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第３位　 　作新学院大学

Ⅰ　県内関連事業（大会・フェスティバル関係）

 １．１種関連事業

　栃木県知事杯 第52回 栃木県社会人サッカー選手権大会

【期 　　日】 4月7日・14日、5月12日・19日

【会　 　場】 真岡市陸上競技場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 12チーム

【結　 　果】 優　勝　　 FC CASA FORTUNA OYAMA

準優勝　　JBUS宇都宮

第３位　　giurare、足利御厨UNITED

準決勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA　 6－2　giurare

        　　 足利御厨UNITED　　　  　　 　     0－2  JBUS宇都宮

決 　勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA   2－0　JBUS宇都宮

【総　 　評】 決勝は1部リーグ同士の対戦となった。結果はFC CASA FORTUNA OYAMAがJBUS宇都
宮を2-0で下し、3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。

　第26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7日・14日・21日、5月12日・19日

【会　 　場】 真岡市陸上競技場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 22チーム

【結　 　果】 優 　勝　　スポルト宇都宮

準優勝　　FC Adelante

第３位　 　ホンダ栃木FC、黒羽SC

準決勝　　FC Adelante     3－2    ホンダ栃木FC

              黒羽SC            1－5  　スポルト宇都宮

決 　勝     FC Adelante    0－5　　スポルト宇都宮

【総　 　評】 決勝戦は2部Aのスポルト宇都宮と3部リーグのFC Adelanteの対戦となった。結果はスポ
ルト宇都宮がFC Adelanteを5-0で下し優勝を飾った。また優勝したスポルト宇都宮には
第26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24回 栃木県サッカー選手権大会

【期 　　日】 4月21日、5月11日

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

【結　 　果】 優 　勝　　栃木シティFC

準優勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA

第３位　 　ヴェルフェ矢板

準決勝　　栃木シティFC       1－1   PK3-2　 作新学院大学

準決勝　　ヴェルフェ矢板     1－3　              FC CASA FORTUNA OYAMA

決 　勝　　栃木シティFC  　 　0－0   PK4-3　 FC CASA FORTUNA OYAMA

【総　 　評】 決勝戦は関東リーグ1部所属の栃木シティFCと県1部所属のFC CASA FORTUNA
OYAMAの対戦となった。結果は栃木シティFCがPK戦の末、勝利し優勝及び天皇杯出場
を決めた。
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　NEZASカップ第25回 栃木県サッカー選手権大会１次予選会

　　　2日目までの日程を消化したが新型コロナウィルス感染症の影響により大会中止。

　第53回 栃木県社会人サッカーリーグ

（1）１部リーグ

【期 　　日】 3月31日～9月29日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム（２回戦総当たり）

【結　 　果】 第１位　　FC CASA FORTUNA OYAMA（12勝2分0敗）

第２位　　JBUS宇都宮

第３位　　宇都宮FC

降　格　　FC BAJELVO那須烏山、UACJ小山

（2）２部リーグＡブロック

【期 　　日】 6月2日～10月6日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム（２回戦総当たり）

【結　 　果】 第１位　　スポルト宇都宮

第２位　　FC オードイス

第３位　　スポルトかわち

昇　格　　スポルト宇都宮

降　格　　黒羽SC、栃木教員FC

（3）２部リーグＢブロック

【期 　　日】 6月2日～12月15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　　白鷗大学FC

第２位　　EG FC 鹿沼

第３位　　ホンダ栃木FC

昇　格　　白鷗大学FC

降　格　　日産FC、都賀クラブ、揚茜クラブ、キヤノンSC

（4）３部リーグ

【期 　　日】 ６月～11月

【会　 　場】 県内各地

【参加ﾁｰﾑ数】 47チーム（県北7チーム、県央12チーム、県南28チーム）

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

準優勝　　ACHIEVE(県北)、栃木県庁蹴球会(県央)、FC borboleta(県南）

第３位　　TMESC(県北)、宇都宮市役所サッカー部(県央)、市貝クラブ(県南)

（5）３部リーグ決勝大会

【期 　　日】 11月24日・12月1日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム
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【結　 　果】 優　 勝　　ホワイトシーガルFriends

準優勝　　真岡サッカークラブ

第13回栃木県シニアフレンドリーマッチO-35

【期 　　日】 12月15日・22日

【会　 　場】  栃木県総合運動公園サッカー場A・C　栃木県グリーンスタジアムサブグランド

【参加ﾁｰﾑ数】 8チーム

優勝　   　真岡高校(3年ぶり13度目の優勝、3年ぶり25度目の関東大会出場）

準優勝　 佐野日大高校（2年連続15度目の関東大会出場）

第3位　 　國學院栃木高校、さくら清修高校

 ２．２種関連事業

【会　 　場】 足利市総合運動公園陸上競技場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 57チーム

【結　 　果】

【結　 　果】 ２部昇格チーム

    Ａブロック優勝　　指宝クラブ

    Ｂブロック優勝　　FC borboleta

    Ｃブロック優勝　　LUXPERIOR FOOTBALL ACADEMY

【総　 　評】 指宝クラブ、FC borboleta、LUXPERIOR FOOTBALL ACADEMYが２部Bブロック昇格と
なった。

2019年度春季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
（第48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27日、5月11日・18日

【会　 　場】 日光市　塩野室運動公園サッカー場、丸山公園サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮市役所

準優勝　　那須塩原市役所

第３位　 　真岡市役所、日光市役所

準決勝　　　　宇都宮市役所    　９－０　 真岡市役所

　　　　　   　　那須塩原市役所　 ０－０　ＰＫ５－４　 日光市役所

決 　勝　　　　宇都宮市役所       ７－１　 那須塩原市役所

2019年度秋季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
（第47回 関東自治体職員サッカー選手権大会代表決定戦）

【期 　　日】 8月31日、9月7日・14日

【会　 　場】 日光市　丸山公園サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮市役所

準優勝　　日光市役所

第３位　 　栃木県庁、鹿沼市役所

準決勝　　　　宇都宮市役所　　  ５－１　栃木県庁

　　　　　　　   日光市役所　　　　 ０－０　ＰＫ５－３　鹿沼市役所

決 　勝　　　　宇都宮市役所       ２－１　日光市役所

1
　栃木県高等学校総合体育大会サッカー大会

 　(兼) 第62回 関東高等学校サッカー大会県予選会

【期 　　日】 4月27日・30日、5月2日・4日・11日・12日
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準決勝　　矢板中央高校　2－1　宇短大附属高校

　　   　 　　栃木高校　0－2　佐野日大高校

決勝    　　矢板中央高校　 1－1　PK4－3　佐野日大高校

準優勝　　佐野日大高校

第3位　  　宇短大附属高校、栃木高校

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 24チーム

【結　 　果】 優勝　    　矢板中央高校(3年連続10度目の優勝、全国選手権大会出場)

白鴎、宇都宮清陵、矢板、宇都宮、佐野松桜、文星芸大附属、佐野東、真岡工業、足利清風

烏山、宇都宮南、小山西、宇都宮商業、小山南

（2）栃木大会（二次予選会）

【期 　　日】 10月26日・29日、11月2日・4日・9日

【会　 　場】 河内総合運動公園　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ４９チーム

【結　 　果】 ＜１４ブロックの代表校＞

【総　 　評】 決勝は、プリンスリーグ関東に所属する矢板中央と、関東大会予選で優勝し、ユースリー
グ1部でも首位争いをしている真岡との対戦となった。拮抗した展開が予想されたが、矢
板中央の高さ・強さを生かしたセットプレー、守備力、決定力と試合運びの上手さが光っ
た試合となった。

　第98回 全国高等学校サッカー選手権栃木大会

（1）一次予選会

【期 　　日】 8月5日・8日

準決勝　　矢板中央高校　3－1　國學院栃木高校

                宇短大附属高校　0－1　真岡高校

決勝    　　矢板中央高校　3－0　真岡高校

準優勝　　真岡高校

第3位    　國學院栃木高校、宇短大附属高校

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 60チーム

【結　 　果】 優勝　    　矢板中央高校(2年連続9回目の優勝、全国総体出場)

決勝　　　　佐野日大高校　0－1　真岡高校

【総　 　評】 全日程予定通り実施。雷鳴による中断が1会場であったが、再開し、無事終了した。
真岡高校と佐野日大高校、堅守をベースとしたチーム同士の対戦となった決勝戦では、
真岡高校が終了間際の劇的なゴールを決め、3年ぶり13度目の優勝、25度目の関東大
会出場を果たした。

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技県予選会

【期 　　日】 5月25日、6月2日・8日・9日・15日・16日・20日

準決勝　　佐野日大高校　2－0　さくら清修高校

　　　　　　　國學院栃木高校　1－2　真岡高校
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　　3部降格　　宇都宮工業高校、佐野松桜高校、黒磯南高校

　　第1位　　栃木SCユースB(勝点46、得失点+97、15勝1分2敗)

　　第2位　　宇短大附属高校B(勝点41、得失点+49、13勝2分3敗)

　　第3位　　矢板中央高校C(勝ち点41、得失点+41、13勝2分け3敗)

【会　 　場】 県内各高校　他

【参加ﾁｰﾑ数】 20チーム（10チーム×2グループ）

【結　 　果】 ＜グループＡ＞

　

2部降格　　國學院栃木高校、足利大附属高校、大田原高校

（2）2部リーグ

【期 　　日】 4月～12月

【結　 　果】 第1位　　栃木SCユース（勝ち点49、得失点+52、16勝1分1敗）

第2位　　真岡高校(勝点36、得失点＋31、12勝6敗)

第3位　　宇都宮白楊高校(勝点33、得失点+6、10勝3分5敗)

【期 　　日】 4月～12月

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他

【参加ﾁｰﾑ数】 10チーム

準優勝　　真岡高校

第3位  　　宇都宮商業高校、科学技術高校

　高円宮杯TFAU-18 サッカー第15回ユースリーグ栃木2019

（1）1部リーグ

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

【結　 　果】 優勝   　　学悠館高校

決勝　   　栃木高校　1－1　PK3－4　佐野日大高校

【総　 　評】 例年のような降雪の影響もなく、予定通りの日程で実施できた。選手権栃木大会でも躍
進した栃木高校が準決勝で矢板中央に勝利、決勝でも佐野日大にあと一歩まで迫った。
佐野日大が県内で久しぶりの優勝を飾った。

　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

【期 　　日】 6月15日

準決勝　　矢板中央高校　0－0　PK1－4　栃木高校

               佐野日大高校　1－0　國學院栃木高校

【結　 　果】 優勝　   　佐野日大高校(6年ぶり13度目の優勝)

準優勝　　栃木高校

第3位 　 　國學院栃木高校、矢板中央高校

　栃木県高等学校サッカー新人大会

【期 　　日】 1月12日・18日・25日・26日、2月1日・8日

【会　 　場】 さくらスタジアム他

【参加ﾁｰﾑ数】 56チーム

【総　 　評】 台風19号の影響により、1回戦を2週間ほど遅らせ、1回戦から決勝戦までを15日間で実
施した。決勝では、佐野日大が2年連続優勝している矢板中央をあと一歩まで追い詰め
たが、PK方式の末、矢板中央が全国選手権の切符をつかんだ。
8月の猛暑の中実施している一次予選については、選手の安全面を考慮し、次年度から
廃止。栃木大会を全チーム参加で10月～11月に実施する。
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【会　 　場】 河内総合運動公園

【参加ﾁｰﾑ数】 2チーム（2部）

【結　 　果】 1部昇格決定戦　  　文星芸大附属高校　2－0　小山南高校

　　第1位　白鴎足利高校B　　第2位　佐野日大高校C　　第3位　國學院栃木高校B

＜グループｆ＞

　　第1位　佐野東高校　　第2位　足利清風高校　　第3位　小山南高校B

　さくら清修高校B、宇都宮南高校、真岡工業高校、石橋高校、白鴎足利高校B、佐野東高校

（4）昇格トーナメント

【期 　　日】 12月28日

　　第1位　宇都宮白楊高校C　　第2位　宇都宮南高校　　第3位　文星芸大附属高校B

＜グループｃ＞

　　第1位　真岡高校D　　第2位　真岡工業高校　　第3位　宇都宮清陵高校

＜グループｄ＞

　　第1位　真岡高校C　　第2位　石橋高校　　第3位　鹿沼東高校

＜グループｅ＞

【会　 　場】 県内各高校　他

【参加ﾁｰﾑ数】 59チーム（10チーム5グループ、9チーム1グループ）

【結　 　果】 ＜グループａ＞

　　第1位　矢板中央高校D　　第2位　さくら清修高校B　　第3位　矢板高校

＜グループｂ＞

　　第3位　　佐野日大高校B(勝点41、得失点+29、13勝2分3敗)

　　3部降格　　烏山高校、益子芳星高校、栃木工業高校

（3）3部リーグ

【期 　　日】 4月～12月

＜グループＢ＞

　　第1位　　白鴎足利高校(勝点50、得失点+53、16勝2分)

　　第2位　　真岡高校B(勝点44、得失点+30、14勝2分2敗)

 ３．３種関連事業

　栃木県中学校総合体育大会サッカー大会

              宮の原中　２－１　氏家中

決 　勝　　宮の原中　１－０　姿川中

【総　 　評】 準々決勝には順当に４つのシードチームが勝ち上がった。準決勝では第１シードの姿川
中がシードチームの西那須野中を倒した益子中を、宮の原中が新人大会の準決勝で破
れた氏家中をそれぞれくだし決勝戦に駒を進めた。宇河地区同士の対戦となった決勝戦
は、宮の原中が接戦を制し優勝を果たした。例年に比べ点差がつく大味な試合が多く、
総体に向けて課題を残した。

準決勝　　姿川中　　３－０　益子中

【結　 　果】 優 　勝　　宇都宮市立宮の原中学校

準優勝　　宇都宮市立姿川中学校

第３位　 　さくら市立氏家中学校、益子町立益子中学校

　栃木県中学校春季体育大会

【期 　　日】 5月31日・６月１日・２日

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ３２チーム

8



3

4

準決勝は関東リーグに参戦している栃木ＳＣ・Ｕ１４、ウイングスＳＣ・Ｕー１４の両チーム
に県リーグの矢板ＳＣ・A、イデアＦＣ真岡Ｒｅｄが挑戦する形なった。関東リーグ勢同士が
対戦した決勝戦は接戦となったが、ウイングスＳＣ・Ｕー１４が後半５分に挙げた先制点を
守り切り、３大会ぶり３度目の優勝に輝いた。
また、昨年度から新たに実施している３位決定戦では矢板ＳＣ・A、がイデアＦＣ真岡Ｒｅｄ
を破り、３位入賞を果たした。

