琉生　(FC栃木)　　　   　 　　芝田　凛　(プログレッソ佐野)     　落合　優心　(ウーヴァ)

 　        菊池　慎之介　(イデア真岡)　　 　　大川　敦弘　（Fantasisuta）　　　　阿野　真拓　(ヴェルディ小山）　　

           星　景虎　(矢板SC)    　 　　　　　　柏崎　優翔　（FC朱雀）            　加勢　凌空飛　(おおぞらSC)

 （2）クラブユース連盟の表彰

　 ① 連盟会長賞

             添田　博　(CY連盟審判委員長)　　　　　　　阿野　真拓　(ヴェルディ小山)

    ② ユ ー ス

           栁　陸斗(栃木SC)

    ③　ジュニアユース

       　　　　Ｕ－19フットサル日本代表に選出された。

  (4) 2018年度　特別功労賞

       大　塚　尋　斗

           仙波　龍真　（FCアネーロ）　　　　　土屋　巧　(ウイングスSC)　　　　　鈴石　倫生　(足利ユナイテッド)

　　　　　秋葉　蘭之助　(AS栃木)　　　　　　 関　天夢　(ファイターズ)　　　　　　鈴木　太陽　(FC　CASA)

                           　　　ＪＦＡ第５回全日本U-18フットサル選手権大会関東大会　第３位

       栃木ウーヴァフットボールクラブ

                          　　 　高円宮杯ＪＦＡＵ－18サッカープリンスリーグ2018関東　優勝

                 第47回関東高等専門学校サッカー選手権大会　優勝

       君　嶋　渡紀子　 矢板中央高等学校サッカー部　監督

  (3) 2018年度　第36回　協会長賞　受賞者

                          　　　 第23回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会　第３位

    【個人】

    【団体】

　各連盟の表彰

                 第52回関東サッカーリーグ１部　優勝

      足利御厨ＵＮＩＴＥＤ

                 第52回関東社会人サッカー大会　第３位

                 第54回全国社会人サッカー選手権大会関東大会　ベスト８

       小山工業高等専門学校サッカー部

                          　　 　第97回全国高校サッカー選手権大会　ベスト８

       久保田　圭　一　　栃木サッカークラブレディース　監督

       鈴　木　　 　弘

       大　手　英　之

       　　　　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。

       　　　　永年にわたり真岡市サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

       矢板中央高等学校サッカー部

                 ＪＦＡ第５回全日本U-18フットサル選手権大会関東大会　第３位

       栃木サッカークラブレディース

                 第23回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会　第３位

                 第97回全国高校サッカー選手権大会　ベスト８

                 高円宮杯ＪＦＡＵ－18サッカープリンスリーグ2018関東　優勝

 （1）栃木県社会人サッカーリーグ表彰

　　③ 第52回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ｂ

　　① 第52回 栃木県社会人サッカーリーグ１部

　　 　　  FC CASA FORTUNA OYAMA (優勝)、足利御厨UNITED (準優勝)、作大FC(第３位)

　　② 第52回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ａ

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

　　　　　黒羽SC(優勝)、amnac(準優勝)、ホンダ栃木FC(第３位)

　　④ 第52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　　

    　     Erste CREW(県北)、FC FIRST(県央)、ACたぬま(県南)
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      　　渡邉　一成　(モランゴ栃木)　　　　　田中　翔太　（FCスポルト）        　郷　達哉　(栃木SC)

（4）第４回

【期 　　日】

　　第３号議案　規約の改正に関する件

⑤ クラブユース連盟分担金の変更について

③ 規約の改正について

④ 役員の選任について

② 規約の改正について

11月14日

【会　 　場】

【議 　　事】 ① フットボールセンター整備に伴う補正予算について

④ 「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2019ＩＢＡＲＡＫＩ」予選会主管について

③ 関東サッカー協会分担金の変更について

益子舘　会議室

【議 　　事】 出席１２名で定款33条に基づき理事会不成立

（3）第３回

１月９日

２１名

【期 　　日】

栃木県サッカー協会事務所

【出席者数】

【議 　　事】 ① 2017年度　事業報告について

② 2017年度　決算報告について

【出席者数】 １２名

（2）第２回

【期 　　日】 ８月25日

【会　 　場】

【期 　　日】 ５月23日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

【出席者数】 １７名

【議　 　事】 　　第１号議案　規約の改正に関する件

　　第４号議案　平成３１年度収支予算（案）に関する件

　理事会

（1）第１回

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【会 員 数】 ５９０名

【出席者数】 ３８０名（内　委任状３４９名）

【出席者数】

【会　 　場】

　　第４号議案　役員選任に関する件

           松本　勇斗　(ともぞうSC)     　　　　水越　颯太　(おやまFC)  

（1）第１回

３１２名（内　委任状２９０名）

６月９日

　総会

Ⅴ　県内関連事業（会議関係）

 １．県サッカー協会関連

【期 　　日】

【会 員 数】 ５３５名

【議 　　事】 　　第１号議案　２０１７年度事業報告に関する件

栃木県サッカー協会事務所

　　第３号議案　平成３１年度事業計画（案）に関する件

　　第２号議案　平成３０年度補正予算（案）に関する件

　　第２号議案　２０１７年度収支決算に関する件

【期 　　日】 ２月２４日

（2）第２回
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 ３．高校連盟関連

③ 2019年度　予算（案）について

【会　 　場】

② 県ＦＡ創立75周年記念事業の実施について

 ２．社会人連盟関連

【出席者数】

① 2018年度顕彰について

２０名

栃木県サッカー協会事務所

④ 栃木県民スポーツ大会運営担当降板について

【会　 　場】

③ 2020年栃木県Ｕ－14選抜スペイン遠征について

④ 栃木ＳＣホームゲーム運営の協力について

② 2019年度　事業計画（案）について

【出席者数】

① 2019年度アクションプランについて

１７名

（5）第５回

【期 　　日】 ２月６日

【議 　　事】

【議 　　事】

栃木県サッカー協会事務所

ホテルニューイタヤ

　専門委員会

 （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】

　総会・登録説明会

【期 　　日】

ホテルニューイタヤ

４月1２日、３月１５日

【会　 　場】

【期 　　日】 ４月1２日

４月１２日、５月１５日、７月５日、９月７日、12月１１日、３月1５日

【会　 　場】

【期 　　日】

 （3）第5２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７日

【会　 　場】 宇都宮市豊郷地区市民センター

２月３日

12月12日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

【期 　　日】 ３月17日

【期 　　日】 ３月17日

　総会（評議員会）

【期 　　日】 ５月20日、３月17日

【会　 　場】

 （４） NEZASカップ第24回栃木県サッカー選手権大会１次予選会　代表者会議

【期 　　日】

　代表者会議

栃木県サッカー協会事務所、宇都宮市豊郷地区市民センター

【会　 　場】

 （2）第25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

【会　 　場】

　登録説明会

宇都宮市豊郷地区市民センター

【期 　　日】

【会　 　場】

 （1）知事杯 第5１回 栃木県社会人サッカー選手権大会  代表者会議

４月20日、６月22日、８月３日、10月12日、12月７日、２月15日

栃木県サッカー協会事務所

宇都宮市豊郷地区市民センター

　理事会
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【期 　　日】 11月４日

７月25日

【会　 　場】

 （3）栃木県新人体育大会サッカー競技　代表者会議

【期 　　日】

 （4）下野杯中学生サッカー大会　代表者会議

【会　 　場】 田原コミュニティープラザ

10月４日

【期 　　日】 ５月24日

【会　 　場】

宮の原中学校

 （2）栃木県総合体育大会サッカー競技　代表者会議

【期 　　日】

宮の原中学校

【会　 　場】

宮の原中学校

　委員長会議

　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１日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【会　 　場】

