2016年度行事等（大会）予定
大会名

期日

会場

第31回鹿児島県サッカー選手権大会（天皇杯県予選） 5月29日・6月5日・26日 県立サッカー・ラグビー場

兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 7月31日・8月21日

2017新春ドリームサッカー in kagoshima

鹿児島ふれあいスポーツランド

2017年1月8日（予定） 県立サッカー・ラグビー場

なんぎんエコカップ第13回KFAビーチサッカー大会 9月3日・4日

国分下井海岸

第13回KFAストリートサッカー in 奄美

奄美市

4月24日

第13回1107MBCラジオデー・KFAストリートサッカー大会 11月6日（予定）

未定

【 1種 】
2016南日本カップ社会人サッカーリーグ
第52回九州社会人サッカー選手権大会 鹿児島県予選
第23回全国クラブチームサッカー選手権大会 鹿児島県予選

2016第42回鹿児島県学生リーグ

4月10日～2017年1月29日 県立サッカー・ラグビー場 他

5月22日・6月12日・
19日・26日
5月29日・6月12日・
19日・7月3日・10日
6月4日～7月10日

桷志田サッカー場 他
桷志田サッカー場 他
県立サッカー・ラグビー場 他

【 2種 】
平成28年度南九州高校サッカーフェスティバル 4月29日・30日・5月1日
第25回鹿児島県高等学校1年生（Ｕ-16）ユースサッカー大会

8月19日～8月21日

吹上浜海浜公園・捔志田サッカー場

北薩地区ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

第95回全国高等学校サッカー選手権 鹿児島県大会 10月31日～11月6日 鴨池陸上競技場 他

2016南日本招待ユースサッカー大会
鹿児島県Ｕ-18トップリーグ（1部）
鹿児島県Ｕ-18トップリーグ（2部）

12月11日
4月10日～11月27日

鴨池陸上競技場 他
吹上浜海浜公園・捔志田サッカー場

県立サッカー・ラグビー場・他

平成28年度地域選抜ユースサッカー大会

2017年3月18日・19日 桷志田サッカー場 他

鹿児島県高等学校総合体育大会

5月23日～26日

第69回鹿児島県高等学校サッカー競技大会

5月28日・29日

第38回鹿児島県高等学校新人サッカー大会

2017年1月15日～17日・19日～21日

鴨池陸上競技場 他

第28回鹿児島県ユースU-15サッカー選手権大会（高円宮） 8月26日～29日・9月3日

鴨池陸上競技場 他

県立サッカー・ラグビー場・他

【 3種 】

第24回鹿児島県U-13サッカー大会

2017年1月21日・22日 桷志田サッカー場

他

第44回鹿児島県（U-14）サッカー大会（旧中学校新人サッカー大会）

2017年2月4日～7日 吹上浜海浜公園

他

第9回鹿児島県U-15チェストリーグ

2016年1月～2017年10月 県内各地

平成28年度鹿児島県中学校総合体育大会
第63回鹿児島県中学校サッカー競技大会

7月25日～27日

桷志田サッカー場
吹上浜海浜公園

南日本新聞社旗中学生サッカーフェスティバル in かのや

10月29日・30日

西原陸上競技場 他

第28回市比野温泉杯中学生サッカー大会

7月29日～31日

丸山自然公園 他

県トレセン合宿

12月25日・26日

吹上浜海浜公園

他

地区トレセン大会（U-13・U-14）

12月23日・24日

吹上浜海浜公園

他

堺整形外科杯2016 第31回九州クラブユース

7月2日・3日・9日

鹿児島県

（Ｕ-15）サッカー選手権大会

10日・16日・17日

（2回戦までは九州各地）

【 4種 】
第40回全日本少年サッカー大会 鹿児島県大会 11月13日・20日・23日 県立サッカー・ラグビー場
第23回九州ジュニア（U-11）サッカー大会鹿児島県大会 2月18日・19日