5
　第34回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

 　(兼) 第25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

準決勝　　　 栃木ＳＣ・Ｕ１４　 　　   ２－０　  イデアＦＣ真岡Ｒｅｄ

              　　ウイングスＳＣ・U-14　２－０　　矢板ＳＣ・A

３位決定戦 　矢板ＳＣ・A　　 　　　　　２－１　　イデアＦＣ真岡Ｒｅｄ

決　 勝　　　　ウイングスＳＣ・U-14　 １－０　　 栃木ＳＣ・Ｕ１４

【総　 　評】

第３位　 　矢板ＳＣ・A

第４位　 　イデアＦＣ真岡Ｒｅｄ

【参加ﾁｰﾑ数】 １３８チーム

【結　 　果】 優 　勝　　 ウイングスＳＣ・U-14

準優勝　　栃木ＳＣ・Ｕ１４

【総　 　評】 ベスト４には近年の大会で安定して好成績を残している氏家中に加え、鬼怒中、豊郷中、
小山中が進出し、フレッシュさを感じる大会となった。決勝戦では攻守にバランスのとれた
氏家中が、攻撃力のある鬼怒中を破り、優勝を果たした。春季大会、総体に向け各チー
ムのさらなるレベルアップを期待したい。

　第50回 下野杯争奪県下中学生サッカー大会

【期 　　日】 11月30日、12月１日・７日・14日・15日・21日

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他

準決勝　　鬼怒中　０－０　PK５－４　小山中

              氏家中　１－０　豊郷中

決 　勝　　氏家中　５－１　鬼怒中

第３位　 　宇都宮市立豊郷中学校、小山市立小山中学校

【結　 　果】 優 　勝　　さくら市立氏家中学校

準優勝　　宇都宮市立鬼怒中学校

【期 　　日】 10月18日・19日

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １６チーム

準決勝　　宮の原中　３－０　東那須野中

              氏家中　２－１　三島中

【期 　　日】 ７月26日・27日・28日・30日・31日

【会　 　場】 河内総合陸上競技場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ３２チーム

【結　 　果】 優 　勝　　宇都宮市立宮の原中学校

準優勝　　さくら市立氏家中学校

第３位　 　那須塩原市立東那須野中学校、那須塩原市立三島中学校

決　 勝　　宮の原中　２－２　PK10－９　氏家中

【総　 　評】 昨年度に引き続き、暑熱対策には十分に配慮をしながら大会を運営した。準決勝では
シードチームの宮の原中、氏家中がノーシードから勝ち上がった東那須野中、三島中の
挑戦をそれぞれ退け、決勝戦に駒を進めるとともに関東大会の出場権を手にした。決勝
戦は２－２のまま決着がつかずＰＫ戦に突入したが、春季大会の覇者である宮の原中が
氏家中を振り切り、栄冠に輝いた。

　栃木県中学校新人体育大会サッカー大会
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【会　 　場】 栃木SC宇都宮フィールド　他

【総　 　評】
18チームを6ブロックに分け、リーグ戦を行い、決勝ブロックで勝ち上がった、FCアネーロ
と矢板SCが決勝戦を行い、得点を積み重ねた矢板SCが見事優勝を飾った。3年生最後
の大会は、各チームの色が出て見応えのある試合ばかりでした。

　2019 栃木県ユースサッカーリーグ U-15

（1）１部リーグ

【期 　　日】 １月～９月

【結　 　果】 優　 勝　矢板サッカークラブ

準優勝　FCアネーロ宇都宮・U-15

第３位　 イデアFC真岡U-15

【期 　　日】 11月16日・17日・23日・24日

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 18チーム

３位決戦   イデアFC真岡　     0－2  　  ともぞうSC

決 　勝　　プログレッソ佐野    2－１   　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・ヴェルディ小山。そして、3種
リーグ優勝の足利ユナイテッドFCは、この大会には出場せず、24チームのトーナメント戦
を行い、決勝は、第1シードのイデアFCを破ったプログレッソ佐野と第2シードの矢板SCの
対戦となり、クラブ選手権に続き、プログレッソ佐野が勝利し、第2代表を勝ち取った。
関東大会には、栃木SC・ウイングスSC・ヴェルディ小山・足利ユナイテッドFC・プログレッ
ソ佐野・矢板SC・ともぞうSCの7チームが栃木県代表となった。

　第16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

第3代表　　矢板サッカークラブ

第4代表　　ともぞうサッカークラブジュニアユース

準決勝　　イデアFC真岡　   　 0－1      プログレッソ佐野

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 24チーム

【結　 　果】 第2代表　　プログレッソ佐野F.C.U-15　

　　　　　　  矢板SC　　　          2－0      ともぞうSC

6
　高円宮杯 第31回 全日本クラブユース選手権(U-15)大会

　 関東大会代表枠決定戦

【期 　　日】 9月16日・21日・23日・28日、10月5日・20日

3位決戦　　矢板SC   　   2－2  PK5-4　　 ともぞうSC

決　 勝　   プログレッソ佐野    2－1  　　　足利ユナイテッド　　

【総　 　評】 栃木SCが関東リーグ1部・ウイングスSC・ヴェルディ小山が関東リーグ2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、得点を積み重ねた足利ユナイテッドと
接戦を制したプログレッソ佐野が決勝戦へ。決勝では、お互い高い技術を見せ好ゲーム
となり、得点を積み重ねたプログレッソ佐野が優勝を飾った。
関東リーグの栃木SC・ウイングス・ヴェルディ小山。そして、プログレッソ佐野・足利ユナイ
テッドFC・矢板SCが、関東大会の出場権を獲得した。

               プログレッソ佐野    1－0　　　　矢板SC

優 　勝　　プログレッソ佐野F.C.U-15

準優勝　　足利・両毛ユナイテッドFC

第３位　 　矢板サッカークラブ

24チーム

【結　 　果】

準決勝　　 足利ユナイテッド  　3－1　　　　ともぞうSC

【期 　　日】 4月27日・28日、5月5日・6日・11日・12日・19日・25日

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】
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第３位　　足利・両毛ユナイテッドＦＣ（県リーグ　１位）

1

第４位　　ヴェルディＳＳ小山　（関東２部リーグ）

【総　 　評】 第3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部同士の戦いは、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し、得点を積み重ね、3-0で勝利
し、大会3連覇を飾った。

4チーム（関東1部リーグ・関東2部リーグ・高円宮杯1位）

【結　 　果】 第１位　　栃木サッカークラブ U-15　　（関東1部リーグ）

第２位　　ウイングスサッカークラブ　　（関東2部リーグ）

【期 　　日】 11月23日・30日

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】

第３位　　プログレッソ佐野F.C（５勝１分３敗）

※優勝のスポルトが、来年度関東2部リーグ参戦

第3回　栃木県サッカー協会長杯　3種チャンピオンシップ

栃木ＳＣ宇都宮フィールド　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ２７チーム

【結　 　果】 第１位　　FCスポルト宇都宮（８勝１分）

第２位　　ヴェルディＳＳ小山（７勝１分１敗）

昨年、リーグ戦が消化できなかった事を踏まえ、各リーグに事務局を置き、全ての日程が
終了した。1部リーグでは、17勝1敗と圧倒的な攻撃力で得点を量産し、力を見せつけた
足利ユナイテッドFCが優勝を飾り、2位には、攻守のバランスが取れたイデアFC、各大会
で上位の成績を収めた矢板SCが3位となった。2部リーグでは、宮の原中と姿川中が勝ち
点2の差で、宮の原中が優勝を飾った。

　2019栃木県ユースサッカーリーグ U-13

【期 　　日】 ６月～1月

【会　 　場】

　※結果は後期の上位リーグの成績

【総　 　評】

 ４．４種関連事業

【結　 　果】 第１位　　ＦＣ　ＣＡＳＡ　FORTUNA　OYAMA（５勝１分１敗）

第２位　　ともぞうＳＣ・Ｂ（５勝２敗）

第３位　　今市FCアルシオーネU-15（４勝２分１敗）

【期 　　日】 １月～８月

【会　 　場】 真岡西中　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ３５チーム

第３位　　MORANGO栃木フットボールクラブ（１０勝１分４敗）

（3）３部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 ９チーム

【結　 　果】 第１位　　宮の原中学校（１２勝２分２敗）

第２位　　姿川中学校（１１勝３分２敗）

第３位　　矢板サッカークラブ（１０勝３分５敗）

（2）２部リーグ

【期 　　日】 １月～８月

【会　 　場】 栃木ＳＣ宇都宮フィールド　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １０チーム

【結　 　果】 第１位　　足利・両毛ユナイテッドＦＣ（１７勝１敗）

第２位　　イデアＦＣ真岡U-15（１２勝６敗）

第５回 QUALIER CUP関東少年サッカー大会栃木県大会

【期 　　日】 ６月９日・２２日・２３日

【会　 　場】 大田原市美原公園陸上競技場　他
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【結　 　果】 ３勝２敗０分

【総　 　評】 　各県の代表と対等に戦える様になってきている。今回のゲームの中でも、対神奈川トレ
センのゲームはベストマッチとの評価をＪＦＡ指導者からもいただいた。特に今年度は、Ｇ
Ｋの評価が高かった。ＦＰについても他県の選手と対等に戦える選手が増え、栃木県とし
てチーム力が上がってきていることを実感できた。

２０１９JFAフットボールフューチャープログラム東日本

【期 　　日】 ８月１日～４日

【会　 　場】 東日本　福島県双葉郡

【参加者数】 ６年生県トレセンの選抜

【結　 　果】 男子　栃木県　　　　 　　７勝４敗１分

女子　栃木県　　　　 　　０勝７敗５分

【総　 　評】 　各県の代表チームと試合を重ねるごとに栃木県のチームも連携がとれてきていいげー
むができるようになった。県トレセンのテーマである「状況を判断した守備」が浸透してき
た。がむしゃらにボールを奪いに行くことから状況を見て奪いに行く、行かないの判断が
できる選手が増えてきた。成果が出た交流戦だった。

【期 　　日】 ７月２６～２８日

【会　 　場】 群馬県コーエィ前橋フットボールセンター

【参加ﾁｰﾑ数】 男子１５チーム、女子１１チーム

（ＰＫ３－１）　

決　勝　　　　　Ｓ４スペランツァ　　２－１　　しおやＦＣヴィガウス

【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Ｓ４スペランツァがしおやＦＣヴィガウスを下し、全国大会に駒
を進めた。

関東Ｍ-Ｔ-Ｍ交流戦 in 群馬２０１９

準決勝　　　　 しおやＦＣヴィガウス　　４－１　　ともぞうサッカークラブ

　　　　　　　　　Ｓ４スペランツァ 　 １－１　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

【結　 　果】 優　 勝　　Ｓ４スペランツァ

準優勝　　しおやＦＣヴィガウス

３　　位　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　・　ともぞうサッカークラブ

　ＪＦＡバーモントカップ 第２９回 全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 6月29日

【会　 　場】 宇都宮市清原体育館　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １６チーム

　　　（ＰＫ３－２）

３位決定戦        ＦＣみらい　　５－０　  石井フットボールクラブ

決 　勝　　　　　　ＴＥＡＭリフレサッカークラブ  ４－０　  ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

【総　 　評】 　決勝は、ＴＥＡＭリフレサッカークラブが前後半共に得点。盤石の試合運びで熱戦を制
し、優勝に輝いた。

準優勝　　FC VALON

第３位　 　ＦＣみらい

準決勝　　　　　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　２－０　　石井フットボールクラブ

            　　　　　ＴＥＡＭリフレサッカークラブ　  ２－２　  ＦＣみらい

【参加ﾁｰﾑ数】 ６４チーム

【結　 　果】 優 　勝　　ＴＥＡＭリフレサッカークラブ
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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

6

              ＴＥＡＭリフレＳＣ　　２－１　　Ｓ４スペランツァ

決　勝　　 栃木サッカークラブジュニア　　３－０　　ＴＥＡＭリフレＳＣ

第３位 　　三島ＦＣ、Ｓ４スペランツァ

準決勝　　栃木サッカークラブＵ－１２　　５－０　　三島ＦＣ

【参加ﾁｰﾑ数】 ６４チーム

【結　 　果】 優 　勝　　栃木サッカークラブＵ－１２

準優勝　　ＴＥＡＭリフレＳＣ

【総　 　評】 　本年度は、各地区での予選を経ての大会となった。選抜された３２チームによる熱い戦
いが繰り広げられた。リーグ１位と２位を、４ブロックのトーナメントに分け、計４チームが
それぞれ優勝に輝いた。

　JFA 第43回全日本U-12 サッカー選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 １０月２７日・１１月３日・１０日

【会　 　場】 さくらスタジアム　　丸山公園サッカー場　他

ＦＣ朱雀

ＦＣ真岡２１ファンタジー

＜トチノキ・トーナメント＞

野原グランディオスＦＣ

ｕｎｉｏｎｓｐｏｒｔｓｃｌｕｂ

三島ＦＣ

ＦＣ　ＶＡＬＯＮセカンド

＜オオルリ・トーナメント＞

ともぞうサッカークラブＵ１０

ＡＳ栃木ｂｏｍｄｅｂｏｌａ

ＨＦＣ．ＺＥＲＯ真岡

ＫＯＨＡＲＵ　ＰＬＯＵＤ 栃木フットボールクラブ

栃木サッカークラブ　Ｕ－１２

大谷東フットボールクラブ

足利サッカークラブジュニア

姿川第一ＦＣ

ＭＯＲＡＮＧＯ栃木フットボールクラブＵ１２

【会　 　場】 丸山公園サッカー場、青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ３２チーム

【結　 　果】

ヴェルフェ矢板Ｕ－１０

【総　 　評】 　各県の代表と対等に戦える様になってきている。今回のゲームの中でも、対神奈川トレ
センのゲームはベストマッチとの評価をＪＦＡ指導者からもいただいた。特に今年度は、Ｇ
Ｋの評価が高かった。ＦＰについても他県の選手と対等に戦える選手が増え、栃木県とし
てチーム力が上がってきていることを実感できた。

　第４８回 栃木県少年サッカー選手権大会ジュニアの部

【期 　　日】 １１月３０日・１２月１日
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7

8

兼　第３７回栃木県少年サッカー新人大会

【総　 　評】 今年も２チームの戦いとなったが、昨年優勝を逃した河内ＳＣジュベニールが猛攻を仕掛
け、大差で勝利した。

2
　第15回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会

 　(兼) 第24回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会栃木県予選

 ５．女子関連事業

【期 　　日】 ４月21日・28日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場、他

決　勝　　河内SCジュベニール　１３－０　足利・両毛ローザFC

【結　 　果】 優　勝　　河内SCジュベニール

決 　勝　 　栃木サッカークラブＵ－１２　　８－０　　ＦＥ．アトレチコ佐野

【総　 　評】 　準決勝は２試合とも、僅差の戦いとなった。決勝は、攻守ともに安定した栃木サッカーク
ラブＵ－１２がＦＥ．アトレチコ佐野を下し、優勝した。

【会　 　場】 宇都宮サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

準決勝　　 栃木サッカークラブＵ－１２　　１－０　　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２

            　 三島ＦＣ　　２－３　　ＦＥ．アトレチコ佐野

【結　 　果】 優 　勝　　栃木サッカークラブＵ－１２

準優勝　　ＦＥ．アトレチコ佐野

第３位　 　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２　・　三島ＦＣ

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】 １月２６日・２月２日・９日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ６４チーム