【期 　　日】 8月25日

 （4）2019栃木県ユースサッカー(U-15)　代表者会議

【会　 　場】 小山運動公園（向野）会議室

　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】 4月21日、6月23日、11月29日、1月26日、2月24日、3月9日

【会　 　場】

【期 　　日】 5月26日

 （1）第33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21日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

 （2）第30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

栃木県サッカー協会

 （3）2018 栃木県ユースサッカー(U-13)　代表者会議

【期 　　日】 第1回　6月23日、第2回　3月9日

　総会

栃木県サッカー協会　他

12月1１日

 ５．クラブユース連盟関連

【会　 　場】

 （5）栃木県高校サッカー新人大会　監督会議

【期 　　日】

ホテルニューイタヤ

【期 　　日】 ９月７日

ホテルニューイタヤ

【会　 　場】

ホテルニューイタヤ

 （3）第94回 全国高校サッカー選手権栃木大会一次予選会　監督会議

【会　 　場】

【会　 　場】

【期 　　日】

【期 　　日】 ５月１５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

ホテルニューイタヤ

７月５日

 ４．中学連盟関連
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1 　総会

 ８．シニア連盟関連

12月23日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム会議室

【期 　　日】

　登録説明会

【期 　　日】 実施せず

【会　 　場】

 ６．少年連盟関連

【期 　　日】 １０月６日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

　理事会

【期 　　日】 10月11日・2月5日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

　総会

【期 　　日】 ３月２５日

 ７．女子連盟関連

    　 兼 第３６回 栃木県少年サッカー新人大会　監督会議

【会　 　場】 とちぎ健康の森　とちぎ生きがいづくりセンター講堂

 （７）JFA 第42回全日本U-12 サッカー選手権大会栃木県大会　監督会議

【会　 　場】 宇都宮市文化会館３Ｆ第１会議室

芳賀町農業者トレーニングセンター

田原コミュニティプラザ

 （8）JA全農杯全国小学生サッカー大会ｉｎ関東栃木県大会

【期 　　日】 ９月２４日

【会　 　場】 とちぎ健康の森　とちぎ生きがいづくりセンター講堂

 （６）第４７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

９月２４日【期 　　日】

【期 　　日】 ７月１日

 （4）県トップリーグ戦後期　監督会議

【期 　　日】 ８月１２日

 （5）第４７回 栃木県少年サッカー選手権大会　監督会議

【会　 　場】

【会　 　場】

　総会（評議員会及び登録説明会）

【会　 　場】 栃木県総合教育センター

　運営委員会及び理事会

【期 　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】 ３月１０日

【期 　　日】 ４月１４日

田原コミュニティプラザ

３月２４日、４月２６日、７月１２日、９月１３日、２月１６日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所　他　とちぎ青少年センター（アミークス）

　監督会議

 （1）県トップリーグ戦前期　監督会議

 （2）第４回 QUALIER CUP 関東少年サッカー大会栃木県大会　監督会議

【期 　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】

とちぎ青少年センター（アミークス）

１月６日

５月２０日

 （3）ＪＦＡバーモントカップ 第２８回 全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会栃木県大会　監督会議

【会　 　場】 とちぎ青少年センター（アミークス）
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栃木ウーヴァFC、ヴェルフェたかはら那須

＜ホームゲームのみ＞

栃木ウーヴァFC　５－１　横浜猛蹴

栃木ウーヴァFC　２－０　さいたまサッカークラブ

栃木ウーヴァFC　３－０　ジョイフル本田つくばFC

栃木ウーヴァFC　２－０　VONDS市原フットボールクラブ

栃木ウーヴァFC　２－２　TOKYO UNITED FC

栃木ウーヴァFC　１－０　ヴェルフェたかはら那須

栃木ウーヴァFC　７－３　流通経済大学FC

【結　 　果】 １回戦　　栃木県　０－１　　千葉県

８月18日・19日

【会　 　場】

【会　 　場】 茨城県　笠松運動公園陸上競技場・ひたちなか市総合運動公園陸上競技場

【結　 　果】

【結　 　果】 １回戦　　栃木県　０－２　茨城県

【会　 　場】 茨城県　ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場

 （2）女子

【期 　　日】 ８月18日・19日

 （3）少年男子

茨城県　水戸市サッカー・ラクビー城

【期 　　日】

代表決定戦　　栃木県　０－０　　埼玉県

                       　4PK2                    （栃木県代表　本大会出場）

　第73回　国体関東ブロック大会

８月18日・19日【期 　　日】

 （1）成年男子

１回戦　　栃木県　１－０　　群馬県

　代表者会議

【期 　　日】 ５月13日、８月17日、11月22日

栃木県サッカー協会事務所

【期 　　日】 ３月20日

１．１種関連事業

 ９．フットサル連盟関連

【会　 　場】

栃木県サッカー協会事務所

【会　 　場】

栃木県サッカー協会事務所　他

　登録説明会

【期 　　日】 ２月19日

【会　 　場】

Ⅵ　関東大会関連事業

　総会

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

　登録説明会

【期 　　日】 ４月２５日、６月１９日、１０月５日、１２月５日、２月１３日

ホテルニューイタヤ

　理事会

【期 　　日】 ３月８日

【会　 　場】 三栄不動産事務所　他

３月２３日

【会　 　場】

　第52回　関東サッカーリーグ（１部リーグ）

4月1日～9月23日【期 　　日】

【会　 　場】 関東各都県

【結　 　果】

【参加チーム】



栃木ウーヴァFC　１－０　東京２３フットボールクラブ

栃木ウーヴァFC　２－１　ブリオベッカ浦安

＜ホームゲームのみ＞

ヴェルフェ　０－１　VONDS市原フットボールクラブ

ヴェルフェ　１－２　栃木ウーヴァFC

ヴェルフェ　０－１　ブリオベッカ浦安

ヴェルフェ　２－１　横浜猛蹴

ヴェルフェ　１－１　さいたまサッカークラブ

ヴェルフェ　３－２　ジョイフル本田つくばFC

ヴェルフェ　１－２　TOKYO UNITED FC

ヴェルフェ　１－２　流通経済大学FC

ヴェルフェ　１－１　東京２３フットボールクラブ

2

3

FC BAJELVO那須烏山市(県クラブ選手権１位)

１回戦　FC BAJELVO那須烏山市  １－４　tonan前橋サテライト(群馬県)

