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1

2

3

栃木県グリーンスタジアム

3チーム

優　勝　栃木シティフットボールクラブ

準優勝　FC CASA FORTUNA OYAMA

第３位　作新学院大学

準決勝　作新学院大学　0－1　 FC CASA

決　勝　栃木シティFC　1－1(PK5―3)  FC CASA

4月18日、5月9日

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

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54回 栃木県社会人サッカー選手権大会

【期 　　日】 4月4日・11日・25日・5月2日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園、他

【参加ﾁｰﾑ数】 11チーム

【結　 　果】 優　勝　　 FC CASA FORTUNA OYAMA

準優勝　　ヴェルフェ矢板

第３位　　宇都宮FC、足利サッカークラブ

準決勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA　 9－0　足利サッカークラブ 

        　　  ヴェルフェ矢板  2－1　 宇都宮ＦＣ

決 　勝　　FC CASA FORTUNA OYAMA　 1－0　ヴェルフェ矢板

【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
ヴェルフェ矢板を1-0で下し、優勝を手にした。
また、優勝。準優勝の2チームには全国社会人大会関東予選の出場権が与えられた。

　第28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4日・11日・25日・5月16日、23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】 21チーム

決 　勝     FC真岡２１   1－2　 スポルトかわち

【総　 　評】

【結　 　果】 優 　勝　　スポルトかわち

準優勝　　FC真岡２１

第３位　 　UACJ小山、FCオードイス

【会　 　場】

準決勝　　FC真岡２１  2－0  UACJ小山

              スポルトかわち    4－2  FCオードイス

決勝戦は2部AのスポルトかわちとFC真岡２１の対戦となった。結果はスポルトかわちが
FC真岡21に2-1で勝利し２年連続の優勝を飾った。また優勝したスポルトかわちには第
28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26回栃木県サッカー選手権大会

【期 　　日】

決勝戦は関東リーグ1部所属の栃木シティフットボールクラブと県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が延長PK戦の末、勝利し優勝
及び天皇杯出場を決めた。

【総　 　評】
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4

5 　第55回 栃木県社会人サッカーリーグ

【結　 　果】

【総　 　評】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】 第１位　　ヴェルフェ矢板（9勝0分0敗）

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

【期 　　日】 5月9日～12月12日

降　格　  FC RESTA UTSUNOMIYA

（2）２部リーグＡブロック

10チーム（1回戦総当たり）※新型コロナウィルス感染症の影響により

第２位　　宇都宮FC

第３位　　J BUS宇都宮SC

第３位　　FC BAJELVO那須烏山

昇　格　　栃木シティU-25

降　格　　スポルトかわち

【期 　　日】 6月18日～2022年3月13日

【会　 　場】 サンエコ自然の森サッカー場　他

（3）２部リーグＢブロック

【参加ﾁｰﾑ数】 10チーム（１回戦総当たり）

【結　 　果】 第１位　　amnac

第３位　　栃木教員FC

第２位　　J-SPORTS　FOOTBALL　CLUB

第３位　　ACHIEVE(県北)、揚茜クラブ(県央)、ACたぬま(県南)

降　格　　なし

【期 　　日】

優　 勝 那須野ヶ原FC(県北)、上河内ＳＣ(県央)、メモリアルFC (県南)

準優勝　Erste CREW.(県北)、WEST Football Community(県央)、市貝クラブ(県南）

昇　格　　amnac

6月～12月

NEZASカップ第27回栃木県サッカー選手権大会一次予選会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

（1）１部リーグ

【期 　　日】 6月6日～2022月3年13日

【参加ﾁｰﾑ数】 8チーム（2回戦総当たり）※コロナ禍により途中打ち切り

【結　 　果】 第１位　　栃木シティU-25

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場　他

第２位　　白鷗大学FC

（5）第5回栃木県社会人サッカーリーグ１部・２部A/B入替戦

【参加ﾁｰﾑ数】 45チーム（県北6チーム、県央18チーム、県南23チーム）

【結　 　果】

（4）３部リーグ

【会　 　場】 県内各地

10



6

7

8

栃木県総合運動公園サッカー場Cコート他

4チーム

【期 　　日】

 ２．２種関連事業

1
　栃木県高等学校総合体育大会サッカー大会

 　(兼) 第64回 関東高等学校サッカー大会県予選会

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

【結　 　果】 ２部昇格チーム

【期 　　日】 2022年1月23日・30日

【会　 　場】 城見ヶ丘公園グランド、他

【参加ﾁｰﾑ数】 １２チーム

    Ａブロック優勝　　栃木ウーヴァ（県南5位）

    Ｂブロック優勝　　メモリアルFC（県南1位）

【期 　　日】 ５月８日、15日、22日

【会　 　場】 鬼怒グリーンパーク　他

2021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

    Ｃブロック優勝　　那須野ヶ原FC（県北1位）

2021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】 ８チーム

準優勝　日光市役所

第３位　栃木県庁、足利市役所

優　勝　宇都宮市役所

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

【期 　　日】 12月４日、11日、18日

【会　 　場】

4月29日、5月2・5・8・15・16日

【会　 　場】 白鴎大学、宇都宮市サッカー場

【期 　　日】 2022年2月27日、3月27日

準決勝　　　　宇都宮市役所　　 ３－０　足利市役所

（6）３部リーグ決勝大会

【結　 　果】 スポルト宇都宮（1部7位）　1－0　白鴎大学FC（2部A 2位）
FC　borboleta（2部A 7位） 1－0　J-SPORTS　FOOTBALL　CLUB（2部B 2位）

さくら市　鬼怒川運動公園

【結　 　果】

　　　　　　　   日光市役所　　　　 １－０　栃木県庁

準優勝　　日光市役所

【結　 　果】 優　 勝　　宇都宮市役所

第３位　 　足利市役所、栃木県庁

決 　勝　　　　宇都宮市役所      ３－１　日光市役所

第15回栃木県シニアフレンドリーマッチO-35 兼日本マスターズ2022サッカー競技栃木県予選会 

【期 　　日】 2022年2月6日、13日

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】 優　勝　足利御厨O35

準優勝　真岡SC

第3位　市貝GSB
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優勝 真岡高校(3年ぶり14度目)

準優勝 佐野日大高校

3位 國學院栃木高校、宇短大附属高校

2

優勝 矢板中央高校(3大会連続10度目)

準優勝 佐野日大高校

3位 宇短大附属高校、真岡高校

3

優勝 矢板中央高校(5年連続12度目)

準優勝 佐野日大高校

3位 真岡高校・宇短大附属高校

4

5

6

（1）1部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 60チーム

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド　他

　栃木県高等学校サッカー新人大会

　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

栃木県総合運動公園

　高円宮杯TFAU-18 サッカー第17回ユースリーグ栃木2021

【総　 　評】 　関東予選決勝と同カードとなった準決勝、佐野日大対真岡では、佐野日大がリベンジを
果たした。決勝では矢板中央がタフな戦いを制し、インターハイ出場となった。準決勝・決
勝はいずれも1-0と実力伯仲した中で、矢板中央の勝負強さが光った。

【期 　　日】

【結　 　果】 2回戦終了後、新型コロナウイルス感染症のため大会中止

【期 　　日】

【参加ﾁｰﾑ数】 3チーム

6月19日

【参加ﾁｰﾑ数】 56チーム

【総　 　評】

【結　 　果】 優勝　学悠館　　第2位　宇工　　第3位　科技高

【会　 　場】

【総　 　評】 　宇短大附属、佐野日大、真岡、國學院栃木がベスト4進出。準決勝はいずれも拮抗した
好ゲームとなったが、真岡と佐野日大が勝利し、山梨県で行われる関東大会出場を果た
した。

【期 　　日】 1月9・15日

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

【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

【総　 　評】 　記念すべき第100回大会となった高校サッカー選手権大会栃木大会は、矢板中央高校
が決勝戦で佐野日大高校を下し、5大会連続優勝となった。
　昨年度同様、とちぎテレビ様に協力して頂き、大会1回戦からネット中継を行った。また、
出場全チームの紹介動画を各チーム独自で制作し、とちぎテレビホームページで公開す
る企画も併せて実施した。会場で直接観戦できない状況が続く中、少しでも選手たちの輝
く姿を発信できた。

【結　 　果】

　第100回 全国高等学校サッカー選手権栃木大会

58チーム

【結　 　果】

（1）栃木大会

10月16・17・23・30日、11月3・6・13日

栃木県グリーンスタジアム　他

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム　他

【会　 　場】

【期 　　日】 5月29・30日、6月6・12・15・19・23日

60チーム

【結　 　果】
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第1位 第2位 第3位

矢板中央高校B 栃木SCU-18 宇短大附属高校

1位の矢板中央高校Bはプリンスリーグ関東2部に昇格

第1位 第2位 第3位

＜グループＡ＞ 矢板中央高校C 栃木SCU-18B 佐野日大高校B

＜グループＢ＞ 足利大附属高校 宇短大附属高校B 真岡高校B

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 烏山高校

＜グループｂ＞ 宇短大附属高校C 宇都宮工業高校 文星芸大附属高校C

＜グループｃ＞ 宇都宮北高校 益子芳星高校 真岡高校D

＜グループｄ＞ 真岡高校C 文星芸大附属高校B 茂木高校

＜グループｅ＞ 國學院栃木高校B 足利高校 栃木高校B

＜グループｆ＞ 栃木シティU-18 佐野日大高校C 青藍泰斗高校

12月26日

真岡市総合運動公園運動広場1

國學院栃木高校、小山南高校

國學院 2−1 小山南 國學院栃木が1部昇格

1

2

【会　 　場】

（4）昇格トーナメント

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【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】

【参加ﾁｰﾑ数】 20チーム（10チーム×2グループ）

【結　 　果】

【期 　　日】 4月〜12月

（3）3部リーグ

【結　 　果】

【期 　　日】 4月〜12月

【会　 　場】 県内各高校　他

（2）2部リーグ

【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

【期 　　日】

 ３．３種関連事業

感染症対策には十分配慮した大会であった。優勝した上河内中は高い攻撃力とゲームを
決めるこの特徴を持った選手がいるチームであった。準優勝の国分寺中は高い個人技で
ショートパスをつなぎ、攻撃の形を持ったチームであった。これから夏の総体に向け、各
チームのウィークポイントをトレーニングで埋めてもらいたい。

7月25日・26日・28日・29日・30日

【会　 　場】 グリーンスタジアム他

【結　 　果】

優勝　氏家中　準優勝　瑞穂野中　　３位　足利北中・上河内中

【参加ﾁｰﾑ数】 ３２チーム

優勝　上河内中　準優勝　国分寺中　　３位　鹿沼東中・姿川中

【結　 　果】

　栃木県中学校総合体育大会サッカー大会

【総　 　評】

32チーム

【期 　　日】 6月4日・5日・6日　　

【会　 　場】 キョクトウ青木フィールド

【参加ﾁｰﾑ数】

　栃木県中学校春季体育大会
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3

4

第４代表　　プログレッソ佐野

Bブロック決勝　　FC栃木　vs　イデア　　2 - 1

Aブロック決勝　　プログレッソ佐野　vs　足利 UTD   1 - 0

27チーム

【結　 　果】 第1代表　　ヴェルディSS小山

第2代表　　FC栃木

Cブロック決勝　　ともぞうSC vs  CASA  5 - 0

第3代表　　ともぞうCS

　高円宮杯 第33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】 4月29日・5月1日・2日・8日・9日・15日・16日・22日・29日

【会　 　場】

6

準決勝　　　足利両毛ユナイテッド　2 - 1　栃木ＳＣ・Ｕ１５

              　 FC VALON               1 - 0　　　ヴェルディＳＳ小山Ｕ14　　　

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。関東リーグに参戦している
栃木ＳＣ・Ｕ１５、に県リーグ1部のヴェルディＳＳ小山Ｕ１４、足利両毛ユナイテッド、県リー
グ3部のFC VALONが4強入りをした。接戦となった決勝戦は延長の末FC VALONが足利
両毛ユナイテッドをくだし、１２0チームの頂点に輝いた。

5
　第36回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

 　(兼) 第27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

【会　 　場】

第３位　 　栃木SC U-15

第４位　 　ヴェルディSS小山U14

準優勝    足利両毛ユナイテッドFC 　　　　

【結　 　果】 優 　勝　  FC VALON

【会　 　場】 グリーンサブ、キョウトク青木フィールド、小山運動公園、他

グリーンサブ、キョウトク青木フィールド、那須スポーツパーク、足利陸上競技場、他

【参加ﾁｰﾑ数】

【期 　　日】 10月2日・3日・9日・10日・16日

12月4日・5日・11日・18日・19日・25日

３位決定戦 　栃木ＳＣ・Ｕ１５　          3－0　　  ヴェルディＳＳ小山Ｕ14

決　 勝　　　　FC VALON　　　　延長　1 - 0　　足利両毛ユナイテッド

【総　 　評】

　第52回 下野杯争奪県下中学生サッカー大会

【期 　　日】

栃木県グリーンスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】 120チーム

【結　 　果】 優勝　氏家中　準優勝　古里中　　３位　作新中・小山中

那須スポーツパーク

【総　 　評】 氏家中は攻守において各ポジションに好選手が多く、クオリティが高い選手をそろえてい
た。得点力が高く関東においても活躍が期待される。瑞穂野中は前線に好選手をそろ
え、全体的なバランスが取れていた。

　栃木県中学校新人体育大会サッカー大会

【期 　　日】 11月21日・23日　　県中体連新人大会中止のため専門部ごとの代替大会代替大会

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 16チーム

【総　 　評】 県中体連新人大会中止のため専門部ごとの代替大会となった。練習を再開する時期が
各チーム異なり、調整が困難ではあったが、感染症対策を十分にとり大会運営すること
ができた。

Dブロック決勝　　ヴェルディSS小山　vs  スポルト宇都宮　2 - 1

【参加ﾁｰﾑ数】 27チーム

【結　 　果】 優勝　ともぞうSC、準優勝　FC VALON、　３位　足利両毛ユナイテッド

【総　 　評】 コロナ禍での大会でしたが非常に拮抗した試合が数多く観られレベルの高さを感じた。ま
た、決勝戦においては３点のリードを許したが見事「ともぞうSC」が逆転勝利し見応えの
ある決勝戦でした。
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第１位　　ウイングスSC