丸山自然公園サッカー場

第55回鹿児島県ちびっこサッカー選手権大会

6月12日・18日・19日・26日

霧島市国分運動公園 他

第48回九州ジュニア（U-12）サッカー大会 鹿児島県大会

2017年1月29日・2月5日・11日・12日

県立吹上浜海浜公園

2016 U-12サッカーリーグ

4月～10月

県内各地

2016 U-10サッカーリーグ

4月～10月

県内各地

第32回市比野温泉杯少年サッカー大会

8月5日～7日

丸山自然公園

第7回福間秀憲杯争奪トレセン大会

12月3日・4日

県立吹上浜海浜公園

第22回砂の祭典杯地区選抜少年サッカー大会 5月21日・22日

県立吹上浜海浜公園

【 女子 】
第21回鹿児島女子ユース（U-15)サッカー選手権大会 4月30日・5月1日

まきのはら運動公園

第13回鹿児島県女子U-15サッカーフェスティバル 6月25日・26日

桷志田サッカー場

第18回鹿児島県女子O-13サッカーフェスティバル 7月9日・10日

桷志田サッカー場

第31回鹿児島県女子サッカー選手権大会

吹上浜海浜公園

8月20日・21日

第13回鹿児島県女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 9月10日

桷志田サッカー場

鹿児島県地区対抗サッカー大会

9月17日・18日

まきのはら運動公園

第5回鹿児島県高校女子サッカー選手権大会

9月24日・25日

桷志田サッカー場

第29回鹿児島県なでしこサッカー大会

3月11日・12日

桷志田サッカー場

2016年鹿児島県女子サッカーリーグO-13

4月～2017年2月

県内各地

第22回鹿児島県高等学校総合体育大会女子サッカー競技

5月28日・29日

県立サッカー・ラグビー場

第22回鹿児島県高等学校新人女子サッカー大会 2017年1月20・21日

吹上浜海浜公園

第27回市比野温泉杯女子サッカー大会

8月6日・7日

丸山自然公園 他

3種登録女子トレセン大会

7月23日・24日

伊佐市陸上競技場

3種登録女子トレセン大会

12月3日・4日

伊佐市陸上競技場

レディースエイト(O-13）サッカーフェスティバル（伊佐忠元杯）

7月30日・31日

伊佐市陸上競技場

レディースエイト(O-13）サッカーフェスティバル（伊佐忠元杯）

11月19日・20日

伊佐市陸上競技場

第28回 九州なでしこサッカー大会

5月7日・8日

鹿児島県

2016 第15回九州シニア（O-60）サッカー大会

4月9日・10日

鹿児島県

2016 第1回九州シニア（O-70）サッカー大会

4月9日・10日

鹿児島県

【 シニア 】

16’ 白波杯鹿児島県シニアサッカーリーグ
16’ 鹿児島県シニアサッカー（O-50）リーグ
第27回鹿児島県シニアサッカー春季大会 予選リーグ
決勝トーナメント

第31回鹿児島県シルバーカップサッカー大会
第5回鹿児島県シニア（O-60）サッカー交流大会

【 フットサル 】
第22回全日本フットサル選手権鹿児島大会

9月予定～11月3日

サンアリーナ川内 他

鹿児島県女子フットサル大会 県予選

6月～7月予定

未定

全日本大学フットサル大会2016 県予選

5月14日

鴨池ドーム

第22回全日本ユース（Ｕ-15）フットサル鹿児島県大会 9月～10月予定

未定

第7回全日本女子ユース（Ｕ-15）フットサル鹿児島県大会

9月～10月予定

未定

全日本U-18フットサル大会 県予選

5月14日

鴨池ドーム

バーモンドカップ第27回全日本少年フットサル大会 鹿児島県大会

5月28日29日

吹上浜公園体育館

第11回全国ビーチサッカー大会鹿児島県大会

5月～6月予定

未定

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in kagoshima

6月～8月予定

鴨池ドーム（予定）

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 大崎

2017年1月～3月予定 大崎体育館（予定）

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 伊佐

2017年1月～3月予定 霧島市横川体育館（予定）

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 霧島

2017年1月～3月予定 霧島市国分体育館（予定）

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル with KIRIN in 薩摩川内

2017年1月～3月予定 薩摩川内市ドーム（予定）

【 幼児・地域 】
第32回鹿児島県幼児ガーデンサッカー大会

11月20日

かごしま健康の森公園

第34回鹿児島県幼児サッカーフェスティバル

2017年2月26日

かごしま健康の森公園

2017年3月4日・5日

県立サッカー・ラグビー場

11月5日・6日

あっぽ～らんど（種子島）

第31回鹿児島県ｻｯｶｰ選手権地域決勝大会
（兼第96回天皇杯全日本ｻｯｶｰ選手権地域決勝大会）

第70回県民体育大会