　　　   　　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　０－４　　栃木サッカークラブＵ－１２

決 　勝　　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２　　３－１　　栃木サッカークラブＵ－１２

【総　 　評】 　本年も試合会場及び開会式会場確保が難しかった。決勝は塩南地区のヴェルフェ矢板
Ｕ－１２と、宇河地区の栃木サッカークラブＵ－１２で行なわれ、ヴェルフェ矢板Ｕ－１２が
豊富な運動量でを生かし、優勝に輝いた。

第３位　 　ＪＦＣファイターズ　・　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

準決勝　　ＪＦＣファイターズ　　０－１　　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２

【参加ﾁｰﾑ数】 １６９チーム

【結　 　果】 優 　勝　　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２・ｂｌａｎｃ

準優勝　　栃木サッカークラブＵ－１２

【総　 　評】 　栃木サッカークラブＵ－１２の、堅守からの高い攻撃力が光っていた。決勝でも、３－０と
ＴＥＡＭリフレＳＣを圧倒し、６回目の全国大会出場を決めた。

　第４８回 栃木県少年サッカー選手権大会

【期 　　日】 １１月２３日・２４日・１２月８日・１４日

【会　 　場】 さくらスタジアム　城見ヶ丘運動公園サッカー場　他

1
　第23回 栃木県女子ユース（Ｕ－１８）サッカー選手権大会

 　(兼) 第23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1日
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4

【結　 　果】 優　勝　　FCクィーンズ

決　勝　　FCクィーンズ　０－０ ＰＫ４－３　ブランカＦＣ

【期 　　日】 ９月１日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

2部優勝のセレソン宇都宮SCが1部昇格となった

【総　 　評】 今年度から県リーグ運営委員会を組織し、正副委員長・事務局の3名を中心に、参加
チームすべてが運営に関わるようになった。１部では、昨年優勝の栃木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部はセレソン宇都宮SCが優勝した。　1部6位の
OYAMA－LFCが来年度チーム登録せずとの事で、セレソン宇都宮SCが1部昇格に決定
した。

5
　第29回 栃木県レディースサッカー大会

 　(兼) 第31回 関東レディースサッカー大会栃木県予選

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】 1部6位のOYAMA-LFCが、次年度県リーグ不参加のため

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

第１位　　セレソン宇都宮SC

（3）入替戦

【期 　　日】 実施せず

【結　 　果】 第１位　　栃木ＳＣレディース

（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

【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

決　勝　　文星女子高校　４－０　宇都宮中央女子高校

【総　 　評】 昨年と同じ対戦となり、文星女子高が実力通りの圧勝だった。

　「えいこう杯」第20回 栃木県女子サッカーリーグ

（1）１部リーグ

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮文星女子高校

準優勝　　宇都宮中央女子高校

【期 　　日】 ４月27日・28日・29日・５月5日・11日・12日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム

決　勝　　河内ＳＣジュべ二ール　４－１　OYAMA-LFC

【総　 　評】 栃木SCレディースが関東出場枠で、4チームの戦いとなった。決勝戦はOYAMA-LFCも力
を出し切りゴールを狙うが、ジュベニールの安定した戦いに屈した。

3
　平成31度第60回 栃木県高等学校総合体育大会女子サッカー競技

 　(兼) 第8回 関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

4チーム

【結　 　果】 優　 勝　　河内SCジュベニール

準優勝　　OYAMA－LFC

【参加ﾁｰﾑ数】
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7

　（兼）第28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15回関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

8

9

9

【参加者数】

【総　 　評】 関東U-１４リーグに向け今年度から始まった大会で、優勝したブラッドレスSSレディース
が関東入替戦に出場した。

　ワンデーサッカークリニック

【期 　　日】 3月1日

【会　 　場】 河内総合運動公園陸上競技場

【会　 　場】 SAKURAグリーンフィールド、他

【参加ﾁｰﾑ数】 ３チーム

【結　 　果】 優 　勝　　ブラッドレスSSレディース

決 　勝　　宇都宮文星女子高校　３－０　宇都宮中央女子高校

【総　 　評】 総体・関東大会予選と同じ対戦となり、一矢を報いたいと臨んだ中央女子高校であった
が、先制点を奪われ、追加点を重ねられ、又も涙を呑む結果となった。

2019年度　栃木県女子U-14リーグ

【期 　　日】 10月19日・11月17日・23日

【参加ﾁｰﾑ数】 12チーム

【結　 　果】 優 　勝　　宇都宮文星女子高校

準優勝　　宇都宮中央女子高校

【総　 　評】 得点差程の実力差は無いものの、安定した戦いぶりで得点を重ねた文星女子高校が勝
利した。関東大会での活躍を期待したい。

栃木県高等学校女子サッカー新人大会

【期 　　日】 １月25日・2月1日・8日・9日・11日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場　他

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮文星女子高校

準優勝　　宇都宮中央女子高校

決 　勝　　宇都宮文星女子高校　８－０　宇都宮中央女子高校

　第28回 栃木県高等学校女子サッカー選手権

【期 　　日】 ９月1日・7日・8日・14日・15日・22日・23日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

準優勝　　河内SCジュベニール

決 　勝　　栃木ＳＣレディース　２－１　河内SCジュベニール

【総　 　評】 今年も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関東出場権を得た。

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

【結　 　果】 優　　勝　　栃木ＳＣレディース

【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。試合は昨年同様両チーム共に決定力に欠け無得点でＰＫ
戦になったが、昨年の雪辱を果たしFCクィーンズの勝利となった。

6
　第38回 栃木県女子サッカー選手権大会

 　(兼) 第41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23日・30日

16



1

2

※1節終了していない状況での順位

【総　 　評】 コロナウィルス感染防止対策により開催自粛

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

準優勝　　宇都宮FCﾌｧﾐﾘｰ　  （１２勝２分１敗）

第３位　 　BOLAMISC宇都宮　　    （１２勝２分１敗）

（2）Over50

【期 　　日】 ５月～２月

４月～２月

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 １７チーム

【結　 　果】 優　 勝　　ヴェルフェシニア　　    （１２勝３分）

【会　 　場】 真岡市鬼怒自然公園多目的芝生広場

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

【結　 　果】 優 　勝　　栃木大昭サッカークラブ

準決勝　　栃木大昭サッカークラブ　２－0　栃木U.S.A.

　　　　   　とち丸シニアＳC 　   ３－0　真岡シニア

決　 勝　　栃木大昭サッカークラブ　２－０　とち丸シニアＳＣ

　2019 第18回 栃木県シニアサッカーリーグ

（1）Over40

【期 　　日】

準決勝　　栃木教員マスターズ　4－0　栃木平成シニアSC

　　　　   　ヴェルフェシニア 　   ０－２　栃木EIKOH

決　 勝　　栃木教員マスターズ　４－０　栃木EIKOH

（3）Over60

【期 　　日】 6月2日

優 　勝　　栃木教員マスターズ

準優勝　　とち丸シニアサッカークラブ

準優勝　　栃木EIKOH

【会　 　場】 河内総合運動公園多目的運動広場、宇都宮市サッカー場、真岡市総合陸上競技場

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム

【結　 　果】

第３位　 　栃木平成シニアSC、ヴェルフェ シニア

【参加ﾁｰﾑ数】 １３チーム

【結　 　果】 優 　勝　　栃木５３シニア

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　5 PK 3

決 　勝　　栃木53シニア　   1－1　ヴェルフェシニア

　　　　　　　　　　　 　　　　　　5 PK 4

準決勝 　　栃木53シニア　　　 ４－０　真岡シニア

               ヴェルフェシニア　1－1　下都賀シニアSC

（2）Over50

【期 　　日】 ９月15日、22日

準優勝　　ヴェルフェシニア

第３位 　　真岡シニア、下都賀シニアSC

 ６．シニア関連事業
　第10回 栃木県シニアサッカー選手権大会

（1）Over40

【期 　　日】 9月8日・22日

【会　 　場】 SAKURAグリーンフィールド、矢板運動公園サッカー場・真岡市総合運動公園陸上競技場
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2

3

4

5

6

準優勝　　とち丸シニアSCO-60　　　（６勝１分２敗）

第３位　 　栃木大昭SCグリーン　　　（５勝２分２敗）

※1節終了していない状況での順位

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 ６チーム

【結　 　果】 優 　勝　　とち丸シニアSCO-65　　　（６勝３分）

準優勝　　ヴェルフェシニア　　　（９勝２分１敗）

第３位　 　栃木EIKOH　      （７勝３分２敗）

（4）Over60

【期 　　日】 ６月～２月

【参加ﾁｰﾑ数】 １３チーム

【結　 　果】 優 　勝　　栃木教員マスターズ　（１１勝１分）

 ７．フットサル関連事業

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

ファンタジスタ栃木セレクト　日光SCジンガ

　ＪＦＡ第１０回 全日本女子U-15フットサル選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 １０月５日、６日

【会　 　場】 真岡市スポーツ交流館

【会　 　場】 真岡市スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】 １０チーム

【結　 　果】 第１位　　下野きさらぎジュニアユース

第２位　　今市FCアルシオーネ

【参加ﾁｰﾑ数】 ３チーム

【結　 　果】 第１位　　矢板中央高校

第２位　　ファンタジスタ栃木

　ＪＦＡ第２５回 全日本U-15フットサル選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 １０月５日、６日

第２位　　宇都宮大学AdelanteFC

　ＪＦＡ第６回 全日本U-18フットサル選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 ５月５日

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】 ２チーム

【結　 　果】 第１位　　国際医療福祉大F.C.majikao

【結　 　果】 第１位　　ブラジニア　フットサル　レディース

第２位　　アマレーロ/峰FC

　第１５回　全日本大学フットサル大会栃木県大会

【期 　　日】 5月5日

【期 　　日】 ７月２９日、８月４日

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館　宇都宮スケートセンター

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

第１位　　栃木シティフットサルクラブ

第２位　　M.C.ウロボロス/栃木F.C.　

第３位　　エトワール☆サラキヨハラ　三榮不動産FC宇都宮

　ＪＦＡ第１６回 全日本女子フットサル選手権大会栃木県大会

　ＪＦＡ第２５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

【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

【参加ﾁｰﾑ数】 １３チーム

【結　 　果】
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男子　優 　勝　 サヨナラおりだい 女子　優　 勝　ティアラLFC

　　　　準優勝　やぎシティFC 　　　　準優勝　峰

11

12

【期 　　日】 ８月１１日、１１月１０日、２月１１日

　ファミリーフットサルフェスティバル

【会　 　場】 県北体育館

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】 男子１４チーム、女子９チーム

【結　 　果】

　施設交流大会

【期 　　日】 ３月１５日　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

【会　 　場】 清原体育館、真岡スポーツ交流館他

【結　 　果】 １部・２部入替戦　ブラジニア　フットサル　５－０　PS.F.E　ブラジニアが１部残留

２部・３部入替戦　アデランテFC　１１－１　ブリンカデールFFC　アデランテFCが２部残留

　宇都宮カップ第１１回オープンフットサル大会

【期 　　日】 １月５日、１９日、２月２日

　第１７回 栃木県フットサルリーグ１部・２部、２部・３部入替戦

【期 　　日】 ２０２０年３月２９日

【会　 　場】 県北体育館県北体育館

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

【結　 　果】 第１位　　ブラジニア　フットサル　レディース   （７勝０分２敗）

第２位　　アマレーロ/峰FC　（７勝０分２敗）

第３位　　ティアラLFC　（５勝０分４敗）

第３位　　レガリア　(４勝１分４敗)

　第１５回 栃木県女子フットサルリーグ

【期 　　日】 ５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】 ７チーム

【結　 　果】 第１位　　AS栃木 ボン デ ボーラ   (９勝０分０敗)

第２位　　ブリンカデールFFC　(５勝０分４敗)

第３位　　フォルテューナ上三川　(５勝０分４敗)

（3）３部リーグ

【期 　　日】 6月～2109年1月

【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】 ７チーム

【結　 　果】 第１位　　ユズハ　フットサル   (８勝０分１敗)

第２位　　PS.F.E　(５勝１分３敗)

第３位　　エトワール☆サラ　キヨハラ　(４勝３分3敗)

（2）２部リーグ

【期 　　日】 6月～2109年1月

【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】 ８チーム

【結　 　果】 第１位　　栃木シティフットサルクラブ　（８勝2分0敗）

第２位　　三榮不動産FC宇都宮　（7勝１分2敗）

【期 　　日】 5月24日～12月20日　10節

【会　 　場】 宇都宮市清原体育館　他

【結　 　果】 第１位　　栃木SCレディース

第２位　　ティアラLFC

　第１７回 栃木県フットサルリーグ

（1）１部リーグ
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【総　 　評】 　未経験者を中心に募集をし，活動は，経験者と未経験者を分けて行いました。
　園児１６名，小学１年生１７名，小学２年生１８名が参加し，それぞれの発達段階に応じ
て活動内容の場が作られました。
　小学校低学年だけでなく，園児にも対応できるスタッフを増やしていくことが急務である
と感じます。

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター

【参加者数】 ２８ 名　（未経験者 ２８名）

【期 　　日】 １１月１６日 （土）

 ８．キッズ関連事業

【総　 　評】

１１月 ９ 日 （土）

【会　 　場】 丸山公園サッカー場

【参加者数】 ５１名　（未経験者 ２７名）

（３）ＧＲフェスティバル　Ｕ－７・Ｕ－８

　未経験者を中心に募集をし，活動は経験者と未経験者を分けて行いました。
　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。
　事前に話合いを行うことで，活動内容の共有ができるとともに，ねらいが焦点化されるこ
とで，子どもたちに伝えるポイントや褒める声掛けをしっかりと行えました。

（4）Ｕ－６・Ｕ－７・Ｕ－８

 ９．ＪＦＡフェスティバル

（２）Ｕ－６・Ｕ－７・Ｕ－８

【期 　　日】

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター

【参加者数】 ６２ 名　（未経験者 ４２名）

【総　 　評】 　未経験者を中心に募集をし，活動は経験者と未経験者を分けて行いました。
　活動内容は，「シュート」とボールフィーリング」の場を設け，経験者と未経験者，また，
学年に合わせて内容をオーガナイズしながら行いました。
　参加した子どもたちからは 「楽しかった」という声が多く聞けました。また，保護者の
方々からも 「子どもの笑顔がたくさん見られて嬉しかった」 とうい声をたくさん頂けまし
た。