第5回　栃木県サッカー協会長杯　3種チャンピオンシップ

【会　 　場】

ウイングスSC大谷フィールド　他

【参加ﾁｰﾑ数】

Aブロック　１位　ウイングスSC2nd、２位　プログレッソ佐野、３位　ともぞうSCB

新型コロナウイルスの為中止

　2021栃木県ユースサッカーリーグ U-13

県内各地

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】 1部リーグ

8チーム

【結　 　果】

4月〜10月

（2）２部リーグ

優勝　FC　VALON、準優勝　HFC.ZERO真岡、3位　uinionSC

【期 　　日】

第２位　　ともぞうSC

第３位　　ヴェルディSS小山						

2部リーグA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2部リーグB

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

　　第18回栃木県クラブユース連盟（U-15）ラストゴール杯

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】

【総　 　評】

【結　 　果】

【総　 　評】

コロナ過での大会で途中中断もありましたが、感染対策を徹底し終えることができた。
ヴェルディSS小山が優勝し関東参入戦へ、2部FCスポルト宇都宮・bon de bola栃木、3部
FC　VALON・HFC.ZERO真岡が昇格した。

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

11月～2022年3月

【会　 　場】

今年度は新型コロナウイルスの為、大会期間を短縮で行なった。参加27チームを４つの
ブロックに組み分けたトーナメント戦で実施。感染予防の徹底と蜜を避ける事により大会
自体はスムーズに運営ができた。本年度は県代表枠4、関東リーグ2チームが関東大会
へ進出した。

Bブロック　１位　FCスポルト宇都宮、　２位　bon de bola栃木、　３位　FC CASA

（3）３部リーグ

【総　 　評】

　2021 栃木県ユースサッカーリーグ U-15

（1）１部リーグ

【期 　　日】 4月〜10月

【結　 　果】

優勝　ヴェルディSS小山　、準優勝　足利両毛UTD 、3位　ともぞうSC

【期 　　日】

【期 　　日】

【会　 　場】

4月〜10月

16チーム

県内各地

第１位　矢板SC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１位　　HFC.ZERO真岡

第２位　Bon de bola栃木 　　　　　　　　　　　　　　　第２位　　NIKKO SCセレソン

【会　 　場】 県内各地

【参加ﾁｰﾑ数】 16チーム

【結　 　果】

27チーム

第３位　栃木シティ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３位　FC　VALON

【総　 　評】 コロナウイルスの影響により大幅に日程を変更しながらも1部、2部全てのリーグが最後ま
で終えることができ、また1部リーグ優勝のウイングスSCが2022年度の関東リーグに昇格
した。
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【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】

【期 　　日】

【会　 　場】

【結　 　果】

 ４．４種関連事業

【参加ﾁｰﾑ数】

　JA全農杯の部

ＪＦＡ 第４５回全日本Ｕ－１２ サッカー選手権大会　栃木県大会

さくらスタジアム　他

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【期 　　日】

７月３日

【期 　　日】 ６月１３日・２０日・２６日

【会　 　場】 大松山運動公園陸上競技場　他

優　 勝　三重・山前ＦＣ
準優勝　ともぞうサッカークラブＵ１０
３　　位　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ
３　　位　アルゼンチンサッカークラブ日光

【結　 　果】

優　 勝　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２･fleur
準優勝　栃木サッカークラブＵ－１２
３　　位　ともぞうサッカークラブ
４　　位　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２

第７回QUALIER CUP 栃木県U-12サッカー大会

ＪＦＡバーモントカップ 第３１回 全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会栃木県大会

【参加ﾁｰﾑ数】

優　 勝　ヴェルフェ矢板Ｕ－１２･fleur
準優勝　栃木サッカークラブＵ－１２
３　　位　ともぞうサッカークラブ
３　　位　MORANGO栃木ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＵ１２

48チーム

優　 勝　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ
準優勝　ともぞうサッカークラブ
３　　位　三島ＦＣ
３　　位　栃木サッカークラブＵ－１２

６４チーム

【期 　　日】

【会　 　場】

優　 勝　ともぞうサッカークラブ
準優勝　MORANGO栃木ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＵ１２
３　　位　ＦＥ．アトレチコ佐野
３　　位　ＦＣ　ＶＡＬＯＮ

【期 　　日】 １０月１６日・１７日・２３日

【結　 　果】

ヴェルフェドリームフィールド　他

２１チーム

【会　 　場】 足利市民体育館

第５０回栃木県Ｕ－１０サッカー選手権大会

【参加ﾁｰﾑ数】 ９７チーム

１２チーム

【結　 　果】

真岡市総合運動公園運動広場　他

【参加ﾁｰﾑ数】

　Ｕ－11大会の部

１０月３１日・１１月７日

【会　 　場】

【期 　　日】 １２月１９日・２０２２年１月８日・１５日

【参加ﾁｰﾑ数】 １６チーム

第３９回栃木県U-11サッカー大会

２０２２年１月８日・１０日・１５日

とちぎフットボールセンター　他
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7

１部８チーム、２部８チーム

１部
　１位　ともぞうサッカークラブ
　２位　MORANGO栃木ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＵ１２
　３位　ヴェルフェ矢板U-12
２部
　１位　ＪFCアミスタ市貝
　２位　ボンジボーラ栃木
　３位　FCグランディール宇都宮

【期 　　日】 ９月５日・２６日、１０月９日、１１月２７日

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】

栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド　他

　後期

第５０回栃木県U-12サッカー選手権大会

202２年２月２６日・２７日・３月５日

市貝町城見ヶ丘運動公園　他

１６０チーム

【結　 　果】

優　 勝　J-SPORTSFOOTBALLCLUB U-12
準優勝　野木ＳＳＳ
３　　位　NIKKO.SPORTS.CLUB
３　　位　祖母井クラブ

コロナウイルスで中止

【会　 　場】

JFA U-12サッカーリーグ２０２１（in栃木）　トップリーグ戦

　前期

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【総　 　評】

【結　 　果】 優　 勝　　河内SCジュベニール

決　勝　　河内ＳＣジュべ二ール　２－1　ヴェルフェ矢板レディース

 ５．女子関連事業

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場、他

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

今年はヴェルフェ矢板レディースと足利・両毛ローザの2チームでの順位決定戦となっ
た.。中盤までは拮抗した展開で、得点程の差は感じなかったが、先取点をあげたヴェル
フェがその勢いのまま押し切り勝利した。

【会　 　場】

【総　 　評】

優　勝　　ヴェルフェ矢板レディース

【会　 　場】

【会　 　場】 宇都宮市サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 2チーム

【期 　　日】 ４月２４日、５月９日、７月１０日・１８日

【期 　　日】

【期 　　日】

1
　第25回 栃木県女子ユース（Ｕ－18）サッカー選手権大会

【結　 　果】

【参加ﾁｰﾑ数】 １部８チーム、２部８チーム

9月5日

 　(兼) 第25回 関東女子ユース（Ｕ－18）サッカー選手権大会栃木県予選

栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド　他

新型コロナウイルスの為中止

2
　第17回 栃木県女子ユース(U-15)サッカー選手権大会

【期 　　日】 9月12日・25日・10月9日

今年度は昨年より新規に1チーム増え、6チームによる開催となった。決勝戦は昨年同様
河内SCジュベニールとヴェルフェ矢板レディースの対戦となった。前半は互いの力が均
衡し0-0での折り返しとなったが、後半ヴェルフェ矢板の運動量が落ち、地力で勝る河内
ジュベニールが2-1で勝利をおさめた。また、どの試合も均衡したゲームとなり、見ごたえ
のある大会であった。

 　(兼) 第26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
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4

優勝　　宇都宮短期大学附属高等学校女子サッカー部

【期 　　日】

栃木県総合運動公園サッカー場、他

新型コロナウイルスの為中止

決  　勝　　セレソン宇都宮SC　１－１　河内SCジュベニール　

【総　 　評】

7月25日・8月1日

3チーム

【結　 　果】

決勝　　宇都宮短大附属　１－０　宇都宮文星女子高校

4月29日・5月2日・4日・8日・9日・15日

　「えいこう杯」第22回 栃木県女子サッカーリーグ

11チーム

【期 　　日】 4月～12月

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】 ７チーム

【結　 　果】 河内SCジュベニールU-15

【総　 　評】 開幕当初より１部リーグでは河内SCジュベニールとセレソン宇都宮ＳＣの首位争いが
予想されていた通りどちらも一試合も落とせない試合がシーズン通して展開され
見ごたえのあるシーズンであった。
２部では河内SCジュベニールU-15が独走の全勝で２部優勝と成りました。

3
　令和3年度 第62回 栃木県高等学校総合体育大会女子サッカー競技

 　(兼) 第10回 関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

【期 　　日】

【総　 　評】 両校とも攻守におけるハードワークで、決定的なチャンスを与えなかったが、一瞬の隙を
ついて宇都宮短大附属高校が初優勝を飾った。

（1）１部リーグ

【参加ﾁｰﾑ数】 ６チーム

（2）２部リーグ

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアムサブグランド、他

4月～12月

【結　 　果】 河内SCジュベニール

【期 　　日】

（3）入替戦

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【会　 　場】

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアムサブグランド、他

5
　第31回 栃木県レディースサッカー大会

 　(兼) 第33回 関東レディースサッカー大会栃木県予選

※県リーグローカルルール規定により入替え戦は実施せず。

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】

【期 　　日】

6
　第40回 栃木県女子サッカー選手権大会

 　(兼) 第43回 皇后杯関東女子サッカー選手権大会栃木県予選

宇都宮市サッカー場　他

【参加ﾁｰﾑ数】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　PK５－３

優　　勝　　セレソン宇都宮SC

【会　 　場】

【総　 　評】 今年は３チーム参加で、決勝は1回戦延長後半に得点し勝ち上がったセレソンと昨年優
勝のジュベニールの対戦となった。決勝戦は前半1－1で折り返した後から両チーム一歩
も引かず延長も０－０で終了した。結果はPK戦を制したセレソンの優勝となったが、暑い
時期で選手達にはきつい試合だったと思うが、どちらのチームも集中を切らさず良い試合
を見せてくれた。

【結　 　果】
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　（兼）第30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17回関東高等学校女子サッカー大会栃木県予選

8

1

優 　勝　　栃木教員マスターズ

【総　 　評】

【参加ﾁｰﾑ数】

第３位　 　ヴェルフェシニア、和SC

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアム

【会　 　場】

【参加ﾁｰﾑ数】

優 　勝　　とち丸シニアサッカークラブ

【結　 　果】

決 　勝　　宇都宮文星女子高校　0－０　宇都宮短大附属高校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　PK3－1
【総　 　評】

【期 　　日】

栃木県高等学校女子サッカー新人大会

9月18日・20日・10月1日・9日

準優勝　　下都賀シニアサッカークラブ

４チーム

【参加ﾁｰﾑ数】 １2チーム

               ＥG鹿沼lgorシニア　1－0　卯の花シニアSC

決 　勝　　ヴェルフェシニア　 ４－0　ＥG鹿沼lgorシニア

準優勝　　ＥG鹿沼lgorシニア

8月1日、8日

準決勝　　栃木教員マスターズ　５－０　和SC

第3位 　　喜連川FC、卯の花シニアSC

とちぎフットボールセンター・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【会　 　場】

（2）Over50

【期 　　日】

7月18日

決　 勝　　栃木教員マスターズ　１－０　下都賀シニアSC

【結　 　果】

（3）Over60

【期 　　日】

【結　 　果】

準決勝 　　ヴェルフェシニア　２－０　喜連川FC

7月18日・25日

 ６．シニア関連事業

優 　勝　　ヴェルフェシニア

【参加ﾁｰﾑ数】 12チーム

【結　 　果】

　　　　   　下都賀シニアSC   １－１　ヴェルフェシニア

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　4PK 3

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【会　 　場】

（1）Over40

【期 　　日】

　第12回 栃木県シニアサッカー選手権大会

　第30回 栃木県高等学校女子サッカー選手権

【期 　　日】

準優勝　　宇都宮短大附属高校

【参加ﾁｰﾑ数】 １1チーム

【会　 　場】 栃木県グリーンスタジアムサブグランド、他

新型コロナウイルスの為中止

春の総体予選決勝と同じ顔合せになった。ポゼッションを優位に進める宇都宮文星女子
高校に対して、粘り強い守備と鋭いカウンターを持つ宇都宮短大附属高校の戦いになっ
た。延長戦でも決着がつかず、PK戦の末、宇都宮文星女子高校が勝利した。

優　 勝　　宇都宮文星女子高校【結　 　果】
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【代表決定戦】

【代表決定戦】

1

準優勝　　とち丸シニアSC　O-60　　　（6勝１敗）

第3位　 　とち丸シニアSC　O-65　　（4勝3敗）

 ７．フットサル関連事業

【会　 　場】 栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】 7チーム

【結　 　果】 優 　勝　　栃木大昭SCグリーン　　　（6勝1分）

準優勝　　宇都宮ＦCファミリー　　　（4勝1分１敗）

第3位　 　ヴェルフェシニア     （3勝2分1敗）

【Ｂブロック】

　　　　　栃木教員マスターズ　２－１　FC SAL2016 O50

（4）Over60

【期 　　日】 ４月～10月

【会　 　場】

【会　 　場】

（2）Over50

準優勝　　宇都宮FCファミリー　  （5勝2分1敗）

優　 勝　　真岡シニア　　    （6勝1分1敗）

第3位　 　BOLAMISC宇都宮　    （5勝3敗）

１５チーム

準優勝　　和SC　  （４勝３敗）

第3位　 　真岡シニア　　    （３勝２分2敗）

【結　 　果】

【期 　　日】

　2021 第20回 栃木県シニアサッカーリーグ

（1）Over40

【参加ﾁｰﾑ数】

【Ａブロック】

優 　勝　　栃木教員マスターズ　（4勝2分）

準優勝　　栃木大昭サッカークラブグリーン

準優勝　　ＥG鹿沼lgorシニア　  （７勝1敗）

【結　 　果】

4月～2022年3月

【Ｂブロック】

【期 　　日】

栃木県内サッカー場

準決勝　　栃木大昭ＳＣ　グリーン　８－0　真岡シニア

4月～2022年3月

栃木県内サッカー場

【参加ﾁｰﾑ数】

　　　　　ヴェルフェシニア　１－０　真岡シニア

【Ａブロック】

第３位　　PS.F.E、F.C.マジカオ

【結　 　果】 第１位　 三栄不動産FC宇都宮

　ＪＦＡ第27回 全日本フットサル選手権大会栃木大会

【期 　　日】

第２位　　M.C.ウロボロス/栃木F.C.

