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決 　勝     FC オードイス   2－2　PK1-3　　スポルト宇都宮

【総　 　評】 決勝戦は2部Aのスポルトかわちと2部AのFC オードイスの対戦となった。結果はスポルト
かわちがFC オードイスをPK戦の末、勝利し優勝を飾った。また優勝したスポルトかわち
には第27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。

新型コロナウイルスの為中止

NEZASカップ第25回栃木県サッカー選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】

準決勝　　FC BAJELVO那須烏山     1－2    FC オードイス

              黒羽SC            1－5  　スポルトかわち

【結　 　果】 優 　勝　　スポルトかわち

準優勝　　FC オードイス

第３位　 　FC BAJELVO那須烏山、黒羽サッカークラブ

　第27回 全国クラブチームサッカー選手権大会栃木大会

【期 　　日】 7月5日・12日・19日・26日、8月2日

【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】 23チーム

        　　  作大FC              4－2　 FC CASA FORTUNA OYAMA

決 　勝　　ヴェルフェ矢板    2－1　 作大FC

【総　 　評】 決勝は1部リーグ同士の対戦となった。結果はヴェルフェ矢板が作大FCを2-1で下し、優
勝を手にした。また、優勝したヴェルフェ矢板には全国社会人大会関東予選の出場権が
与えられた。

第３位　　FC CASA FORTUNA OYAMA、JBUS宇都宮

準決勝　　ヴェルフェ矢板　 2－0　JBUS宇都宮

【参加ﾁｰﾑ数】 9チーム

【結　 　果】 優　勝　　 ヴェルフェ矢板

準優勝　　作大FC

 １．１種関連事業

　栃木県知事杯 第53回 栃木県社会人サッカー選手権大会

【期 　　日】 6月28日・７月５日・12日・19日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園、他

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【総　 　評】

Ⅰ　県内関連事業（大会・フェスティバル関係）

新型コロナウイルスの為中止

NEZASカップ第26回栃木県サッカー選手権大会一次予選会

【期 　　日】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【総　 　評】
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第２位　　FC RESTA UTSUNOMIYA

第３位　　FC 真岡21

（3）２部リーグＢブロック

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】 2021年3月7日・14日

第３位　　Erste CREW.(県北)、FC.HERENCIA 陽南(県央)、FC SOLEIL(県南)

準優勝　　ACHIEVE(県北)、キヤノンSC(県央)、小山工業高等専門学校(県南）

【結　 　果】

（6）３部リーグ決勝大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

（5）栃木県社会人サッカーリーグ１部・２部A/B入替戦

【期 　　日】 9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　　TMESC(県北)、WEST Football Community(県央)、藤岡サッカークラブ(県南)

昇　格　　栃木LFAユナイテッド、FC boeboleta

降　格　　ホンダ栃木FC、FC FIRST

（4）３部リーグ

【結　 　果】 第１位　　栃木LFAユナイテッド

第３位　　鹿沼FC

【期 　　日】 8月23日～11月29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）

第２位　　FC borboleta

昇　格　　足利クラブ、FC RESTA UTSUNOMIYA

降　格　　なし

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム（1回戦総当たり）

【結　 　果】 第１位　　足利クラブ

降　格　  なし

【期 　　日】 9月27日～12月6日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

（2）２部リーグＡブロック

【結　 　果】 第１位　　FC CASA FORTUNA OYAMA（6勝0分0敗）

第２位　　作大FC

第３位　　ヴェルフェ矢板

【期 　　日】 8月30日～10月18日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ８チーム（1回戦総当たり）

　第54回 栃木県社会人サッカーリーグ

（1）１部リーグ
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【結　 　果】

新型コロナウイルスの為中止

第14回栃木県シニアフレンドリーマッチ

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技県予選会

【結　 　果】

1
　栃木県高等学校総合体育大会サッカー大会

 　(兼) 第63回 関東高等学校サッカー大会県予選会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

決 　勝　　　　宇都宮市役所       ７－１　日光市役所

準決勝　　　　宇都宮市役所　　  １－０　栃木県庁

　　　　　　　   日光市役所　　　　 ３－０　那須塩原市役所

【参加ﾁｰﾑ数】 ６チーム

準優勝　　日光市役所

第３位　 　栃木県庁、那須塩原市役所

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮市役所

【会　 　場】 日光市　丸山公園サッカー場

2020年度秋季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
（第48回 関東自治体職員サッカー選手権大会代表決定戦）

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

2020年度春季栃木県自治体職員サッカー選手権大会
第49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】

【期 　　日】 11月7日、23日、28日

    Ｂブロック優勝　　J-スポーツフットボールクラブ

    Ｃブロック優勝　　FC　Adelante

【総　 　評】 FC.HERENCIA 陽南、J-スポーツフットボールクラブ、FC　Adelanteが２部Bブロック昇格となった.

【結　 　果】 ２部昇格チーム

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場、他

    Ａブロック優勝　　FC.HERENCIA 陽南

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

 ２．２種関連事業

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【総　 　評】

【参加ﾁｰﾑ数】

【総　 　評】
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優勝 矢板中央高校(4年連続11度目の優勝、全国選手権大会出場)

準優勝 宇短大附属高校

第3位 國學院栃木高校、文星芸大附属高校

準決勝 矢板中央高校 4-2 國學院栃木高校

宇短大附属高校 0-0 PK5-3 文星芸大附属高校

決勝 矢板中央高校 0-0 PK4-1 宇短大附属高校

4

5

6

第1位 第2位 第3位

矢板中央高校B 白鴎足利高校 宇短大附属高校

昇降格なし

第1位 第2位 第3位

＜グループＡ＞ 矢板中央高校C 佐野日大高校B 宇都宮白楊高校B

＜グループＢ＞ 宇短大附高校B 真岡高校B 足利大附属高校

　第99回 全国高等学校サッカー選手権栃木大会

（1）栃木大会

59チーム（60校）

【期 　　日】 10月14・17・24・31日、11月3・7・14日

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

栃木県グリーンスタジアム　他

【結　 　果】

【総　 　評】 台風の影響で1回戦のみ日程を変更して実施。コロナウイルス感染対策としてチーム関
係者のみ観戦可とした。また、1回戦から準決勝戦まで、とちぎテレビによるネット中継を
初めて導入した。
矢板中央高校が苦しみながらも全国トップレベルの固い守備とセットプレーの強さを発揮
し、4年連続の全国選手権出場を果たした。ベスト4に勝ち上がった國學院栃木、宇短大
附属、文星芸大附属も着実に力をつけて来ており、栃木県の高校サッカーのレベルアッ
プが感じられる大会であった。

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

　栃木県高等学校サッカー新人大会

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【総　 　評】

　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

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【会　 　場】

　高円宮杯TFAU-18 サッカー第16回ユースリーグ栃木2020

（1）1部リーグ

【期 　　日】 9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

【結　 　果】

　

【期 　　日】 9月～12月

【会　 　場】 県内各高校　他

（2）2部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 20チーム（10チーム×2グループ）

【結　 　果】
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昇降格なし

第1位 第2位 第3位

＜グループａ＞ 矢板中央高校D 矢板高校 那須清峰高校

＜グループｂ＞ 宇都宮工業高校 さくら清修高校C 今市高校

＜グループｃ＞ 益子芳星高校 宇短大附属高校C 宇都宮北高校

＜グループｄ＞ 真岡高校C 宇都宮高校B 宇都宮清陵高校

＜グループｅ＞ 小山南高校C 足利高校 小山西高校B

＜グループｆ＞ 栃木シティ 小山南高校B 佐野日大高校C

昇降格なし

1

2

3

4

　栃木県中学校春季体育大会

【期 　　日】 6月5日・6日・7日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【総　 　評】

　栃木県中学校新人体育大会サッカー大会

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】

栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 125チーム

　栃木県中学校総合体育大会サッカー大会

【期 　　日】 7月25日・26日・27日・29日・30日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【総　 　評】

【期 　　日】 10月16日・17日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【総　 　評】

　第51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

【結　 　果】 優 　勝　  栃木ＳＣ・Ｕ15

準優勝    ヴェルディＳＳ小山Ｕ14

【会　 　場】

第３位　 　矢板ＳＣ・A

第４位　 　ウイングスＳＣ・U-14

 ３．３種関連事業

【期 　　日】 9月～12月

（3）3部リーグ

【会　 　場】 県内各高校　他

【参加ﾁｰﾑ数】 63チーム（11チーム3グループ、10チーム3グループ）

【結　 　果】

【期 　　日】 昇降格なしのため実施せず

【会　 　場】

（4）昇格トーナメント

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】
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準決勝　　　 栃木ＳＣ・Ｕ１５　 　　     ３－０　  矢板ＳＣ・A

              　 ヴェルディＳＳ小山Ｕ14　１－０　  ウイングスＳＣ・U-14

３位決定戦 　矢板ＳＣ・A　　 　　　　　１－０　　ウイングスＳＣ・U-14

決　 勝　　　　栃木ＳＣ・Ｕ１５　          １－１(ＰＫ5－4)　　  ヴェルディＳＳ小山Ｕ14

【総　 　評】 新型コロナウイルス感染症はやや落ち着きを見せていたが、感染拡大防止には十分に
配慮しながらの大会運営であった。準決勝は関東リーグに参戦している栃木ＳＣ・Ｕ１５、
ウイングスＳＣ・Ｕー１４の両チームに県リーグの矢板ＳＣ・A、ヴェルディＳＳ小山Ｕ１４が
それぞれ挑戦する形となった。接戦となった決勝戦は栃木ＳＣ・Ｕ１５がＰＫ戦の末にヴェ
ルディＳＳ小山をくだし、１２５チームの頂点に輝いた。。

5
　第35回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

 　(兼) 第26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】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【総　 　評】

6
　高円宮杯 第32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20日・21日・26日、10月3日・11日・17日・18日

　　　　　　  ヴェルディSS小山　    0－0(PK6-5)    ともぞうSC

３位決戦   足利両毛ユナイテッド　     1－0  　  ともぞうSC

準決勝　　足利両毛ユナイテッド　 　 1－4    矢板SC

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 28チーム

【結　 　果】 第1代表　　矢板SC

第2代表　　ヴェルディSS小山

第3代表　　足利両毛ユナイテッド

決 　勝　　矢板SC    2－2(PK5-4)   　ヴェルディSS小山

【総　 　評】 関東リーグ2部の栃木SCとウイングスSC。今年度は新型コロナウイルスの為U-15リーグ
が中止となりシードを設けずに28チームのトーナメント戦を行い、決勝は、矢板SCとヴェ
ルディSS小山となり、準決勝では足利両毛ユナイテッドとともぞうSCとの対戦となり3位と
なった足利両毛ユナイテッドが第３代表として代表権を獲得した。
関東大会には、栃木SC・ウイングスSC・矢板SC・ヴェルディ小山・足利ユナイテッドFCの5
チームが栃木県代表となった。

　第17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】 10月7日・15日・22日・11月3日・7日・8日・15日