５月２６日 （日）【期 　　日】

【会　 　場】 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

【参加者数】

　JFAキッズサッカーフェステバル ２０１９

（１）Ｕ－７・Ｕ－８

「高校生が主体となったフェスティバル」 の実現のために、昨年以上に高校生にメニュー
を考えてもらった。事前にキッズリーダー講習会を開催してくれる高校も増え、子どもたち
への思いが共有できているためか、積極的に遊ぼうとする姿がより多く見られた。この事
業は地区単位での開催のため協力校を限定していたが、子どもたちへの 「いい刺激の
場」 を増やすためたくさんの高校と連携を取りながら県内全域に広げていきたい。そし
て、「地元の子どもを地元で育てる」 循環サイクルさらに定着させたい。

【結　 　果】

【参加者数】 延べ人数　１,００７ 名

【総　 　評】

【会　 　場】

【期 　　日】

１３０名、１２０名、１１０名

1
　JFAフットボールデー

 　　第13回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル2019 in 栃木SC

１１６名

９月１４日（土）

栃木県グリーンスタジアムサブグランド

【参加者数】

　高校キッズアカデミーフェスティバル

【期 　　日】 ５月～２月

【会　 　場】 　烏山高校、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、足利高校、

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）、佐野日大高校、
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【参加者数】 コロナウィルス感染防止対策により開催自粛

【参加者数】 74名

【期 　　日】 3月8日　JFA女子サッカーデー

【会　 　場】 河内総合運動公園陸上競技場

【参加者数】 45名

【期 　　日】 11月4日

【会　 　場】 河内総合運動公園陸上競技場

【総　 　評】 県内のU-12の少女選手を対象に、技術委員会普及部会が中心となって開催したフェス
ティバルで、女子選手の中学年代へつながりを目指し、今後も継続していきたい。

　JFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル2019栃木　グラスルーツ

【期 　　日】 10月14日

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター

　JFAガールズサッカーフェスティバル2019栃木

【期 　　日】 11月9日・10日

【会　 　場】 河内総合運動公園陸上競技場

【参加ﾁｰﾑ数】 100名

【会　 　場】 宇都宮市スケートセンター

中止

【総　 　評】

6月2日　フットサル

 10．その他

【参加ﾁｰﾑ数】 1２チーム

【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、フットサルに限らず、色々な形で今後も続けていければと思う。

３月２１日 （土）

【会　 　場】 並松運動公園サッカー場

【参加者数】

【期 　　日】

【総　 　評】

（５）Ｕ－７・Ｕ－８

【期 　　日】

【期 　　日】 ３月 １ 日 （日）

【会　 　場】 青木サッカー場

【参加者数】 中止

（1）県南地区

真岡高校

　JFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル2019栃木

【期 　　日】 11月24日（日）

【会　 　場】

　JFA障害者サッカーフェステバル2019 in 栃木

【会　 　場】 白鴎大学

１１名【参加者数】

【期 　　日】 12月8日（日）

【参加者数】 １６名

11月7日（日）【期 　　日】

（2）県南地区

１０名【参加者数】

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター

（3）県北地区
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指導者　延べ４５８名、選手　延べ１，９５１名

【会　 　場】

【参加者数】

【会　 　場】

【参加者数】 指導者　延べ１００名、選手　延べ２７５名

（1）強化練習会

【期 　　日】 ７月～８月　延べ１１日

サンエコ自然の森公園サッカー場　他

　指定クラブ強化

【期 　　日】 ４月～２月（計14回）

【会　 　場】

【期 　　日】

鹿沼自然の森公園サッカー場、矢板中央高校　他

（3）Ｕ－１５中体連

 ２．指導普及事業（技術強化委員会関連）

栃木市総合運動公園陸上競技場　他

４月～３月　延べ７８日

【参加者数】 指導者　延べ２３名、選手　延べ６６名

　国体女子

（1）強化練習会

【参加者数】

【会　 　場】

指導者　延べ３２名、選手　延べ１６０名

栃木県総合運動公園サッカー場　他

　国体少年男子

【会　 　場】 LUXPERIOR FOOTBALL PARK　他

６月～８月　延べ４日

　国体成年男子

（1）強化練習会

【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】

【期 　　日】 ５月～８月　延べ８日

【期 　　日】

（1）強化練習会

【期 　　日】 ４月～２月（計25回）

指導者　延べ９０名、選手　延べ６００名

　トレセン練習会

（1）Ｕ－１６

（2）Ｕ－１５セントラル

【期 　　日】 ４月～２月（計11回）

【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

（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

Ⅱ　県内関連事業（技術強化・審判関係）

 １．国体強化関連
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（11）女子U-18

（12）女子U-15

2

（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

（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

４月～２月（計12回）

【会　 　場】 鹿沼自然森公園サッカー場　他

【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

（8）Ｕ－１２

（10）Ｕ－１0

【期 　　日】 実施なし→地区トレセン強化に移行

（9）Ｕ－１１

【期 　　日】

【参加者数】 指導者　延べ６０名、選手　延べ３６０名

【参加者数】

【期 　　日】 ５月～２月（計８回）

【会　 　場】 県総合運動公園サッカー場　他

【会　 　場】

【期 　　日】 ５月～２月（計１０回）※５月選考会２回含む

【会　 　場】 県総合運動公園サッカー場　他

【参加者数】 指導者　延べ５０名、選手　延べ４５０名

（13）ゴールキーパー

【会　 　場】 サンエコ自然の森公園サッカー場

【参加者数】

４月２８日、５月２６日、７月７日、９月２２日、１１月２４日、２月２２・２３日

指導者　延べ１２０名、選手　延べ７００名

【期 　　日】 ４月～２月（１７回　クリニック１２回、トレセン５回）

【参加者数】

千葉VONDSグリーンパーク、鹿島ハイツ、那須スポーツパーク、コーエイ前橋フットボールセンター、

　トレセン遠征

（1）Ｕ－１６

【期 　　日】

指導者　延べ２０名、選手　延べ２４０名

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

埼玉県サッカー協会フットボールセンター、サッカータウン波崎

【参加者数】 指導者　延べ５４名、選手　延べ１０８名

【会　 　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２２日、１０月２７日、１１月２４日、１２月８日、１月２６日、２月２２日・２３日

（2）Ｕ－１５

【期 　　日】 ９月２２日、１０月２７日、１１月２４日

【会　 　場】

【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

【参加者数】 指導者　延べ１８名、選手　延べ１２１名

（4）Ｕ－１３

【期 　　日】 ９月２２日、１０月２７日、１１月２４日、１２月８日、１月２６日、２月２２日・２３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
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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

（5）Ｕ－１２

【期 　　日】 １１月３０日・１２月１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

（6）Ｕ－１１

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

（7）女子

【期 　　日】 ７月６日・７日（Ｕ－１８）、２月２２日・２３日（Ｕ－１３・１４・１７）※関東トレセンマッチ

【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１２名、選手　延べ６３名

　海外交流

（1）大学選抜タイ遠征

【期 　　日】 令和２年２月１６日（日）～２１日（金）

【会　 　場】 タイ王国

【参加者数】 指導者３名、選手１９名

（2）Ｕ－１４タイ遠征

【期 　　日】 ８月１６日（金）〜２０日（火）（４泊５日）

【会　 　場】 タイ王国

【参加者数】 指導者４名、選手２７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２２日～７月１３日）

２コース（１１月３０日～１２月２１日）

３コース（２月２９日～３月２０日）

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他

【受講者数】 ４８名

（2）Ｄ級コーチ

【期 　　日】 １コース（９月１５日・１６日）

２コース（９月２１日・２２日）

３コース（１１月１６日・１７日）

４コース（２月１５日・１６日）

５コース（２月２２日・２３日）

【会　 　場】 今市青少年スポーツセンター　他

【受講者数】 １５５名

（3）キッズリーダー養成講習会

【期 　　日】 ６月２３日・２９日、７月１３日、１２月２１日・２２日、１月１３日・１８日・１９日・２３日、２月１日・７日・２１日

【会　 　場】 栃木市「木コミュニティーセンター」、AS栃木グラウンド、各高校

【受講者数】 ２９８名

　公認指導者研修会（リフレッシュコース）

【期 　　日】 ４月６日,７日１３日、１４日、８月２４日、１２月１５日

【会　 　場】 県内各地

【受講者数】 １９０名

　栃木県フットボールカンファレンス

【期 　　日】 ２月２日（日）

【会　 　場】 とちぎ健康の森
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河内総合運動公園陸上競技場

（3）大学生対象3級昇格講習会

2月6日（木）、13日（木）、28日（金） 実技試験：3月1日（日）、15日（日）

14日（土）

3

　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

②【期 　　日】 12月15日(日)

　【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ

  【受講者数】 39名（ユース0名）

①【期 　　日】 12月8日(日)

　【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ

  【受講者数】 50名（ユース1名）

  【受講者数】 74名（ユース11名）

　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

  【受講者数】 3122名（ユース868名）

（2）３級

  【受講者数】 78名（ユース5名）

②【期 　　日】 12月15日(日)

　【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ

　サッカー審判登録更新講習会

（1）４級

①【期 　　日】 12月8日(日)

　【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ

【会　 　場】 作新学院大学／小山工業高等専門学校／足利大学

【受験者数】 38名（37名合格）

11月23日(土)

【期 　　日】

【会　 　場】 大松山運動公園陸上競技場

【受験者数】 22名（7名合格）

（足利大・高専）2月25日（火）、27日（木）、3月5日（木）、　実技試験：3月10日（火）、12日（木）

【会　 　場】

【受験者数】 24名（8名合格）

（2）第２回

【期 　　日】

（作新学院大）10月16日（水）、23日（水）、11月27日（水）、12月4日（水）、1月22日（水）、

【期 　　日】 6月22日（土）、７月21日(日)　

180名（4/4は116名、4/5は64名）

　サッカー３級審判資格昇格審査会

 ３．指導普及事業（審判委員会関連）

（1）第１回

【受講者数】

【期 　　日】 3月14日(土)　※コロナウイルス感染拡大の影響で、4月4日（土）・5日（日）に振り替えて実施

【会　 　場】 栃木県総合教育センター　※宇都宮東生涯学習センターに変更

　サッカー４級審判資格取得講習会

（1）第１回

３３０名

　Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】 ６月２２日（土）～１１月２４日（日）

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他

１８名

【参加者数】 １４名

　Ａ・Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】 １月４日（土）

【参加者数】

【会　 　場】 栃木県立真岡高等学校

【参加者数】
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宇都宮市清原体育館

宇都宮市清原体育館

6

（3）2級

【期 　　日】 11月24日(日)

【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

【受講者数】 5名

【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

【受講者数】 8名

　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

  【受講者数】 9名

（2）3級

【期 　　日】 11月24日(日)

　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

  【受講者数】 373名

12名

②【期 　　日】 12月1日(日)

　【会　 　場】 真岡市スポーツ交流館

  【受講者数】 13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24日(日)

　【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

  【受講者数】

（2）フットサル4級審判員対象3級登録認定講習会

【期 　　日】 11/24(日)

【会　 　場】

【受験者数】 2名（2名合格）

フットサル３級審判資格昇格審査会

（1）第１回

【期 　　日】 3/10(日)

【会　 　場】

【受験者数】 1名（1名合格）

（3）第３回

【期 　　日】 9月15日(日)

【会　 　場】 清原工業団地管理センター

【受講者数】 13名

（2）第２回

【期 　　日】 4月21日(日)

【会　 　場】 清原工業団地管理センター

【受講者数】 44名

【期 　　日】 3月30日(土)

【会　 　場】 栃木市総合運動公園陸上競技場・体育館

【受講者数】 68名

　【会　 　場】 河内総合運動公園陸上競技場

  【受講者数】 32名

　フットサル４級審判資格取得講習会

（1）第１回

　【会　 　場】 大松山運動公園陸上競技場

  【受講者数】 20名

②【期 　　日】 12月21日（土）

  【受講者数】 145名（ユース3名）

（3）２級

①【期 　　日】 11月23日(土)
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29日(水)、2月1日(土)、2日(日)

12

1

【内　 　容】 講義、実技研修　他

【会　 　場】 宇都宮コミュニティセンター　他

【内　 　容】 講義　実技研修　他

　ＪＦＡ女子審判トレセン

【期 　　日】 6月15日(土) (180名参加)、12月8日(日) (88名参加)、2月1日（土)、8日(土) (32名参加)

10月19日(土)、11月24日(日)、1月19日(日)、2月16日(日)、3月21日(土)

【会　 　場】 宇都宮女子高等学校　　県総合運動公園Ａコート

【会　 　場】 県協会事務所・河内地区市民センター・とちぎフットボールセンター・真岡市鬼怒自然公園サッカー場

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

強化審判研修会

【期 　　日】 4月27日(土)、5月11日(土)、6月9日(日)、11月17日(日)、1月26日(日)、27日(月)、28日(火)、

【会　　場】 県内各地

【派遣者数】 延べ1,210名(審判員：延べ1,055名、インストラクター：延べ155名)

　審判トレセン

【期 　　日】 4月20日(土)、5月19日(日)、6月22日(土)、7月20日(土)、8月13日(火)～15日(木)、9月16日(月・祝)、

【会　 　場】 栃木市総合運動公園体育館

【受講者数】 3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　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

【受講者数】 34名（更新23名、取得7名、講師・オブザーバー5名）

　フットサル３級審判インストラクター登録更新

（1）第１回

【期 　　日】 11月24日(日)

　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10日(日)

【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ

Ⅲ　県内関連事業（専門委員会関係）

　総務委員会

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　１７０ﾁｰﾑ　　 　　４，８７７名

　　　　　　　　　　　　女　子　　　　　　　２６ﾁｰﾑ　　  　　　 ５１４名

　　　　　　　　　　　　シニア　　　　　　　１８ﾁｰﾑ　　       　７４９名　

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　５２５ﾁｰﾑ       １５，９８０名

　　＜2019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　　　　　　　８８ﾁｰﾑ 　　　　２，４３６名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　　　　　６５ﾁｰﾑ　　　　 ２，９５１名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　１５８ﾁｰﾑ　　　　 ４，４５３名

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

　　　　　　　　　　　　１　種　　　　　　　２７ﾁｰﾑ           　　４４７名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　  　　　　０ﾁｰﾑ       　　   　　 ０名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　　　４ﾁｰﾑ 　　       　　 ３７名

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　　　０ﾁｰﾑ       　   　　   ０名　

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　　３１ﾁｰﾑ         　   ４８４名

　　＜2019年度審判員登録数＞
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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

 （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

　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

 （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

　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

 （4）サッカー関係資料収集、管理

           　   　　　　　　　　　    　　　　　　    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　　　　　　　 　 　　 ６７名　　　　　　８名       　　　     ８名   　　　　      ３名