【会　 　場】 日環アリーナ栃木サブ、清原体育館、県北体育館

10月17日、10月18日、10月25日、11月1日、11月15日、11月28日

【参加ﾁｰﾑ数】 11チーム

決　 勝　　とち丸シニアSC　２－０　栃木大昭ＳＣ　グリーン

　　　　   　とち丸シニアSC   ５－１　栃木大昭ＳＣ　ホワイト

優　 勝　　ヴェルフェシニア　　    （８勝）

１8チーム

第3位　 　喜連川フットボールクラブ　　    （6勝2敗）

優　 勝　　FC SAL2016 O50　　   （5勝1分1敗）
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第２位　　レガリア　(3勝0分1敗)

第３位　　ハビパカドミネイト　(2勝0分2敗)

【会　 　場】 県北体育館、宇都宮市スケートセンター

【参加ﾁｰﾑ数】 ５チーム

【結　 　果】 第１位　　フォルチューナ上三川   (4勝0分0敗)

第２位　　ラゾス　(4勝0分1敗)

第３位　　ブラジニアフットサル　(5勝0分1敗)

（3）３部リーグ

【期 　　日】 6月6日～8月8日　新型コロナウイルスの為前期で打切り

【会　 　場】 県北体育館、宇都宮市スケートセンター

【参加ﾁｰﾑ数】 7チーム

【結　 　果】 第１位　　PS.F.E   (5勝0分1敗)　　　　　　　※順位は得失点差による

【会　 　場】 宇都宮市清原体育館、日環アリーナ栃木サブ、県北体育館　他

【参加ﾁｰﾑ数】 8チーム

【結　 　果】

（2）２部リーグ

【期 　　日】 6月6日～8月8日　新型コロナウイルスの為前期で打切り

【期 　　日】 5月30日～12月26日　新型コロナウイルスの為前期７節で打切り

第１位　　三榮不動産FC宇都宮（6勝0分1敗）

第２位　　クラブ　スポルト　ガルサ　（６勝2分０敗）

第３位　　M.C.ウロボロス/栃木F.C.(6勝0分2敗)

【会　 　場】 県北体育館

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

　第19回 栃木県フットサルリーグ

（1）１部リーグ

【結　 　果】

　ＪＦＡ第27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2日、10月3日　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 県北体育館

【参加ﾁｰﾑ数】

【会　 　場】 日環アリーナ栃木サブ

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

　ＪＦＡ第12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2日、10月3日　新型コロナウイルスの為中止

【結　 　果】 第1位　矢板中央高校

第2位　國學院栃木高校

【結　 　果】 第1位　 F.C.マジカオ

第2位　アデランテFC

　ＪＦＡ第8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

　第17回全日本大学フットサル大会栃木県大会

【期 　　日】 5月5日

【会　 　場】 日環アリーナ栃木サブ

【参加ﾁｰﾑ数】 2チーム

日環アリーナ栃木サブ

【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

第２位　　アマレーロ/峰FC

【会　 　場】

　ＪＦＡ第18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25日、8月1日
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男子の部　第1位　Mの頂FCソムリエ　　第2位　モランゴ栃木

U-15の部　第1位　ファンタジスタ栃木　　第2位　矢板FC

11

12

1

2

3 　地区キッズフェスティバル

【期　　日】 ４月～３月

【参加者数】
延べ参加者数：１７,０８７人、回数：３３２回 （開催目標 ４００回）、開催市町数：１９市町
（市町総数２５、未実施６ 日光市、上三川町、野木町、塩谷町、高根沢町、那珂川町）

【総　 　評】
緊急事態宣言中 及び 蔓延防止期間中は施設側と担当者の協議で決定
感染対策は施設の対応に従う。

【会　　場】 県内の保育園、幼稚園、小学校、学童クラブ、

 ８．グラスルーツ関連事業

男子　15チーム、U-15　3チーム、女子の部はコロナウイルスで中止

【期 　　日】 2022年3月6日　　新型コロナウイルスの為中止

【参加ﾁｰﾑ数】

小山南高校、小山西高校、佐野東高校（男女）、佐野日大高校、佐野松桜高校、足利高校、

【期 　　日】

【参加者数】

【総　 　評】

　巡回指導

【結　 　果】 1部・2部入替戦　ボンジボーラ栃木　5－6　ラゾス

【期 　　日】

　　　　　　　　　　　　ラゾスが1部昇格

　　　　　　　　　　　　F.C.マジカオが2部残留

【会　 　場】

【会　  場】

【参加ﾁｰﾑ数】

【結　 　果】

【期　　日】

【会　 　場】

　施設交流大会

【結　 　果】

６月～３月  新型コロナウイルスの為中止

　ファミリーフットサルフェスティバル

【結　 　果】

　他種別との連携事業

【期　　日】

４月～３月

県北体育館、清原体育館、栃木市総合体育館

2部・3部入替戦　F.C.マジカオ　5－4　レガリア

　宇都宮カップ第13回オープンフットサル大会

第1回　８月11日　　　第2回、第3回は新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】 宇都宮スケートセンター

第２位　　北那須リンダニーニャ　（3勝0分2敗）　　※順位は得失点差による

第３位　　ラッシュ高根沢　（3勝0分2敗）

2022年3月13日

【会　 　場】 日環アリーナ栃木サブ

【参加ﾁｰﾑ数】 4チーム

2022年1月16日、23日、30日、2月20日、3月6日

日環アリーナ栃木サブ、宇都宮スケートセンター、足利市民体育館

【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19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】

　第17回 栃木県女子フットサルリーグ

【期 　　日】 6月6日～12月26日　新型コロナウイルスの為前期で打切り

【会　 　場】

烏山高校、さくら清修高校、今市高校、今市工業高校、真岡高校、宇都宮工業高校、宇都宮北高校、

【参加者数】

日環アリーナ栃木サブ　

22



4

5

7

（1）

（2）

（3）

【総　 　評】

コロナの影響で中学生女子フェスティバル1回のみ実施。また中体連大会の日程変更も
あり事業の目的を果たせなかった。レディース・エイトに関しては2年間実施できていな
い。

Ｕ－６～Ｕ－９ 

Ｕ－６～Ｕ－８

Ｕ－６～Ｕ－８ （グラスルーツフェスティバル）

茂木町並松運動公園サッカー場

【参加者数】 １０５名

【総　 　評】

ワンデーサッカークリニック

【期　　日】 9月下旬・2月13日（レディース・エイト）、11月21日・3月6日（中学生女子フェスティバル）

【会　　場】 県総合運動公園サッカー場、河内総合運動公園他

【参加者数】 11月21日のみ実施（14名）

【会　  場】 とちぎフットボールセンター

【参加者数】 ５３名（①１４名　②１７名　③２２名）

【総　 　評】 C級のリフレッシュ研修会を兼ねて開催。

【参加者数】 ６名

【総　 　評】 C級のリフレッシュ研修会を兼ねて開催

【期　　日】 ①７月１１日（日）、②１２月２６日（日）、③３月６日（日）

（4）C級養成講習会コース

【総　 　評】

【期　　日】 ３月５日（土）　

【会　  場】 キョクトウ青木フィールド

（3）北那須コース

【期　　日】 ２月５日（土）　鹿沼コース　　新型コロナウイルスの為中止

【会　  場】 サンエコ自然の森サッカー場

【参加者数】

（2）鹿沼コース

【会　  場】 グリーンスタジアム

【参加者数】 ２４名

【総　 　評】 午後の女子フェスティバルの指導者研修会を兼ねた女子コースとして開催。

　キッズリーダー養成講習会　　

【期　　日】 ６月６日（日）　

（1）宇都宮コース

【総　 　評】 実施は下都賀地区のみ、他地区は「新型コロナウイルスの為中止」

【会　　場】 青木サッカー場、フットボールセンター、県総合運動公園、その他 （宇都宮・鹿沼・芳賀・下都賀・両毛を検討）

【参加者数】 登録チームによるミニゲームU7：8チーム、U8：19チーム

【期　　日】

【総　 　評】

【期　　日】 １１月７日 （日）

９月５日 （日） 　新型コロナウイルスの為中止

【会　　場】

コロナ明けだった為、サッカー遊び（ボール遊び、シュート、キックターゲット等）を親子で
の行動で実施した。

５月３０日 （日）

 　　第15回 栃木県サッカーファミリーフェスティバル2021

CITY　FOOTBALL　STATION〈予定〉

【会　　場】

【参加者数】

【期　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】

　JFAフットボールデー

【参加者数】

新型コロナウイルスの為中止

6

　ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル　２０２１
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（4）

（5）
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11 　ＪＦＡ女子サッカーデー

【期　　日】 2022年3月6日

【会　　場】 カンセキスタジアムとちぎ

グリーンスタジアムサブグラウンド

【参加者数】

少年4種登録にて男子と一緒にサッカーをしている小学生女子に焦点を充て、県内の地
区トレセン別に募集をし開催。ゲーム形式でも、勝負ではなく、女子だけでできるサッカー
を楽しんでもらうことを目的とした。技術面では、普段男子の中ではなかなか発揮できな
い事にチェレンジをしている選手が多く、ピッチ内での成功例を実感できる場の提供がで
きた。

10月24日・11月23日　（2022年1月30日新型コロナウイルスの為中止）

Ｕ－７・Ｕ－８ （グラスルーツフェスティバルの予定）

【期　　日】

　ＪＦＡガールズサッカーフェスティバル2021栃木　グラスルーツ

【期　　日】

【会　　場】

【参加者数】

11月28日　（1月16日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、河内総合運動公園

【期　　日】

キョクトウ青木フィールド 〈予定〉

142名

【総　 　評】

【参加者数】 180名

〔10/24〕新型コロナ緊急事態宣言明けの最初のイベント開催となり、本来予定していた女
子グラスルーツフェスティバル形式ではなく、家族やチーム・職場仲等で気軽に参加でき
るウォーキングフットボール内容に変更。男女ミックスの参加もあり（女性が半数程度参
加を推奨）にしたので、初心者と経験者が一緒になってサッカーを楽しむ姿が多かった。
何より県内のなでしこひろば開催団体から参加してくれたので、比較的初心者が多かっ
たので、初心者同士も楽しくやれていた。
〔11/23〕コロナの影響もあり親子フェスティバルとして実施。ほぼ初心者の子どもたちが
参加し、他とボールを奪い合うようなメニューは行わず、ボールを使って親子で楽しく身体
を動かしてサッカーを好きになって貰うことを目的とした。子どもたち全員にボールをプレ
ゼントしたので、日常でも親子でサッカーを楽しんで貰えることに期待したい。

【会　　場】

【総　 　評】

カンセキスタジアム・県総合運動公園サッカー場　他

３月５日 （土） 新型コロナウイルスの為中止

【総　 　評】

【総　 　評】

９０名

72名

　ＪＦＡガールズサッカーフェスティバル2021栃木

5月30日・6月6日・13日　（6月20日雨天中止）

【参加者数】 163名

Ｕ－６ ～ Ｕ－９

【会　　場】

【会　　場】 CITY　FOOTBALL　STATION〈予定〉

２月５日（土） 　新型コロナウイルスの為中止

【総　 　評】

サンエコ自然の森サッカー場〈予定〉

【期　　日】

栃木CITYの協力を得て。

【参加者数】

　ＪＦＡレディース・ガールズサッカーフェスティバル2021栃木　なでしこレガシープログラム

【参加者数】

【会　　場】

【参加者数】

【総　 　評】

6/13@カンセキスタジアムとちぎで開催されるなでしこJAPAN国際親善試合に伴うレガ
シープログラムの一環としてフェスティバルを4回開催予定、そのうち3回実施できた。各
回で対象者を変え、初心者、経験者、子ども～大人が参加できる内容とし、今回参加した
ことをきっかけに女子サッカーを知ってもらう、サッカーを好きになってもらうことを最大の
目的とした。特に6/13国際親善試合当日は、多くの初心者の子どもたちと大学生以上の
女性が集まり、ゲストのなでしこOGとそれぞれサッカーを楽しんだ。

【期　　日】
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4月19、25日、6月21日、7月5、23、24日、8月17、19、20日

栃木県総合運動公園サッカー場、矢板運動公園、他　

指導者　延べ55名、選手　延べ200名

3

1

 ２．指導普及事業（技術強化委員会関連）

コロナまん延防止等重点措置の期間中であり、中止にすることも考えたが、カンセキスタ
ジアムとちぎが使用できる滅多にない機会なので、工夫して実施できる内容（チーム毎に
交代制でピッチを自由に使用してチームでサッカーを楽しんでもらう内容）で実施。なでし
こJAPANも使用したロッカールームでは写真などを撮っている姿も見られ、参加した方々
はすばらしいピッチでサッカーができたことをすごく喜んでいた。また、コロナ禍で思うよう
にサッカーができない（施設が使用できない）日常が続いていたので、今回このような企
画をしたことに感謝された。

【参加者数】 指導者　延べ32名(B級　16名、資格無し16名）、選手　延べ275名

【会　 　場】

【総　 　評】

4月７、１４、２１、25、２８日、５月１２，１９、２３日、6月９、１６、２３、３０日、７月８、９、１０日

指導者　延べ50名(A級G 10名、B級 20名、C級 20名）、選手　延べ200名

【期 　　日】

【期 　　日】 10月～1月（計8回）

とちぎフットボールセンター　他

（1）強化練習会

4月～2022年2月（計22回）

【期 　　日】

【会　 　場】

（3）Ｕ－15中体連

【参加者数】

【期 　　日】

 １．国体強化関連

とちぎフットボールセンター　他

新型コロナウイルスの為中止

　国体少年男子

【期 　　日】

【参加者数】 指導者　延べ30名、選手　延べ115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

指導者　延べ132名(A級G 22名、B級 88名、C級　22名）選手 延べ550名

指導者　延べ１２０名、選手延べ３５０名

【会　 　場】

【期 　　日】

【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】 鹿沼自然の森公園サッカー場　他

【参加者数】

6月21日、7月26日、8月2日、8月15日、8月18日、8月20日

　国体成年男子

【参加者数】

【参加者数】

【期 　　日】

【参加者数】

【会　 　場】

（1）強化練習会

【期 　　日】 10月～1月（計10回）

（1）Ｕ－16

　国体女子

（2）Ｕ－15セントラル

（1）強化練習会

　トレセン練習会

【会　 　場】

【会　 　場】

（4）Ｕ－14セントラル

10月～1月（計8回）

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

Ⅱ　県内関連事業（技術強化・審判関係）

　JFA障害者サッカーフェステバル2021 in 栃木
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（10）女子U-15/16