【会　 　場】 青木サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 18チーム

【結　 　果】 優　 勝　FC朱雀

準優勝　FC CASA

第３位　 UnionFC

【総　 　評】 コロナ禍の中にも関わらず出場したそれぞれのチームが力を発揮していた。3年生最後
の大会は、無事に決勝まで行われ見事FC朱雀の優勝で幕を閉じた。

　2020 栃木県ユースサッカーリーグ U-15

（1）１部リーグ

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止
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第３位　　矢板ＳＣ（高円宮杯１位）

1

2

【会　 　場】 宇都宮市清原体育館

16チーム

                　栃木ＳＣ・Ｕ１５　　　　 　３－０　  矢板ＳＣ

３位決定戦 　矢板ＳＣ・A　　 　　　   　２－１　　ヴェルディＳＳ小山

決　 勝　　　　栃木ＳＣ・Ｕ１５　          ３－２　　 ウイングスＳＣ・U-14

【総　 　評】

【参加ﾁｰﾑ数】 64チーム

【期 　　日】

コロナ禍の中で第4回大会は行われ４チームともにレベルの高い好ゲームが展開されま
した。また決勝戦では栃木SCの個々の技術を発揮し3-2のスコアで勝利しました。

ＪＦＡバーモントカップ 第30回 全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会栃木県大会

QUALIER CUP第6回 関東少年サッカー大会栃木県大会

【期 　　日】 6月14日・21日・27日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 －

【結　 　果】

７月４日　　　新型コロナウイルスの為中止

【参加ﾁｰﾑ数】

新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

（3）３部リーグ

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

＊新型コロナウイルスの為、全日程を消化できずにリーグ戦を終了となりました。

【総　 　評】

第4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】

【結　 　果】

（2）２部リーグ

【期 　　日】

【会　 　場】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

 ４．４種関連事業

第３位　　なし

　2020栃木県ユースサッカーリーグ U-13

【期 　　日】 6月～2021年1月

【会　 　場】 ウイングスSC大谷フィールド　他

【参加ﾁｰﾑ数】 27チーム

【結　 　果】 第１位　　なし

第２位　　なし

11月22日・28日

【会　 　場】 グリーンスタジアム、ウイングスSC大谷フィールド

第２位　　ウイングスＳＣ・U-14（関東２部リーグ）

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム（関東２部リーグ・高円宮杯１・２位）

【結　 　果】 第１位　　栃木ＳＣ・Ｕ１５（関東２部リーグ）

第４位　　ヴェルディＳＳ小山　（高円宮杯２位）

準決勝　　　  ウイングスＳＣ・U-14 　３－０　  ヴェルディＳＳ小山
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3

優 　勝

準優勝

第３位

第３位

4

優 　勝

準優勝

第３位

第３位

5

優 　勝

準優勝

第３位

第３位

優 　勝

準優勝

第３位

第３位

6

7

2021年1月30日・2月7日・11日・13日・23日　新型コロナウイルスの為中止

166チーム【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】 －

【会　 　場】 －

【期 　　日】 4月11日・25日、5月10日、7月11日　　新型コロナウイルスの為中止

【結　 　果】

ＭＯＲＡＮＧＯ栃木フットボールクラブＵ－１２

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 15チーム

【結　 　果】

ＦＣ朱雀

三島ＦＣ

【結　 　果】

【会　 　場】 さくらスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 64チーム

12月20日・2021年3月6日

ＴＥＡＭリフレＳＣ

第49回 Ｕ－10栃木県少年サッカー選手権大会

【参加ﾁｰﾑ数】 117チーム

【結　 　果】

【期 　　日】 10月18日・24日・31日

ともぞうサッカークラブＵ－１０

栃木サッカークラブＵ－１２

ＪＦＡ 第44回全日本Ｕ－１２ サッカー選手権大会　栃木県大会

栃木サッカークラブＵ－１２

ＪＦＣアミスタ市貝

11月１日・3日・8日

市貝町城見ヶ丘運動公園サッカー場　他

ヴェルフェ矢板Ｕ－１２

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【結　 　果】

ヴェルフェ矢板Ｕ－１０vert

ボンジボーラ栃木

【結　 　果】

【期 　　日】

【期 　　日】

第38回Ｕ－11栃木県少年サッカー大会

　JA全農杯の部

第49回Ｕ－12栃木県少年サッカー選手権大会

FCみらい

　Ｕ－11大会の部

【会　 　場】 市貝町城見ヶ丘運動公園サッカー場　他

【期 　　日】 12月20日・2021年3月13日・14日

ともぞうサッカークラブ

9月27日・11月28日

【参加ﾁｰﾑ数】 48チーム

ＫＯＨＡＲＵ　ＰＲＯＵＤ栃木フットボールクラブ

ＦＣグランディール宇都宮

ＪＦＣアミスタ市貝

　前期

2020栃木県トップリーグ

【期 　　日】

栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド　他

【参加ﾁｰﾑ数】 １部８チーム、２部８チーム

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

１部８チーム、２部８チーム

　後期

【期 　　日】

順位設定なし

【会　 　場】

【結　 　果】
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【期 　　日】 8月29日・30日

1
　第24回 栃木県女子ユース（Ｕ－18）サッカー選手権大会

 　(兼) 第24回 関東女子ユース（Ｕ－18）サッカー選手権大会栃木県予選

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアムサブグランド

【参加ﾁｰﾑ数】 3チーム

【結　 　果】

決　勝　　河内SCジュベニール　８－０　ヴェルフェ矢板レディース

優　勝　　河内SCジュベニール

 ５．女子関連事業

【期 　　日】 9月6日・12日・13日

【会　 　場】

【総　 　評】 昨年までは2チームでの順位決定戦だったが、今年度ヴェルフェ矢板レディースが参戦
し、3チームでの大会となった。試合結果は河内SCジュベニールが安定した強さで優勝し
た。

2
　第16回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会

 　(兼) 第25回 関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会栃木県予選

６チーム

【結　 　果】

【期 　　日】

宇都宮市サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

【総　 　評】

3
　令和2年度 第61回 栃木県高等学校総合体育大会女子サッカー競技

 　(兼) 第9回 関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアムサブグランド　他

（2）２部リーグ

7月～12月

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアムサブグランド　他

【結　 　果】 優　 勝　　河内SCジュベニール

決　勝　　河内ＳＣジュべ二ール　２－０　ヴェルフェ矢板レディース

【総　 　評】 今年度初出場のヴェルフェ矢板レディースが決勝戦に進み善戦したが、河内SCジュベ
ニールが普段通りの試合運びで、確実に得点し優勝した。

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】 7月～12月

コロナの影響で開始日が遅れ、試合数を確保する事が難しい上に他の大会との日程調
整、更にコロナ感染予防での検温・消毒、観客への対策等、今までにない対応をしなくて
はならず、選手にも運営委員にとっても非常に大変な一年だった。　試合数の関係で順
位は決定せず、入替戦も実施せずに終了した。

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

（3）入替戦

【期 　　日】 実施せず

【会　 　場】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

5
　第30回 栃木県レディースサッカー大会

 　(兼) 第32回 関東レディースサッカー大会栃木県予選

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【総　 　評】

【会　 　場】

新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

　「えいこう杯」第21回 栃木県女子サッカーリーグ

（1）１部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】
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準優勝 栃木SCレディース

7

　（兼）第29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16回関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

8

9

1

宇都宮市サッカー場・栃木県グリーンスタジアムサブ・日光市丸山公園サッカー場

　第11回 栃木県シニアサッカー選手権大会

（1）Over40

【期 　　日】 8月9日・30日

【会　 　場】

優 　勝　　ヴェルフェシニア

 ６．シニア関連事業

【参加ﾁｰﾑ数】 13チーム

【結　 　果】

準優勝　　宇都宮FCファミリー

【総　 　評】

【期 　　日】

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】

7月26日・8月2日

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】 ４チーム

準優勝　　宇都宮短大附属高校

１２チーム

【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。決勝戦は昨年と同じ対戦となったが、昨年準優勝の河内SCジュベニールが確実に
得点し、昨年の雪辱を果たし関東出場権を得た。

　第29回 栃木県高等学校女子サッカー選手権

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【参加者数】

【総　 　評】

　ワンデーサッカークリニック

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【総　 　評】

　第39回 栃木県女子サッカー選手権大会

 　(兼) 第42回 皇后杯関東女子サッカー選手権大会栃木県予選

9月5日・6日・13日・19日・20日・22日・24日

栃木県高等学校女子サッカー新人大会

優　 勝　　宇都宮文星女子高校

【結　 　果】 優　　勝　　河内SCジュベニール

決 　勝　　宇都宮文星女子高校　２－０　宇都宮短大附属高校

【総　 　評】

【会　 　場】 栃木県総合運動公園サッカー場、他

決 　勝　　河内SCジュベニール　２－１　栃木SCレディース

全日程予定通り実施。新型コロナウィルス感染対策のため、観戦者を保護者のみに限定
し、健康チェックシートの提出や検温・消毒を行い、ピッチから十分離れた場所で観戦し
た。決勝は、文星女子高の高いポゼッションスタイルに対して、宇短附高が粘り強く守る
展開となった。ゴール前の数少ないチャンスをものにした文星女子校が優勝した。

【会　 　場】

6
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2

（4）Over60

【期 　　日】 ８月～11月

第3位　 　和SC　　    （3勝1分3敗）

（2）Over50

準優勝　　栃木EIKOH　　　（4勝2敗）

優　 勝　　FC　SAL2016　　    （7勝）

【期 　　日】 9月～2021年3月

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 １７チーム

栃木県内サッカー場

【結　 　果】 【Ａブロック】

準決勝 　　宇都宮FCファミリー　0－0　下都賀シニアSC

決 　勝　　ヴェルフェシニア　 1－0　宇都宮FCファミリー

（2）Over50

【期 　　日】

               ヴェルフェシニア　1－0　BOLAMISC宇都宮

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　4PK 2

第3位 　　BOLAMISC宇都宮、下都賀シニアSC

8月2日、23日

【会　 　場】 壬生町総合公園・河内総合運動公園多目的運動広場・栃木県グリーンスタジアム

【参加ﾁｰﾑ数】 １１チーム

【結　 　果】

第３位　 　栃木平成シニアSC、栃木EIKOH

優 　勝　　栃木教員マスターズ

準優勝　　ヴェルフェシニア

新型コロナウイルスの為中止

準決勝　　栃木教員マスターズ　3－0　栃木平成シニアSC

　　　　   　ヴェルフェシニア 　   ２－１　栃木EIKOH

決　 勝　　栃木教員マスターズ　５－１　ヴェルフェシニア

（3）Over60

【期 　　日】

準優勝　　BOLAMISC宇都宮　  （4勝3分1敗）

第3位　 　宇都宮FCファミリー　　    （4勝2分2敗）

【Ｂブロック】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

優　 勝　　ヴェルフェシニア　　    （7勝1分）

9月～2021年3月

準優勝　　真岡シニア　  （6勝1敗）

　2020 第19回 栃木県シニアサッカーリーグ

（1）Over40

【期 　　日】

【参加ﾁｰﾑ数】 １３チーム

【結　 　果】 【Ａブロック】

優 　勝　　栃木教員マスターズ　（6勝）

第3位　 　ヴェルフェシニア     （3勝1分2敗）

【Ｂブロック】

優　 勝　　宇都宮FCファミリー　　    （5勝）

第3位　 　真岡シニア　　    （2勝1分2敗）

準優勝　　卯の花シニアSC　  （3勝1分1敗）
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5

6

7

【結　 　果】 優 　勝　　とち丸シニアSCO-60　　　（4勝1敗）

準優勝　　栃木大昭SCグリーン　　　（3勝2分）

第3位　 　栃木USA　　（2勝2分1敗）

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 6チーム

【参加ﾁｰﾑ数】 16チーム

　ＪＦＡ第26回 全日本フットサル選手権大会栃木大会

【期 　　日】 10月11日、10月18日、10月25日、11月1日、11月15日、11月22日

【会　 　場】 県北体育館、真岡スポーツ交流館

第１位　 三栄不動産FC宇都宮

第２位　　M.C.ウロボロス/栃木F.C.