　　　　　　　　　　　　３　級　　　　     　　　　３９８名     　    ２０名　　　　     　２７名   　　　　      ３名

　　　　　　　　　　　　２　級(U-18)　　　 　 　 　　２名　　　　　　  －       　　　       －   　　　　        －

　　　　　　　　　　　　女子１級　　　　 　　　　　　１名     　　      －　　　　  　　     －　　　　　　 　    － 

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

　　　　　　　　　　　　３　級(U-15)　　    　 　　    －　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級　　      　    　３，４１５名         ５１４名                    －                     －

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-15　　  　       　  　　２名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｄ級コーチ　　　　  　         １，５４８名　　　　 　　 　　－　　

　　　　　　　　　　　　４　級(U-18) 　       １，８１４名             １名　                  －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級(U-15)　　      　　  ９１名　　   　　 　－　　                －                     －

　　＜2019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　　      　　   ５，７９９名　  　  ５４３名                 ３７名                  ６名

　　　　　　　　　　　　キッズリーダー 　　　   　   　     　７名　　 　 　　　　　－　　

　　　　　　　　　　　　合　　計　　　    　  　　    　２，３２５名　　　　 　  ２５名

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチジェネラル　       　  　４１名　　　　　　　  　－

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-12　　   　      　  　１０名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｂ級コーチ　　　 　 　　  　　　   １１８名　　 　 　 　　 ２名　 

　　　　　　　　　　　　Ｃ級コーチ　　　　  　　  　     　５９６名　　 　　　 　２３名　
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 （2）スポーツ救命ライセンス講習会の開催

　   　 　　　　　中　山　　 　遙　　　ヴェルフェ矢板U-12

                          　　 　第53回関東サッカーリーグ１部　第３位

       上　村　亮　平　　ＦＣスポルト宇都宮　監督

 （2）2019年度　第32回　森山賞　受賞者

       岸　野　靖　之　　栃木シティフットボールクラブ　監督

                          　　 　第26回全国クラブチームサッカー選手権大会　関東予選　第３位

 （5）各種大会の記録収集

 （6）各種大会の公式記録担当

       　　　  　　岡　田　知　里　　  栃木サッカークラブ　レディース

　　　    　　　　野　口　 　　慶　　　栃木サッカークラブ　ジュニア

                    若　林　祐　弥　 　 宇都宮市立宮の原中学校

     　３　種　　倉　持　敢　太　　　栃木サッカークラブ　ジュニアユース

                    小　野　耀　路　　　ヴェルディＳＳ小山　ジュニアユース

                    中三川　海　斗　　 栃木サッカークラブ　ユース

　　    　 　　　 酒　井　舜　哉　　　ＪＦＣファイターズ

 （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

       女　子 　 河野辺　楓　果　　 栃木サッカークラブ　レディース

　　　     　　 　佐久間　彪　冴　　 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

　医事委員会

　地区委員会

　施設委員会

 （1）各地区との連絡調整

 （2）地区、市サッカー協会役員会議の開催

 （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

 （1）2019年度　第47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

　　　 ４　種　　小　林　 　　凛　　　カテット白沢

　　　    　　　  入　江　希　星　　　足利トレヴィータＦＣ

　   　 　　　　　柴　野　快　仁　　　ＦＣみらい

       ２　種 　　長　江　皓　亮　　　矢板中央高等学校

                          　　 　JFA第25回全日本フットサル選手権大会　関東大会　ベスト４

       窪　堀　宏　一　　栃木シティフットサルクラブ　監督

       上　野　　　 哲　　小山工業高等専門学校サッカー部　監督
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       石　原　敏　光

       　　　　永年にわたり氏家町・さくら市並びに塩谷地区サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

       大　村　勝　範　　

       　　　　永年にわたり喜連川町・さくら市並びに塩谷地区サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

       　　　　高等学校サッカー部の監督として優秀なチームを育成し本県サッカー競技に振興に尽力された。

　各連盟の表彰

       　　　　永年にわたり佐野市サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献されるとともに、佐野日本大学

  (4) 2019年度　特別功労賞

（故）森　　　　泰　久

       　　　　永年にわたり大田原市サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

（故）松　井　洋　三

       　　　　永年にわたり矢板市並びに塩谷町サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

       野　滝　庄　平

       　　　　永年にわたり矢板市並びに塩谷地区サッカー協会の役員として、協会の発展に貢献された。

       小　林　　　 功

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

       根　岸　誠　一

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

       星　　　　　　剛

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

       井　上　知佐子

  (3) 2019年度　第37回　協会長賞　受賞者

                          　　　 JFAバーモントカップ第29回全日本U-12フットサル選手権大会　ベスト８

    【個人】

    【団体】

                 第53回関東サッカーリーグ１部　第３位

       高　橋　健　二　　矢板中央高等学校サッカー部　監督

       栃木シティフットボールクラブ

       栃木シティフットサルクラブ

       ＦＣスポルト宇都宮

                 第26回全国クラブチームサッカー選手権大会　関東予選　第３位

                          　　 　第98回全国高校サッカー選手権大会　第３位

       齋　藤　信　也　　Ｓ４スペランツァ　監督

                          　　 　第52回全国高等専門学校サッカー選手権大会　第３位

       栃木県立真岡高等学校サッカー部

                 全国都道府県対抗eスポーツ選手権　2019　IBARAKI ベスト８

       小山工業高等専門学校サッカー部

                 第52回全国高等専門学校サッカー選手権大会　第３位

       矢板中央高等学校サッカー部

                 第98回全国高校サッカー選手権大会　第３位

       Ｓ４スペランツァ

                 JFAバーモントカップ第29回全日本U-12フットサル選手権大会　ベスト８

                 JFA第25回全日本フットサル選手権大会　関東大会　ベスト４

 （1）栃木県社会人サッカーリーグ表彰

　　① 第53回 栃木県社会人サッカーリーグ１部

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

　　② 第53回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ａ

　　　　　スポルト宇都宮(優勝)、FC オードイス(準優勝)、スポルトかわち(第３位)

　　③ 第53回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ｂ
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菊地　純平（エルマーノ那須）　     野沢　心一（HFC.ZERO）　　

1

2

      　　石塚　雄大　(モランゴ栃木)　　　　 大塚　琉生　（FCスポルト）        　   三浦　悠斗　(栃木SC)

           福田　大和　(ともぞうSC)     　　　 廣瀬　瑛祐　(おやまFC)  　　　　　　高久歌生人（今市アルシオーネ）

　　第１号議案　２０１８年度事業報告に関する件

　　第２号議案　２０１８年度収支決算に関する件

【期 　　日】 ２月２３日

（2）第２回

　　第２号議案　令和２年度事業計画（案）に関する件

【議 　　事】

栃木県サッカー協会事務所

【会 員 数】 ４９４名

　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】

３３０名（内　委任状３０５名）

６月８日

（1）第１回

           藤井　翔太(栃木SC)

 　        田辺　伊吹　(イデア真岡)　　 　　　安藤　翼　（Fantasisuta）　　　　       加藤　大聖　(ヴェルディ小山）　　

　　　　 小池　直矢　・　熊倉　優希　・　川口　航平（ウイングスSC）

　　　   小野　耀路　・　岩渕　浩平（ヴェルディ小山）　加藤　倭　・　松村　優汰（足利ユナイテッド）

　　　　　磯田　優貴　(AS栃木)　　　　　　 　 増渕　璃月　(ファイターズ)　　　　　　濱野　碧空　(FC　CASA)

　 ①ベスト１１

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【会 員 数】 ５８５名

【出席者数】 ３７１名（内　委任状３５０名）

【出席者数】

【会　 　場】

　　　　  小林　圭汰　(FC栃木)　　　   　 　　真鍋　仁　(プログレッソ佐野)     　　大島　一輝　(ウーヴァ)

【議　 　事】 　　第１号議案　規約の改正に関する件

　　第３号議案　令和２年度収支予算（案）に関する件

　理事会

（1）第１回

【期 　　日】 ５月22日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

【出席者数】 １９名

① 2018年度　事業報告について

② 2018年度　決算報告について

【議 　　事】

　　第３号議案　役員改選に関する件

③ 役員の改選について

④ 県FA創立75周年記念事業の実施について

          猪瀬　天　・　菊池　陽也　・　小栁　一斗　・　倉持　敢太（栃木SC）

           小川　大翔　（FCアネーロ）　　　 　村田　楓太　(ウイングスSC)　　　　　吉川　侑輝　(足利ユナイテッド)

 （2）クラブユース連盟の表彰

　　　　　白鷗大学FC(優勝)、EG FC 鹿沼(準優勝)、ホンダ栃木FC(第３位)

　　④ 第53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 HERENCIA陽南(県央)、ACたぬま(県南)

           相馬　郁海　(矢板SC)    　 　 　　　伊藤　壮琉　（FC朱雀）            　   深澤　慶二　(おおぞらSC)

    ② ユ ー ス

    ③　ジュニアユース
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④ 大会積立金の使用について

③ 2020年度　アクションプランについて

②旅費日当支給基準の変更について

【期 　　日】 6月8日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

⑥登録者分析の結果及び施策の方向性について

【議 　　事】 ① 会長（代表理事）、副会長、専務理事（業務執行理事）、常務理事（業務執行理事）の

　 選任について

② 県FA創立75周年記念事業の実施について

③ 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2020主管募集について

ホテルニューイタヤ

２３名

【期 　　日】

１７名

矢板市　まことの湯

【議 　　事】

⑤ U-14タイ遠征について

（2）臨時

【出席者数】 １８名

（3）第２回

【期 　　日】 ８月31日

【会　 　場】

【出席者数】

【会　 　場】

④ 2020年度　事業計画（案）について

【出席者数】

① 規約の改正について

２３名

【議 　　事】

【出席者数】

【議 　　事】 ① 県FA創立75周年記念事業について

① 事務局体制について

（4）第３回

栃木県サッカー協会事務所

【出席者数】

① 2019年度顕彰について

２３名

栃木県サッカー協会事務所【会　 　場】

② 県ＦＡ創立75周年記念事業について

③ ウェルフェアオフィサーについて

１月18日

【会　 　場】

② 2022栃木国体プロジェクトについて

11月13日

【期 　　日】

⑤ 2020年度　予算（案）について

 ２．社会人連盟関連

⑦ 栃木ＳＣホームゲーム運営の協力について

【議 　　事】

（6）第５回

【期 　　日】 ２月５日

（5）第４回

【会　 　場】

　総会（評議員会）

【期 　　日】 5月19日、3月15日

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

　理事会

【期 　　日】 4月19日、6月21日、8月2日、10月18日、12月6日、2月21日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

　登録説明会

【期 　　日】 ２月２日

【会　 　場】 真岡市民会館　小ホール
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【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

 （5）栃木県高校サッカー新人大会　監督会議

【期 　　日】 12月10日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【期 　　日】 7月4日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

 （4）第98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4日

 （2）全国高校総体サッカー大会県予選会　監督会議

【期 　　日】 5月15日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

 （3）第98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

　代表者会議

 （1）県総体兼関東高校サッカー大会県予選会　監督会議

【期 　　日】 4月11日

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

　専門委員会

【期 　　日】 4月11日、5月15日、7月4日、9月4日、12月10日　(3月13日　中止)

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ　

　総会・登録説明会

【期 　　日】 4月11日　(3月13日　中止)

７月22日

【会　 　場】 宮の原中学校

 （3）栃木県新人体育大会サッカー競技　代表者会議

 ４．中学連盟関連

 （2）栃木県総合体育大会サッカー競技　代表者会議

【期 　　日】

【会　 　場】 宮の原中学校

 （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23日

　代表者会議

ホテルニューイタヤ

５月９日

【会　 　場】

　委員長会議

【期 　　日】

 ３．高校連盟関連

　代表者会議

 （1）知事杯 第52回 栃木県社会人サッカー選手権大会  代表者会議

【期 　　日】 ３月17日

【会　 　場】 宇都宮市豊郷地区市民センター

 （2）第26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17日

【会　 　場】 宇都宮市豊郷地区市民センター

 （3）第53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】 栃木県サッカー協会事務所

 （４） NEZASカップ第25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】 12月11日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所
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宮の原中学校

 （4）下野杯中学生サッカー大会　代表者会議

【期 　　日】

【期 　　日】 10月３日

【会　 　場】

 ６．少年連盟関連

 ５．クラブユース連盟関連

【会　 　場】

栃木県サッカー協会

栃木県サッカー協会

　総会

栃木県サッカー協会　他

 （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18日

 （4）2019栃木県ユースサッカー(U-15)　代表者会議

1月23日

 （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

【期 　　日】

　代表者会議

【会　 　場】

 （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20日、第2回　3月13日

4月18日、6月20日、11月14日、1月30日、2月27日、3月13日

5月23日

【会　 　場】

【期 　　日】 8月29日

【会　 　場】

【期 　　日】

栃木県サッカー協会、足利市市民会館・別館

　理事会

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム会議室

【会　 　場】 小山運動公園（向野）会議室

【会　 　場】

 （4）県トップリーグ戦後期　監督会議

【期 　　日】 ８月３１日

【会　 　場】 とちぎ青少年センター（アミークス）

とちぎ青少年センター（アミークス）

 （3）ＪＦＡバーモントカップ 第２９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

【期 　　日】 ６月１６日

【会　 　場】 芳賀町農業者トレーニングセンター

【期 　　日】 ４月７日

【会　 　場】 とちぎ青少年センター（アミークス）

 （2）第５回 QUALIER CUP 関東少年サッカー大会栃木県大会　監督会議

【期 　　日】 ５月２６日

【期 　　日】 ３月２３日、４月２７日、７月６日、１０月５日、１２月１４日、２月８日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所　他　

　監督会議

 （1）県トップリーグ戦前期　監督会議

栃木県総合教育センター

　常任理事会及び理事会

11月２日

【会　 　場】 県教育会館

　総会（評議員会及び登録説明会）

【期 　　日】 ３月９日

【会　 　場】
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【会　 　場】 栃木県サッカー協会

【期 　　日】 4月25日・7月3日・11月25日・2月6日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

　登録説明会

【期 　　日】 2月17日

栃木県サッカー協会

　理事会

３月２８日

【会　 　場】

３月８日　中止

【会　 　場】 三栄不動産事務所　他

　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２４日、６月１２日、８月２８日、１１月２６日、１２月２５日、２月２６日