4

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

2回戦敗退　足利大学

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　３－1　城西国際大学（千葉県　第２代表）

7

【参加チーム】

　第25回　全国クラブチームサッカー選手権大会関東大会

【期 　　日】

準決勝　足利御厨UNITED　　　　　　　　０－１　　東邦チタニウム（神奈川県2位）

　　　　通算成績　17勝1分0敗　1位

9月22日・23日・24日

【会　 　場】 栃木県

【結　 　果】

関東各都県

【結　 　果】

【会　 　場】

　　　　通算成績　３勝３分１２敗　９位

【参加チーム】

【会　 　場】

　第52回　関東社会人サッカー大会

東京都

【結　 　果】

北関東大学選手権

４月、５月

【結　 　果】

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】

【会　 　場】 北関東各県

【参加チーム】

　第54回　全国社会人サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】 11月3日・4日・17日・18日

【期 　　日】 ６月３日・10日・17日

第7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】 城西大学(埼玉県)

【期 　　日】

【参加チーム】

「アミノバイタル®」カップ2018 第7回関東大学サッカートーナメント大会

【期 　　日】 7月14日～7月22日

FC CASA FORTUNA OYAMA (第１代表)、足利御厨UNITED (第２代表)

１回戦　FC CASA FORTUNA OYAMA  ０－１　東京海上フットボールクラブ(東京都３位)

　　　　　足利御厨UNITED　　　　　　　　０－０　PK４－３　鹿島さわやかFC（茨城県1位）

2回戦　 FC CASA FORTUNA OYAMA  ０－１　PK４－５　品川CC横浜(神奈川県1位)

　　　　 　足利御厨UNITED　　　　　　　　１－１　PK６－５　Tokyo International University（埼玉県1位）

栃木ウーヴァFC、ヴェルフェたかはら那須(関東１部)、FC CASA FORTUNA OYAMA(県社会人１位)

１回戦 　FC CASA  １－３  TIU(埼玉３位)

２回戦　ヴェルフェ　２－２　PK１－３　南葛SC(東京2位)

２回戦 栃木ウーヴァFC　５－０　CERVEZA FC東京(東京１位)

決定戦 栃木ウーヴァFC　２－１　エリース東京(関東２部２位)



作新学院大学

1回戦　作新学院大学　0－2　専修大学

8

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４位 　白鴎大学(８勝4分6敗)

第５位 　足利大学    (7勝３分8敗)

第10位　宇都宮大学  (3勝１分14敗)

9

作新学院大学

作新学院大学　０－１　　日本大学

作新学院大学　１－２　　尚美学園大学

作新学院大学　１－４　　産業能率大学

予選敗退

10

宇都宮市役所(第１代表)、那須塩原市役所(第２代表)

優勝：ひたちなか市役所

１回戦　宇都宮市役所 　　１－３　前橋市役所(群馬県２位)

　　　　　那須塩原市役所　１－０　日立市役所(茨城県１位)

準決勝　那須塩原市役所　 １－４　山梨県庁(山梨県２位)

３位決定戦　那須塩原市役所    ０－１　前橋市役所(群馬県２位)

11

栃木県庁

優勝：さいたま市役所

１回戦　栃木県庁　　０－０ＰＫ（５－４）　前橋市役所(群馬県)

２回戦　栃木県庁　　０－２　　さいたま市役所

小山工業高等専門学校

１回戦　　 　小山高専　１－０　群馬高専（群馬県）

準決勝　　　小山高専　３－１　東京高専（東京都）

1

宇短大附属高校（第１代表）、佐野日大高校(第２代表)

２．２種関連事業

群馬県

【参加チーム】

【結　 　果】 １回戦　宇短大附属高校 　０－３　前橋育英(群馬県)

【会　 　場】

【期 　　日】 ６月１日～４日

　第６０回　関東高等学校サッカー大会

　（兼）第47回　関東高等専門学校サッカー選手権大会

【結　 　果】

【会　 　場】 ひたちなか市総合運動公園、笠松運動公園

　第46回　関東自治体職員サッカー選手権大会

埼玉県浦和駒場スタジアム　他

6月16日・17日・18日

　第47回　全国自治体職員サッカー選手権大会北関東予選会

【会　 　場】 北関東各県

【会　 　場】 時之栖スポーツセンター　他

【結　 　果】

第51回関東大学サッカー大会

【期 　　日】 10月27日～11月17日

【参加チーム】

【結　 　果】

　第11回　北関東大学サッカーリーグ戦

【期 　　日】 ５月～10月

【期 　　日】

【参加チーム】

【参加チーム】

決 　勝　　　小山高専　１－０　茨城高専（茨城県）

【会　 　場】 東京都世田谷区 駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場・第二球技場

【参加チーム】

10月27日・28日・29日・30日

【期 　　日】 7月7日・8日

12
　平成30年度関東信越地区高等専門学校総合体育大会

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

【会　 　場】 埼玉スタジアム2002　他

【参加チーム】

【期 　　日】

【結　 　果】



2

栃木SCユース

4

栃木SCユース

1

那須塩原市立西那須野中学校(第１代表)、宇都宮市立豊郷中学校(第２代表)

１回戦　西那須野中　２－１　藤沢市立鵠沼中(神奈川県２)

２回戦　西那須野中　０－１　朝霞市立朝霞第二中(埼玉県２)

第５代表決定戦　西那須野中　２－０　吉岡町立吉岡中学校（群馬県１）

2

栃木SCジュニアユース、ウイングスＳＣ、FCファイターズ、矢板SC、ヴェルディSS小山

＜Bブロック＞

     栃木SCユース　5－1  SC相模原　　　　　　　　栃木SCユース　3－0　Soltilo

　2018　日本クラブユースサッカー選手権U-18　関東予選

【期 　　日】 ４月～６月

【会　 　場】 関東各都県

     栃木SCユース　6－2　グラシアス相模原

<ノックアウトステージ>

　　 １回戦   　 栃木SCユース　8－0　杉並FC

【参加チーム】

【結　 　果】 <グループステージ>Cブロック　１位

【期 　　日】 11月3日・4日・10日・11日

【期 　　日】

【会　 　場】

８月６日～９日

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】

　　　　※第11位　栃木ＳＣ　日本クラブユース選手権大会　出場

     栃木SCユース　9－0　アローレ八王子　　 　　栃木SCユース　 8－0　FC　ASAHI

 　　２回戦   　 栃木SCユース　0－5　鹿島アントラーズ

順位決定戦    栃木SCユース　1－1（PK4-2）　ヴァンフォーレ甲府　　栃木SCユース　0－1　川崎フロンターレ

関東各都県

【期 　　日】 4月～12月

【会　 　場】

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

【参加チーム】 該当チーム無し

（1）１部リーグ

（2）２部リーグ

茨城県水戸市他

３．３種関連事業

関東各都県

【期 　　日】 4月～12月

１回戦　栃木SCユース 　２－３　帝京高校(東京都）

【参加チーム】

【結　 　果】

２回戦　  佐野日大高校　１－１PK3-5　駿台学園高校（東京都）

　関東プリンス参入戦

群馬県

　〃　　  佐野日大高校　４－０　牛久英進高校(茨城県)