第３位　　PS.F.E、F.C.マジカオ

　ＪＦＡ第17回 全日本女子フットサル選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 7月26日、8月2日

【結　 　果】

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】 6チーム

【結　 　果】 第１位　　大田原女子高等学校サッカー部

第２位　　アマレーロ/峰FC

　第16回　全日本大学フットサル大会栃木県大会

【期 　　日】 5月5日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

　ＪＦＡ第7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　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】

第２位　　矢板セントラルFC

【結　 　果】

　ＪＦＡ第26回 全日本U-15フットサル選手権大会栃木県大会

【期 　　日】 9月27日、10月4日

【会　 　場】 真岡市スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

【結　 　果】 第１位　　ファンタジスタ栃木

第3位　　今市FCアルシオーネU-15、日光SCジンガ

　ＪＦＡ第11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

【参加ﾁｰﾑ数】 3チーム

【結　 　果】 第１位　　栃木SCレディース

第２位　　足利・両毛ローザFC

　第18回 栃木県フットサルリーグ

（1）１部リーグ

【期 　　日】 7月5日～12月13日　10節

【会　 　場】 宇都宮市清原体育館　他

【参加ﾁｰﾑ数】 8チーム

 ７．フットサル関連事業
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【結　 　果】 第１位　　栃木シティフットサルクラブ　（9勝0分1敗）

第２位　　三榮不動産FC宇都宮　（9勝0分1敗）

第３位　　M.C.ウロボロス/栃木F.C.(3勝3分4敗)

（2）２部リーグ

【期 　　日】 6月～2021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　　ボン　ジ　ボーラ栃木   (4勝1分1敗)

第２位　　ヴェンダヴァルフットサル　(4勝1分1敗)

第３位　　レジェンダ三栄不動産FC宇都宮　(4勝1分1敗)

（3）３部リーグ

【期 　　日】 6月～2021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】 ５チーム

【結　 　果】 第１位　　フロンテーラ   (3勝1分0敗)

第２位　　ブリンカデールFFC　(3勝0分1敗)

第３位　　ハビパカドミネイト　(2勝1分1敗)

　第16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】 6チーム

【結　 　果】 第１位　　ブラジニア　フットサル　レディース   （5勝0分0敗）

第２位　　ラッシュ高根沢　（4勝0分1敗）

第３位　　北那須リンダニーニャ　（3勝0分2敗）

2021年1月10日、17日、24日、2月14日、21日、28日、3月7日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルスの為中止

　　　　　　　　　　　　レジェンダが1部昇格

　　　　　　　　　　　　アデランテFCが2部残留

　第18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】 2021年3月14日

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

【結　 　果】 1部・2部入替戦　ブラジニアフットサル　3－9　レジェンダ三栄不動産FC

2部・3部入替戦　アデランテFC　4－3　ハビパカドミネイト

　宇都宮カップ第12回オープンフットサル大会

【期 　　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16チーム、女子7チーム

【結　 　果】

【会　 　場】 真岡スポーツ交流館

　施設交流大会

【期 　　日】 2021年3月14日

【参加ﾁｰﾑ数】 2チーム

【結　 　果】

　ファミリーフットサルフェスティバル

【期 　　日】 ８月11日、10月25日、2021年2月11日　　新型コロナウイルスの為中止

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】

【会　 　場】

【結　 　果】
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　高校キッズアカデミーフェスティバル

【期 　　日】 6月～2021年3月　　新型コロナウイルスの為中止

【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）

宇都宮工業高校、小山南高校、小山西高校、佐野東高校（男女）

1
　JFAフットボールデー

 　　第14回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル2020

新型コロナウイルスの為中止

【参加者数】

【参加者数】

【総　 　評】

【会　 　場】

【期 　　日】

　JFAキッズサッカーフェステバル 2020

（１）　Ｕ－7・Ｕ－8・Ｕ－9

【期 　　日】 5月～6月　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他、

【参加者数】

【総　 　評】

（4）　ＧＲフェスティバル　Ｕ－7・Ｕ－8

【参加者数】

（３）　Ｕ－7・Ｕ－8・Ｕ－9

【会　 　場】 足利市内

【参加者数】

　JFAガールズサッカーフェスティバル2020栃木　グラスルーツフェスティバルin矢板

（２）　Ｕ－7・Ｕ－8・Ｕ－9

【期 　　日】

【総　 　評】

 ９．ＪＦＡフェスティバル

【参加者数】

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他、

【会　 　場】 下都賀地区内

【参加者数】

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）

【期 　　日】 10月～11月　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

 ８．グラスルーツ関連事業

【期 　　日】

芳賀地区内

6月～7月　　　新型コロナウイルスの為中止

【総　 　評】

2021年3月　　新型コロナウイルスの為中止

【総　 　評】

（５）　Ｕ－6・Ｕ－7・Ｕ－8・Ｕ－9

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター

【期 　　日】

【総　 　評】 コロナ禍で開催を悩んだが、親子で小規模なら開催可能と判断し、今年度はチームに所
属（登録）している選手を対象とした。メニューもできるだけ密にならないような工夫をし
た。今まで様々なイベントや大会が中止や延期になっていた中、無事に開催することがで
きた。

　JFAガールズサッカーフェスティバル2020栃木

【期 　　日】 9月～10月　　新型コロナウイルスの為中止

10月31日

【参加者数】 42名

【総　 　評】

佐野日大高校、佐野松桜高校
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2021年3月21日

栃木県総合運動公園サッカー場　

指導者　5名、選手　60名

3

1

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

　JFA障害者サッカーフェステバル2020in 栃木

Ⅱ　県内関連事業（技術強化・審判関係）

 １．国体強化関連

【期 　　日】

（1）強化練習会

【期 　　日】 9月～11月（計5回）

（1）Ｕ－16

　国体女子

（2）Ｕ－15セントラル

（1）強化練習会

【参加者数】

【会　 　場】

【参加者数】

　トレセン練習会

【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】

12月8日、2021年2月23日　

　国体成年男子

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他

【参加者数】 指導者　延べ13名、選手　延べ53名

【期 　　日】

【参加者数】

【期 　　日】 9月～2021年2月（計7回）

 ２．指導普及事業（技術強化委員会関連）

　国体少年男子

指導者　延べ49名、選手　延べ140名

（1）強化練習会

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場、とちぎフットボールセンター　他

【会　 　場】

ガールズフェスティバルと女子サッカーデーをMIXさせて開催。今回初めて取り入れた
ウォーキングサッカーにはO-30や親子で参加する姿が見られた。参加者は晴天の下、天
然芝ピッチで楽しそうにボールを追いかけていた。

【期 　　日】

67名

【総　 　評】

 10．その他

65名

【総　 　評】 4種行事の地区リーグ戦がある中、参加不参加はあったが、65名の女子選手が集まり交
流をしながらサッカーを楽しめた。

　JFAガールズサッカーフェスティバル2020栃木・JFA女子サッカーデー

【期 　　日】 2021年3月7日

【会　 　場】 河内総合運動公園陸上競技場・多目的広場

【参加者数】

11月28日

【会　 　場】 県総合運動公園サッカー場

【参加者数】
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（11）女子U-18

（12）女子U-15

2

（2）Ｕ－15

【参加者数】 指導者　9名、選手　18名

（1）Ｕ－16

【期 　　日】

【会　 　場】

【会　 　場】 サンエコ自然の森公園サッカー場、とちぎフットボールセンター

【参加者数】

11月24日

県総合運動公園サッカー場　他

【参加者数】 指導者　延べ25名、選手　延べ400名

（13）ゴールキーパー

指導者　延べ80名、選手　延べ450名

埼玉県サッカー協会フットボールセンター

　トレセン遠征

【期 　　日】 7月～2021年3月（18回　クリニック12回、アカデミー6回）

【参加者数】 指導者　延べ20名、選手　延べ150名

【期 　　日】 9月～2021年3月（計5回）

【会　 　場】

【期 　　日】 9月～2021年3月（計5回）

【会　 　場】 県総合運動公園サッカー場　他

【会　 　場】

【参加者数】

【参加者数】 指導者　延べ20名、選手　延べ60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】 11月14日　11月23日

【会　 　場】 塩野室運動公園　

【期 　　日】 11月14日　11月23日

【会　 　場】 塩野室運動公園　

【参加者数】 指導者　延べ26名、選手　延べ160名

（7）Ｕ－13クラブ

【期 　　日】 9月～12月（計6回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場、とちぎフットボールセンター　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】 9月～12月（計6回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場、とちぎフットボールセンター　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】 9月～12月（計6回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場、とちぎフットボールセンター　他

【参加者数】 指導者　延べ45名、選手　延べ350名

【期 　　日】 9月～11月（計5回）

【会　 　場】 鹿沼自然の森公園サッカー場、とちぎフットボールセンター　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、とちぎフットボールセンター　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

【会　 　場】

9月～12月（計6回）

（3）Ｕ－15中体連

【期 　　日】
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【参加者数】

（4）Ｕ－13

【期 　　日】 11月23日、12月13日

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

5コース（2021年2月20日、21日）

【会　 　場】 今市青少年スポーツセンター　他

【受講者数】 97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12日、13日）

2コース（9月19日、20日）

3コース（11月14日、15日）

4コース（2021年2月13日、14日）

2コース（11月28日～12月20日）

3コース（2021年2月27日～3月21日）

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他

【受講者数】 49名

【参加者数】

　(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（9月5日～10月10日）

【参加者数】

（2）Ｕ－15スペイン遠征

【期 　　日】 8月下旬の予定　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 スペイン王国

　海外交流

（1）大学選抜タイ遠征　※R2年度実施企画なし

【期 　　日】

【会　 　場】

（7）女子

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

（6）Ｕ－11

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

（5）Ｕ－12

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

【会　 　場】 ひたちなか多目的グランド、とちぎフットボールセンター

【参加者数】 指導者　延べ18名、選手　延べ121名

【会　 　場】 ひたちなか多目的グランド、とちぎフットボールセンター

指導者　延べ18名、選手　延べ121名

【参加者数】 指導者　24名、選手　160名

（3）Ｕ－14

【期 　　日】 11月23日、12月13日

【期 　　日】 11月23日

【会　 　場】 那須スポーツパーク
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（3）大学生対象3級昇格講習会