（11）女子U-13/14

2

【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

（5）Ｕ－14中体連

【期 　　日】 10月～1月（計8回）

【参加者数】 指導者　延べ32名(A級G 8名、B級 16名、C級　8名）、選手　延べ160名

【参加者数】 指導者　延べ32名(B級　16名、C級　16名）、選手　延べ160名

（6）Ｕ－13中体連

【期 　　日】 10月～1月（計8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24名(B級　12名、C級　6名）、選手　延べ350名

（7）Ｕ－13クラブ

【期 　　日】 10月～1月（計8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32名(A級G　8名、B級　16名、C級　8名）、選手　延べ160名

【期 　　日】 5月15日　6月5日　7月17日

【会　 　場】 フットボールセンター

（8）Ｕ－12

【会　 　場】 フットボールセンター

指導者　延べ30名(A級G 3名、A級U-12 6名、B級 12名、C級 9名）、選手　延べ120名【参加者数】

【期 　　日】 9月～2022年3月（計11回）

【会　 　場】 県総合運動公園サッカー場　他

【参加者数】 指導者　延べ21名(A級G 3名、B級 9名、C級 9名）、選手　延べ120名

【期 　　日】 5月15日　6月5日　7月17日

（9）Ｕ－１１

【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

県総合運動公園サッカー場　他

【期 　　日】

【参加者数】

11月28日

指導者　延べ55名(A級G　11名、B級　11名、C級　22名、GK1　11名）、選手　延べ275名

【期 　　日】

（12）ゴールキーパー

7月～2022年3月（5回　クリニック4回、GKトレセン1回）

【参加者数】

4月～2022年3月（計7回）

【会　 　場】

【参加者数】 指導者　延べ42名(A級U-12　7名、B級　7名、C級　7名、GK1　7名、GK２　7名）、選手　延べ420名

【会　 　場】

指導者　延べ40名(GK3　5名、GK2　15名、GK1　20名）、選手　延べ200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

【参加者数】 指導者　5名(A級G 1名、B級 3名、C級　１名）、選手　18名

（1）Ｕ－16

【期 　　日】

11月28日、12月12日

（2）Ｕ－15

【期 　　日】 10月24日、11月28日、12月12日

【会　 　場】 那須スポーツパーク

（3）Ｕ－14

【期 　　日】

【参加者数】 指導者　21名(A級G　3名、B級　12名、C級　6名）、選手　75名

【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

指導者　延べ8名(A級G　2名、B級　８名、C級　2名）、選手　延べ121名【参加者数】

（4）Ｕ－13

【期 　　日】 実施なし
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8 　Ａ・Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

【期 　　日】

２月12日

(配信会場)　(公社)栃木県サッカー協会【会　 　場】

６月１９日（土）～１２月１８日（土）

　Ｂ級コーチ養成講習会受講者選考会

（5）Ｕ－12

【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】

（7）女子

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【参加者数】

　海外遠征

【期 　　日】 実施なし

【会　 　場】

【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（６月５日～７月１１日）

２コース（１２月４日～１２月２６日）

３コース（２月２６日～３月２０日）

【会　 　場】

【会　 　場】 リアンビレッジ矢板(とちぎフットボールセンター)　他

【受講者数】 ５３名

（2）Ｄ級コーチ

【期 　　日】 １コース（４月１７日・１８日）

２コース（９月４日・５日）

３コース（９月１１日・１２日）

４コース（１１月１３日・１４日）

５コース（２月１９日・２０日）

【会　 　場】 白鷗大学　他

【参加者数】 ２０１名

　栃木県フットボールカンファレンス【オンライン】

【期 　　日】

【受講者数】 １１０名

　公認指導者研修会（リフレッシュコース）

【期 　　日】 開催なし

【参加者数】

１月９日（土）　４月２９日（木）

９名

【受講者数】

【参加者数】 １３名

【会　 　場】

【会　 　場】 栃木県立真岡高等学校

リアンビレッジ矢板(とちぎフットボールセンター)　他

【期 　　日】
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36名

2805名

26名

　【会　 　場】 宇都宮市田原コミュニティプラザ

【会　 　場】

【期 　　日】

【期 　　日】 5月1日(土)　〈宇都宮協会主催〉　

【会　 　場】 宇都宮市豊郷地区市民センター

宇都宮市河内総合運動公園陸上競技場

  【受講者数】

9月11日（土）　

【期 　　日】

  【受講者数】

【受講者数】

　【会　 　場】

③【期 　　日】

66名

【会　 　場】

79名

 ３．指導普及事業（審判委員会関連）

栃木県立県北体育館

  【受講者数】

  【受講者数】

①【期 　　日】 3月13日(日)

　【会　 　場】 下野市南河内公民館・南河内体育センター

県協会審判委員会主催事業

栃木市西方総合文化体育館

3月26日(土)

  【受講者数】 44名

　サッカー４級審判資格取得講習会

15名（6名合格）

栃木県立県南体育館

【会　 　場】

（1）４級

【受験者数】

①【期 　　日】 10月24日(日)

　【会　 　場】

各地区協会主催事業

  【受講者数】

　サッカー３級審判資格昇格審査会

（1）第１回

【受講者数】

下野市大松山運動公園陸上競技場

【会　 　場】

【期 　　日】 6月6日(日)　〈大田原市協会主催〉　

大田原市湯津上地区公民館

24名

【受講者数】 49名

②【期 　　日】 3月20日(日)

　【会　 　場】

【期 　　日】 2月5日(土)　〈小山市協会主催〉　

36名

28名

【期 　　日】 8月1日(日)　〈佐野市協会主催〉　

【会　 　場】

②【期 　　日】 11月14日(日)

【会　 　場】

真岡市青年女性会館

【受講者数】

【期 　　日】 5月23日(日)　〈芳賀郡市協会主催〉　

佐野市アリーナたぬま

11名（10名合格）

（2）第２回

【受験者数】

　サッカー審判登録更新講習会

3月12日(土)

【受講者数】 16名

下野市グリムの館

　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

（2）３級

①【期 　　日】 10月24日(日)

　【会　 　場】 下野市グリムの館
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（３）2級

2022年１月23日（土）

7

8

9

【派遣者数】

【会　　場】 県内各地

（2）第２回

【会　 　場】 清原工業団地管理センター

【期 　　日】

キョクトウ蔵の町学習館（栃木市民交流センター）

【受講者数】 42名

6名

【期 　　日】

【期 　　日】 4月25日

【期 　　日】 7月11日

【会　 　場】

鹿沼市サンエコ自然の森サッカー場

  【受講者数】 15名

（3）２級

①【期 　　日】

【受講者数】 34名（更新24名、取得４名、講師・オブザーバー6名）

　フットサル３級審判インストラクター登録更新

12月19日(日)

②【期 　　日】 2月6日(日)

　【会　 　場】 鹿沼市サンエコ自然の森サッカー場

  【受講者数】

【期 　　日】

【会　 　場】

宇都宮市田原コミュニティプラザ

  【受講者数】 22名

②【期 　　日】 11月14日(日)

270名  【受講者数】

  【受講者数】 15名

　フットサル４級審判資格取得講習会

（1）第１回

　【会　 　場】

　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

44名

　【会　 　場】

5月9日

【受講者数】 25名

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

（1)4級

【受講者数】 1名

日環アリーナ

  【受講者数】 344名

（2）3級 　※ＪＦＡラーニング　10月～2月

　※ＪＦＡラーニングのみ　10月～2月

  　　　【受講者数】　　　　20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14日(日)

【会　 　場】 田原コミュニティプラザ

【会　 　場】 オンラインWEB講習会

【受講者数】

3名

　審判員・インストラクター県内各大会派遣

2022年１月23日（土）

【会　 　場】 オンラインWEB講習会

【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

延べ802名(審判員：延べ616名、インストラクター：延べ186名)

【受講者数】

（1）第１回
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11

12月12日（日）・18日（土）・26日（日）、1月31日（月）

12

グリーンスタジアムサブグラウンド、大田原スポーツパーク、リアンビレッジ矢板

1

【会　 　場】

【期 　　日】

7月17日(土)、8月28日(土)、9月25日(土)、10月16日(土)、10月24日(日)、11月27日(土)

　審判トレセン

とちぎフットボールセンター、宇都宮市河内地区市民センター・上河内地区市民センター・
田原コミュニティプラザ　他

【内　 　容】

【会　 　場】 オンライン（Zoom)

11月21日(日)、12月19日(日)、12月25日(土)・26日(日)、1月15日(土)、3月19日(土)

【期 　　日】 5月20日(木)、5月22日(土)、5月23日(日）、66月12日(土）、6月19日(土)、6月27日(土)

【内　 　容】 講義、プラクティカルトレーニング、実技研修　他

オンライン(zoom) 、大田原女子高、県総合運動公園、宇都宮中央女子高、宇都宮体育館【会　 　場】

11月28日(日)、12月18日(土)、12月19日(日)、2月26日(土)、3月26日(土)

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

3月14日(日)、4月18日(土)、7月10日(土)、11月22日（月）・28日（日）、12月5日（日）・

Ⅲ　県内関連事業（専門委員会関係）

　総務委員会

　　　　　　　　　　　　シニア　　　　　　　２０ﾁｰﾑ　　       　７８１名

　　＜2021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　　　　　　　８９ﾁｰﾑ 　　　　２，３４０名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　　　　　６４ﾁｰﾑ　　　　 ２，９３１名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　１３５ﾁｰﾑ　　　　 ３，６７７名

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　１６１ﾁｰﾑ　　 　　４，４０１名

　　　　　　　　　　　　女　子　　　　　　　２６ﾁｰﾑ　　  　　　 ５１２名

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

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　４９５ﾁｰﾑ       １４，６４２名

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

　　　　　　　　　　　　女子１級　　　　 　　　　　　１名     　　      －　　　　  　　     －　　　　　　 　    －

　　　　　　　　　　　　１　種　　　　　　　２６ﾁｰﾑ           　　３８１名

　　　　　　　　　　　　２　種　　　　　　　　１ﾁｰﾑ 　　       　　 ４０名

　　　　　　　　　　　　３　種　　　　　　　　１ﾁｰﾑ 　　       　　 　６名

　　　　　　　　　　　　３　級(U-18)　　　 　        １名　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　３　級(U-15)　　    　 　　    －　　   　　 　－　                   －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級　　      　    　３，１０４名         ４３６名                    －                     －

　　　　　　　　　　　　４　種　　　　　　　　０ﾁｰﾑ       　   　　   ０名

　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　　２８ﾁｰﾑ         　   ４２７名

　　＜2021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     　　    １名　　　　　　     ３名　　　　　　　    －

　　　　　　　　　　　　２　級　　　　　　　 　 　　 ６６名　　　　　　８名       　　　     ７名   　　　　      ２名

　　　　　　　　　　　　３　級　　　　     　　　　４０４名     　    ２０名　　　　     　３３名   　　　　      ３名

【内　 　容】 講義

　ＪＦＡ女子審判トレセン

【期 　　日】 4月17日(土)、5月15日(土)、7月17日(土)、8月28日(土)、9月19日(日)、10月23日(土)、
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 （2）スポーツ救命ライセンス講習会の開催

 （2）審判研修会の開催

 （6）各種大会の公式記録担当

　審判委員会

 （2）日本協会及び関東協会、県体協等との連絡調整

　地区委員会

 （1）各種大会へのドクター派遣

 （4）各種大会審判員派遣

　医事委員会

 （3）各連盟事業の調整

 （2）各委員会・連盟との調整

 （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

　財務委員会

 （1）予算案、決算の作成

　技術委員会

 （2）トレーニングセンター事業

 （3）指導者養成事業

 （4）キッズ関連事業のサポート

 （1）代表チームサポート事業

　フットサル委員会

 （1）広報紙「ＳＯＣＣＥＲとちぎ」の発行

 （3）審判資格登録更新講習会

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

 （5）各種大会の記録収集

 （3）ＪＦＡ　ＮＥＷＳ 寄稿原稿

　記録広報委員会

 （4）サッカー関係資料収集、管理

 （1）各地区との連絡調整

 （1）各連盟担当者連絡調整

　　　　　　　　　　　　Ｄ級コーチ　　　　  　         １，４６５名　　　　 　　 　　－

　　　　　　　　　　　　４　級(U-18) 　      １，４０９名             ５名　                  －                     －

　　　　　　　　　　　　４　級(U-15)　　      　　  ６２名　　   　　 　－　　                －                     －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　サッカー　    　　 フットサル

　　　　　　　　　　　　Ｓ級コーチ　　　　　　  　　　   　　  ２名     　　　　      －

　　　　　　　　　　　　合　計　　      　　   ５，０５３名　  　  ４７０名                 ４３名                  ５名

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-15　　  　       　  　　１名    　　　         －

　　＜2021年度指導者登録数＞

　　　　　　　　　　　　キッズリーダー 　　　   　   　     　８名　　 　 　　　　　－

　　　　　　　　　　　　合　　計　　　    　  　　    　２，２９２名　　　　 　  ２３名

 （1）事業報告、事業計画案の作成

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチジェネラル　       　  　４２名　　　　　　　  　－

　　　　　　　　　　　　Ａ級コーチＵ-12　　   　      　  　　９名    　　　         －

　　　　　　　　　　　　Ｂ級コーチ　　　 　 　　  　　　   １３６名　　 　 　 　　 ２名

　　　　　　　　　　　　Ｃ級コーチ　　　　  　　  　     　６２９名　　 　　　 　２１名

 （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

　施設委員会

 （1）審判資格取得講習会、審判資格昇格審査会の開催
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　   　 　　　　　齋　藤　桜　和　　  　ＦＣグランディ―ル宇都宮