ホテルニューイタヤ

　理事会

【期 　　日】

 （8）JA全農杯全国小学生サッカー大会ｉｎ関東栃木県大会

    　 兼 第３７回 栃木県少年サッカー新人大会　監督会議

【期 　　日】 １月１１日

【会　 　場】 とちぎ健康の森

とちぎ健康の森

 （６）第４８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】 １１月２日

とちぎ健康の森

 ７．女子連盟関連
　総会

【期 　　日】 ３月24日

【会　 　場】

【会　 　場】

【会　 　場】

 （７）JFA 第43回全日本U-12 サッカー選手権大会栃木県大会　監督会議

【期 　　日】 １０月１９日

　第74回　国体関東ブロック大会

【会　 　場】 とちぎ健康の森

【期 　　日】 １１月２日

Ⅵ　関東大会関連事業

【会　 　場】

 ９．フットサル連盟関連

 ８．シニア連盟関連

【期 　　日】 ２月28日

【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

 （5）第４８回 栃木県少年サッカー選手権大会　監督会議

【期 　　日】 ５月22日、８月7日、11月22日

栃木県サッカー協会事務所

　総会

【期 　　日】 ３月20日

　代表者会議
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栃木シティFC

＜ホームゲームのみ＞

栃木シティFC　１－１　日立ビルシステム

栃木シティFC　３－０　横浜猛蹴

栃木シティFC　３－１　TOKYO UNITED FC

栃木シティFC　０－１　VONDS市原FC

栃木シティFC　１－０　桐蔭横浜大学FC

栃木シティFC　３－１　ジョイフル本田つくばFC

栃木シティFC　２－３　ブリオベッカ浦安

栃木シティFC　４－０　流通経済大学FC

栃木シティFC　１－１　東京23FC

ヴェルフェ矢板

＜ホームゲームのみ＞

ヴェルフェ　２－１　東邦チタニウム

ヴェルフェ　０－０　早大ア式FC

ヴェルフェ　２－２　tonan前橋

ヴェルフェ　２－１　さいたまSC

ヴェルフェ　０－１　Criacao Shinjuku

ヴェルフェ　１－０　神奈川県教員SC

ヴェルフェ　０－１　エスペランサSC

ヴェルフェ　２－０　東京国際大学FC

ヴェルフェ　１－１　アイデンティみらい

2

【結　 　果】 １回戦　　栃木県　２－１　山梨県

代表決定戦　　栃木県　１－１　埼玉県

　　　　　　　　　      　　 ７　PK　８

【結　 　果】 １回戦　　栃木県　０－２　　東京都

 （3）少年男子

【期 　　日】 ８月10日・11日・12日

【会　 　場】 千葉県　稲毛海浜公園球技場・ゼットエーオリプリスタジアム

 （2）女子

【期 　　日】 ８月10日・11日・12日

【会　 　場】 千葉県　姉崎サッカー場

千葉県　稲毛海浜公園球技場

【結　 　果】 １回戦　　栃木県　０－１　　山梨県

 （1）成年男子

【期 　　日】 ８月10日・11日・12日

【会　 　場】

１．１種関連事業
　第53回　関東サッカーリーグ

（1）１部リーグ

【期 　　日】 4月7日～9月22日

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

【結　 　果】

　　　　通算成績　９勝５分４敗　３位

（2）２部リーグ

【期 　　日】 4月7日～9月22日

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

【結　 　果】

　　　　通算成績　４勝６分８敗　８位

　第55回　全国社会人サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】 6月2日・9日・16日

【会　 　場】 関東各都県
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スポルト宇都宮(県クラブ選手権１位)

１回戦　スポルト宇都宮  ２－１　FC ヤキマンズ(群馬県)

２回戦　スポルト宇都宮  １－２　FC 古河(茨城県)

4

5

作新学院大学、白鷗大学、宇都宮大学、足利大学

優勝　作新学院大学

3位　足利大学

2回戦敗退　宇都宮大学

1回戦敗退　白鷗大学

6

作新学院大学（北関東第1代表）、足利大学(北関東第3代表)

作新学院大学　３－1　尚美学園大学（埼玉県　第２代表）

足利大学　０－１０　神奈川大学(神奈川県　第1位代表)

7

作新学院大学

1回戦　作新学院大学　0－2　順天堂大学

8

作新学院大学、白鷗大学、宇都宮大学、足利大学

第２位 　作新学院大学(１７勝０分２敗)

第３位 　足利大学(１２勝１分６敗)

第４位 　宇都宮大学    (１１勝２分６敗)

第６位　白鷗大学  (９勝０分１０敗)

9

該当チームなし

【参加チーム】 栃木シティFC（関東1部）、ヴェルフェ矢板(関東2部)、FC CASA FORTUNA OYAMA(県社会人１位)

【結　 　果】 １回戦　FC CASA  ０－１  Criacao Shinjuku(関東２部９位)

２回戦　ヴェルフェ　０－１　アイデンティみらい(関東２部４位)

２回戦　栃木シティFC　５－０　東京蹴球団(東京２位)

決定戦　栃木シティFC　５－０　tonan前橋(関東２部３位)

　第26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14日・15日・16日

【会　 　場】 埼玉県

【参加チーム】

【結　 　果】

　第53回　関東社会人サッカー大会

【期 　　日】 11月2日・3日・16日・17日

【会　 　場】 栃木県

【参加チーム】 FC CASA FORTUNA OYAMA (第１代表)、JBUS宇都宮 (第２代表)、宇都宮FC（開催地）

【結　 　果】 １回戦　FC CASA FORTUNA OYAMA  １－０　アヴェントゥーラ川口(埼玉県２位)

　　　　   JBUS宇都宮  １－２　  山梨学院大学ペガサス(山梨県１位)

　　　　　宇都宮FC     　１－７　　エリース東京（東京都1位）

２回戦　 FC CASA FORTUNA OYAMA  １－２　ＣＥＲＶＥＺＡ ＦＣ東京(東京都２位)

北関東大学選手権

【期 　　日】 ４月、５月

【会　 　場】 北関東各県

【参加チーム】

【結　 　果】

第8回　関東大学サッカートーナメント大会　プレーオフ

【期 　　日】 5月19日

【会　 　場】 明海大学、中央学院大学(埼玉県)

【参加チーム】

【結　 　果】

「アミノバイタル®」カップ2019 第8回関東大学サッカートーナメント大会

【期 　　日】 6月8日～7月27日

【会　 　場】 時之栖スポーツセンター　他

【参加チーム】

【結　 　果】

　第12回　北関東大学サッカーリーグ戦

【期 　　日】 ５月～10月

【会　 　場】 北関東各県

【参加チーム】

【結　 　果】

第52回関東大学サッカー大会

【期 　　日】 11月3日～11月17日

【会　 　場】 ゼットエーオリプリスタジアム　他

【参加チーム】
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昇格チーム：明治学院大学（東京都）、神奈川大学（神奈川県）

10

宇都宮市役所、那須塩原市役所

優勝：ひたちなか市役所

１回戦　宇都宮市役所 　　２－１　前橋市役所(群馬県２位)

　　　　　那須塩原市役所　０－２　甲府市役所(山梨県１位)

準決勝　宇都宮市役所　 ０－３　ひたちなか市役所(茨城県１位)

３位決定戦　宇都宮市役所    １－０　甲府市役所(山梨県１位)

11

宇都宮市役所（災害対応のため棄権）

優勝：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　都立産技高専品川（東京都）

準決勝　　　小山高専　２－１　東京高専（東京都）

1

真岡高校(第1代表)、佐野日大高校(第2代表)

　　　　　　　　2回戦　　佐野日大高校　2－0　浦和東高校(埼玉県)

2

4月～12月

関東各都県

矢板中央高校

10位(勝点20、得失点-24、3勝3分12敗)

3

栃木SCユース

4

栃木SCユース【参加チーム】

【結　 　果】 1次予選　　Hグループ1位(勝点12、4勝)

決勝トーナメント　1回戦　栃木SCユース　0－0　PK0－3　水戸ホーリーホック

5
　第23回　KCYリーグ

【結　 　果】 1回戦　栃木SCユース 　1－2　ジェフ千葉U18(千葉県)

第43 回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）関東大会

【期 　　日】 4月13日～6月9日

【会　 　場】 関東各都県

　高円宮杯ＪＦＡ U-18サッカープリンスリーグ2019 関東　参入戦

【期 　　日】 12月22日・25日

【会　 　場】 茨城県

【参加チーム】

　　　　　　　　決勝　　　佐野日大高校　1－2　湘南工科大高校(神奈川県)

　高円宮杯ＪＦＡ U-18サッカープリンスリーグ2019 関東

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】 茨城県

【参加チーム】

【結　 　果】 Aグループ　1回戦　　真岡高校　0－2　前橋育英高校(群馬県)

Bグループ　1回戦　　佐野日大高校　2－1　鹿島学園高校(茨城県)

　第62回　関東高等学校サッカー大会

【期 　　日】 6月1日～3日

２．２種関連事業

【結　 　果】

　第48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】 6月8日・9日・10日

【会　 　場】 日光市　丸山公園サッカー場

【参加チーム】

【結　 　果】

　第47回　関東自治体職員サッカー選手権大会

【期 　　日】 10月26日～29日

【会　 　場】 大和ゆとりの森大規模多目的スポーツ広場　他

【参加チーム】

【結　 　果】

12
　令和元年度関東信越地区高等専門学校総合体育大会

　（兼）第48回　関東高等専門学校サッカー選手権大会

【期 　　日】 7月6日・7日

【会　 　場】 茨城県ひたちなか市総合運動公園

【参加チーム】

【結　 　果】

決 　勝　　　小山高専　０－４　茨城高専（茨城県）
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1

宇都宮市立宮の原中学校(第１代表)、さくら市立氏家中学校(第２代表)

１回戦　宮の原中　５－０　新島学園中(群馬県２)

２回戦　宮の原中　０－５　修徳中(東京都１)

第５代表決定戦　宮の原中　４－１　千葉市立幸町第二中（千葉県２）

2

栃木SC、ウイングスＳＣ、ヴェルディSS小山、足利・両毛ユナイテッドＦＣ、プログレッソ佐野、矢板SC

＜Ａブロック＞

6月8日・9日・15日・16日・22日・29日・30日、７月6日・7日

関東各都県

栃木SC、ウイングスSC、ヴェルディ小山、プログレッソ佐野、足利ユナイテッドFC、矢板ＳＣ

１回戦　　足利ユナイテッド　    5－1　　　東松山ペレーニア

１回戦　  矢板SC　　　　　　    　3－0　　  ジェフユナイテッド市原・千葉

２回戦    栃木SC　　　　  　　　　1－0　　  プレジール入間

２回戦　  ウイングスSC　　　 　 1－0　    東京久留米FC

２回戦　　足利ユナイテッド　　　0－1       鹿島アントラーズノルテ

3回戦　　栃木SC                   1－0       FC古河

3回戦　　ウイングスSC　　　　　0－1       前橋FC

3回戦　　ヴェルディ小山　　　　0－6       柏レイソル

４回戦　　栃木SC　　　　　0－0 PK12-13  横浜F・マリノス追浜

全国大会出場枠決定戦

　　　　　　栃木SC　　　　　　　　　0－1        東京武蔵野シティFC　　　　　　　　

【期 　　日】 9月～12月

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】 なし

5
　（兼）2019Ｊユースカップ第27回　Ｊリーグユース選手権大会関東予選

【参加チーム】

【結　 　果】

３．３種関連事業

【会　 　場】 東京都立川市他

　第50回　関東中学校サッカー大会

【期 　　日】 ８月６日～９日

　　　  　氏家中　１－３　さいたま市立原山中(埼玉県１)

　高円宮杯　第31回　全日本ユース（U-15）サッカー関東大会

【期 　　日】 11月９日・10日・16日・17日

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

【結　 　果】

　１回戦　栃木SC　　　　　　　　２－１　  ＦＯＵＲＷＩＮＤＳ　ＦＣ

　１回戦　プログレッソ佐野　　 １－１　EX０－２　　ＪＦＣ　ＦＵＴＵＲＯ

　２回戦　栃木SC　　             ３－０　  フォルトゥナＵ１５

　準決勝　栃木SC　　            １－２　  ＬＡＶＩＤＡ　ＦＣ

＜Ｂブロック＞

　１回戦　ウイングスSC　　     ２－１　　ＦＣラルクヴェール千葉

　２回戦　ウイングスSC　　     ０－０　PK４－５　　三菱養和ＳＣ巣鴨ＪＹ

＜Ｃブロック＞

　１回戦　ヴェルディＳＳ小山   １－１　PK10－11　 坂戸ディプロマッツ

＜Ｄブロック＞

　１回戦　矢板SC　 　　    　　 ０－０　PK２－３　　鹿島アントラーズつくば

　１回戦　ともぞうSC　 　　    　０－４　Ｗｉｎｇｓ　Ｕ－１５

　１回戦　足利・両毛ユナイテッドＦＣ　 　１－１　EX０－１　　ヴァンフォーレ甲府ＪＹ

3
　第25回　関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会

　（兼）第34回　日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会関東大会

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

２回戦　　ヴェルディ小山　　  　3－1　     FRIENDLY　　　　　
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　　　　　　栃木SC　　　　　　　　　1－2        ジェフユナイテッド市原・千葉　　　　　　　

4

3月～10月

栃木サッカークラブU-15

２勝５分１５敗　リーグ１２位　　（２部降格）

5

6 　2019　第６回　関東ユース（U-13）サッカーリーグ（2部）

1

2

3

4 　キヤノン ガールズ・エイト第１７回JFA関東ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会

【結　 　果】 ＴＥＡＭリフレサッカークラブ 　１次ラウンド３位　２次ラウンドＦブロック１位

三島ＦＣ　　　　　　　　　　　　　 １次ラウンド３位　２次ラウンドＨブロック４位

Ｓ４スペランツァ　　　　　　　　　１次ラウンド１位　２次ラウンドＣブロック４位　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順位決定ラウンド１５位

野原グランディオスＦＣ　　　　 １次ラウンド３位　２次ラウンドＦブロック２位　　　　　　　

【会　 　場】 群馬県コーエィ前橋フットボールセンター

【参加チーム】 ＴＥＡＭリフレサッカークラブ・三島ＦＣ・Ｓ４スペランツァ・野原グランディオスＦＣ

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

【結　 　果】 ＴＥＡＭリフレサッカークラブ 　　３位トーナメント２回戦敗退

ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　　　　　　　　　　２位トーナメント２回戦敗退

ＦＣみらい　　　　　　　　　　　　 　２位トーナメント２位

第１回　ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ　ＣＵＰ　Ｕ－１２

【期 　　日】 １２月２４日・２５日

石井フットボールクラブ　　 ６位パート２位

　２０１９　フジパンCUP　第４３回　関東少年サッカー大会 ｉｎ 神奈川

【期 　　日】 ８月２４日・２５日

【会　 　場】 神奈川県大和ゆとりの森大規模多目的広場　他

石井フットボールクラブ・ＦＥ．アトレチコ佐野・ＮＩＫＫＯ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ　セレソン・
ＪＦＣアミスタ市貝・御厨フットボールクラブ