実技試験：12月6日（日）、2021年2月28日（日）、3月7日（日）、14日（日）、21日（日）

3

【期 　　日】 2021年3月27日(土)

【受験者数】 10名（4名合格）

各地区協会主催事業

（1）第１回

【会　 　場】 下野市大松山運動公園陸上競技場

（2）第２回

②【期 　　日】 2021年3月21日(日)

　【会　 　場】 栃木市西方総合文化体育館

2021年3月28日(日)

  【受講者数】 75名

【受講者数】 40名

　サッカー３級審判資格昇格審査会

【参加者数】 13名

【会　 　場】 とちぎフットボールセンター　他

【参加者数】

　サッカー４級審判資格取得講習会

【参加者数】

　栃木県フットボールカンファレンス

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県立真岡高等学校

　公認指導者研修会（リフレッシュコース）

【期 　　日】 8月22日

とちぎフットボールセンター　

【受講者数】 5名

【会　 　場】

【参加者数】

県協会審判委員会主催事業

①【期 　　日】 2021年3月14日(日)

　【会　 　場】 下野市南河内東公民館・南河内東体育館

  【受講者数】

 ３．指導普及事業（審判委員会関連）

38名

  【受講者数】 63名

③【期 　　日】

　【会　 　場】 宇都宮市上河内生涯学習センター・上河内体育館

【会　 　場】

【期 　　日】 11月28日（土）　

栃木市総合運動公園陸上競技場【会　 　場】

【期 　　日】 7月24日(金)　〈小山市協会主催〉　

【会　 　場】 小山市立文化センター　※下野市コミュニティーセンター友愛館に変更

（作新学院大）9月19日（土）、10月10日（土）、11月1日（日）、28日（土）、29日（日）

（足利大）2021年3月3日（水）、8日（月）、実技試験：2021年3月24日（水）

作新学院大学／白鷗大学／足利大学

【受験者数】 8名（3名合格）

【期 　　日】

【受験者数】 33名（33名合格）

　サッカー審判登録更新講習会

　Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】 7月4日（土）～11月28日（土）

2021年1月9日（土）、4月29日（木）

15名

　Ａ・Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】

【会　 　場】

実施なし
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6

フットサル３級審判資格昇格審査会

　フットサル審判登録更新講習会講習会

                                   受講希望者なし

2021年3月22日(日)

【受講者数】 50名

（3）第３回

【受講者数】 9名

【期 　　日】

【会　 　場】 清原工業団地管理センター

【期 　　日】

  【受講者数】 38名（ユース0名）

　【会　 　場】 大田原市総合文化会館

  【受講者数】 37名（ユース0名）

（1）４級

①【期 　　日】 10月24日(土)

　【会　 　場】 大田原市総合文化会館

  【受講者数】 50名（ユース1名）

②【期 　　日】 10月31日(土)

　【会　 　場】 栃木市栃木文化会館

  【受講者数】 39名（ユース0名）

　【会　 　場】 真岡市民会館

③【期 　　日】 11月14日(土)

  【受講者数】 2626名（ユース210名）

  【受講者数】 74名（ユース11名）

　※ＪＦＡラーニング　10月～2021年2月

①【期 　　日】 10月24日(土)

（2）３級

　【会　 　場】 真岡市民会館

②【期 　　日】 10月31日(土)

　【会　 　場】 栃木市栃木文化会館

  【受講者数】 39名（ユース2名）

③【期 　　日】 11月14日(土)

  【受講者数】 273名（ユース1名）

　※ＪＦＡラーニング　10月～2021年2月

　【会　 　場】 真岡市公民館本館

  【受講者数】 20名

（3）２級

①【期 　　日】 11月14日(土)

②【期 　　日】 11月23日(月・祝)

③【期 　　日】 11月28日（土）

　【会　 　場】 ※オンラインWEB講習会

  【受講者数】 18名

　【会　 　場】

  【受講者数】 18名

※オンラインWEB講習会

　フットサル４級審判資格取得講習会

（1）第１回

（2）第２回

【期 　　日】 7月4日(土)

【会　 　場】 清原工業団地管理センター

【受講者数】 36名

9月19日(土)

【会　 　場】 清原工業団地管理センター
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6月12（金）、7月6日(日)・28日（火）、8月25日(火)、9月24日(土)、2021年1月11日（月）

12

1

11月29日(日)、2021年1月23日(土)

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場、サンエコ自然の森サッカー場　他

【内　 　容】 講義、プラクティカルトレーニング、実技研修　他

【内　 　容】 講義

　ＪＦＡ女子審判トレセン

【期 　　日】 5月17日(日)・31日(日)、6月14日(日)・27日(土)、7月12日(日)・18日(土)

【会　　場】 県内各地

【派遣者数】 延べ441名(審判員：延べ310名、インストラクター：延べ131名)

　審判トレセン

（1)4級

　【会　 　場】 小山市中央公民館

　※ＪＦＡラーニング　10月～2021年2月

  【受講者数】 4名

①【期 　　日】

　　＜2020年度チーム・選手登録数＞

　総務委員会

Ⅲ　県内関連事業（専門委員会関係）

11月29日(日)

  【受講者数】 350名

（2）3級

　※ＪＦＡラーニング　10月～2021年2月

（3）2級

【期 　　日】 2021年1月10日(日)

【会　 　場】 下野市Ｂ＆Ｇ海洋センター

  【受講者数】 19名

【受講者数】 6名

　３級審判インストラクター登録更新講習会・取得講習会

（1）第１回

【期 　　日】 11月15日(日)

【会　 　場】 宇都宮市清原工業団地管理センター

3名

　審判員・インストラクター県内各大会派遣

4月～2021年3月　NEZASカップ、知事杯、クラブ選手権、県社会人1部、2部【期 　　日】

【受講者数】 26名（更新21名、取得２名、講師・オブザーバー３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】 2021年1月10日(日)

【期 　　日】 5月16日(土)、6月20日(土)、7月19日(日)、8月22日(土)、9月13日(日)、10月17日(土)、

【会　 　場】
とちぎフットボールセンター、栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド、宇都宮市平石地
区市民センター・姿川地区市民センター・富屋地区市民センター、清原工業団地管理セン
ター、とちぎ流通センター連合会組合会館

11月15日(日)、12月20日(日)、2021年1月17日(日)、2月20日(土)、3月20日(土)

強化審判研修会

【期 　　日】 3月7日(土)、4月18日(土)・25(土）、5月9日（土）・23日（土）・30日（土）

【会　 　場】 オンライン（Zoom)

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【内　 　容】

【会　 　場】 下野市Ｂ＆Ｇ海洋センター

【受講者数】

　　　　　　　　　　　　ユースリーグ1部他
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　財務委員会

 （1）予算案、決算の作成

　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

　　　　　　　　　　　　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　　　 　 　　  　　　   １２３名　　 　 　 　　 ２名

　　　　　　　　　　　　Ｃ級コーチ　　　　  　　  　     　６１６名　　 　　　 　２４名

　　　　　　　　　　　　Ｓ級コーチ　　　　　　  　　　   　　  ３名     　　　　      －

　　　　　　　　　　　　合　計　　      　　   ４，５２７名　  　  ５１６名                 ４２名                  ５名

　　　　　　　　　　　　３　級(U-18)　　　 　        ６名　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　３　級(U-15)　　    　 　　    －　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　キッズリーダー 　　　   　   　     　７名　　 　 　　　　　－

　　　　　　　　　　　　合　　計　　　    　  　　    　２，２９７名　　　　 　  ２６名

 （1）事業報告、事業計画案の作成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　サッカー　    　　 フットサル

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-15　　  　       　  　　２名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｄ級コーチ　　　　  　         １，４９５名　　　　 　　 　　－

　　　　　　　　　　　　４　級　　      　    　３，２０９名         ４８６名                    －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級(U-18) 　       　  ７８９名             ４名　                  －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級(U-15)　　      　　  ４８名　　   　　 　－　　                －                     －

　　＜2020年度指導者登録数＞

　　＜2020年度審判員登録数＞

           　   　　　　　　　　　    　　　　　　    サッカー　　 フットサル　　　ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(S)       ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(F)

　　　　　　　　　　　　１　級　　　　 　　　　　　　　６名     　　      －　　　　　　     ３名　　　　　　　    －

　　　　　　　　　　　　２　級　　　　　　　 　 　　 ５７名　　　　　　６名       　　　     ７名   　　　　      ２名

　　　　　　　　　　　　３　級　　　　     　　　　４１１名     　    ２０名　　　　     　３２名   　　　　      ３名

　　　　　　　　　　　　２　級(U-18)　　　 　 　 　　０名　　　　　　  －       　　　       －   　　　　        －

　　　　　　　　　　　　女子１級　　　　 　　　　　　１名     　　      －　　　　  　　     －　　　　　　 　    －

　　　　　　　　　　　　１　種　　　　　　　２８ﾁｰﾑ           　　４１５名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　　　　　　１ﾁｰﾑ 　　       　　 ３０名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　　　４ﾁｰﾑ 　　       　　 ４５名

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　　　０ﾁｰﾑ       　   　　   ０名

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　　３３ﾁｰﾑ         　   ４９０名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　１４５ﾁｰﾑ　　　　 ３，８１６名

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　１６５ﾁｰﾑ　　 　　４，４８１名

　　　　　　　　　　　　女　子　　　　　　　２５ﾁｰﾑ　　  　　　 ４６３名

　　　　　　　　　　　　シニア　　　　　　　１８ﾁｰﾑ　　       　７４４名

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

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　５０８ﾁｰﾑ       １４，７５１名

　　　 サッカー　　         　　　　チーム登録数　　　　選手登録数

　　　　　　　　　　　　１　種　　　　　　　９１ﾁｰﾑ 　　　　２，３６５名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　　　　　６４ﾁｰﾑ　　　　 ２，８８２名

 （2）日本協会及び関東協会、県体協等との連絡調整

 （3）各連盟事業の調整

 （2）各委員会・連盟との調整
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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