 （2）2021年度　第34回　森山賞　受賞者

　　　    　　　  花　山　颯　太　　  　ヴェルフェ矢板Ｕ-12

　   　 　　　　　森　　 　悠　貴　　  　ＪＦＣファイターズ

       鷹　觜　倫　弘　　ヴェルフェ矢板　監督

       　　　  　　三　島　　 　愛　　  　栃木サッカークラブ　レディース

                    吉　野　 　　翼　　　  佐野日本大学高等学校サッカー部

　栃木県サッカー協会関係の表彰

       女　子  　関　根　芽玖美　　　栃木サッカークラブ　レディース

 （2）ＮＥＺＡＳカップ（天皇杯県予選）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

       ２　種 　  藤　井　陽　登　　　  矢板中央高等学校サッカー部

 （1）202１年度　第49回　太郎賞　受賞者

 （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

　　　    　　　　秋　元　大　樹　 　 　ヴェルフェ矢板Ｕ-12

　　　     　　 　落　合　哉　太　　    ＭＯＲＡＮＧＯ栃木フットボールクラブＵ12

　事業委員会

                    加　藤　直　輝　　  　鹿沼市立粟野中学校サッカー部

     　３　種　　熊　谷　匡　祐　　  　栃木サッカークラブＵ-15

                    大　畑　凜　生　　  　矢板中央高等学校サッカー部

　　    　 　　　 秦　野　　 　敬　　  　三島ＦＣ

      中　村　　　敦　  　栃木シティフットボールクラブ　監督

                          　　 　第55回関東サッカーリーグ１部　第4位

                    小　竹　知　恩　  　  プログレッソ佐野Ｆ.C.Ｕ-15

                          　　 　第55回関東社会人サッカー大会　準優勝

　　　 ４　種　 伊　東　洋　瑛　　  　栃木サッカークラブＵ-12

 （4）キッズアカデミーの企画・運営

 （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

 （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）

 （2）関係連盟・委員会との連絡調整

 （3）フットボールデーの企画、運営

                          　　 　第55回関東社会人サッカー大会　第3位

                          　　 　第54回関東大学サッカー大会　第4位

       久保田　圭　一　　栃木サッカークラブ レディース　監督

                          　　 　第26回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会（兼）

       泉　　　文　夫　　河内SCジュベニール　監督

       上　野　　　哲　　小山工業高等専門学校サッカー部　監督

                          　　 　第50回関東高等専門学校サッカー選手権大会 ブロック優勝

       堀　田　利　明　　作新学院大学サッカー部　監督

                          　　 　第28回関東女子サッカーリーグ入替トーナメント大会　ベスト4

                          　　 　JFA第26回全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選　第3位

       鯨　岡　佑　太　　FC　CASA　FORTUNA　OYAMA　監督
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2 　各連盟の表彰

　 ①ベスト11

       　　　　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た。

　　　　　栃木シティFC U-25(優勝)、白鷗大学FC(準優勝)、BAJELVO那須烏山(第3位)

         　各地区の優勝チーム　　

                 第55回関東社会人サッカー大会　準優勝

       栃木シティフットボールクラブ

  (3)2021年度　第39回　協会長賞　受賞者

       井ノ口　賢　司

    【個人】

　　④ 第55回 栃木県社会人サッカーリーグ3部

    【団体】

       　　　　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。

 （2）クラブユース連盟の表彰

　　　　　amnac(優勝)、J-SPORTS　FOOTBALL　CLUB(準優勝)、栃木教員FC(第3位)

 （1）栃木県社会人サッカーリーグ表彰

       ヴェルフェ矢板

                 第55回関東サッカーリーグ１部　第4位

　　① 第55回 栃木県社会人サッカーリーグ１部

　　 　　  ヴェルフェ矢板 (優勝)、宇都宮FC(準優勝)、J Bus宇都宮SC(第3位)

　　② 第55回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ａ

          金澤優介、山﨑　柊、手塚柑汰、千住澪央（栃木SC）

       稲　垣　浩　充

       　　　　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。

       岩　﨑　研　一

       菅　谷　昌　広

       　　　　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。

       河内SCジュベニール

                 第28回関東女子サッカーリーグ入替トーナメント大会　ベスト4

                 JFA第26回全日本U -15女子サッカー選手権大会関東予選　第3位

       作新学院大学サッカー部

                 第54回関東大学サッカー大会　第4位

       栃木サッカークラブ　レディース

                 第26回関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会（兼）

　　③ 第55回 栃木県社会人サッカーリーグ２部Ｂ

       　　　　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。

       矢板中央高等学校サッカー部

                 JFA第8回全日本U-18フットサル選手権大会ベスト8

                 JFA第8回全日本U-18フットサル選手権大会関東大会 準優勝

    　    那須野ヶ原FC(県北)、上河内ＳＣ(県央)、メモリアルFC(県南)

       漆　原　　　誠

                          　　 　JFA第8回全日本U-18フットサル選手権大会関東大会　準優勝

       FC　CASA　FORTUNA　OYAMA

                 第55回関東社会人サッカー大会　第3位

       小山工業高等専門学校サッカー部

                 第50回関東高等専門学校サッカー選手権大会 ブロック優勝

       増　子　明　男　　矢板中央高等学校サッカー部　監督

                          　　 　JFA第8回全日本U-18フットサル選手権大会ベスト8
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① 2020年度　事業報告について

　　第２号議案　2020年度収支決算に関する件

【会　 　場】 ホテルニューイタヤ

【議 　　事】

【議 　　事】

9月1日

Ⅴ　県内関連事業（会議関係）

（1）第１回

           黒崎泰良(矢板SC)    　 　 　　　栗原昇太　（FC SHUJAKU）            　 岩波恵佑　(おおぞらSC)

　　　　 松本琉維、西丸由都、加藤大翔（ウイングスSC）

　　　   秋澤悠宇、石川廉章（ヴェルディSS小山）　岡部秀裕、春山龍人（足利両毛UNT）

358名（内　委任状342名）

           清水蹴新　（チェルト栃木）　　　 　大山右京　(ウイングスSC)　　　　　中松陸　(足利ユナイテッド)

　　第３号議案　役員改選に関する件

          福田彩人（エルマーノ那須）　     木滑貴紀（栃木シティ）　　　　加藤諄大（日光SC）

495名

栃木県サッカー協会事務所

　総会

 　        冨田圭都(イデア真岡)　　 　　　柿沼孝輝（Fantasisuta）　　　　       佐々木永翔　(ヴェルディ小山）

　理事会

6月23日

      　　鈴木元雄　(モランゴ栃木)　　　　 小口悠翔（FCスポルト）        　   小平倭　(栃木SC)

 １．県サッカー協会関連

【期 　　日】

【会 員 数】

【出席者数】

　　第１号議案　2022年度事業計画（案）に関する件

③ 役員の改選について

④ 顕彰について

⑤ コロナ禍における育成・強化事業のあり方について

【同意者数】

② 2020年度　決算報告について

　　第２号議案　2022年度収支予算（案）に関する件

5月19日

【議 　　事】

【期 　　日】

　　　　　渡辺春　(Bom de bola栃木) 　 　海老沼拓実　(FC　CASA)

    ② クラブユース連盟優秀選手（ユ ー ス）

    ③　クラブユース連盟優秀選手（ジュニアユース）

          軽部　倭太琉 (栃木SCU-18)　國分颯人（栃木シティU-18）

321名（内　委任状299名）

（1）第１回

【出席者数】

（2）第２回

【期 　　日】 2022年2月23日

【出席者数】

【会　 　場】

　　　　  門沢怜士(FC栃木)　　　   　 　　小竹知恩　(プログレッソ佐野)

　　　　 神谷陽汰（SAKURA FC)　　　村岡叶夢（HFC.ZERO）　　　　川上悠輔（J-SPORTS）

　　第１号議案　2020年度事業報告に関する件

【議　 　事】

理事2２名

【会 員 数】 549名

          緑川周助　(ともぞうSC)     　　　 高橋稀世嘉（今市アルシオーネ）

26名

（3）第３回

　　　 　須佐悠音（FCグラシアス）　     竹村来翔（KOHARU PROUD栃木）　　　　直井芳樹（unionSC）

【期 　　日】

②（公社）栃木県サッカー協会グラスルーツ委員会規約（案）の制定について

①コンプライアンス担当理事の選任について

（2）第２回【書面決議】
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4月12日、5月11日、7月2日、9月9日、11月13日、12月7日、3月18日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園武道館、栃木県グリーンスタジアム　他

　専門委員会

4月12日

【期 　　日】

【会　 　場】 栃木県総合運動公園武道館他

　総会・登録説明会

【期 　　日】

理事23名

22名

【期 　　日】

①2021年度　顕彰について

②2022年度　事業計画（案）について

4月17日、6月18日、8月6日、10月8日、12月27日、2022年2月25日

　理事会

⑤2022年度　栃木SCホームゲーム運営協力について

　総会（評議員会）

【期 　　日】

③ 審判委員会からのお願いについて

6月4日、2021年3月20日

新型コロナウィルス感染症の影響により書面決議にて実施

 ２．社会人連盟関連

【会　 　場】

【会　 　場】

 ３．高校連盟関連

栃木県サッカー協会事務所

【期 　　日】 3月21日

　登録説明会

【期 　　日】 12月18日

【期 　　日】 3月21日

 （2）第28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

 （3）第54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】

【議 　　事】

【出席者数】

理事23名

【会　 　場】

① 経理規則及び特定費用準備資金等取扱規程の制定について

11月10日

（4）第４回

栃木県サッカー協会事務所

栃木県サッカー協会事務所及びオンライン

2022年1月12日

栃木県サッカー協会事務所

2022年2月9日

【期 　　日】

【出席者数】

（5）第５回

【議 　　事】

③2022年度　予算（案）について

【議 　　事】

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事務所

②GKプロジェクトについて

③NEZASカップ第27回栃木県サッカー選手権大会について

④2021年度　顕彰について

 （1）知事杯 第54回 栃木県社会人サッカー選手権大会  代表者会議

①2022年度　アクションプラン（案）について

【出席者数】

　代表者会議

【期 　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】

【会　 　場】

② GKプロジェクトに関する委託契約について
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10月7日　　代替大会代表者会議

【期 　　日】

【会　 　場】

５月28日

【会　 　場】

雀宮中学校

【期 　　日】 12月7日

 （1）栃木県春季体育大会サッカー競技　代表者会議

【期 　　日】

【会　 　場】 宇都宮工業高校

 （4）下野杯中学生サッカー大会　代表者会議

【期 　　日】 9月9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】

【会　 　場】

【期 　　日】 5月11日

4月12日

【会　 　場】 栃木県総合運動公園武道館

カンセキスタジアムとちぎ

 （３）全国高校サッカー選手権栃木大会　監督会議

 （2）全国高校総体サッカー大会県予選会　監督会議

　代表者会議

 （1）県総体兼関東高校サッカー大会県予選会　監督会議

７月21日

【会　 　場】 雀宮中学校

 （3）栃木県新人体育大会サッカー競技　代表者会議

第1回　6月27日、第2回　2022年3月12日

【期 　　日】

雀宮中学校

 ４．中学連盟関連

4月24日【期 　　日】

　代表者会議

 ５．クラブユース連盟関連

 （2）第33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】

【会　 　場】

【期 　　日】

　委員長会議

【会　 　場】

11月3日

【会　 　場】

 （2）栃木県総合体育大会サッカー競技　代表者会議

　総会

【期 　　日】

【期 　　日】

パルティとちぎ参画センター・ZOOM

栃木県サッカー協会

５月7日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【期 　　日】

 （1）第36回 全日本クラブユース選手権(U-15)大会　代表者会議

とちぎ健康の森会議室・栃木県サッカー協会・ZOOM会議

8月28日

【会　 　場】

8月28日

とちぎ健康の森会議室・栃木県サッカー協会

栃木県サッカー協会

4月24日、6月27日、11月20日、2022年1月29日、2月26日、3月12日

【期 　　日】

　理事会

【期 　　日】

 （3）2020 栃木県ユースサッカー(U-13)　代表者会議

　代表者会議
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【期 　　日】 １２月４日

 （8）第５０回栃木県Ｕ－１２サッカー選手権大会　抽選会

【会　 　場】

　監督会議及び抽選会

【期 　　日】 ６月１３日

実施せず

栃木県サッカー協会事務所

【期 　　日】 ２０２２年１月８日

 （7）第３９回栃木県Ｕ－１１サッカー大会　抽選会

5月21日、7月14日、11月5日、１月21日

　登録説明会

栃木県サッカー協会事務所　他　

 （2）第７回QUALIER CUP 栃木県U-12サッカー大会　抽選会

【期 　　日】 ５月２２日

 （3）ＪＦＡバーモントカップ 第３１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

 （6）ＪＦＡ 第４５回全日本Ｕ－１２ サッカー選手権大会　栃木県大会　抽選会

【期 　　日】 １０月１７日

【会　 　場】

【期 　　日】

　総会

栃木県サッカー協会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

 ７．女子連盟関連

下野新聞社

 ６．少年連盟関連

【会　 　場】 下野新聞社

 （5）第５０回栃木県Ｕ－１０サッカー選手権大会　抽選会

【期 　　日】

アミークス

 ８．シニア連盟関連

2022年1月29日

 （4）2022栃木県ユースサッカー(U-15)　代表者会議

【会　 　場】

【期 　　日】

栃木県サッカー協会・ZOOM会議

【会　 　場】

９月１８日

【会　 　場】

【期 　　日】

【会　 　場】

【会　 　場】

　理事会

【会　 　場】

【会　 　場】 芳賀町武道館

【会　 　場】 下野新聞社

【会　 　場】

パルティとちぎ参画センター・ZOOM会議

書面決議

【期 　　日】 ５月２２日、８月２０日、９月１７日、１１月２７日、１月２３日、1月２９日

【会　 　場】

　常任理事会及び理事会

【会　 　場】

　総会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

　代表者会議

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

　総会（評議員会及び登録説明会）

【期 　　日】

【会　 　場】

２０２２年３月１２日
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代表決定戦　　栃木県　0-1　茨城県