【結　 　果】 御厨フットボールクラブ　　　  １位パート４位

ＦＥ．アトレチコ佐野　　　　　　　　　  ２位パート２位

ＮＩＫＫＯ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ　セレソン　２位パート３位

ＪＦＣアミスタ市貝　　 ４位パート１位

【参加チーム】

４．４種関連事業

群馬県伊勢崎市

　2019　第14回　関東ユース（U-15）サッカーリーグ（1部）

【期 　　日】

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

【結　 　果】

　2019　第14回　関東ユース（U-15）サッカーリーグ（2部）

【期 　　日】 3月～10月

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】 ウイングスSC、ヴェルディＳＳ小山

【結　 　果】 ウイングスSC　　　 ６勝６分４敗　Ｂリーグ５位　（2部残留）

ヴェルディＳＳ小山　２勝２分１２敗　リーグ８位　（県リーグ降格）

【期 　　日】 4月～12月

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】 栃木SCジュニアユース

【結　 　果】 7勝7敗　Cリーグ4位　（2部残留）

　『tonan』第９回北関東（関東外環）Ｕ-１２サッカー大会

【期 　　日】 ８月３日・４日

【会　 　場】
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5

6

１回戦　栃木SCレディース　０－7　日テレ・メニーナ（関東リーグ7位)

１回戦　　文星女子高校　１－４　前橋育英高校　（群馬県）

１回戦　　宇都宮文星女子高校　６－０　霞ヶ浦高校　(茨城２)

　　　　　　宇都宮中央女子高校　０－１5　十文字高校　(東京１）

２回戦　　宇都宮文星女子高校　０－４　星褨国際翔南　（神奈川１）　　

5

1回戦　白鷗足利高校　　　７－０　富士北稜高校　(山梨２）

【会　 　場】 茨城県ひたちなか市総合運動公園

【参加チーム】 栃木県トレセン「空」、栃木県トレセン「海」

【結　 　果】 ＜予選リーグ＞

【期 　　日】 ２月２２日・２３日

【会　 　場】 群馬県

【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)

【結　 　果】

　　　　　  順位決定戦　　宇都宮文星女子高校　０－１　健大高崎高校　（群馬2）

【結　 　果】

4
　第28回　関東高等学校女子サッカー選手権大会

　(兼）第28回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】 1１月9日・１0日・16日・１7日

【期 　　日】 ６月１日・２日・３日

【会　 　場】 茨城県

【参加チーム】 宇都宮文星女子高校

【結　 　果】 １回戦　ＦＣクイーンズ　０－２　FC．VIDA　Feliz　（千葉２）　　

　　　　　ブランカFC　　０－１０　横須賀シーガルズ　(神奈川１）

3
　令和元年度　第8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

【期 　　日】 10月19日・20日

【会　 　場】 神奈川県

【参加チーム】 FCクィーンズ(第１代表)、ブランカFC(第２代表)

【参加チーム】 栃木SCレディース

【結　 　果】

2
　第31回　関東レディースサッカー大会

　（兼）JFA第31回全日本O-30女子サッカー大会関東予選

【期 　　日】 ９月14日・15日・16日・21日・22日・28日

【会　 　場】 栃木県

５．女子関連事業

　　グループＢ

1
　第41回　関東女子サッカー選手権大会

　（兼）皇后杯JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会関東予選

　　　　栃木県トレセン「海」       通算成績　０勝０分３敗　予選敗退

　　グループF

　　　　栃木県トレセン「空」       通算成績　２勝１分０敗　１位通過

＜決勝リーグ＞

　　１組　栃木県トレセン「空」    通算成績　１勝０分１敗　２位敗退

　第３０回　関東選抜少年サッカー大会

【期 　　日】 中止

　ＪＡ全農杯全国小学生サッカー大会ｉｎ関東

【期 　　日】 中止

10月26日・27日・１１月2日・3日

【会　 　場】 茨城県・埼玉県

【参加チーム】

　　　　　　７位決定戦　　宇都宮文星女子高校　１－１PK6-5　鹿島学園　（茨城１）

　第15回　関東高等学校女子サッカー秋季大会

【期 　　日】

白鷗足利高校（第1代表）、宇都宮短大附属高校（第2代表）

【結　 　果】

41



　　　　　宇短大附属高校　１－０　甲府商業高校　(山梨１）　

2回戦　白鷗足利高校　 　１－３　藤沢清流高校　(神奈川１）

　　　　　宇短大付属高校　０－１　南稜高校　（埼玉１）

1回戦　河内SCジュベニール　０－１８　浦和レッドダイヤモンズユース(埼玉１）

１回戦　　河内ＳＣジュべ二ール　０－７　VONDS市原FCレディースU-15

8

１次リーグ　　とちおとめ　０－１　習志野ＢＳＳ　ＶＩＢＡＮＡ

１次リーグ　　とちおとめ　０－０　青梅ＦＣビクトリー

9

FCクィーンズ

１次リーグ　　FCクィーンズ　０－０　FCフロンティア

１次リーグ　　FCクィーンズ　０－０　青梅FCビクトリー

　FCクィーンズ　１－３　横須賀シーガルズ

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　ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ

栃木ＳＣレディース　　2勝1分6敗　　第8位

入替戦 ブラッドレスSSレディース　１－７　FC十文字VENTUS U-15　関東参入ならず

栃木SCレディース　１－１　日体大FIELDS横浜U-15BieneAoba　関東残留

1月13日・25日・26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　０－１　十文字学園女子大学（東京）

※関東リーグ2部　参戦ならず

1

千葉県千葉市

６．シニア関連事業

6
　第23回　関東女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

　（兼）ＪＦＡ第23回全日本U-18女子サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】 10月14日・19日・20日・11月16日・17日

【会　 　場】 東京都

【参加チーム】 河内SCジュベニール

【結　 　果】

7
　第24回　関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

　（兼）ＪＦＡ第24回全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】 ６月8日・9日・15日・16日

【会　 　場】 神奈川県主管　　草津開催

【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】

２回戦　　栃木ＳＣレディース　　　２－１　府ロクレディース

３回戦　　栃木ＳＣレディース　　　０－４　十文字中学校

　第13回　関東レディースエイト（O-40）サッカー大会

【期 　　日】 ６月15日・１6日

【会　 　場】 東京都

【参加チーム】 とちおとめ

【結　 　果】

　　　　　　11・12位決定戦    とちおとめ　１－０　インターセプト

　第13回　関東レディースエイト(O-45)サッカー大会

【期 　　日】 11月17日

【会　 　場】 栃木県

【参加チーム】

【結　 　果】

　　　　3・4位トーナメント

　10　　第3回　関東女子Ｕ-15サッカーリーグ

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　11　　第26回　関東女子サッカーリーグ　2部入替戦

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　JFA 第７回全日本O-40サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 ５月４日・５日

【会　 　場】
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＜予選リーグA組＞

　　　下都賀シニアサッカークラブ　１－６　西湘Wings.FC(神奈川県)

　　　下都賀シニアサッカークラブ　０－５　FC青山シニア(東京都)

　　　下都賀シニアサッカークラブ　０－８　FC船橋(千葉県)

　　　　　　通算成績　３敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

2

＜予選リーグＡ組＞

　　　栃木教員マスターズ　２－２　FC前橋５０(群馬県)

　　　栃木教員マスターズ　１－４　FC浦和シニア(埼玉県)

　　　栃木教員マスターズ　０－２　山梨マスターズレジェンド(山梨県)

　　　　　　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＞

　　　とち丸シニアサッカークラブ　１－２　ラッツォス古河FC60(茨城県)

　　　とち丸シニアサッカークラブ　１－０　山梨シニア６０(山梨県)

　　　とち丸シニアサッカークラブ　１－２　埼玉シニア６０(埼玉県)

　　　　　　通算成績　１勝２敗　予選リーグ３位

＜順位決定戦＞

4

＜予選リーグA組＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－１　茅ヶ崎シニア７０(神奈川県)

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－３　東京ロイヤル(東京都)

　　　栃木大昭サッカークラブ　１－１　群馬FC７０(群馬県)

　　　　　　通算成績　１分２敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

5

＜予選リーグA組＞

　　　栃木５３シニア　０－３　エリース東京シニア４０(東京都)

　　　栃木５３シニア　０－０　FC市原シニア(千葉県)

　　　栃木５３シニア　０－３　ドリーム水戸シニアFC(茨城県)

【会　 　場】 群馬県前橋市

【参加チーム】 栃木５３シニア

【結　 　果】

【結　 　果】

　　　７・８決戦　栃木大昭サッカークラブ　０－０　山梨シニア７０(山梨県)

７　PK　６

　KTFA第13回　関東O-40サッカー大会

【期 　　日】 11月23日・24日

　JFA 第14回O-70サッカー大会関東予選会（兼）第７回関東O-70サッカー大会

【期 　　日】 11月16日・17日

【会　 　場】 栃木県宇都宮市

【参加チーム】 栃木大昭サッカークラブ

【会　 　場】 千葉県千葉市

【参加チーム】 とち丸シニアサッカークラブ

【結　 　果】

　　　５・６決戦　とち丸シニアサッカークラブ　３－１　FC大泉６０（群馬県）

【参加チーム】 栃木教員マスターズ

【結　 　果】

　　　７・８決戦　栃木教員マスターズ　１－０　武蔵ユナイテッド（東京都）

　JFA 第20回全日本O-60サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 11月30日・12月１日

【結　 　果】

　　　７・８決戦　下都賀シニアサッカークラブ　０－６　ドリーム水戸シニアFC（茨城県）

　JFA 第18回全日本O-50サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 ４月27日・28日

【会　 　場】 千葉県市原市

【参加チーム】 下都賀シニアサッカークラブ
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　　　　　　通算成績　１分２敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

6

＜予選リーグＡ組＞

　　　栃木教員マスターズ　０－３　Azul神奈川FC(神奈川県)

　　　栃木教員マスターズ　１－０　ラッツォス古河F.C(茨城県)

　　　栃木教員マスターズ　１－１　セレソン所沢シニア(埼玉県)

　　　　　　通算成績　１勝１分１敗　予選リーグ３位

＜順位決定戦＞

7

＜予選リーグＢ組＞

　　　とち丸シニアサッカークラブ　０－１　習志野台クラブシニア(千葉県)

　　　とち丸シニアサッカークラブ　０－４　パルスFC(埼玉県)

　　　とち丸シニアサッカークラブ　０－１　神奈川四十雀サッカークラブ６０(神奈川県）

　　　　　　通算成績　０勝３敗　予選リーグ４位

＜順位決定戦＞

　　　７・８決戦　とち丸シニアサッカークラブ　１－１　群馬FC北毛６０(群馬県)

1

他　１６チーム

2

3

4

【参加チーム】 とち丸シニアサッカークラブ

【結　 　果】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　PK　４

７．フットサル関連事業

【結　 　果】

　　　５・６決戦　栃木教員マスターズ　０－１　山梨マスターズ(山梨県)

　KTFA第14回　関東O-60サッカー大会

【期 　　日】 ９月28日・29日

【会　 　場】 山梨県昭和町

　KTFA第13回　関東O-50サッカー大会

【期 　　日】 12月７日・８日

【会　 　場】 東京都清瀬市

【参加チーム】 栃木教員マスターズ

　　　７・８決戦　栃木５３シニア　２－０　FCリズム(山梨県)

【参加チーム】 矢板中央高校など８チーム

【結　 　果】 １回戦　２－３　順天堂大学ガジル/ｊｆｃ（千葉）

　ＪＦＡ第６回　全日本U-18フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 ７月２３日、２４日

【会　 　場】 神奈川県：小田原アリーナ、茅ケ崎市総合体育館

　第１５回　全日本大学フットサル大会関東大会

【期 　　日】 ７月６日

【会　 　場】 群馬県：渋川総合公園体育館

【参加チーム】 国際医療福祉大Ｆ.Ｃ.majikaoなど８チーム

【会　 　場】 山梨県：小瀬スポーツ公園体育館

【参加チーム】 ブラジニア　フットサル　レディースなど　１４チーム

【結　 　果】 １回戦　０－９　さいたまサイコロ

２回戦　３－２　ゾット早稲田FC

準決勝　３－４　ペスカドーラ町田アスピランチ

３決　　３－７　マルバ茨城ｆｃ

　ＪＦＡ第１６回　全日本女子フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 ９月８日、１４日

【参加チーム】 栃木シティフットサルクラブ M.C.ウロボロス／栃木FC

【結　 　果】 １回戦　４－３　アッラビータスポルト群馬 １回戦　０－４　ファイルフォックス八王子

　ＪＦＡ第２５回　全日本フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 １月１１日、１２日、２６日

【会　 　場】 栃木県　県北体育館
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予選ラウンド　０－５　阿見ファントゥブルー５－５　鶴見大学付属高等学校（神奈川）

３－９　フウガドールすみだファルコンズ（東京）

5

6

7

8

優勝　　リガーレ東京（１２勝１分３敗）

9

10

11

12

【参加チーム】 １３チーム（本県チームなし）

【結　 　果】

関東各都県

【参加チーム】 ９チーム（本県チームなし）

【会　 　場】 関東各都県

【結　 　果】

　（2）２部リーグ

【期 　　日】 ５月～１２月

FCブラジニア　４－５　VONDS市原BS（千葉）

FCブラジニア　０－１９　東京レキオスBS（東京）

SuperSports XEBIO　第２１回　関東フットサルリーグ

　（1）１部リーグ

【期 　　日】 ６月～１２月

【会　 　場】

【会　 　場】 神奈川県　ひらつかビーチパーク

【参加チーム】 １３チーム

【結　 　果】 １次リーグ　FCブラジニア　２－１５　ベルマーレYOB（神奈川）

【参加チーム】 栃木SCレディースなど８チーム

【結　 　果】 １回戦　０－４　十文字中学校（東京）

　JFA第１４回全国ビーチサッカー大会２０１９　関東大会

【期 　　日】 ７月２０日、２１日、８月３日、４日

 ３－９　フウガドールすみだファルコンズ（東京）

　ＪＦＡ第１０回　全日本女子U-15フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 １１月３０日、１２月１日

【会　 　場】 茨城県：アダストリアみとアリーナ

【会　 　場】 茨城県：アダストリアみとアリーナ

【参加チーム】 下野きさらぎJrユースなど12チーム

【結　 　果】 予選ラウンド　０－５　阿見ファントゥブルー（千葉）

【結　 　果】

　ＪＦＡ第２５回　全日本U-15フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 １１月３０日、１２月１日

優勝　　バディランツァーレ(山梨)　８勝１分２敗

SuperSports XEBIO　第１０回　関東女子フットサルリーグ

【期 　　日】 ６月～１２月

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】 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）