　記録広報委員会

 （1）広報紙「ＳＯＣＣＥＲとちぎ」の発行

　フットサル委員会

 （1）各連盟担当者連絡調整

 （3）指導者養成事業

 （4）キッズ関連事業のサポート

　　　 ４　種　　上　村　琉　空　　　JFC アミスタ市貝

　　    　 　　　 倉　部　碧　希　　　　ヴェルフェ矢板U-12

 （1）2020年度　第48回　太郎賞　受賞者

　　　    　　　　吉　澤　頌　裕　　　　FCみらい

 （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

　グラスルーツ委員会

 （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）

 （5）他種別との連携への企画・運営

 （4）キッズアカデミーの企画・運営

 （5）各種大会の記録収集

 （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

　医事委員会

　地区委員会

　施設委員会

　審判委員会

　　　    　　　  青　木　悠　真　　　　大谷東フットボールクラブ

 （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

 （2）公式ホームページの管理　 URL  http://www.tfa.or.jp/

　　　     　　 　三　浦　颯　太　　　 栃木サッカークラブ　U-12

 （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

 （4）サッカー関係資料収集、管理

 （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）関係連盟・委員会との連絡調整

 （3）ＪＦＡ　ＮＥＷＳ 寄稿原稿

 （7）75周年記念誌の発行

 （6）各種大会の公式記録担当

 （2）スポーツ救命ライセンス講習会の開催
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    　     TMESC(県北)、WEST Football Community(県央)、藤岡サッカークラブ(県南)

　　③ 第53回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ｂ

　　　　　栃木LFAユナイテッド(優勝)、FC bolboreta(準優勝)、鹿沼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　　

 （1）栃木県社会人サッカーリーグ表彰

　　① 第54回 栃木県社会人サッカーリーグ１部

　　 　　  FC CASA FORTUNA OYAMA (優勝)、作大FC (準優勝)、ヴェルフェ矢板(第3位)

　　② 第54回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ａ

　　　　　足利クラブ(優勝)、FC RESTA UTSUNOMIYA(準優勝)、FC真岡21(第3位)

　　　　　　　本県で開催した皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会の場内放送にご協力を

　　　　　　　いただいた。

    【個人】

      （故）関　　　一　夫

                          　　 　第99回全国高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54回 関東サッカーリーグ優勝

                 第99回全国高校サッカー選手権大会　第３位

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

　　　宇都宮アート＆スポーツ専門学校

                 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2020第3位

  (4) 2020年度　感謝状

    【団体】

       　　　　県協会に多額の寄付金をいただき、協会の発展と充実に貢献された。

    【団体】

 （2）クラブユース連盟の表彰

       栃木シティフットボールクラブ

                    新　倉　礼　偉　　　  矢板中央高等学校サッカー部

                    清　村　陽　空　　  　栃木ＳＣユース　U-18

  (3)2020年度　第38回　協会長賞　受賞者

       福　島　　　尚

      中　村　　 敦　　　　栃木シティフットボールクラブ　監督

                          　　 　第54回 関東サッカーリーグ優勝

                    茂　木　琉　貴　 　　 足利市立毛野中学校サッカー部

     　３　種　　村　上　竜　規　　　　栃木サッカークラブ　U-15

　   　 　　　　　馬　崎　優仁華　　 　JFC アミスタ市貝

                    吉　野　陽　翔　　  　栃木ＳＣユース　U-18

       ２　種 　　多　田　圭佑　　　　　矢板中央高等学校サッカー部

    【個人】

       女　子  　地　島　愛　彩　　　　栃木SCレディース

                    石　川　丈　慈　　  　栃木サッカークラブ　U-15

       高　橋　健　二　　矢板中央高等学校サッカー部　監督

　   　 　　　　　梅　澤　芙　綾　　　　ともぞうサッカークラブ

 （2）2020年度　第33回　森山賞　受賞者

                          　　 　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2020第3位

       　　　  　　齋　藤　凜々衣　 　  宇都宮文星女子高等学校サッカー部

　各連盟の表彰
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佐藤　海斗（エルマーノ那須）　     高橋　涼太朗（栃木シティ）　　　　山崎　純成（日光SC）

青山　航（FCグラシアス）　     薄井　郁弥（KOHARU PROUD栃木）　　　　菊池　優翔（unionSC）

佐藤　優斗（SAKURA FC)

1

2

（3）第２回

（2）第２回

【期 　　日】 2021年2月28日

    ② ユ ー ス

    ③　ジュニアユース

4月3日

（2）第１回【書面決議】

【期 　　日】

【同意者数】

           阿部　奏太　（FCアネーロ）　　　 　若田部　礼　(ウイングスSC)　　　　　源田　柾輝　(足利ユナイテッド)

② 天皇杯JFA第100回全日本サッカー選手権大会に出場する栃木県代表

338名（内　委任状323名）

【議 　　事】

           上野　響　(矢板SC)    　 　 　　　中村　颯人　（FC朱雀）            　   大山　拓夢　(おおぞらSC)

【議　 　事】

5月30日

理事28名

【議 　　事】 ① NEZASカップ第25回栃木県サッカー選手権大会を中止する件

【会　 　場】

　　　　  大沼　侑生　(FC栃木)　　　   　 　　加藤　大也　(プログレッソ佐野)     　　　(ウーヴァ)

           藤原　隼(栃木SC)

           安齋　大輝　(ともぞうSC)     　　　 小島　華留　(おやまFC)  　　　　　　横山　琉來（今市アルシオーネ）

【出席者数】

　　第１号議案　2021年度事業計画（案）に関する件

　　第１号議案　2019年度事業報告に関する件

　　　　 阿見　真叶・円谷　有吾・金田　遼平（ウイングスSC）

　　　   酒井　康太・飯村　海音（矢板SC）　吉田　悠人・廣瀬　仁（ヴェルディSS小山）

　　　　　高瀬　陽向　(Bom de bola栃木) 　 上野　陸弥　(ファイターズ)　　　　　　菊池　隼平　(FC　CASA)

　 ①ベスト11

          佐藤　麻陽・佐藤　佑磨・臼井　春翔・本橋　 頼（栃木SC）

　チームとして栃木シティフットボールクラブを推薦する件

【同意者数】 理事28名

　理事会

（1）臨時【書面決議】

【期 　　日】

 　        磯　一史　(イデア真岡)　　 　　　小林　悠斗　（Fantasisuta）　　　　       前澤　佑　(ヴェルディ小山）

6月24日

      　　川崎　奏音　(モランゴ栃木)　　　　 伊藤　陽希　（FCスポルト）        　   舘野　勇輝　(栃木SC)

　　第２号議案　2021年度収支予算（案）に関する件

【会 員 数】 568名

【出席者数】 383名（内　委任状361名）

（1）第１回

　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】 467名

栃木県サッカー協会事務所

【議 　　事】

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

　　第２号議案　2019年度収支決算に関する件

② 2019年度　決算報告について

① 2019年度　事業報告について

【期 　　日】 8月26日
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1

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

 （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

　代表者会議

 （1）知事杯 第53回 栃木県社会人サッカー選手権大会  代表者会議

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

【議 　　事】 ①第76回・第77回国民体育大会サッカー競技のスタッフ任命の件

⑤オフィシャルサプライヤー契約継続の件

2021年2月15日

【期 　　日】

【同意者数】 理事26名

（5）第５回

【議 　　事】

③2021年度予算の件

2021年1月13日

（4）第３回

（5）第４回【書面決議】

21名

①顕彰規定細則の変更について

【同意者数】

（6）臨時【書面決議】

【期 　　日】

【議 　　事】 ① JFA100周年事業の表彰者の推薦について

【期 　　日】 2021年2月14日

【期 　　日】 6月7日

 （2）第27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】 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

【期 　　日】 6月7日

　登録説明会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

 ２．社会人連盟関連

理事26名

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

 ３．高校連盟関連

【会　 　場】

【議 　　事】

　総会（評議員会）

【期 　　日】 7月16日、2021年3月7日

① 2021年度アクションプランの件

栃木県サッカー協会事務所

　理事会

【期 　　日】 6月21日、8月2日、10月18日、12月6日、2021年2月21日

2021年3月24日

②2021年度事業計画の件

④栃木SCホームゲーム運営協力の件

【期 　　日】

【出席者数】 理事26名

19名

【期 　　日】

①2020年度　顕彰の件

　総会・登録説明会

栃木県サッカー協会事務所

11月11日

【出席者数】

【期 　　日】 7月28日(中部)、7月30日(北部)、8月4日(南部)、2021年3月19日

【会　 　場】

【議 　　事】

②関東高等学校女子サッカー選手権大会の予算について

【出席者数】
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11月3日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

　理事会

【期 　　日】 5月9・24日、6月6・27日、11月20日、12月19日、2021年1月30日、2月27日、3月14日

栃木県サッカー協会・ZOOM会議【会　 　場】

　代表者会議

【会　 　場】

【会　 　場】

パルティとちぎ参画センター・栃木県サッカー協会

 （1）第34回 全日本クラブユース選手権(U-15)大会　代表者会議

【期 　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】

　委員長会議

【期 　　日】

新型コロナウイルスの為中止

 （2）第31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

【会　 　場】

 ５．クラブユース連盟関連

５月7日　　新型コロナウイルスの為中止

　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28日   新型コロナウイルスの為中止

 （2）栃木県総合体育大会サッカー競技　代表者会議

【期 　　日】

 ４．中学連盟関連

【会　 　場】

 （3）栃木県新人体育大会サッカー競技　代表者会議

 （4）下野杯中学生サッカー大会　代表者会議

【期 　　日】

第1回　6月27日、第2回　2021年3月14日

　総会

７月22日　　新型コロナウイルスの為中止

　専門委員会

【会　 　場】 栃木県総合運動公園武道館他

【期 　　日】 7月7日、8月28日、9月10日、9月23日、12月8日、2021年3月19日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園武道館、県サッカー協会事務局　他

　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】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

 （2）全国高校総体サッカー大会県予選会　監督会議

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

 （３）第99回 全国高校サッカー選手権栃木大会　監督会議

【期 　　日】 9月10日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園武道館

 （４）栃木県高校サッカー新人大会　監督会議

【期 　　日】 12月8日

【会　 　場】 カンセキスタジアムとちぎ会議室

【期 　　日】 10月３日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】
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1