敗者戦　　　　　栃木県　0-2　千葉県

1

栃木シティFC

＜ホームゲームのみ＞

栃木シティFC　１－２　エスペランサSC

栃木シティFC　２－１　ジョイフル本田つくばFC

栃木シティFC　１－１　東京２３ＦＣ

栃木シティFC　2－2　ブリオベッカ浦安

栃木シティFC　６－２　日立ビルシステム

栃木シティFC　１－０　VONDS市原

栃木シティFC　２－１　桐蔭横浜大学ＦＣ

栃木シティFC　４－１　流通経済大学ＦＣ

栃木シティFC　３－１　流経大ドラゴンズ龍ケ崎

【会　 　場】

【会　 　場】

【結　 　果】

【結　 　果】 代表決定戦　　栃木県　0-1　埼玉県

【期 　　日】

【会　 　場】 三栄不動産事務所、日環アリーナ栃木

【期 　　日】 ４月21日、6月30日、8月30日、12月1日、2022年3月13日

　登録説明会

【会　 　場】 栃木県　栃木県グリーンスタジアムメイン・栃木県グリーンスタジアムサブ

【会　 　場】

　総会

　理事会

【期 　　日】

８月21日・22日・23日　

コロナウイルスで中止

【会　 　場】

【期 　　日】

１回戦　栃木県　0-1　東京都

【期 　　日】

 （3）少年男子

栃木県　真岡市総合運動公園陸上競技場・栃木県グリーンスタジアムサブ

 （2）女子

コロナウイルスで中止

【会　 　場】

栃木県　緑新スタジアムYAITA（陸上競技場）・矢板運動公園サッカー場

【結　 　果】

１回戦　栃木県　0-0　山梨県

 （1）成年男子

【期 　　日】

１．１種関連事業

８月21日・22日・23日　

7月11日　

　第76回　国体関東ブロック大会

関東各都県

Ⅵ　関東大会関連事業

新型コロナウイルスの為中止

 ９．フットサル連盟関連

【期 　　日】

　登録説明会

　第55回　関東サッカーリーグ

（1）１部リーグ

【期 　　日】 4月3日～11月14日

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　　　　　　　　　　PK5-3
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栃木シティFC　１－３　Criacao Shinjuku

栃木シティFC　２－２　TOKYO UNITED FC

2

3

スポルトかわち(県クラブ選手権１位)

１回戦　ＦＣ群馬(群馬県)  ４－１　スポルトかわち

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2代表）、足利大学(北関東第3代表)

作新学院大学　8－0 松蔭大学（神奈川都）

足利大学　　1－3　成蹊大学(東京県)

7

作新学院大学

１回戦　作新学院大学　２-３(ＥＸ0－1)　筑波大学

8

　第55回　関東社会人サッカー大会

【期 　　日】

【会　 　場】 群馬県

　　　　通算成績　１４勝２分６敗　４位

【会　 　場】

【結　 　果】 １回戦　FC CASA ２－０  八王子FC(東京都２位)

２回戦　FC CASA不戦勝　※流経大ドラゴンズ龍ケ崎(関東１部７位)棄権

【参加チーム】

【会　 　場】 茨城県ひたちなか市

【結　 　果】

【参加チーム】 ヴェルフェ矢板(第1代表)、FC CASA FORTUNA OYAMA (第２代表)

【結　 　果】

２回戦　FC CASA ３－３（PK5-4）tonan前橋ｻﾃﾗｲﾄ(群馬県１位)

２回戦　ヴェルフェ　２－０　房総ローヴァーズ木更津FC (千葉県１位)

準優勝　ヴェルフェ矢板　

第3位　FC CASA FORTUNA OYAMA

2021年度北関東大学サッカー選手権大会

【会　 　場】

第10回　関東大学サッカートーナメント大会　プレーオフ

【結　 　果】

「アミノバイタル®」カップ2021第10回関東大学サッカートーナメント大会

１回戦　ヴェルフェ  ２－０　ＦＣ．ＪＯＢＵ (群馬県２位)

6月6日・13日・20日

関東各都県

【期 　　日】

　第57回　全国社会人サッカー選手権大会関東予選

9月18日・19日

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

２回戦　ヴェルフェ　０－２　ブリオベッカ浦安(関東１部２位)

決定戦　FC CASA　１－３　ジョイフル本田つくばFC(関東１部１０位)

11月14日・15日・28日・29日

　第28回　全国クラブチームサッカー選手権大会関東大会

【期 　　日】

【結　 　果】

１回戦　FC CASA １－０　 YOKOHAMA FIFTY CLUB (神奈川県1位)

決勝　　ヴェルフェ　１－２（エリース東京ＦC (東京都１位)

【期 　　日】 4月、5月

準決勝　FC CASA ０－１（エリース東京ＦC (東京都１位) 

準決勝　ヴェルフェ　３－１　境トリニタス (茨城県１位)

北関東各県

【参加チーム】

【会　 　場】

【参加チーム】

【期 　　日】 7月10日～7月25日

【期 　　日】 6月26日・27日

【会　 　場】 関東各県

関東各県

　第14回　北関東大学サッカーリーグ戦

【参加チーム】

【結　 　果】
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作新学院大学、白鷗大学、宇都宮大学、足利大学

第１位　作新学院大学　　(16勝1分0敗)

第４位　足利大学　　(9勝1分8敗)

第５位　白鷗大学　　(9勝1分8敗)

第７位　宇都宮大学 　　(４勝５分８敗)

9

作新学院大学

作新学院大学　０－１　城西大学

作新学院大学　１－０　中央学院大学

作新学院大学  12－０　神奈川工科大学

作新学院大学  ０－３　明治学院大学

作新学院大学　０－1　 青山学院大学

10

宇都宮市役所、日光市役所

11

宇都宮市役所

小山工業高等専門学校

1回戦　小山工業高等専門学校　2－1　東京都立産業技術高等専門学校荒川C

準決勝　小山工業高等専門学校　1－0　東京工業高等専門学校

13

足利御厨Over３５ 

足利御厨Over３５ 　0－4　エリース東京Ｏ35

1

真岡高校(Aグループ)、佐野日大高校（Bグループ)

2

4月～12月

　高円宮杯ＪＦＡ U-18サッカープリンスリーグ2021 関東

【期 　　日】

【結　 　果】

6月5〜7日【期 　　日】

【会　 　場】

【1回戦】　真岡　0−3　明秀日立(茨城県)　　佐野日大　0−1　韮崎(山梨県)

２．２種関連事業

【結　 　果】

昇格チーム：明治学院大学（東京都）、青山学院大学（東京県）、PO城西大学（埼玉県）【結　 　果】

2022年２月11日～14日【期 　　日】

　第64回　関東高等学校サッカー大会

山梨県

【会　 　場】

【期 　　日】

【期 　　日】

10月30日～11月27日

【会　 　場】

【参加チーム】

６月

とちぎフットボールセンター　他

山梨県

【期 　　日】 11月6日・7日

【会　 　場】 ひたちなか市総合運動公園（茨城県）

【参加チーム】

12
　令和3年度関東信越地区高等専門学校総合体育大会

　（兼）第50回　関東高等専門学校サッカー選手権大会

【会　 　場】 東京都

【参加チーム】

【結　 　果】 新型コロナウイルスの為中止

新型コロナウイルスの為中止

【期 　　日】 4月～12月

【会　 　場】 北関東各県

【参加チーム】

第54回　関東大学サッカー大会

【結　 　果】

【参加チーム】

【結　 　果】

【結　 　果】

　第48回　関東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大会北関東予選会

【参加チーム】

※コロナ感染拡大防止のため決勝戦は開催せず。
小山高専はブロック優勝で群馬工業高等専門学校と共に全国大会出場決定。

日本スポーツマスターズ2022サッカー競技関東予選会

【期 　　日】 2022年2月19日、20日

【会　 　場】 JFA夢フィールド 千葉県フットボールセンター

【参加チーム】

【結　 　果】
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関東各都県

矢板中央高校

7位(勝点18、得失点−6、5勝3分6敗)　1部残留

3

なし(矢板中央高校が1部残留のため、矢板中央高校Bは2部に自動昇格)

4

栃木SCU-18、栃木シティ

1次予選 栃木SC　グループ2位、栃木シティ　グループ2位

トーナメント1回戦 栃木SC　0−0　PK(2−3)　横浜FCユース

栃木シティ　0−2　大宮アルディージャU18

1

氏家中・瑞穂野中

2

＜Ａブロック＞

栃木SC、ウイングスSC、ともぞうSC、足利両毛ユナイテッド、FC VALON

　2回戦　ウイングスSC 　　 2－2 PK(4-3)  　前橋SC

　3回戦　ウイングスSC 　　 0－5　　クマガヤSC

１回戦　氏家中　2-1　市川三中　　瑞穂野中　0-5　鹿島中
2回戦　氏家中　0-3　下吉田中
第5代表決定戦　氏家中　0-2　桐生大付属中
第7代表決定戦　氏家中　0-1　甲府城南中

【参加チーム】

山梨県

【結　 　果】

【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2021関東1部　参入戦　

【結　 　果】

関東各都県

【結　 　果】

関東各都県

【参加チーム】

　2回戦　栃木SC　　　  　1－3　　横浜Fマリノス

　第27回　関東クラブユースサッカー選手権（U-15）大会

　（兼）第36回　日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会関東大会
3

【参加チーム】

【会　 　場】

３．３種関連事業

12月18〜22日

【会　 　場】

【結　 　果】

千葉県千葉市他

8月6日～9日　　

ウイングスＳＣ、栃木SC、ヴェルディSS小山、プログレッソ佐野、ともぞうＳＣ、FC栃木

　1回戦　栃木SC　　　　　2－0　  FC栃木

【期 　　日】

【参加チーム】

日本クラブユースサッカー選手権（U-18）関東大会

4月〜6月

【会　 　場】

【会　 　場】

関東各都県

【結　 　果】

　1回戦　ともぞうSC 　   １－9　    横浜FC

＜Ｂブロック＞

【期 　　日】

FC VALON  3-1  １FC川越水上公園

6月26日・27日・7月３日・４日・10日・11日

　1回戦　プログレッソ佐野 　 0－4　FC多摩

　1回戦　ウイングスSC 　　 3－3 PK(7-6)  　ヴェルディSS小山

　第52回　関東中学校サッカー大会

【期 　　日】

1回戦

2回戦

栃木SC  4-1  FC杉野

ともぞうSC  3-2   アウルFC取手

　高円宮杯　第33回　全日本ユース（U-15）サッカー関東大会

【期 　　日】 11月6日・7日・13日・14日

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

足利両毛ユナイテッド　0-4  湘南ベルマーレ
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4

3月～11月

ウイングスＳＣ 栃木サッカークラブU-15

0勝9敗　2部A 10位 2勝2分5敗　2部B 8位

5 　2021　第8回　関東ユース（U-13）サッカーリーグ（2部）

6

7

1

2

2回戦　FCスポルト宇都宮 2-1　SOLTILO

2回戦　FCエルマーノ那須　　0-2　　　FCラルクベール

Division3　　　　　　

1回戦　FC CASA   1-0  FC深谷

1回戦　FCスポルト宇都宮　1-0  藤岡キッカーズ

2回戦　FC CASA   0-3　　FC VIDA  

【期 　　日】

　2021　第15回　関東ユース（U-15）サッカーリーグ（2部）

４．４種関連事業

【参加チーム】

関東各都県

FC VALON  0-3  GRANDE FC

3回戦

栃木県トレセン　男子・女子

ヴェルフェ矢板Ｕ－１２
ＦＣ　ＶＡＬＯＮ
MORANGO栃木ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＵ１２
ともぞうサッカークラブ
ＦＥ．アトレチコ佐野

【参加チーム】

関東M-T-M交流戦 in 群馬 ２０２１

【期 　　日】

【会　 　場】

【結　 　果】

群馬県伊勢崎市あずまサッカースタジアム　他

ともぞうSC  1-1 PK(4-2)  ヴァンホーレ甲府

関東各都県

9勝2敗3分　2部D 2位 1勝13敗　2部C 8位

ＦＣスポルト宇都宮

【結　 　果】
男子　１日目：０勝４敗　２日目：１勝３敗
女子　１日目：なし　　　 ２日目：２勝２敗

７月３１日・８月１日

【参加チーム】

８月７日・８日

群馬県【会　 　場】

【結　 　果】

栃木SCジュニアユース

【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】

ウイングスSC  1-2  ヴェルディ　SS AJUNT

ともぞうSC   0-8      三菱養和巣鴨

【参加チーム】

栃木SC  0-1       浦和レッズ

【期 　　日】 4月～2022年3月

【会　 　場】

2021　第1回関東クラブユース連盟CALLENGE CUP 

【期 　　日】 11月20日・21日・27日・28日

【結　 　果】

1回戦　イデアFC真岡　　0-4  フォトゥナSC　　　　　

関東各都県【会　 　場】

１回戦　FCエルマーノ那須　　1-0  韮崎SC

Division2　FCエルマーノ那須、イデアFC真岡　　　　Division3 FC CASA、　FCスポルト宇都宮　　　

Division2　　　　　　

【結　 　果】 ヴェルディSS小山　　0-1  上州フットボールクラブ高崎

2021　関東ユース（U-15）サッカーリーグ参入戦

【期 　　日】 12月5日

準決勝　FCスポルト宇都宮　1-4  トリプレッタ

【会　 　場】 栃木フットボールセンター

【参加チーム】 ヴェルディSS小山
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3

4

5

6

7

8

【参加チーム】
ＦＣ　ＶＡＬＯＮ
ともぞうサッカークラブ

【結　 　果】
ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　　　　　４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

【期 　　日】

【会　 　場】 群馬県

２０２２年４月９日・１０日

【会　 　場】

【結　 　果】

第３２回　関東選抜少年サッカー大会

【会　 　場】

【結　 　果】 新型コロナウイルスの為中止

【結　 　果】

【期 　　日】 ２０２２年３月５日・６日

栃木県トレセン

栃木サッカークラブＵ－１２
ともぞうサッカークラブ
ＪFCアミスタ市貝

新型コロナウイルスの為中止

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

２０２２年１月２２日・２３日　　新型コロナウイルスの為中止

【参加チーム】
足利トラウム
ブラッドレスSC宇都宮

コーエィ前橋フットボールセンター

【期 　　日】 １２月２６日～２７日

【会　 　場】 コーエィ前橋フットボールセンター

１２月２６日～２８日

群馬県

【参加チーム】

【参加チーム】

ヴェルフェ矢板Ｕ－１２　　　　　　　　  （１位パート　優勝）
ＦＣ　ＶＡＬＯＮ　　　　　　　　　　　　　  （３位パート　優勝）
MORANGO栃木ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞＵ１２　（３位パート）
ともぞうサッカークラブ　　　　　　　　　（４位パート）
ＦＥ．アトレチコ佐野　　　　　　　　　　 （６位パート）

【期 　　日】

【会　 　場】

２０２１フジパンCUP　第４５回　関東Ｕ－１２サッカー大会　in 群馬

【結　 　果】

【結　 　果】
栃木サッカークラブＵ－１２　０勝１分１敗（２位トーナメント）
ともぞうサッカークラブ　　　　０勝０分２敗（３位トーナメント準優勝）
ＪFCアミスタ市貝　　　　　　 ０勝０分２敗（３位トーナメント）