【期 　　日】 １２月２２日・２４日

【会　 　場】

【参加チーム】

【参加チーム】

　高円宮杯　第30回　全日本ユース（U-15）サッカー関東大会

【結　 　果】

　　　  　豊郷中　０－２　藤沢市立藤ケ丘中(神奈川県１)

　１回戦　FCファイターズ　　0－2　　SC相模原JY

　１回戦　矢板SC　 　　    　0－3　　鹿島アントラーズJY

＜Cブロック＞

　第49回　関東中学校サッカー大会

【会　 　場】 関東各都県

【結　 　果】



　２回戦　栃木SC　　　　　　2－0　　水戸ホーリーホック

6月16日・17日・23日・30日、７月1日・7日・8日

関東各都県

栃木SCジュニアユース、ウイングスSC、ＦＣファイターズ、矢板ＳＣ、ヴェルディSS小山

１回戦　　栃木SC　　      1－1PK3－5　　　坂戸ディプロマッツ

１回戦　  ウイングス　　  　　0－1　　  　東松山ペレ-二ア

１回戦    FCファイターズ　1－1PK2－4　　ヴァンフォーレ甲府

１回戦　 ヴェルディ小山　　 1－2　　    三郷ジュニアユース

※栃木県5チームが、1回戦敗退

4

3月～10月

栃木SCジュニアユース

6勝10敗6分け　リーグ10位　　（１部残留）

5

6 　2018　第5回　関東ユース（U-13）サッカーリーグ（2部）

1

2

3

【会　 　場】

ウイングスSC　　8勝13敗1分　リーグ9位　（2部残留）【結　 　果】

【結　 　果】 7勝4敗3分　Cリーグ4位　（2部残留）

栃木SCジュニアユース

【期 　　日】

1回戦　　矢板SC　　　　　 　2－4　　   JOGADOR　　　　　　　

【会　 　場】

　準決勝　栃木SC　　 　  　2－4　　三菱養和SC巣鴨JY

【参加チーム】 ウイングスSC

関東各都県

関東各都県

　2018　第13回　関東ユース（U-15）サッカーリーグ（2部）

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　１回戦　栃木SC　　2－2EX2－0　  FCクラッキス松戸

【期 　　日】

　2018　第13回　関東ユース（U-15）サッカーリーグ（1部）

【期 　　日】

　１回戦　ウイングスSC　　 4－0　　境トリニタスジュニアユース

４．４種関連事業

3月～10月

　第24回　関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会
3

　１回戦　ヴェルディ小山　　0－5　  湘南ベルマーレJY

【参加チーム】

【結　 　果】

4月～12月

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

　２回戦　ウイングスSC　 　1－2　　三菱養和SC巣鴨JY

　（兼）第33回　日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会関東大会

ともぞうサッカークラブ・祖母井クラブ・ＴＥＡＭリフレサッカークラブ・栃木ウーヴァＦＣ Ｕ－１２

【会　 　場】 群馬県伊勢崎市

【参加チーム】

【期 　　日】

ともぞうサッカークラブ　　　  １位パート優勝

祖母井クラブ　　　　　　　　　  ２位パート１位

８月２５日・２６日

千葉県フクダ電子フィールド【会　 　場】

【参加チーム】 栃木サッカークラブジュニア・ＦＣ　ＶＡＬＯＮ・ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡

　キヤノン ガールズ・エイト第16回JFA関東ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会

栃木サッカークラブジュニア　　２位トーナメント１回戦敗退

ＴＥＡＭリフレサッカークラブ　２位パート２位

栃木ウーヴァＦＣ Ｕ－１２　　 ４位パート３位

　第４２回　関東少年サッカー大会 ｉｎ 千葉

【結　 　果】

８月４日・５日

　『tonan』第８回北関東（関東外環）Ｕ-１２サッカー大会

ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　　　　　　　　　　２位トーナメント２位

【結　 　果】

【期 　　日】

ＨＦＣ.ＺＥＲＯ真岡　　　　　　　 　３位トーナメント１回戦敗退



4

5

＜予選リーグＡ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＞

6

１回戦　栃木SCレディース　０－３　神奈川大学（関東リーグ2位)

栃木県佐野市運動公園多目的球技場

【参加チーム数】 ５２チーム参加

EXILECUP２０１８　関東大会２

【期 　　日】 ７月７日

【会　 　場】

ブランカFC(第１代表)、FCクィーンズ(第２代表)

１回戦　　ブランカFC　０－２　FC城南ビクトリア　（東京3）　

千葉県【会　 　場】

1
　第40回　関東女子サッカー選手権大会

　（兼）皇后杯JFA第40回全日本女子サッカー選手権大会関東予選

東京都

2
　第30回　関東レディースサッカー大会

　（兼）JFA第30回全日本O-30女子サッカー大会関東予選

【参加チーム】 栃木SCレディース

【結　 　果】

【期 　　日】 ９月15日・16日・17日・22日・23日・29日

　　　　ＦＣクイーンズ　０－２　FC．VIDA　Feliz　（千葉１）

【参加チーム】

【会　 　場】

【期 　　日】 11月２４日・2５日

【結　 　果】

５．女子関連事業

　　栃木ＳＣジュニア　　　 　    通算成績　１勝０分２敗　予選３位

【参加チーム】 栃木ＳＣジュニア、ＴＥＡＭリフレサッカークラブ

【結　 　果】

　　ＴＥＡＭリフレサッカークラブ　    通算成績　０勝１分２敗　予選４位

＜決勝リーグ＞

茨城県ひたちなか市総合運動公園

【結　 　果】

　　栃木選抜グリーン　   通算成績　２勝０分１敗　２位通過

【期 　　日】 ３月１６日・１７日

【会　 　場】 神奈川県大和市、綾瀬市

＜予選リーグD組＞

＜決勝リーグ＞

＜予選リーグE組＞

　ＪＡ全農杯全国小学生サッカー大会ｉｎ関東

　　栃木選抜イエロー　　 通算成績　１勝０分２敗　予選敗退

＜予選リーグ＞【結　 　果】

【参加チーム】 栃木県選抜イエロー　・　栃木県選抜グリーン

　　グループF

茨城県ひたちなか市総合運動公園

２月２３日・２４日【期 　　日】

【会　 　場】

　　　　栃木県トレセンＵ１２「空」       通算成績　２勝０分１敗　２位通過

　第２９回　関東選抜少年サッカー大会

【期 　　日】

　　栃木ＳＣジュニア　    ２位

　　ＴＥＡＭリフレサッカークラブ　　　 　    １回戦敗退

栃木県トレセンU-12「空」、栃木県トレセンU-12「海」

３月２日・３日

　　４組　栃木県トレセンＵ１２「空」    通算成績　０勝１分１敗　３位敗退

【会　 　場】

【参加チーム】

　　グループＢ

　　　　栃木県トレセンＵ１２「海」       通算成績　０勝０分３敗　予選敗退

　　２組　栃木選抜グリーン　   通算成績　０勝０分２敗　３位敗退



１回戦　　文星女子高校　０－３　日本航空高校　（山梨県）

１回戦　　宇都宮文星女子高校　４－１　常盤大　(茨城２)