2

3

1

2

【期 　　日】 2021年1月9日

　総会（評議員会及び登録説明会）

【期 　　日】 2021年3月13日

【会　 　場】

　常任理事会及び理事会

 （1）県トップリーグ戦前期　監督会議

【期 　　日】

書面決議

【期 　　日】 4月29日、5月23日、7月23日、8月1日、29日、11月8日、12月5日

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所　他　

　監督会議及び抽選会

新型コロナウイルスの為中止

8月22日

【会　 　場】 －

 （2）QUALIER CUP第6回 関東少年サッカー大会栃木県大会　監督会議

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 －

 （4）県トップリーグ戦後期　監督会議

【期 　　日】

【会　 　場】

－

 （5）第49回Ｕ－10栃木県少年サッカー選手権大会　抽選会

【期 　　日】

2021年3月7日

 （4）2021栃木県ユースサッカー(U-15)　代表者会議

【期 　　日】

新型コロナウイルスの為中止　（地区理事による代理抽選）

【会　 　場】

－

 （3）ＪＦＡバーモントカップ 第30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】 ZOOM会議

【会　 　場】 パルティとちぎ参画センター

 （3）2020 栃木県ユースサッカー(U-13)　代表者会議

パルティとちぎ参画センター【会　 　場】

【期 　　日】 8月22日

【期 　　日】

下野新聞社

【期 　　日】 9月22日

【会　 　場】

 ６．少年連盟関連

 （7）第38回Ｕ－11栃木県少年サッカー大会　抽選会

【期 　　日】 12月5日

 ７．女子連盟関連
　総会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【会　 　場】

 （6）ＪＦＡ 第44回全日本Ｕ－12 サッカー選手権大会　栃木県大会　抽選会

下野新聞社

10月17日

カンセキスタジアム会議室

 （8）第49回Ｕ－12栃木県少年サッカー選手権大会　抽選会

【会　 　場】 下野新聞社

　理事会

【会　 　場】

【期 　　日】 5月28日、6月6日、9月24日、11月5日、2021年2月17日

2021年1月5日、2月14日
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1

2

3

1

2

3

1

1

栃木シティFC【参加チーム】

【結　 　果】

　第54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

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

　代表者会議

　総会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

１．１種関連事業

【会　 　場】

【会　 　場】

　登録説明会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

 ９．フットサル連盟関連

 ８．シニア連盟関連

Ⅵ　関東大会関連事業

　第75回　国体関東ブロック大会

 （1）成年男子

【期 　　日】 ８月22日・23日　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 神奈川県

【結　 　果】

 （2）女子

【期 　　日】 ８月22日・23日　新型コロナウイルスの為中止

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県サッカー協会事務所

　登録説明会

【会　 　場】 神奈川県

【結　 　果】

 （3）少年男子

【期 　　日】 7月12日　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 神奈川県

【結　 　果】

【期 　　日】 6月17日、8月19日、12月2日、2021年3月12日

ホテルニューイタヤ

　理事会

【期 　　日】

【会　 　場】 三栄不動産事務所、県協会事務所

　総会

2021年3月26日　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【会　 　場】 栃木県サッカー協会

【会　 　場】

【期 　　日】 実施せず

　登録説明会

2021年3月8日　新型コロナウイルスの為中止
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栃木シティFC　5－2　流経大ドラゴンズ龍ヶ崎

栃木シティFC　0－0　VONDS市原

栃木シティFC　2－0　TOKYO UNITED FC

栃木シティFC　2－2　ブリオベッカ浦安

栃木シティFC　4－0　日立ビルシステム

栃木シティFC　2－0　流通経済大学FC

栃木シティFC　4－0　ジョイフル本田つくばFC

栃木シティFC　4－1　東京23フットボールクラブ

栃木シティFC　2－1　Criacao Shinjuku

2

3

スポルトかわち(県クラブ選手権１位)

１回戦　スポルトかわち  0－3　FC 群馬(群馬県)

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

4位　白鷗大学

1回戦敗退　宇都宮大学

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　2－1 亜細亜大学（東京都）

足利大学　　0－4　城西大学(埼玉県)

7

作新学院大学

１回戦　作新学院大学　2-2(PK5－4)　国士舘大学

２回戦　作新学院大学　0-1　日本大学

8

作新学院大学、白鷗大学、宇都宮大学、足利大学

　第54回　関東社会人サッカー大会

【期 　　日】 11月14日・15日・28日・29日

【会　 　場】 埼玉県

【参加チーム】

【結　 　果】 １回戦　FC CASA FORTUNA OYAMA  1－1 PK1-3　中央学院大Perruche(千葉県2位)

　第56回　全国社会人サッカー選手権大会関東予選

【会　 　場】

【参加チーム】

【参加チーム】

　第13回　北関東大学サッカーリーグ戦

【期 　　日】 9月～11月

【会　 　場】 北関東各県

【期 　　日】 9月26日～11月3日

【会　 　場】 関東各県

【参加チーム】

【結　 　果】

【参加チーム】

【結　 　果】

「アミノバイタル®」カップ2020第9回 関東大学サッカートーナメント大会

【期 　　日】

【会　 　場】

第9回　関東大学サッカートーナメント大会　プレーオフ

8月29日・30日

関東各県

【会　 　場】 北関東各県

【参加チーム】

【結　 　果】

　　　　  作大FC  1－2　 TIU(埼玉県１位)

【期 　　日】 7月、8月

2020年度北関東大学サッカー選手権大会

【結　 　果】

FC CASA FORTUNA OYAMA (第１代表)、作大FC (第２代表)

　第27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19日・20日・21日

【会　 　場】 群馬県

【参加チーム】

【結　 　果】

　　　　通算成績　7勝2分0敗　優勝

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止
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第1位　作新学院大学　　(9勝0分0敗)

第3位　白鴎大学　　(6勝2分1敗)

第5位　足利大学　　(5勝0分4敗)

第9位　宇都宮大学 　　(1勝2分6敗)

9

作新学院大学

予選リーグB

作新学院大学　2－1　東京学芸大学

作新学院大学　3－0　尚美学園大学

作新学院大学　1－2　東海大学

昇格チーム：東京学芸大学（東京都）、東海大学（神奈川県）

10

11

13

White Seagull friends

White Seagull friends　0－7　エリース東京Ｏ35

1

2

9月～12月

関東各都県

矢板中央高校

5位(勝点13、得失点+2、4勝1分4敗)

3

【期 　　日】

　第48回　関東自治体職員サッカー選手権大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加チーム】

新型コロナウイルスの為中止

【結　 　果】

12
　令和2年度関東信越地区高等専門学校総合体育大会

　（兼）第49回　関東高等専門学校サッカー選手権大会

昇降格なしのため実施せず

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】 ひたちなか市総合運動公園

【結　 　果】

【期 　　日】

日本スポーツマスターズ2021サッカー競技関東予選会

2021年3月6日

【結　 　果】

【会　 　場】 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場・補助陸上競技場

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】

【参加チーム】

　第49回　全国自治体職員サッカー選手権大会北関東予選会

新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【会　 　場】 足利市西部多目的運動場（あしスタ）　他

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

第53回　関東大学サッカー大会

【期 　　日】 12月6日～12月30日

２．２種関連事業

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

　第63回　関東高等学校サッカー大会

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　高円宮杯ＪＦＡ U-18サッカープリンスリーグ2020 関東

【結　 　果】

【期 　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

　高円宮杯ＪＦＡ U-18サッカープリンスリーグ2020関東　参入戦　

【参加チーム】
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4

栃木SC　U-18

1次予選 Dグループ1位

決勝トーナメント 1回戦 1−0 湘南ベルマーレ

2回戦 3−0 大宮アルディージャ

日本クラブユースサッカー選手権出場

1

2

＜Ａブロック＞

4

3月～10月

ウイングスＳＣ 栃木サッカークラブU-15

新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

【結　 　果】

　1回戦　ヴェルディＳＳ小山   0－5　前橋ＦＣ

　1回戦　足利・両毛ユナイテッドＦＣ　 　0－5　　ＦＣ古河

3
　第26回　関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会

　（兼）第35回　日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会関東大会

　2020　第14回　関東ユース（U-15）サッカーリーグ（2部）

【期 　　日】

【期 　　日】

【会　 　場】

新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

　1回戦　矢板SC　 　　    　　 0－7　　横浜Ｆ・マリノス

　1回戦　ともぞうSC　 　　      0－1  　横浜ＦＣ戸塚

　2回戦　栃木SC　　             4－0　  鹿島アントラーズ

　2回戦　ウイングスＳＣ　　  　1－4　　上州フットボールクラブ高崎

　準決勝　栃木SC　　            0－0　ＥＸ0－1　  ＦＣ東京Ｕ－15むさし

＜Ｄブロック＞

【参加チーム】

【結　 　果】

　1回戦　ＦＣスポルト宇都宮 　0－4　 鹿島アントラーズノルテ

＜Ｂブロック＞

　1回戦　栃木SC　　　　　　　　4－0　  ＫＡＳＵＫＡＢＥ

　1回戦　ウイングスＳＣ　　  　2－1　　ジェファ

ウイングスＳＣ、栃木SC、、矢板SC、ヴェルディSS小山、足利・両毛ユナイテッドＦＣ、ともぞうＳＣ

ＦＣスポルト宇都宮

　高円宮杯　第32回　全日本ユース（U-15）サッカー関東大会

【期 　　日】 11月7日・8日・14日・15日

【会　 　場】 関東各都県

　第51回　関東中学校サッカー大会

【期 　　日】 8月6日～9日　　新型コロナウイルスの為中止

３．３種関連事業

【会　 　場】 栃木県宇都宮市他

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

【期 　　日】

日本クラブユースサッカー選手権（U-18）関東大会

8月30日〜11月8日

【会　 　場】 関東各都県

【結　 　果】

【参加チーム】

　（兼）2020Ｊユースカップ　第28回Ｊリーグユース選手権大会関東予選
5

　第24回　KCYリーグ

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】
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5勝2分2敗　DevisionA1位 5勝2分2敗　DevisionA2位

5 　2020　第7回　関東ユース（U-13）サッカーリーグ（2部）

6

1

2

3

4

5

6

7 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー IN 関東

茨城県ひたちなか市総合運動公園

【結　 　果】

第31回　関東選抜少年サッカー大会

【期 　　日】 2021年3月6日・7日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

第2回　ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ　ＣＵＰ　Ｕ－12

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 ＪＦＣアミスタ市貝、ＴＥＡＭリフレＳＣ、ＦＣみらい

第18回JFA関東ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会

【結　 　果】

【期 　　日】 11月21日・22日・28日・29日・12月6日

Division2　プログレッソ佐野　　　　　　　　　

1回戦　P佐野　5 - 2　レドンドFC　　　　　　

【結　 　果】

【結　 　果】

7月30日・8月1日　　新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

Division3  イデア真岡U-15

1回戦　イデア　0 - 0(PK4-5)   JAA甲斐CIELO

【参加チーム】

【結　 　果】

栃木SCジュニアユース

2020　関東クラブユース選手権CALLENGE CUP DIVISION2・3

【期 　　日】 4月～12月

【会　 　場】 関東各都県

ＦＣスポルト宇都宮

5勝2分　DevisionＣ2位 0勝7敗　DevisionＤ8位

関東M-T-M交流戦 in 群馬 2020

【期 　　日】

【会　 　場】

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】

【結　 　果】

2回戦　P佐野　0 - 1  クラッキス松戸

8月7日・8日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

「tonan」第10回北関東（関東外環）Ｕ－12サッカー大会 ＩＮ GUNMA

【期 　　日】

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

４．４種関連事業

【期 　　日】 8月28日～30日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

2020フジパンCUP　第44回　関東少年サッカー大会

【参加チーム】

12月27日・28日　　新型コロナウイルスの為中止

コーエィ前橋フットボールセンター

【期 　　日】 2021年2月27日・28日　　新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

【期 　　日】 4月10日・11日

【参加チーム】

【会　 　場】

【結　 　果】

【会　 　場】 コーエィ前橋フットボールセンター
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1回戦　　宇都宮文星女子高校　2－0　霞ヶ浦高校　(茨城2)