【会　 　場】

【参加チーム】

【参加チーム】

MORANGO栃木フットボールクラブＵ１２
ｕｎｉｏｎ　ＳＣ
Ｓ４スペランツァ
ＦＣグランディール宇都宮

JFA Ｕ－１２ガールズゲーム関東 ２０２１ iｎ 千葉

【結　 　果】

１６位　MORANGO栃木フットボールクラブＵ１２
２２位　ｕｎｉｏｎ　ＳＣ
２９位　Ｓ４スペランツァ
３０位　ＦＣグランディール宇都宮

フクダ電子スクエア

【期 　　日】

栃木県トレセン

第１９回JFA関東ガールズ・エイト(Ｕ－１２)サッカー大会

【期 　　日】

第３回　ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ　ＣＵＰ　Ｕ－１２

新型コロナウイルスの為中止

2021年2月2６日・２７日
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1回戦　　宇都宮文星女子高校　０－２　健大高崎高校　(群馬2)

5

　　　　　　宇都宮女子高校　０－８　市立甲府商業高校　(山梨1）

10月2日・3日・17日・23日・24日

1回戦　セレソン宇都宮SC　不戦敗

11月13日・14日・20日・21日

　　　　　　　3位決定戦　 白鷗足利高校     ０－２  常盤大学高校　(茨城１）

【参加チーム】

【期 　　日】

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)

セレソン宇都宮SC

【結　 　果】

2

1回戦　 FCクィーンズ　１－０　八千代ボニットFC　(千葉３）

山梨県

　第33回関東レディースサッカー大会

FCクィーンズ、ブランカFC

【結　 　果】

５．女子関連事業

　（兼）JFA第33回全日本O-30女子サッカー大会関東予選

2回戦　 FCクィーンズ　０－６　SOCIOS.FC VENGA　（東京１）　　　

　　　　　 ブランカFC 　０－１２  小平サッカークラブ　(東京３）

【期 　　日】

【会　 　場】

【期 　　日】

宇都宮短大附属高等学校

11月13日日・14日

【会　 　場】 栃木県

【参加チーム】

【会　 　場】

1

9月4日～19日

　第43回　関東女子サッカー選手権大会

　（兼）皇后杯JFA第43回全日本女子サッカー選手権大会関東予選

　第26回　関東女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

【会　 　場】

栃木ＳＣレディース（関東リーグ）　河内ＳＣジュべ二ール（第１代表）

千葉県

【期 　　日】

　（兼）全国高等学校総合体育大会サッカー競技関東予選

山梨県

4
　第30回　関東高等学校女子サッカー選手権大会

1回戦　宇都宮短大附属高校　０－５　日本航空高校　(山梨）

【会　 　場】

　　　　　　宇都宮短大附属高校　０－２　前橋育英高校　(群馬1）

　　第17回  関東高等学校女子サッカー秋季大会

3
　令和３年度　第10回　関東高等学校女子サッカー大会

東京都

【参加チーム】

【結　 　果】

　(兼）第30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】 6月5日・6日・7日

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】

10月23日・24日・30日・31日

2回戦　　白鷗足利高校　 　１－０　都立国分寺高校　(東京１）

準決勝   白鴎足利高校　　 ０－３  県立幕張総合高校　(千葉１）

茨城県・千葉県

【参加チーム】

【会　 　場】

1回戦　　白鷗足利高校　0-0PK5-4　桐蔭学園高校　(神奈川2）【結　 　果】

白鷗足利高校（第1代表）、宇都宮女子高校（第2代表）

7

6
　第25回　関東女子ユース（U-18）サッカー選手権大会

　（兼）ＪＦＡ第25回全日本U-18女子サッカー選手権大会関東予選

【参加チーム】 ヴェルフェ矢板レディース

【結　 　果】 1回戦　ヴェルフェ矢板レディース　０－１６　スフィーダ世田谷　（東京2）

埼玉県

【期 　　日】

　（兼）ＪＦＡ第26回全日本U-15女子サッカー選手権大会関東予選

【参加チーム】

【結　 　果】 1回戦　　河内ＳＣジュべ二ール　０－７　東京BARUS FC　(東京２）

11月3日・6日・7日・13日【期 　　日】
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3回戦　　栃木ＳＣレディース　１－０　　ジェフユナイテッド千葉U-15　(関東４）

8

9

10 2021年度　関東女子Ｕ-15サッカーリーグ

4月17日～10月23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　日テレ・東京ヴェルディメニーナ

入替戦 栃木SCレディース  ２－０　小美玉フットボールアカデミー

関東U-15リーグ　残留

11 第28回　関東女子サッカーリーグ　2部入替戦

2021年1月22日・29日

流通経済大学RKUフットボールフィールド、他

河内SCジュベニール

河内SCジュベニール　５－０　FARINA高崎FC

※関東リーグ2部　昇格

12 2021年度　関東女子Ｕ-18サッカーリーグ

2021年４月～１２月

関東各地

Aグループ　８チーム、　Bグループ　８チーム　　　計１６チーム

宇都宮文星女子高校 ：Aグループ　８位　にて終了

入替戦

1

＜予選Bブロック＞

　　　ヴェルフェシニア　１－０　FC船橋(千葉県)

　　　ヴェルフェシニア　0－4　FC西武台(埼玉県)

　　　ヴェルフェシニア　２－０　鹿島４０雀(茨城県)

　　　5・6位決定戦　　ヴェルフェシニア　０－２　図南サッカークラブグランデ(群馬県)

2

＜予選Bブロック＞

千葉県市原市

宇都宮FCファミリー【参加チーム】

【会　 　場】

【結　 　果】

山梨県昭和町

【参加チーム】 ヴェルフェシニア

【結　 　果】

６．シニア関連事業

準決勝　栃木ＳＣレディース　 ０－１　浦和レッズレディースJrユース　(関東２）

2回戦　　栃木ＳＣレディース　1-1PK4-2　大和シルフィードU-15　（神奈川３）

【結　 　果】

【結　 　果】

【参加チーム】

【会　 　場】

【参加チーム】

　第15回　関東レディースエイト(O-45)サッカー大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

　JFA 第9回全日本O-40サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 6月26日、27日

【会　 　場】

　JFA 第20回全日本O-50サッカー大会　関東地区予選会

【期 　　日】 4月24日、25日

【会　 　場】

【期 　　日】

　第15回　関東レディースエイト（O-40）サッカー大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【期 　　日】

【結　 　果】

【会　 　場】

栃木ＳＣレディース　　３勝３分８敗　第７位

【参加チーム】

【結　 　果】

※新型コロナウイルス感染等の影響により未実施試合有り

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】
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　　　宇都宮FCファミリー　０－７　FC浦和シニア(埼玉県)

　　　宇都宮FCファミリー　０－６　横浜シニア(神奈川県)

　　　宇都宮FCファミリー　０－４　四十雀クラブ東京５０(東京都)

　　　7・8位決定戦　　宇都宮FCファミリー　２－７　ドリーム水戸シニア(茨城県)

3

＜予選Aブロック＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　１－２　山梨シニア(山梨県)

　　　敗者戦　　栃木大昭サッカークラブ　３－３　ドリーム水戸シニア(茨城県)

4　PK　5

4

＜予選Aブロック＞

　　　栃木大昭サッカークラブ　０－２　アスレチックちば(千葉県)

　　　　敗者戦　　栃木大昭サッカークラブ　０－０　群馬FC７０(群馬県)

5　PK　4

5

6

7

8

1

【結　 　果】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【参加チーム】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　KTFA第9回　関東O-70サッカー大会

【結　 　果】

【参加チーム】 栃木大昭サッカークラブ

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【結　 　果】

【期 　　日】

【会　 　場】

新型コロナウイルスの為中止

　JFA 第16回全日本O-70サッカー大会関東予選会

埼玉県加須市【会　 　場】

　KTFA第16回　関東O-60サッカー大会

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

　KTFA第15回　関東O-40サッカー大会

11月13日

　KTFA第15回　関東O-50サッカー大会

７．フットサル関連事業

【期 　　日】 11月28日

【会　 　場】

【参加チーム】

【参加チーム】 16チーム（本県：三栄不動産FC宇都宮）　

　ＪＦＡ第27回　全日本フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】 2022年1月15日、23日

【会　 　場】

1回戦　三栄不動産FC宇都宮　２－３　コロナFC/権田（神奈川）

第3位　府中アスレティックFCサテライト（東京）

第2位　オーパ（千葉）

埼玉県：富士見市総合体育館、幸手市体育館

【結　 　果】

第1位　バルドラール浦安セグンド（千葉）

群馬県前橋市

【期 　　日】

　JFA 第22回全日本O-60サッカー大会　関東地区予選会

栃木大昭サッカークラブ

【結　 　果】

【参加チーム】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】
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2

3

4

5

6

7

8

　ＪＦＡ第12回　全日本女子U-15フットサル選手権大会関東大会

決勝　　　　　矢板中央高校　２－２　PK２－４　バルドラール浦安テルセーロ（千葉）

　ＪＦＡ第27回　全日本U-15フットサル選手権大会関東大会

【期 　　日】

群馬県：渋川総合運動公園体育館

　ＪＦＡ第8回　全日本U-18フットサル選手権大会関東大会

【会　 　場】 千葉県：館山総合運動公園体育館

　第17回　全日本大学フットサル大会関東大会

茨城県：水海道総合体育館

【参加チーム】

【結　 　果】 1回戦　F.C.マジカオ　２－５　山梨大学

6月26日、27日、7月11日

8チーム（本県　F.C.マジカオ国際医療福祉大学））

【期 　　日】 7月4日

【期 　　日】 11月22日、23日

第3位　カナクラーベFC（神奈川）、東小沢バンビーナ（茨城）

【結　 　果】

　JFA第16回全国ビーチサッカー大会　関東大会

【結　 　果】

7月25日、26日、8月2日

【会　 　場】

【期 　　日】

第1位　多摩大学体育会フットサル部

第2位　東京大学フットサル部さんぱち先生

【参加チーム】 12チーム（本県　矢板中央高校）

準決勝　　　　矢板中央高校　５－４　フーガドールすみだファルコンズ

予選ラウンド　矢板中央高校　０－０　リガーレ東京U18

第3位　城西大学体育会サッカー部

12チーム（本県　コロナウイルス県予選が開催できなかったため不参加）

【期 　　日】 2022年1月15日、2月6日、11日　　1月15日はコロナウイルスで延期、2月11日は中止

【参加チーム】 20チーム　出場辞退チーム3チーム（本県　ブラジニアフットサルレディース、アマレーロ/峰FC）

【会　 　場】

【会　 　場】

アマレーロ/峰FCは出場辞退

山梨県：小瀬スポーツ公園体育館

ベスト4を決定後、抽選で全国出場の3チームを決定

　シュートアニージャ、バルドラール浦安ラスボニータス、東京府中アスレティックFCレディース

　ＪＦＡ第18回　全日本女子フットサル選手権大会関東大会

千葉県：鴨川令徳高等学校サンドコート

【結　 　果】 1回戦　ブラジニアフットサルレディース　1-4　バルドラール浦安ラスボニータス（日本リーグ：千葉）

第2位　東急SレイエスFCU-15

第2位　白岡SCL（埼玉）

【結　 　果】 予選ラウンド　矢板中央高校　９－１　第一学院高等学校

【会　 　場】

【期 　　日】 11月22日、23日

第3位　フウガドールすみだウィングス（東京）

第1位　十文字中学校（東京）

【結　 　果】 第1位　MES千葉ヴィットリアスFC（千葉）

群馬県：渋川総合運動公園体育館【会　 　場】

第2位　矢板中央高校

第3位　フーガドールすみだファルコンズ（東京）

8チーム（本県　コロナウイルス県予選が開催できなかったため不参加）

【参加チーム】

【参加チーム】

第1位　バルドラール浦安テルセーロ（千葉）

【参加チーム】 8チーム（本県チーム出場なし）

第1位　東京ヴェルディビーチサッカー　

第23回　関東フットサルリーグ　Powered ｂｙ ＰＥＮＡＬＴＹ

　（1）１部リーグ

9月～12月【期 　　日】

【会　 　場】 関東各都県
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優勝　　リガーレ東京（東京）（5勝1分1敗）

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9月～12月

2敗戦　ブラジニアフットサルレディース　10-0　チチカカ（群馬）

【会　 　場】

【期 　　日】 5月～12月

【期 　　日】

13チーム（本県　栃木シティフットサルクラブ）

【期 　　日】 2022年2月23日、3月6日

【参加チーム】 11チーム（本県チームなし）

関東各都県

参入戦　ブラジニアフットサルレディース　３－３　PK２－４　AOHレディース（埼玉）

【会　 　場】 千葉県：館山運動公園体育館

【参加チーム】 8チーム（本県　三栄不動産FC宇都宮）

【期 　　日】 2022年23日、3月5日

【結　 　果】

　（2）２部リーグ

【参加チーム】 10チーム（本県チームなし）

【結　 　果】 優勝　　オーパ（千葉）　7勝1分0敗

第12回　関東女子フットサルリーグ　Powered ｂｙ ＰＥＮＡＬＴＹ

【結　 　果】 優勝　　シュートアニージャ（神奈川）　（7勝0分0敗）

【参加チーム】

【会　 　場】 関東各都県

　第24回　関東フットサルリーグ参入戦・１部２部入替戦

【結　 　果】 1回戦三栄不動産FC宇都宮　　2－2　PK2-4　デルミオーレクラウド群馬セグンド（群馬）

　第13回　関東女子フットサルリーグ参入戦・入替戦

【結　 　果】 1回戦　ブラジニアフットサルレディース　5－0　東小沢バンビーナ（茨城）出場辞退

【会　 　場】 東京都：小金井市総合体育館、水元総合スポーツセンター体育館

【参加チーム】 8チーム（本県　ブラジニアフットサルレディース）

　第37回　全国選抜フットサル大会関東大会

【会　 　場】 東京都：駒沢運動公園体育館

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】

【期 　　日】 5月8日、9日　　コロナウイルスで開催時期を8月に延期をしたが、中止

　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

【期 　　日】 2022年10月9日、10日　　コロナウイルスで大会は中止、全国へは推薦出場

【会　 　場】 山梨県：小瀬スポーツ公園体育館

【参加チーム】 埼玉県、神奈川県

【結　 　果】 第1位　東京ヴェルディBS（9勝0分0敗）

【結　 　果】

　Abｅａｍ Systems Presents第5回関東大学フットサルリーグ2021

【期 　　日】 10月～2021年3月

【会　 　場】 関東各都県

【参加チーム】 11チーム（本県チームなし）

【結　 　果】 第1位　慶應義塾大学体育会ソッカー部（7勝1分0敗）

　第8回　関東ビーチサッカーリーグ1部2021

【期 　　日】 4月～11月

　第8回　関東ビーチサッカーリーグ1部2部入替戦

【期 　　日】 12月12日

【会　 　場】 埼玉県：しらこばと水城公園

【結　 　果】

【期 　　日】 5月～11月

　第2回　関東女子ビーチサッカーリーグ2021

ビーチサッカークラブ川崎　５－５　WHIZKID鹿島KG　　　川崎が残留

【会　 　場】 神奈川県：平塚海岸、千葉県：九十九里海岸　他

【参加チーム】 6チーム（本県チームなし）
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1

2

3

9月26日～9月29日 新型コロナウイルスの為中止

三重県

9月27日～9月30日 新型コロナウイルスの為中止

三重県

9月26日～9月30日 新型コロナウイルスの為中止

三重県

4

栃木SC（J２）

【結　 　果】 １回戦　　栃木シティフットボールクラブ 　９－０　韮崎アストロス（山梨県代表)