　　　　　　大田原女子高校　　　０－１６　鹿島学園　(茨城１）

２回戦　　宇都宮文星女子高校　１－４　星褨国際翔南　（神奈川１）　　

5

宇都宮短大附属高校　　０－３　浦和西高校　（埼玉２）

宇都宮中央女子高校　　０－５　本庄第１高校　（埼玉１）

１回戦　　足利・両毛ローザＦＣ　０－18　浦和レッドダイヤモンズユース（プレーオフ）

１回戦　　河内ＳＣジュべ二ール　３－２　浦安セレイアス

　　　　　　河内ＳＣジュべ二ール　０－７　ＩＮＡＣ多摩川レオネッサＵ-１５

準決勝　 栃木ＳＣレディース 　   １－３　浦和レッドダイヤモンズＪｒユース

8

１次リーグ　　とちおとめ　０－４　習志野ＢＳＳ　ＶＩＢＡＮＡ

１次リーグ　　とちおとめ　０－１　青梅ＦＣビクトリー

9

とちおとめ

１次リーグ　　とちおとめ　２－０　青梅ＦＣビクトリー

１次リーグ　　とちおとめ　０－０　柏ソレイル

　　　　　　９・１０位決定戦    とちおとめ　０－０ＰＫ２－１　横須賀シーガルズレディー

　（兼）ＪＦＡ第22回全日本U-18女子サッカー選手権大会関東予選

　第22回　関東女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

　第14回　関東高等学校女子サッカー秋季大会

茨城県・東京都【会　 　場】

【結　 　果】

　　　　　  順位決定戦　　宇都宮文星女子高校　０－１　前橋育英高校　（群馬１）

　　　　　　７位決定戦　　宇都宮文星女子高校　０－１　鹿島学園　（茨城１）

【期 　　日】

栃木県主管　　草津・那須スポーツパーク開催

10月20日・21日・27日・28日

【会　 　場】

【期 　　日】

【結　 　果】

６月9日・10日・16日・17日

群馬県

7
　第23回　関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

【会　 　場】

【参加チーム】 宇都宮短大附属高校（第1代表）、宇都宮中央女子高校（第2代表）

【期 　　日】 10月27日・28日・１１月３日・４日

【参加チーム】

【結　 　果】

埼玉県

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】

6

【期 　　日】

【結　 　果】

６月２日・３日・４日

埼玉県

1１月1０日・１１日・1７日・１８日

【会　 　場】

【参加チーム】 宇都宮文星女子高校

3
　平成30年度　第７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

群馬県

　第1２回　関東レディースエイト（O-40）サッカー大会

【会　 　場】

【結　 　果】

【参加チーム】 宇都宮文星女子高校(第１代表)、大田原女子高校(第２代表)

4
　第27回　関東高等学校女子サッカー選手権大会

　(兼）第27回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東予選

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　　　３－０　ＩＮＡＣ多摩川レオネッサＵ‐１５

【参加チーム】

【期 　　日】

とちおとめ

２回戦　　栃木ＳＣレディース　　　０－０ＰＫ6－5　小美玉フットボールアカデミー

６月９日・１０日

　第１２回　関東レディースエイト(O-45・50)サッカー大会

【期 　　日】 9月9日・10日

【会　 　場】 山梨県

　（兼）ＪＦＡ第23回全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選

【参加チーム】 足利・両毛ローザFC

【期 　　日】



6月23日～12月24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2分３敗　　第6位 リーグ残留

1月12日・13日

尚美学園大学グランド、他

栃木SCレディース

栃木ＳＣレディース　３－１　大東文化大学　（埼玉）

栃木ＳＣレディース　１－４　流通経済大学　(茨城）

※関東リーグ2部　参戦ならず

1

＜予選リーグＢ組＞

　　　宇都宮FCファミリー　３－２　Y-AJCK(千葉県)

　　　宇都宮FCファミリー　０－１　BonDeBola藤澤(神奈川県)

　　　宇都宮FCファミリー　０－１　フットボールクラブ西武台シニア(埼玉県)

　　　　　　通算成績　１勝２敗　予選リーグ３位

＜順位決定戦＞

2

＜予選リーグＡ組＞

　　　栃木教員マスターズ　１－１　山梨マスターズ(山梨県)

　　　栃木教員マスターズ　０－２　Azul神奈川FC(神奈川県)

　　　栃木教員マスターズ　０－１　MITAKA EAGLES(東京都)

　　　　　　通算成績　１分２敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

3

＜予選リーグＢ組＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　１－６　ラッツォス古河FC60(茨城県)

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－１　アスレチックちば(千葉県)

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－４　FC前橋６０(群馬県)

　　　　　　通算成績　３敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

【参加チーム】 栃木教員マスターズ

【会　 　場】 千葉県市原市

4
　JFA 第９回O-70サッカーオープン大会関東予選

４月28日・29日

【参加チーム】 宇都宮FCファミリー

【結　 　果】

　　　５・６決戦　宇都宮FCファミリー　１－０　図南サッカークラブグランデ（群馬県）

【結　 　果】

【会　 　場】 山梨県昭和町押原公園

　JFA 第17回全日本O-50サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】

　　　７・８決戦　栃木大昭サッカークラブ　１－２　茅ヶ崎えぼし（神奈川県）

【参加チーム】 栃木大昭サッカークラブ

　JFA 第19回全日本O-60サッカー大会　関東地区予選会

　JFA 第６回全日本O-40サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 ６月23日・24日

【会　 　場】 山梨県昭和町押原公園

12月１日・２日

　（兼）第6回関東シニア（70歳以上）サッカー選手権大会

【結　 　果】

　　　７・８決戦　栃木教員マスターズ　２－１　FC渋川５０（群馬県）

【期 　　日】

６．シニア関連事業

【参加チーム】

  1位ブロック　   とちおとめ　０－１　ＦＣフロール

　11　　第25回　関東女子サッカーリーグ　2部入替戦

【期 　　日】

【会　 　場】

【結　 　果】

【結　 　果】

　10　　第2回　関東女子Ｕ-15サッカーリーグ

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】



＜予選リーグＢ組＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　１－２　山梨シニア７０(山梨県)

　　　栃木大昭サッカークラブ　１－４　埼玉シニア７０(埼玉県)

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－４　アスレチッククラブちば(千葉県)

　　　　　　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＞

　　　BOLAMISC宇都宮　０－１　図南サッカークラブ(群馬県)

　　　BOLAMISC宇都宮　０－６　レアル東京(東京都)

　　　BOLAMISC宇都宮　１－３　ドリーム水戸シニアFC(茨城県)

　　　　　　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＞

　　　栃木教員マスターズ　０－２　習志野台シニアクラブ(千葉県)

　　　栃木教員マスターズ　０－６　東京ベイフットボールクラブO-50(東京都)

　　　栃木教員マスターズ　０－５　FC前橋５０(群馬県)