5

　　　　　宇都宮中央女子高校　0－8　八千代松陰高校　（千葉1）　

【参加チーム】

【会　 　場】

10月3日・4日・18日・20日・24日

【会　 　場】 千葉県

【期 　　日】

茨城県

7
　第25回　関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

　（兼）ＪＦＡ第25回全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選

11月7日・8日・14日・15日

【期 　　日】

ヴェルフェ矢板　5位

ともぞうサッカークラブ　3・4位グループトーナメント7位

　　　　　  順位決定戦　　宇都宮文星女子高校　0－1　湘南学院高校　（神奈川2）

10月24日・25日・31日・11月1日

【会　 　場】

1
　第42回　関東女子サッカー選手権大会

　（兼）皇后杯JFA第42回全日本女子サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】 9月12日・13日・19日・20日・27日

【会　 　場】 埼玉県

５．女子関連事業

ヴェルフェ矢板、ともぞうサッカークラブ

【結　 　果】

【参加チーム】 河内SCジュベニール

【結　 　果】

2
　第32回　関東レディースサッカー大会

　（兼）JFA第32回全日本O-30女子サッカー大会関東予選

　令和2年度　第9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】 11月21日・22日

【会　 　場】 山梨県

【参加チーム】 県内チーム出場せず

2回戦　　宇都宮文星女子高校　1－3　前橋育英高校　（群馬1）　　

【結　 　果】

　第29回　関東高等学校女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加チーム】

【期 　　日】

栃木県

【参加チーム】

　　　　　　宇都宮短大附属高校　1－5　星槎国際湘南　(神奈川1）

【結　 　果】

3

　　第16回  関東高等学校女子サッカー秋季大会

茨城県・千葉県

【参加チーム】

【結　 　果】

11月14日・15日・21日・22日

【会　 　場】

　　 　　　　7位決定戦　　宇都宮文星女子高校　3－1　本庄第一高校　（埼玉1）

河内SCジュベニール

【結　 　果】 1回戦　河内SCジュベニール　0－33　日テレ・東京ヴェルディメニーナ　（東京1）

1回戦　河内SCジュベニール　1－9　群馬FCホワイトスター

4
　(兼）第29回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会関東予選

宇都宮文星女子高校(第1代表)、宇都宮短大附属高校(第2代表)

白鷗足利高校（第1代表）、宇都宮中央女子高校（第2代表）

【結　 　果】 1回戦　白鷗足利高校　　　1－2　浦和実業高校　(埼玉2）

6
　第24回　関東女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

　（兼）ＪＦＡ第24回全日本U-18女子サッカー選手権大会関東予選

【期 　　日】

【参加チーム】
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8

9

8月29日～11月1日

関東各都県

8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

入替戦 実施せず

2021年1月23日・24日

SFAフットボールセンター・流通経済大学RKUフットボールフィールド

河内SCジュベニール

河内SCジュベニール　0－4　山梨学院大学

※関東リーグ2部　参入ならず

1

2

＜予選Bブロック＞

　　　栃木教員マスターズ　１－２　FC大泉(群馬県)

　　　敗者戦　　栃木教員マスターズ　１－１　セレソン所沢シニア(埼玉県)

4　PK　5

3

＜予選Aブロック＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－１　千葉四十雀SC(千葉県)

　　　敗者戦　　栃木大昭サッカークラブ　０－１　山梨シニア６０(山梨県)

4 　JFA 第15回全日本O-70サッカー大会関東予選会

11月1日

【会　 　場】 栃木県宇都宮市

【参加チーム】 栃木教員マスターズ

【結　 　果】

　JFA 第21回全日本O-60サッカー大会　関東地区予選会

　JFA 第19回全日本O-50サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 10月11日

【結　 　果】

　JFA 第8回全日本O-40サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【期 　　日】

【会　 　場】

栃木ＳＣレディース　　1勝1分5敗　第6位

　11　　第27回　関東女子サッカーリーグ　2部入替戦

【参加チーム】

【参加チーム】

【結　 　果】

　10　　第4回　関東女子Ｕ-15サッカーリーグ

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

　第14回　関東レディースエイト(O-45)サッカー大会

新型コロナウイルスの為中止

2回戦　　栃木ＳＣレディース　0-0PK4-5　ＣＡＮＡ　ＣＲＡＶＯ　ＦＣ

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）

６．シニア関連事業

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】

【期 　　日】 11月29日

【会　 　場】 千葉県千葉市

【参加チーム】 栃木大昭サッカークラブ

【結　 　果】

　第14回　関東レディースエイト（O-40）サッカー大会

新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

1回戦　　河内ＳＣジュべ二ール　2－5　AVS群馬ヴァリエンテス

【参加チーム】

【期 　　日】

【期 　　日】
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＜予選Aブロック＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　２－０　群馬FC７０(群馬県)

　　　代表決定戦　栃木大昭サッカークラブ　０－２　茅ヶ崎シニア７０(神奈川県)

5

6

7

8

1

他　16チーム

2

3

4

5

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

栃木大昭サッカークラブ

新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】

【会　 　場】

　KTFA第14回　関東O-50サッカー大会

　第16回　全日本大学フットサル大会関東大会

【会　 　場】 山梨県：小瀬スポーツ公園体育館

　ＪＦＡ第7回　全日本U-18フットサル選手権大会関東大会

　ＪＦＡ第26回　全日本フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 2021年1月12日、13日、14日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 群馬県：渋川総合運動公園体育館

【参加チーム】 三栄不動産FC宇都宮　

【結　 　果】 抽選で全国大会出場チームを決定3ﾁｰﾑ

【参加チーム】 大田原女子高等学校サッカー部など　14チーム

【会　 　場】 茨城県：アダストリアみとアリーナ、グリーンスポーツセンター取手

【結　 　果】 1回戦　0－1　タパジータ（東京）

【期 　　日】 7月4日　　新型コロナウイルスの為中止

　ＪＦＡ第17回　全日本女子フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 9月12日、13日、19日

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】 6月18日、19日　　新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】 埼玉県：ウイングハット春日部

【期 　　日】

　ＪＦＡ第26回　全日本U-15フットサル選手権大会関東大会

11月22日、23日

【会　 　場】 栃木県：県北体育館がU-15使用禁止の為、埼玉県：くまがやドーム

【会　 　場】 群馬県前橋市

【参加チーム】

【結　 　果】

　KTFA第14回　関東O-40サッカー大会

【結　 　果】

【会　 　場】

新型コロナウイルスの為中止【期 　　日】

【参加チーム】

新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

【結　 　果】

　KTFA第15回　関東O-60サッカー大会

【期 　　日】

【会　 　場】

　KTFA第8回　関東O-70サッカー大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

７．フットサル関連事業
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6

7

8

優勝　　デルミリオーレ　クラウド群馬（6勝1分1敗）

9

10

11

12

13

【結　 　果】 優勝　　シュートアニージャ（神奈川）　（6勝2分0敗）

　第23回　関東フットサルリーグ参入戦・１部２部入替戦

【結　 　果】 1回戦　4－2　情熱ロンリネス（東京）

栃木シティフットサルクラブなど8チーム

【期 　　日】 2021年2月28日、3月6日

【会　 　場】 千葉県：館山運動公園体育館

優勝　　Aグループ　オーパ（千葉）バディランツァーレ(山梨)　4勝0分1敗

【会　 　場】

【結　 　果】

　　　　　Bグループ　府中アスレティックFCッサテライト（東京）　4勝1分0敗

第11回　関東女子フットサルリーグ　Powered ｂｙ ＰＥＮＡＬＴＹ

【参加チーム】 12チーム（本県チームなし）

関東各都県

　JFA第15回全国ビーチサッカー大会　関東大会

【期 　　日】 7月25日、26日、8月2日

【結　 　果】

【会　 　場】 千葉県：鴨川令徳高等学校サンドコート

【結　 　果】 第1位　東京ヴェルディビーチサッカー　

【参加チーム】 8チーム（本県チーム出場なし）

　ＪＦＡ第11回　全日本女子U-15フットサル選手権大会関東大会

【会　 　場】 栃木県：県北体育館がU-15使用禁止の為、埼玉県：くまがやドーム

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】 9チーム（本県チームなし）

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】 2021年2月7日、8日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 東京都：駒沢運動公園体育館

【結　 　果】

　トリムカップ第13回　全国女子選抜フットサル大会関東大会

ブラジニアフットサルレディース他8ﾁｰﾑ【参加チーム】

　第36回　全国選抜フットサル大会関東大会

9チーム（本県チームなし）

【期 　　日】

【結　 　果】 予選ラウンド　1－9　ペスカドーラ町田U-15（東京）

【期 　　日】 11月22日、23日

【結　 　果】 １回戦　3－3　PK6－7　FC駒沢女子（東京）

【参加チーム】 栃木SCレディースなど8チーム

【参加チーム】 ファンタジスタ栃木など12チーム

 3－5　FCクッラキス松戸（千葉）

9月～12月

第22回　関東フットサルリーグ　Powered ｂｙ ＰＥＮＡＬＴＹ

　（1）１部リーグ

【期 　　日】

【参加チーム】

【会　 　場】 千葉県：館山運動公園体育館

5月8日、9日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

　（2）２部リーグ

【期 　　日】 5月～12月

　第12回　関東女子フットサルリーグ参入戦・入替戦

関東各都県

【参加チーム】

1回戦　1－1　PK　0－3　ヴィエントFC（神奈川）

【期 　　日】 2021年3月6日

【期 　　日】 9月～12月

【会　 　場】

2回戦　4－1　順天堂大学フットサル部ガジル/ｊｆｃ（千葉）　関東フットサルリーグ2部昇格

東京都：駒沢運動公園体育館
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14

15

1

2

3

10月8日～１0月11日 新型コロナウイルスの為中止

鹿児島県

               　日テレ・東京ヴェルディベレーザ　５−０　ノジマステラ神奈川相模原

                                                       　    5 PK 3

12月19日　　　カンセキスタジアムとちぎ  開催

              　　　　          ４ PK 5

【参加チーム】 8チーム（本県チームなし）

【参加チーム】 11チーム（本県チームなし）

【結　 　果】 第1位　多摩大学体育会フットサル部（9勝0分1敗）

【結　 　果】 第1位　レーヴェ横浜（6勝1分0敗）

【期 　　日】 8月～11月

【会　 　場】 神奈川県：平塚海岸、千葉県：九十九里海岸　他

　第7回　関東ビーチサッカーリーグ2020

【期 　　日】 10月～2021年3月

【結　 　果】

　Abｅａｍ Systems Presents第4回関東大学フットサルリーグ2020

【会　 　場】 関東各都県

　天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会

Ⅶ　全国大会関連事業

【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 　３－３　東京武蔵野シティFC（東京都代表)