２回戦　　栃木シティフットボールクラブ 　０－３　柏レイソル（J１)

　　　　　　栃木SC　２－０　FC町田ゼルビア（J2)

【会　 　場】 カンセキスタジアム栃木、栃木県グリーンスタジアム

栃木ＳＣ

【結　 　果】

　2021　Ｊリーグ DIVISION2

　　栃木ＳＣ　0－2　ファジアーノ岡山

【期 　　日】 ２月～12月

【結　 　果】

　（3）少年男子

【期 　　日】

【結　 　果】 ＜ホームゲームのみ＞

【参加チーム】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　（2）女子

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【会　 　場】

【参加チーム】

               　静岡SSUアスレジーナ　０−１　オルカ鴨川FC

　　　　　　　　スフィーダ世田谷FC　２−１　アンジュヴィオレ広島

　第76回　国民体育大会

　（1）成年男子

【期 　　日】

1月5日　　　カンセキスタジアムとちぎ  開催

準決勝　　三菱重工浦和レッズレディース　１−０　セレッソ大阪堺レディース

               ジェフユナイテッド市原・千葉レディース　１−０　日テレ・東京ヴェルディメニーナ

【参加チーム】 該当チーム無し

【栃木県開催】

Ⅶ　全国大会関連事業

【期 　　日】

３回戦　　栃木SC 　０－３　鹿島アントラーズ（J１)

【期 　　日】 5月22日～2021年12月１9日

　皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会

【会　 　場】 各都道府県

12月11日・12日　　　真岡市総合運動公園陸上競技場  開催

3回戦　　　　伊賀FCくノ一三重　７−０　福岡J・アンクラス

11月27日～2月27日

【会　 　場】 各都道府県

【参加チーム】 栃木シティフットボールクラブ(栃木県代表)

　天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会

　　栃木ＳＣ　0－1　ブラウブリッツ秋田

　　栃木ＳＣ　2－1　愛媛FC

【参加チーム】 5チーム（本県チームなし）

【結　 　果】

【会　 　場】 神奈川県：平塚海岸、千葉県：九十九里海岸　他

第1位　レーヴェ横浜フラウ（8勝0分0敗）
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　　栃木ＳＣ　1－2　FC琉球

　　栃木ＳＣ　1－0　ツエーゲン金沢

　　　　　通算成績　　10勝15分17敗　　第14位

　　栃木ＳＣ　2－2　東京ヴェルディ

　　栃木ＳＣ　1－3　大宮アルディージャ

１．１種関連事業

　　栃木ＳＣ　0－1　ヴァンフォーレ甲府

　　栃木ＳＣ　1－1　FC町田ゼルビア

　　栃木ＳＣ　3－0　松本山雅FC

　　栃木ＳＣ　1－1　ジュビロ磐田

　　栃木ＳＣ　0－2　V・ファーレン長崎

　　栃木ＳＣ　0－1　ザスパクサツ群馬

　　栃木ＳＣ　0－0　水戸ホーリーホック

　　栃木ＳＣ　3－2　レノファ山口FC

　　栃木ＳＣ　2－2　アルビレックス新潟

　第57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

　　栃木ＳＣ　0－0　京都サンガF.C.

【会　 　場】 栃木県

【参加チーム】

【結　 　果】

　第45回　全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2021

　（1）１次ラウンド

【期 　　日】 11月12日～14日

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】 11月24日・26日・28日

【会　 　場】 岩手県、三重県、広島県

【参加チーム】 該当チーム無し

12月8日～25日

【結　 　果】

　第70回　全日本大学サッカー選手権大会

【会　 　場】 関東各地

【参加チーム】

【結　 　果】

該当チーム無し

【期 　　日】

【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】

【会　 　場】

【期 　　日】 10月23日～26日

【結　 　果】

　　栃木ＳＣ　1－2　ギラヴァンツ北九州

　　栃木ＳＣ　0－0　SC相模原

　　栃木ＳＣ　1－2　モンテディオ山形

　　栃木ＳＣ　0－1　ジェフユナイテッド千葉

茨城県ひたちなか市

　日本スポーツマスターズ　2021

　（2）決勝ラウンド

【会　 　場】 東京都

　第28回　全国クラブチームサッカー選手権大会

【会　 　場】
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6

1回戦　　小山工業高等専門学校　1－3　福井工業高等専門学校

1

8月14日〜22日

福井県

矢板中央高校

2回戦敗退

1回戦 4−1 大分(大分県)

2回戦 0−1 岡山学芸館(岡山県)

2

12月28日〜1月10日

首都圏

矢板中央高校

3回戦敗退

2回戦 2−2 PK3−2米子北(鳥取県)

3回戦 2−3 関東第一(東京都B)

3

7月31日〜8月3日

静岡県
学悠館高校
2回戦敗退

1回戦 0−0PK5−4 日々輝学園(埼玉県)

2回戦 0−5 飾磨工業(兵庫県)

4 第45回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会

7月25日〜8月4日

群馬県

5

1 　第52回　全国中学校サッカー大会

2 　高円宮杯　第33回　全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会

12月11日〜12月27日

東京都、他

3 　第36回　日本クラブユース（U-15）サッカー選手権大会

【会　 　場】

【参加チーム】

【参加チーム】 栃木SCU18

【結　 　果】 グループ4位(コロナウイルス感染症の影響により大会方式変更)

関東各都県

【期 　　日】 3月〜12月

【参加チーム】

　2021Ｊユースカップ　第28回Ｊリーグユース選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】

【会　 　場】

【期 　　日】

【結　 　果】

　第100回　全国高等学校サッカー選手権大会

【期 　　日】

　第31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

【期 　　日】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】

【結　 　果】

　全国高等学校総合体育大会サッカー競技

【参加チーム】 該当チーム無し

３．３種関連事業

２．２種関連事業

小山工業高等専門学校

【期 　　日】 12月14日～17日

優勝：駒澤大学

【会　 　場】

【結　 　果】

【参加チーム】

【結　 　果】

山梨県甲府市他

【会　 　場】

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】 ８月19日～24日

【結　 　果】

【期 　　日】

該当チーム無し

【結　 　果】

第56回全国高等専門学校体育大会兼）第54回全国高等専門学校サッカー選手権大会

【会　 　場】 ナショナルトレーニングセンターJヴィレッジ（福島県）
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8月15日～24日

北海道帯広市

1

2

1

2

　ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

4

5

6

【会　 　場】 J-GREEN堺

【結　 　果】

【参加チーム】 とちおとめ

【結　 　果】

【結　 　果】 3位ブロックリーグ敗退

3
　ＪＦＡ第25回全日本Ｕ－18女子サッカー選手権大会

　ＪＦＡ第26回全日本Ｕ－15女子サッカー選手権大会

【期 　　日】

【期 　　日】 新型コロナウイルスの為中止

【結　 　果】

５．女子関連事業

【会　 　場】

８月２７日・２８日

【会　 　場】 東京都駒沢体育館

４．４種関連事業

【参加チーム】 該当チーム無し

【期 　　日】

【参加チーム】 ともぞうサッカークラブ

１２月２６日～２９日

鹿児島県
ヴェルフェ矢板Ｕ－１２

ＪＦＡ 第４５回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会

【期 　　日】

【会　 　場】
【参加チーム】

【結　 　果】

　令和３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 ０勝０分３敗 予選敗退

ＪＦＡバーモントカップ 第３１回 全日本Ｕ－１２フットサル選手権大会

【期 　　日】

【期 　　日】 8月13日～22日

【会　 　場】 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場、　他

【参加チーム】

12月11日～27日

【結　 　果】

　第30回　全日本高等学校女子サッカー選手権大会

【期 　　日】 1月3日～9日

【会　 　場】 三木総合防災公園、他

【結　 　果】

【会　 　場】 味の素フィールド西が丘　他

【参加チーム】

【参加チーム】

【期 　　日】 1月4日～10日

【参加チーム】

　ＪＦＡ第33回Ｏ－40女子サッカーオープン大会

【期 　　日】 3月25日・26日・27日

【会　 　場】 Jヴィレッジ福島

栃木SCレディース

【会　 　場】

　ＪＦＡ第33回全日本Ｏ－30女子サッカー大会

1回戦　栃木SCレディース　０－２　RESC GIRLS U-15　(関西1/大阪）

【参加チーム】

【結　 　果】

新型コロナウイルスの為中止
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　JFA 第20 回全日本O-50サッカー大会

【会　 　場】

【結　 　果】 【Ａグループ】

【期 　　日】

11月6日～8日

静岡県藤枝市

　JFA 第9回全日本O-40サッカー大会

【期 　　日】

大阪府：岸和田市総合体育館

京都府：ハンナリーズアリーナ

７．フットサル関連事業

　ＪＦＡ第18回　全日本女子フットサル選手権大会

【期 　　日】

【期 　　日】

7月29日～8月１日

【会　 　場】

2022年3月12日～3月21日

【参加チーム】

【結　 　果】

【会　 　場】 北海道：よつ葉アリーナ十勝

【結　 　果】 第1位　立川・府中アスレティックFC（東京都：F１)

　ＪＦＡ第17回　全日本大学フットサル大会

2022年3月4日～3月6日

　ＪＦＡ第8回　全日本U-18フットサル選手権大会

【会　 　場】

　ＪＦＡ第27回　全日本フットサル選手権大会

【期 　　日】

8月28日～30日　　新型コロナウイルスの為中止

該当チーム無し

６．シニア関連事業

【参加チーム】

栃木教員マスターズ　　０－１　富一ふじの会（富山県）

【結　 　果】

【会　 　場】

【参加チーム】

栃木県宇都宮市

【参加チーム】

【結　 　果】

【期 　　日】

【結　 　果】

新型コロナウイルスの為中止【期 　　日】

【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202１)

【期 　　日】

【会　 　場】

　JFA 第15回全日本O-70サッカー大会

新型コロナウイルスの為中止

新型コロナウイルスの為中止

該当チーム無し

【期 　　日】

【結　 　果】

【会　 　場】

【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】

【結　 　果】 第1位　バルドラール浦安ラスボニータス（千葉県）

栃木教員マスターズ　　３－２　ニコルスFCシニア（大阪府）

　JFA 第21回全日本O-60サッカー大会

栃木教員マスターズ　　０－１　徳島SFC（徳島県）

Ａグループ　4位　（１勝２敗）

11月27日～29日

【参加チーム】 栃木教員マスターズ
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16ﾁｰﾑ（該当チーム無し）

【期 　　日】

【期 　　日】 2022年1月9日、10日

【結　 　果】

【期 　　日】

【会　 　場】 三重県：三重県営サンアリーナ

【参加チーム】

【期 　　日】 2022年3月26日、27日

【結　 　果】

【結　 　果】

【期 　　日】

【結　 　果】

9月24日～26日　　新型コロナウイルスの為中止

　JFA第16回　全国ビーチサッカー大会2021

【会　 　場】 兵庫県：明石市大倉海岸

【会　 　場】

第1位　北海道コンサドーレ旭川（北海道）

第1位　十文字中学校（東京都）

【結　 　果】 優勝　大阪成蹊大学フットサル部

優勝　シュートアニージャ（神奈川）

2022年1月9日、10日

　ＪＦＡ第27回　全日本U-15フットサル選手権大会

【結　 　果】 第1位　京都共栄学園高校（京都府）

【参加チーム】 16チーム（矢板中央高校）

　ＪＦＡ第12回　全日本女子U-15フットサル選手権大会

三重県：三重県営サンアリーナ

【参加チーム】 9ﾁｰﾑ（該当チーム無し）

　ＪＦＡバーモントカップ第31回全日本U-12フットサル選手権大会

【参加チーム】 48チーム（ともぞうサッカークラブ）

【期 　　日】

【会　 　場】

8月27日～29日　コロナで中止

2022年2月24日～27日

2022年2月17日～20日　　新型コロナウイルスの為中止

【会　 　場】

【結　 　果】

　第22回F地域チャンピオンズリーグPowered　ｂｙ　ＬＩＮＥ　ＷＯＲＫＳ

【結　 　果】

【参加チーム】 該当チーム無し

　LUXPERIOR CUP　地域大学フットサルチャンピオンズリーグ2021‐2022

【参加チーム】 該当チーム無し

【会　 　場】 岐阜県：岐阜メモリアルセンター

【会　 　場】 茨城県：アダストリアみとアリーナ

　第9回　FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ

【参加チーム】 18チーム

【期 　　日】

東京都：駒沢オリンピック公園体育館、駒沢屋内球技場

静岡県：浜松アリーナ

【参加チーム】 該当チーム無し

【参加チーム】 12チーム（該当チーム無し）

【結　 　果】

　日本トリムPresents第13回　全国女子選抜フットサル大会

【期 　　日】 11月19日～21日

【会　 　場】 高知県：春野総合運動公園体育館

【参加チーム】 該当チーム無し

【結　 　果】 優勝　広島県選抜

【期 　　日】 2022年2月4日～6日　　コロナウイルスで中止

【会　 　場】 秋田県：由利本荘防災公園ナイスアリーナ

　第37回　全国選抜フットサル大会

54