　　　　　　通算成績　０勝３敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

6

＜予選リーグＢ組＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－１　FC前橋６０(群馬県)

　　　栃木大昭サッカークラブ　１－２　千葉四十雀サッカークラブ(千葉県)

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－３　PET(東京都)

　　　　　　通算成績　０勝３敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

1

【結　 　果】

栃木県宇都宮市

　　　７・８決戦　栃木大昭サッカークラブ　３－１　日立フットボールクラブ(茨城県)

【結　 　果】

【参加チーム】 栃木大昭サッカークラブ

　（2）Over50

【期 　　日】 12月8日・9日

【結　 　果】

　　　７・８決戦　BOLAMISC宇都宮　１－０　FCリズム(山梨県)

【会　 　場】

【結　 　果】

　　　７・８決戦　栃木大昭サッカークラブ　０－１　群馬FC７０(群馬県)

12月２日・３日

　（1）Over40

【期 　　日】 12月1日・2日

栃木教員マスターズ

　　　５・６決戦　栃木教員マスターズ　０－４　藤澤マスターズ５０(神奈川県)

【参加チーム】 栃木大昭サッカークラブ

【期 　　日】

【参加チーム】 BOLAMISC宇都宮

【会　 　場】 神奈川県横浜市

【会　 　場】 群馬県前橋市

　第12回　関東シニアサッカー選手権大会

　第13回　関東シニアサッカー選手権大会（Over60）

【参加チーム】

千葉県市原市

【期 　　日】 ９月８日・９日

【会　 　場】

７．フットサル関連事業
　ＪＦＡ第２４回　全日本フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 １月１２日、１月１３日、１月１９日

【会　 　場】 茨城県　笠松運動公園体育館、水海道体育館

【参加チーム】 三榮不動産FC宇都宮など１６チーム

【結　 　果】 １回戦　三榮不動産FC宇都宮　４－３　アバンソールさいたま（埼玉）



2

3

4

準決勝　矢板中央高校　２－４　正智深谷高校（埼玉）

３　決　矢板中央高校　８－３　伊奈高校(茨城)

5

6

7

8

優勝　　リガーレ東京（１２勝１分３敗）

１１位　モランゴ栃木（２勝１分８敗） 入替戦へ

１２位　三榮不動産FC宇都宮（１勝２分８敗） 入替戦へ

9

２回戦　三榮不動産FC宇都宮　１－９　フウガドールすみだバッファローズ

【参加チーム】 Amarelo/峰FCなど　１４チーム

ＡＳ栃木 bom de bola A　１－１　アミーゴス三つ峠ＦＣ(山梨)

ＡＳ栃木 bom de bola A　０－５　東京ベルディフットサルクラブジュニアユース（東京）

　（2）２部リーグ

【期 　　日】

【結　 　果】

　第２０回　関東フットサルリーグ

優勝　　バディランツァーレ(山梨)　８勝１分２敗

矢板中央高校など８チーム

６月～12月

【会　 　場】 関東各都県

　ＪＦＡ第１５回　全日本女子フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 ９月１５日、９月２４日

【会　 　場】

　ＪＦＡ第２４回　全日本U-15フットサル大会関東大会

【期 　　日】

【期 　　日】 １１月２４日、１１月２５日、１２月１日

【会　 　場】 山梨県　昭和町総合体育館

　JFA第１３回全国ビーチサッカー大会２０１８　関東大会

　第１４回　全日本大学フットサル大会関東大会

【期 　　日】 ７月１６日

【会　 　場】 東京都　駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

　ＪＦＡ第５回　全日本U-18フットサル大会関東大会

【期 　　日】

１回戦　 矢板中央高校　７－４　SBFCロンドリーナ U-18（神奈川)

【期 　　日】

神奈川県　ひらつかビーチパーク、TAKAFIELD

９チーム（本県チームなし）

【結　 　果】

６月～12月

【期 　　日】 ６月～２０１９年１月

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

　第９回　関東女子フットサルリーグ

【期 　　日】

【会　 　場】

１回戦　Amarelo/峰FC　０－３　ヴィエントFC（神奈川)

神奈川県　ひらつかサンライフアリーナ、茅ケ崎市総合体育館

１１月２４日、１１月２５日、１２月１日

　（1）１部リーグ

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

国際医療福祉大Ｆ.Ｃ.majikaoなど８チーム

【参加チーム】 栃木SCレディースなど８チーム

　ＪＦＡ第９回　全日本女子U-15フットサル大会関東大会

【結　 　果】

ＡＳ栃木 bom de bola Aなど12チーム

【結　 　果】 予選Aブロック　ＡＳ栃木 bom de bola A　１分１敗　予選リーグ敗退

【結　 　果】

７月１４日、７月１５日

【会　 　場】 栃木県　県北体育館

【結　 　果】

【結　 　果】 １次リーグｄグループ　FCブラジニア１勝１敗＝敗退

【参加チーム】

【会　 　場】 山梨県　昭和町総合体育館

【結　 　果】 １回戦　栃木SCレディース　１－１　PK２－３　十文字中学校（東京）

【参加チーム】

１回戦　国際医療福祉大F.C.majikao　０－３　流通経済大学フットサル部（茨城）

【参加チーム】

【参加チーム】 １３チーム

８月４日、８月５日、９月９日

【会　 　場】



10

11

12

13

14

15

16

1

2

各都道府県

４月22日～１月１日

【会　 　場】

　天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会

２回戦　　栃木SC(J2) 　０－１　徳島ヴォルテス(J2)

【参加チーム】 作新学院大学(栃木県代表)

10月23日～１月1日

各都道府県

　皇后杯 JFA 第40回全日本女子サッカー選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

８PK９

１回戦　　作新学院大学 　３－３　ラインメール青森FC(青森県代表)【結　 　果】

【期 　　日】

Ⅶ　全国大会関連事業

【会　 　場】

【会　 　場】 群馬県　渋川総合体育館

【参加チーム】 M camaradas/栃木FCなど10チーム

Amarelo/峰FCなど１０チーム

１回戦　Amarelo/峰FC　１－７　TOCAR　jugadoras　新宿（東京）【結　 　果】

　第１０回　関東女子フットサルリーグ参入戦・入替戦

【期 　　日】 ２月３日、２月９日

【会　 　場】 千葉県　東金アリーナ

栃木県選抜など８チーム

【結　 　果】

栃木県選抜など８チーム

　トリムカップ第１１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

【期 　　日】 １月２６日、１月２７日

埼玉県　ウイングハット春日部

【会　 　場】 群馬県　渋川総合体育館

【結　 　果】

【会　 　場】 神奈川県：平塚海岸、茨城県：平井海岸、千葉県：井之内海岸　他

【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

【参加チーム】

１回戦　　栃木県選抜　３－５　千葉県選抜

【会　 　場】

【参加チーム】

　第２回関東大学フットサルリーグ２０１８

【期 　　日】 ６月～２月

【会　 　場】 関東各都県

　第３４回　全国選抜フットサル大会関東大会

【期 　　日】 ５月１９日、２０日

１回戦　M camaradas/栃木FC　２－３　ヴェルタデイロ（茨城）

９チーム（本県チームなし）

【結　 　果】 優勝　　フウガドールすみだレディース（９勝１分２敗）

【結　 　果】

　第２１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２日、２月９日

【参加チーム】

【期 　　日】 ５月２０日～８月１９日

【参加チーム】

　第５回　関東ビーチサッカーリーグ2018

【参加チーム】

【期 　　日】 開催なし

１２チーム（本県チームなし）

【結　 　果】 第１位　東京ヴェルディビーチサッカーチーム（８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】
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９月30日～１0月４日