【会　 　場】 各都道府県

　皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 11月28日～12月29日

【会　 　場】 各都道府県

【期 　　日】 9月16日～2021年１月１日

【参加チーム】 該当チーム無し

【栃木県開催】 11月28日・29日　　　真岡市総合運動公園陸上競技場  開催

1回戦　　　　日テレ・東京ヴェルディベレーザ　８−１　ヴィアティン三重レディース

               　早稲田大学　５−０　岡山湯郷Belle

　　　　　　　　日体大FIELDS横浜　６−０　新潟医療福祉大学

　第75回　国民体育大会

　（1）成年男子

【期 　　日】

【会　 　場】

               　浦和レッズレディース　２−０　大和シルフィード

　　　　　　　　ノジマステラ神奈川相模原　２−１　愛媛FCレディース

               　マイナビベガルタ仙台レディース　１−１　スフィーダ世田谷FC

準々決勝　　INAC神戸レオネッサ　２−３　アルビレックス新潟レディース

               　ニッパツ横浜FCシーガルズ　１−０　ＡC長野パルセイロレディース

               　神奈川大学　２−０　藤枝順心高校

12月5日・6日　　　カンセキスタジアムとちぎ  開催

2回戦　　　　ちふれASエルフェン埼玉　１−０　日体大FIELDS横浜

               　ジェフユナイテッド市原・千葉レディース　２−０　福岡J・アンクラス

12月12日・13日　　　カンセキスタジアムとちぎ  開催

　　　　　　　　浦和レッズレディース　５−０　FC十文字VENTUS

3回戦　　　　アルビレックス新潟レディース　３−１　ニッパツ横浜FCシーガルズ
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10月9日～１0月1２日 新型コロナウイルスの為中止

鹿児島県

10月8日～１0月12日 新型コロナウイルスの為中止

鹿児島県

4

1

2

【会　 　場】 栃木県他

【結　 　果】

　第44回　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2020

　（1）１次ラウンド

【期 　　日】 11月6日～8日

　第56回　全国社会人サッカー選手権大会

【期 　　日】 10月  　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 三重県

【参加チーム】

【参加チーム】

【結　 　果】

　（2）女子

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　（3）少年男子

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　2020　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

　　栃木ＳＣ　1－0　ジェフユナイテッド千葉

【参加チーム】 栃木ＳＣ

【結　 　果】 ＜ホームゲームのみ＞

　　栃木ＳＣ　1－1　東京ヴェルディ

　　栃木ＳＣ　1－0　大宮アルディージャ

　　栃木ＳＣ　0－1　モンテディオ山形

　　栃木ＳＣ　1－0　京都サンガF.C.

　　栃木ＳＣ　2－0　FC町田ゼルビア

　　栃木ＳＣ　0－0　ヴァンフォーレ甲府

　　栃木ＳＣ　0－0　愛媛FC

　　栃木ＳＣ　2－0　レノファ山口FC

１．１種関連事業

　　栃木ＳＣ　2－2　ザスパクサツ群馬

　　栃木ＳＣ　1－2　ジュビロ磐田

　　栃木ＳＣ　0－1　V・ファーレン長崎

　　　　　通算成績　　15勝13分14敗　　第10位

　　栃木ＳＣ　0－1　ツエーゲン金沢

　　栃木ＳＣ　0－0　アルビレックス新潟

　　栃木ＳＣ　2－1　ファジアーノ岡山

　　栃木ＳＣ　1－3　水戸ホーリーホック

　　栃木ＳＣ　1－1　松本山雅FC

　　栃木ＳＣ　4－1　FC琉球

　　栃木ＳＣ　0－1　徳島ヴォルティス

　　栃木ＳＣ　2－2　ギラヴァンツ北九州

　　栃木ＳＣ　0－1　アビスパ福岡
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3

4

5

6

1回戦　　小山高専　[小山高専出場辞退により不戦敗]　神戸市立高専（兵庫県）

1

2

第3位

2回戦 1-1 PK6-5 徳島市立高校(徳島県)

3回戦 0-0 PK3-1 東福岡高校(福岡県)

準々決勝 2-0 富山第一高校(富山県)

準決勝 0-5 青森山田高校(青森県)

3

静岡県裾野市 時之栖スポーツセンター

【参加チーム】 小山工業高等専門学校

【結　 　果】

【結　 　果】 優勝：明治大学

【会　 　場】

第53回全国高等専門学校サッカー選手権大会

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

【期 　　日】

【会　 　場】 東京都、埼玉県、千葉県

　第69回　全日本大学サッカー選手権大会

【期 　　日】 12月13日～24日

12月18日～21日

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

【会　 　場】 茨城県ひたちなか市

　日本スポーツマスターズ　2020

栃木シティFC　0－0　FC TIAMO枚方

【期 　　日】 10月24日～27日

　第27回　全国クラブチームサッカー選手権大会

【会　 　場】 ゼットエーオリプリスタジアム（千葉県）

【参加チーム】 栃木シティフットボールクラブ

栃木シティFC　1－0　北海道十勝スカイアース（北海道）

【結　 　果】 栃木シティFC　0－0　FC刈谷（静岡県）

栃木シティFC　2－0　北海道十勝スカイアース（北海道）

【期 　　日】 11月19日～23日

栃木シティFC　2－1 AS.Laranja kyoto

　（2）決勝ラウンド

【参加チーム】 栃木シティフットボールクラブ

【結　 　果】 栃木シティFC　2－0　ブランデュー弘前FC（青森県）

２．２種関連事業
　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　第99回　全国高等学校サッカー選手権大会

【期 　　日】 12月30日・31日、2021年1月2日・3日・5日・9日・11日

【会　 　場】 首都圏

【参加チーム】 矢板中央高校

【結　 　果】

　第30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
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4 第44回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会

12月25日〜12月30日

群馬県

1回戦 1-0 ベガルタ仙台ユース

2回戦 0-0 PK3-5 大宮アルディージャU18

5

1 　第51回　全国中学校サッカー大会

2 　高円宮杯　第32回　全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会

12月12日・13日・20日・26日・28日

東京都他

3 　第35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 新型コロナウイルスの為中止

1

2

1

2

【結　 　果】

【結　 　果】

　第29回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加チーム】

　令和２年度　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

１次ラウンド　グループＧ　３位（予選敗退）

ＪＦＡ バーモントカップ 第30回全日本Ｕ-12フットサル選手権大会

12月26日～29日

鹿児島県白波スタジアム　他
栃木サッカークラブＵ－12

ＪＦＡ 第44回全日本Ｕ－12サッカー選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】
【参加チーム】

【期 　　日】 8月21日～23日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 東京都駒沢体育館

【参加チーム】 －

４．４種関連事業

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】 ８月19日～24日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 三重県三重市他

３．３種関連事業

【参加チーム】

５．女子関連事業

【参加チーム】
【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】 栃木SC U-18

【結　 　果】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止
【会　 　場】

【結　 　果】

　2020Ｊユースカップ　第28回Ｊリーグユース選手権大会

【会　 　場】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【期 　　日】

【参加チーム】

【結　 　果】
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　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

4

5

6

1

2

3

4

BOLAMISC宇都宮　　０－８　兵庫サッカークラブ（兵庫県）

　JFA 第19回全日本O-50サッカー大会

【期 　　日】 12月19日～21日

　JFA 第20回全日本O-60サッカー大会

静岡県藤枝市

　JFA 第14回全日本O-70サッカー大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

BOLAMISC宇都宮

BOLAMISC宇都宮　　１－０　あずまフットボールクラブ（福島県）

　ＪＦＡ第32回Ｏ－40女子サッカーオープン大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】 宇都宮文星女子高校

【結　 　果】

【会　 　場】 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ競技場・味の素フィールド西が丘　他

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【結　 　果】

　ＪＦＡ第32回全日本Ｏ－30女子サッカー大会

宇都宮文星女子高校　3－1　姫路女学院高校　(関西4/兵庫）

【期 　　日】 2021年1月3日～1月7日

【期 　　日】 2021年1月3日～1月10日

【会　 　場】 兵庫県　三木防災公園、他

【会　 　場】

【参加チーム】

BOLAMISC宇都宮　　１－０　ベクトル（岡山県）

【参加チーム】

【参加チーム】

【結　 　果】

該当チーム無し

【結　 　果】

【会　 　場】

【Ａグループ】

Ａグループ　2位　（2勝1敗）

６．シニア関連事業
　JFA 第8回全日本O-40サッカー大会

【期 　　日】 11月7日～9日

福島県Ｊヴィレッジ

12月12日～12月28日

【結　 　果】

宇都宮文星女子高校　1－3　暁星国際高校　(関東2/千葉）

3
　ＪＦＡ第24回全日本Ｕ－18女子サッカー選手権大会

　ＪＦＡ第25回全日本Ｕ－15女子サッカー選手権大会

【期 　　日】

【参加チーム】

【参加チーム】

該当チーム無し

【会　 　場】 Ｊグリーン堺

【結　 　果】
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7

8

三重県：三重県営サンアリーナ

【参加チーム】 9ﾁｰﾑ（該当チーム無し）

　JFA第15回　全国ビーチサッカー大会2020

【参加チーム】 該当チーム無し

第1位　白岡SCL（埼玉県）

【期 　　日】

【会　 　場】 兵庫県：明石市大倉海岸

2021年1月10日、11日

【会　 　場】 三重県：三重県営サンアリーナ

【参加チーム】 16ﾁｰﾑ（該当チーム無し）

　ＪＦＡ第11回　全日本女子U-15フットサル選手権大会

【会　 　場】 静岡、三重、駒沢オリンピック公園屋内体育館（東京）

32ﾁｰﾑ（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】

【会　 　場】

【参加チーム】

　第33回 全国健康福祉祭岐阜大会(ねんりんピックぎふ2020)

【結　 　果】

新型コロナウイルスの為中止【期 　　日】

【会　 　場】

【結　 　果】

【参加チーム】

2021年2月19日～3月7日

第1位　SWHレディース西宮（兵庫）

　ＪＦＡ第7回　全日本U-18フットサル選手権大会

第1位　ブリンカールFC（愛知県）

【参加チーム】

10月30日～11月1日【期 　　日】

該当チーム無し

　ＪＦＡ第26回　全日本U-15フットサル選手権大会

　ＪＦＡ第17回　全日本女子フットサル選手権大会

　ＪＦＡ第26回　全日本フットサル選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】 北海道：よつ葉アリーナ十勝

【結　 　果】 第1位　トルエーラ柏（千葉県：F2)

７．フットサル関連事業

【参加チーム】

7月3日～8月2日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【結　 　果】

8月28日～30日　　新型コロナウイルスの為中止

大阪府：岸和田市総合体育館

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

SuperSports XEBIO　第21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

【結　 　果】

【会　 　場】

【会　 　場】 京都府：ハンナリーズアリーナ

9月11日～13日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【結　 　果】

　ＪＦＡ第16回　全日本大学フットサル大会

【期 　　日】

【期 　　日】 2021年1月10日、11日

【結　 　果】

【期 　　日】

【期 　　日】

【結　 　果】

【結　 　果】
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9

10

11 　日本トリムPresents第13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

【参加チーム】 該当チーム無し

　第36回　全国選抜フットサル大会

9月19日～21日　　新型コロナウイルスの為中止（1年延期）

【参加チーム】 該当チーム無し

新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【結　 　果】

【会　 　場】 高知県

　第8回　FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ

【期 　　日】 3月19日～21日　　　新型コロナウイルスの為中止（1年延期）

【結　 　果】

【期 　　日】

【期 　　日】

【会　 　場】 秋田県

【結　 　果】
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