　第２２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２２日、２３日

【会　 　場】 埼玉県：ウイングハット春日部

【参加チーム】 栃木シティフットサルクラブなど10チーム

【結　 　果】 １回戦　４－２　トミー／ウラスタ　フットサル（千葉）

２回戦　５－５　PK　５－６　フェニックス横浜（神奈川）

　第１１回　関東女子フットサルリーグ参入戦・入替戦

【期 　　日】 2月22日

【会　 　場】 埼玉県：ウイングハット春日部

【参加チーム】 ブラジニアフットサルレディース他8ﾁｰﾑ

【結　 　果】 １回戦　２－２　PK　１－３　PSTCロンドリーナヴァレンチ（神奈川）

　第３５回　全国選抜フットサル大会関東大会

【期 　　日】 ５月１９日、２０日

【会　 　場】 埼玉県　ウイングハット春日部
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13

14

15

1

2

3

９月30日～１0月３日

茨城県鹿嶋市

９月29日～１0月２日

茨城県ひたちなか市

９月29日～１0月３日

茨城県鹿嶋市

【結　 　果】

　（3）少年男子

【期 　　日】

【会　 　場】

【結　 　果】

　（2）女子

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

               　仙台大学　０−２　北海道文教大学明清高校

　第74回　国民体育大会

　（1）成年男子

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

【栃木県開催】 11月2日・3日　　　真岡市総合運動公園陸上競技場  開催

1回戦　　　　群馬FCホワイトスター　１−６　ASハリマアルビオン

               　常盤木学園高校　２−１　東洋大学

　　　　　　　　日テレ・メニーナ　４−１　聖和学園高校

　皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 11月２日～12月29日

【会　 　場】 各都道府県

【参加チーム】 該当チーム無し

【参加チーム】 栃木シティフットボールクラブ(栃木県代表)

【結　 　果】 １回戦　　栃木シティフットボールクラブ 　０－２　ヴァンラーレ八戸(青森県代表)

２回戦　　栃木SC(J2) 　２－１　モンテディオ山形(J2)

３回戦　　栃木SC(J2) 　０－４　鹿島アントラーズ(J1)

【会　 　場】 各都道府県

Ⅶ　全国大会関連事業

　天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会

【期 　　日】 ５月25日～１月１日

【参加チーム】 栃木県選抜など８チーム

【結　 　果】 １回戦　栃木県選抜　２－４　千葉県選抜

　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

【期 　　日】 2月7日、8日

【会　 　場】 東京都：駒沢運動公園体育館

【参加チーム】 栃木県選抜など８チーム

【結　 　果】 １回戦　　３－１１　埼玉県選抜

　Abｅａｍ Systems Presents第３回関東大学フットサルリーグ２０１９

【期 　　日】 ７月～２月

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】 １２チーム（本県チームなし）

【結　 　果】 第１位　府中アスレティックFCサテライトB

　第６回　関東ビーチサッカーリーグ２０１９

【期 　　日】 ６月４日～７月２８日

【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】 １１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（９勝１分０敗）
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4

1

2

3

　　　　　通算成績　　８勝１６分１８敗　　第２０位

　　栃木ＳＣ　１－１　徳島ヴォルティス

　　栃木ＳＣ　０－２　FC琉球

　　栃木ＳＣ　２－１　アルビレックス新潟

　　栃木ＳＣ　０－０　大宮アルディージャ

　　栃木ＳＣ　０－０　FC町田ゼルビア

　　栃木ＳＣ　０－３　水戸ホーリーホック

　　栃木ＳＣ　０－１　アビスパ福岡

　　栃木ＳＣ　０－１　鹿児島ユナイテッドFC

　　栃木ＳＣ　１－２　愛媛FC

　　栃木ＳＣ　２－１　レノファ山口FC

　　栃木ＳＣ　１－２　柏レイソル

　　栃木ＳＣ　０－０　東京ヴェルディ

　　栃木ＳＣ　０－０　ジェフユナイテッド千葉

１．１種関連事業

　　栃木ＳＣ　１－１　FC岐阜

　　栃木ＳＣ　１－０　ヴァンフォーレ甲府

　　栃木ＳＣ　１－１　ファジアーノ岡山

　　栃木ＳＣ　０－１　横浜FC

　　栃木ＳＣ　０－０　モンテディオ山形

　　栃木ＳＣ　１－２　京都サンガF.C.

　　栃木ＳＣ　１－３　Ⅴ・ファーレン長崎

【参加チーム】 栃木ＳＣ

【結　 　果】 ＜ホームゲームのみ＞

　　栃木ＳＣ　０－０　ツエーゲン金沢

【結　 　果】

　2019　Ｊリーグ DIVISION2

【期 　　日】 ２月～11月

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム

【参加チーム】 該当チーム無し

　第5５回　全国社会人サッカー選手権大会

【期 　　日】 10月11日～10月16日

【会　 　場】 鹿児島県

【参加チーム】 栃木シティFC

【結　 　果】 優勝： FC TIAMO牧方（関西地区）

１回戦　栃木シティFC　３－１　JFC MIYAZAKI（九州地区）

２回戦　栃木シティFC　０－１　FC刈谷（東海地区）

　第43回　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2019

　（1）１次ラウンド

【期 　　日】 11月8日～10日

【会　 　場】 石川県金沢市

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　（2）決勝ラウンド

【期 　　日】 11月20日～24日

【会　 　場】 Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡）

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　第26回　全国クラブチームサッカー選手権大会
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5

6

優勝：藤枝市役所

１回戦　宇都宮市役所 　　３－０　仙台市役所(東北５位)

２回戦　宇都宮市役所 　　１－５　福山市役所(中国１位)

１回戦　　 　小山高専　２－１　北九州高専（福岡県）

２回戦　　 　小山高専　２－０　富山高専本郷（富山県）

準決勝　　 　小山高専　１－３　近畿大学高専（三重県）

1

2

3

【結　 　果】 1回戦　学悠館高校　0－0　PK5－6　クラークさいたま高校(埼玉県)

【期 　　日】 8月2日～6日
【会　 　場】 静岡県清水市
【参加チーム】 学悠館高校

2回戦　　　矢板中央高校　2－1　大手前高松高校(香川県)

3回戦　　　矢板中央高校　2－0　鵬学園高校(石川県)

準々決勝　矢板中央高校　2－0　四日市中央工業高校(三重県)

準決勝　　　矢板中央高校　0－1　静岡学園高校(静岡県)　　　　　　第3位

　第29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】 首都圏

【参加チーム】 矢板中央高校

【結　 　果】 1回戦　　　矢板中央高校　2－2　PK6－5　大分高校(大分県)

【結　 　果】 1回戦　　矢板中央高校　2－0　札幌第一高校(北海道)

2回戦　　矢板中央高校　1－1　PK2－3　丸岡高校(福井県)

　第98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・11日・13日

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

【期 　　日】 7月26日～8月1日

【会　 　場】 沖縄県

【参加チーム】 矢板中央高校

２．２種関連事業

【期 　　日】 10月26日～29日

【会　 　場】 福井県坂井市

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　日本スポーツマスターズ　2019

【期 　　日】 9月21～24日

【会　 　場】 岐阜県岐阜市・大垣市

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 優勝：三重O35マスターズ

　第68回　全日本大学サッカー選手権大会

【期 　　日】 12月13日～24日

【会　 　場】 東京都、埼玉県、千葉県

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 優勝：明治大学

　第48回　全国自治体職員サッカー選手権大会

【期 　　日】 7月27日～8月1日

【会　 　場】 Ｊヴィレッジ

【参加チーム】 宇都宮市役所（北関東３位）

【結　 　果】

7
　第54回　全国高等専門学校体育大会

　（兼）第52回　全国高等専門学校サッカー選手権大会

【期 　　日】 8月21日～25日

【会　 　場】 広島県呉市 ミツトヨスポーツパーク郷原陸上競技場

【参加チーム】 小山工業高等専門学校

【結　 　果】
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4 第43回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会

7月21日～31日

首都圏、群馬県前橋市

5

1 　第50回　全国中学校サッカー大会

2 　高円宮杯　第31回　全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会

12月2１日・22日・24日・26日・28日

東京都他

3 　第34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

2

2回戦　栃木SCユース　2－3　サンフレッチェ広島ＦＣユース

【会　 　場】 出場クラブホームスタジアム他

【参加チーム】 栃木SCユース

【結　 　果】 1回戦　栃木SCユース　2－0　枚方ＦＣカンテラ

【参加チーム】 なし

【結　 　果】

　2019Ｊユースカップ　第27回Ｊリーグユース選手権大会

【期 　　日】 9月28日～11月17日

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 宇都宮市立宮の原中中学校

３．３種関連事業

【期 　　日】 ８月19日～24日

【会　 　場】 奈良県奈良市他

【結　 　果】 １回戦　　宮の原中　２－３　鯖江市立中央中(福井県)

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

４．４種関連事業
ＪＦＡﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第２９回全日本Ｕ-１２フットサル選手権大会

【期 　　日】 ８月10日・11日・12日

【会　 　場】 東京都駒沢体育館

【参加チーム】 Ｓ４スペランツァ

【結　 　果】 ＜１次ラウンド　予選リーグ　グループＦ＞

　　Ｓ４スペランツァ　７－３　南箕輪フットボールクラブジュニア (長野県)

　　Ｓ４スペランツァ　７－３　ＦＣ古川南 (宮城県)

　　Ｓ４スペランツァ　４－１　ＦＣリーソ (熊本県)

　　　　グループステージ　３勝　Ｆグループ１位

　　　　ノックアウトステージ　２回戦敗退

ＪＦＡ第４３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】 栃木サッカークラブＵ－１２

【結　 　果】 ＜１次ラウンド＞グループＧ
　　栃木サッカークラブＵ－１２　３－１　グランザスＦＣ（富山県）
　　栃木サッカークラブＵ－１２　０－２　ＦＣトリンブル（鹿児島県）
　　栃木サッカークラブＵ－１２　４－０　新居浜市ＳＳＳ高津（愛媛県）
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2

　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

4

5

6

1

2

3

　JFA 第7回全日本O-40サッカー大会

【期 　　日】 10月12日～14日

北海道函館市

５．女子関連事業

６．シニア関連事業

【結　 　果】

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

【会　 　場】

熊本県大津町

【会　 　場】

【参加チーム】

静岡県藤枝市

　　　　　　　　通算成績　２勝０分１敗　予選敗退

　令和元年度　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

【期 　　日】 8月1日～13日

【会　 　場】 静岡県藤枝市　

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　第28回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 2020年1月3日～1月12日

【会　 　場】 兵庫県　三木防災公園、他

【参加チーム】 宇都宮文星女子高校

【結　 　果】 宇都宮文星女子高校　０－５　藤枝順心高校　(東海2/静岡）

3
　ＪＦＡ第23回全日本Ｕ－18女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 ２０１９年１月３日～７日

【会　 　場】 Ｊグリーン堺

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　ＪＦＡ第24回全日本Ｕ－15女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 ７月27日～8月3日

【会　 　場】 大阪堺市　Ｊ-GREEN堺

【参加チーム】 栃木ＳＣレディース

【結　 　果】 栃木ＳＣレディース　１－0　福岡女学院中学校FC　（九州３/福岡）

栃木ＳＣレディース　１－6　NGUラブリッジ名古屋スターチス　(東海3/愛知）

　ＪＦＡ第30回全日本Ｏ－３０女子サッカー大会

【期 　　日】 3月16日～18日

【会　 　場】 時之栖スポーツセンター

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

　ＪＦＡ第30回Ｏ－４０女子サッカーオープン大会

【期 　　日】 ３月16日～18日

【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】

該当チーム無し

　JFA 第18回全日本O-50サッカー大会

【期 　　日】 ６月29日～7月１日

　JFA 第19回全日本O-60サッカー大会

【期 　　日】 ６月１日～３日

【会　 　場】
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【結　 　果】

【結　 　果】

【結　 　果】 第1位　ペスカドーラ（東京）

　ＪＦＡ第１５回　全日本大学フットサル大会

【期 　　日】

【期 　　日】 １月１１日～１３日

【結　 　果】

【期 　　日】

【期 　　日】

【会　 　場】 静岡県：浜松アリーナ

９月６日～８日

【会　 　場】

８月２３日～２５日

第１位　多摩大学体育会フットサル部（東京）

岸和田市総合体育館（大阪）

【参加チーム】

８月１日～４日

【会　 　場】

７．フットサル関連事業

【会　 　場】 石川県：いしかわ総合スポーツセンター

【結　 　果】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

　ＪＦＡ第２５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　バルドラール浦安ラス・ボニータス（千葉）

　ＪＦＡ第６回　全日本U-18フットサル選手権大会

第１位　シズナンFC（静岡県）

【参加チーム】

１１月２日～４日【期 　　日】

該当チーム無し

　ＪＦＡ第２５回　全日本U-15フットサル選手権大会

　ＪＦＡ第１５回　全日本女子フットサル選手権大会

【期 　　日】

【結　 　果】

和歌山県田辺市、新宮市等

１１月９日～11日

【会　 　場】

【参加チーム】

　　　　　成績　１勝２分　　　Mブロック第２位

静岡県藤枝市

該当チーム無し

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－０　長崎県

【結　 　果】

　JFA 第9回O-70サッカーオープン大会

　第32回 全国健康福祉祭和歌山大会(ねんりんピック紀ノ国わかやま2019)

６月１日～３日

【期 　　日】

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】

【結　 　果】 ＜Mブロック＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－０　福島県

【参加チーム】 栃木大昭サッカークラブ

　　　栃木大昭サッカークラブ　２－０　沖縄県

【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）

該当チーム無し

【参加チーム】 該当チーム無し

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

１月１１日～１３日

【会　 　場】 三重県：三重県営アリーナ

【参加チーム】 該当チーム無し

　ＪＦＡ第１０回　全日本女子U-15フットサル選手権大会

三重県：三重県営アリーナ

【参加チーム】 該当チーム無し

　JFA第１４回　全国ビーチサッカー大会２０１９

第１位　十文字中学校（東京）

【期 　　日】
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【期 　　日】

【会　 　場】 北海道：湿原の風アリーナ釧路

【結　 　果】 第１位　SWHレディースフットサルクラブ

スカイホール豊田、岐阜県メモリアルセンターで愛ドームエコパアリーナ、武田テバオーシャンアリーナ

【期 　　日】 3月20日～22日

【結　 　果】

【期 　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】 ２月１４日～１６日

SuperSports XEBIO　第２０回F地域チャンピオンズリーグ

【参加チーム】 該当チーム無し

　第７回　FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ

【結　 　果】

【結　 　果】 第１位　東京ヴェルディビーチサッカーチーム（東京）

【会　 　場】 岡山氏総合文化体育館

【結　 　果】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

第１位　神奈川県選抜

2月21日～23日

【会　 　場】

第１位　名古屋オーシャンズサテライト

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 鳥取県：賀露みなと海水浴場

茨城県：かみす防災アリーナ

【参加チーム】 該当チーム無し

　第３５回　全国選抜フットサル大会

9月20日～22日

【参加チーム】 該当チーム無し

　日本トリムPresents第１２回　全国女子選抜フットサル大会

【参加チーム】 該当チーム無し
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