福井県坂井市

９月30日～１0月４日

福井県坂井市

９月30日～１0月４日

福井県坂井市

4

1

　　栃木ＳＣ　０－１　松本山雅FC

　　栃木ＳＣ　１－３　愛媛FC

　　栃木ＳＣ　０－１　ファジアーノ岡山

　　栃木ＳＣ　４－１　FC岐阜

　　栃木ＳＣ　０－０　横浜FC

　　栃木ＳＣ　２－２　ヴァンフォーレ甲府

【会　 　場】

栃木県選抜

　　栃木ＳＣ　２－１　アルビレックス新潟

　　栃木ＳＣ　１－０　カマタマーレ讃岐

　　栃木ＳＣ　１－０　ロアッソ熊本

　　栃木ＳＣ　１－２　水戸ホーリーホック

　　栃木ＳＣ　０－１　大宮アルディージャ

　　栃木ＳＣ　２－５　レノファ山口FC

　　栃木ＳＣ　０－１　東京ヴェルディ

　　栃木ＳＣ　３－１　京都サンガF.C.

　　栃木ＳＣ　０－０　FC町田ゼルビア

　　栃木ＳＣ　１－０　アビスパ福岡

　　栃木ＳＣ　２－４　大分トリニータ

　　栃木ＳＣ　１－１　ツエーゲン金沢

【参加チーム】

【期 　　日】

【期 　　日】

　　栃木ＳＣ　１－０　モンテディオ山形

　　栃木ＳＣ　１－１　徳島ヴォルティス

【期 　　日】

　　栃木ＳＣ　０－１　ジェフユナイテッド千葉

【結　 　果】

【期 　　日】

                       　3PK4                    

３月～11月

　（3）少年男子

【会　 　場】

　（1）成年男子

　第73回　国民体育大会

【会　 　場】

【結　 　果】

　（2）女子

1回戦　　栃木県　０－０　　福井県

該当チーム無し【参加チーム】

　　　　　通算成績　　１３勝１１分１８敗　　第１７位

【結　 　果】

【参加チーム】

【参加チーム】

＜ホームゲームのみ＞

栃木ＳＣ

該当チーム無し

【結　 　果】

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム

　2018　Ｊリーグ DIVISION2

準々決勝　　　　アルビレックス新潟レディース　１−２　INAC神戸レオネッサ

【栃木県開催】

               　　　ノジマステラ神奈川相模原　０−１　ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

12月22日　　　栃木県グリーンスタジアム  開催

１．１種関連事業

【期 　　日】 10月20日～10月24日

　第54回　全国社会人サッカー選手権大会
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優勝：藤枝市役所

１回戦　　 　小山高専　１－２　徳山高専（山口県）

1

２．２種関連事業

８月７日～１３日

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

【期 　　日】

【会　 　場】 三重県

　第42回　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2018

３回戦　栃木ウーヴァFC　０－０ PK３－４　おこしやす京都AC（関西地区）

【結　 　果】

栃木ウーヴァFC

　（2）決勝ラウンド

【会　 　場】

【参加チーム】 小山工業高等専門学校

　（兼）第51回　全国高等専門学校サッカー選手権大会

【期 　　日】 12月13日～24日

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】

大分県別府市営野口原総合運動公園陸上競技場　他

7

　第47回　全国自治体職員サッカー選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】 東京都、埼玉県、栃木県、千葉県

【結　 　果】

　日本スポーツマスターズ　2018

※栃木県の出場なし

8月3日～8日

【結　 　果】

千葉県市原市

【期 　　日】

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 愛媛県宇和島市

【期 　　日】

【会　 　場】

【会　 　場】

【結　 　果】

該当チーム無し

12月1日～4日

【参加チーム】 栃木ウーヴァFC

【結　 　果】 栃木ウーヴァFC　１－１　サウルコス福井（北信越地区）

２回戦　栃木ウーヴァFC　１－０　三菱水島（中国地区）

　第25回　全国クラブチームサッカー選手権大会

【参加チーム】

栃木ウーヴァFC　２－４　松江シティFC（中国地区）

11月21日～25日

島根県松江市

　（1）１次ラウンド

【期 　　日】

栃木ウーヴァFC　０－０　おこしやす京都AC（全社）

11月9日～11日

茨城県

【参加チーム】

優勝： 松江シティFC（中国地区）

１回戦　栃木ウーヴァFC　３－２　JFC MIYAZAKI（関西地区）

【会　 　場】 長崎県島原市 島原市営陸上競技場・長崎県フットボールセンター

【期 　　日】

　第53回　全国高等専門学校体育大会

【期 　　日】

【結　 　果】

8月18日～22日

【参加チーム】 該当チーム無し

北海道札幌市

中止

【会　 　場】

　第66回　全日本大学サッカー選手権大会

該当チーム無し
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3 　2018 第42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

グループステージGブロック　

4

1 　第49回　全国中学校サッカー大会

2 　高円宮杯　第30回　全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会

12月22日・23日・25日・27日・28日

関東各地

3 　第33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

1

0勝2敗1分　Gブロック4位で予選リーグ敗退

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 栃木SCユース

【結　 　果】

２回戦　学悠館高校　４－１　前橋清陵高校（群馬県）

3回戦　学悠館高校   ３－３　PK０－２　阪神昆陽高校（兵庫県）

４．４種関連事業

３．３種関連事業

３回戦　  　矢板中央高校　１－０　立正大淞南高校(島根県)

【結　 　果】

矢板中央高校

２回戦　　  矢板中央高校　２－０　日章学園(宮崎県)

【参加チーム】 矢板中央高校

　第９７回　全国高等学校サッカー選手権大会

12月30日・31日、１月２日・３日・５日・１２日・１４日

首都圏

【期 　　日】

【参加チーム】

静岡県清水市

準々決勝　矢板中央高校　１－２　青森山田高校(青森県)

　第2８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

【会　 　場】

【結　 　果】

【参加チーム】 学悠館高校

【期 　　日】 ７月２８日～３１日

【会　 　場】

１回戦　  矢板中央高校　１－２　　東福岡高（福岡県)

【期 　　日】

１回戦　学悠館高校　２－０　船橋高校（千葉県）【結　 　果】

那須塩原市立西那須野中学校

１回戦　　西那須野中　４－１　室蘭市立桜蘭中(北海道)【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】

【期 　　日】

２回戦 　 西那須野中　０－５　ルーテル学院中(熊本県)

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】

該当チーム無し

【会　 　場】

【参加チーム】

【会　 　場】

８月18日～23日

鳥取県鳥取市他

ＪＦＡﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２８回全日本Ｕ-１２フットサル選手権大会

【結　 　果】

祖母井クラブ

＜１次ラウンド　予選リーグ　グループＪ＞

　　　　通算成績　０勝１分２敗　１次ラウンド敗退

　　祖母井クラブ　０－７　大阪市ジュネッスFC (大阪府)

【期 　　日】

　　祖母井クラブ　４－２　介良サッカースポーツ少年団 (高知県)

　　祖母井クラブ　４－１１　ヴァリエンテ富山ジュニア (富山県)

東京都駒沢体育館

８月17日・18日・19日

【参加チーム】

【会　 　場】
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　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

4

5

6

1 　JFA 第６回全日本O-40サッカー大会

【期 　　日】 11月３日～５日

【会　 　場】 千葉県市原市

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

６．シニア関連事業

【参加チーム】 ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

　　　　　　　　通算成績　０勝０分３敗　予選敗退

8月1日～13日

【参加チーム】 該当チーム無し

２０１９年１月３日～７日

神戸市　他

【会　 　場】 静岡県藤枝市　

　第27回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会

【参加チーム】 該当チーム無し

【参加チーム】

【会　 　場】

【期 　　日】

【結　 　果】

　ＪＦＡ第23回全日本Ｕ－15女子サッカー選手権大会

【結　 　果】

3

【期 　　日】

該当チーム無し

3月16日～18日

７月21日～28日

Ｊグリーン堺

　平成30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　１－１ＰＫ４－３　ベガルタ仙台ジュニアユース（東北１/宮城）

【結　 　果】

５．女子関連事業

【結　 　果】 ＜１次ラウンド＞

　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　０－４　ＳＳクリエイト（大阪府）

　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　１－３　リベロ津軽ＳＣ（青森県）

　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　０－３　ソレッソ熊本（熊本県）

ＪＦＡ第４２回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会

【期 　　日】 １２月２５日～１２月２９日

【会　 　場】 鹿児島県

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　ＪＦＡ第22回全日本Ｕ－18女子サッカー選手権大会

【期 　　日】

　ＪＦＡ第30回全日本Ｏ－３０女子サッカー大会

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】 ３月16日～18日

【会　 　場】 兵庫県三木総合防災公園

Ｊグリーン堺

栃木ＳＣレディース　２－３　浦和レッドダイヤモンズジュニアユース（関東2/埼玉）

【参加チーム】 該当チーム無し

栃木ＳＣレディース

【結　 　果】

【期 　　日】 2019年1月3日～1月13日

【会　 　場】

【会　 　場】

　ＪＦＡ第30回Ｏ－４０女子サッカーオープン大会

優勝　　ＪＦＡアカデミー福島　（東海１/静岡）

【会　 　場】 時之栖スポーツセンター
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　　　　　成績　２勝１敗　　　Ｋブロック第２位

　第31回 全国健康福祉祭秋田大会(ねんりんピックとやま2018)

【期 　　日】 １１月３日～５日

＜Ｋブロック＞

　　　とち丸シニアＳＣ　２－０　福岡県

　　　とち丸シニアＳＣ　０－３　愛知県

【参加チーム】

　　　とち丸シニアＳＣ　４－０　札幌市

　JFA 第18回全日本O-60サッカー大会

【期 　　日】 ５月26日～５月28日

【会　 　場】

とち丸シニアサッカークラブ

該当チーム無し

【会　 　場】

【期 　　日】 ５月26日～５月28日

【会　 　場】 富山県富山市

【結　 　果】

【参加チーム】

福島県相馬市

福島県相馬市

　JFA 第8回O-70サッカーオープン大会

【結　 　果】

【結　 　果】

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

【期 　　日】 ７月７日～９日

【会　 　場】 静岡県藤枝市

【参加チーム】 該当チーム無し

　JFA 第17回全日本O-50サッカー大会

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）

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　ＪＦＡ第２４回　全日本フットサル選手権大会

【期 　　日】 ３月２日～１１日

第１位　アルコイリス神戸（兵庫）

　ＪＦＡ第５回　全日本U-18フットサル大会

１月１２日～１４日

【参加チーム】

１１月２日～４日【期 　　日】

該当チーム無し

　ＪＦＡ第１５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（愛知、Ｆリーグ）

【会　 　場】 石川県　いしかわ総合スポーツセンター

【結　 　果】

【参加チーム】 矢板中央高校

矢板中央高校　４－７　　日南学園高校（宮崎/九州第１代表）

矢板中央高校　２－５　清明学院高校（大阪/関西第２代表）

矢板中央高校　５－６　　名古屋オーシャンズU-18(愛知/東海代表)

　ＪＦＡ第２４回　全日本U-15フットサル大会

【期 　　日】

７．フットサル関連事業

【参加チーム】

８月２日～５日

【会　 　場】

８月２４日～２６日

第１位　順天堂大学フットサル部GAZIL/ｊｆｃ（千葉）

岸和田市総合体育館（大阪）

【会　 　場】 ゼビオアリーナ仙台、カメイアリーナ仙台（宮城）

【結　 　果】

【結　 　果】 １次ラウンド　グループB　矢板中央高校　０勝０分３敗　１次ラウンド敗退トーナメントへ

　ＪＦＡ第１４回　全日本大学フットサル大会

【期 　　日】
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第１位　ブリンカールＦＣ（愛知）

該当チーム無し

第１位　名古屋オーシャンズサテライト

　第６回　FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ

１月１３日、１４日

【会　 　場】

【期 　　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

　第１９回　フットサル地域チャンピオンズリーグ

該当チーム無し

【結　 　果】

２月１５日～１７日

島原復興アリーナ（長崎）

９月２１日～２３日

【結　 　果】 第１位　兵庫県選抜

【期 　　日】 ３月１５日～１７日

【会　 　場】 べっぷアリーナ、ビーコンプラザ

【会　 　場】 沖縄県　宜野湾市トロピカルビーチ

　第５回　ユースフットサル選抜トーナメント

【期 　　日】

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 第１位　兵庫県選抜

【参加チーム】 該当チーム無し

　JFA第１３回　全国ビーチサッカー大会２０１８

【参加チーム】

【期 　　日】 １０月１２日～１４日

【参加チーム】

　トリムカップ第１１回　全国女子選抜フットサル大会

　ＪＦＡ第９回　全日本女子U-15フットサル大会

【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

【会　 　場】 宝来屋 郡山総合体育館（福島）

【結　 　果】

【参加チーム】

【参加チーム】

【結　 　果】 第１位　福井丸岡ラック（福井）

【期 　　日】 ３月１日～３日

　第３４回　全国選抜フットサル大会

【期 　　日】

【結　 　果】

【会　 　場】 三重県営サンアリーナ（三重）

該当チーム無し

開催なし

【会　 　場】

第１位　東京ヴェルディビーチサッカーチーム（東京）

【結　 　果】

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】

【期 　　日】

三重県営サンアリーナ（三重）


