
■第1種委員会（社会人）

第46回中国サッカーリーグ　　 4/1～11/11 各　　県
⇒（結果）1位松江シティ、2位三菱自動車水島、3位ＳＲＣ広島
　（全国成績）中国地域代表の松江は全国チャンピオンズリーグに出場し、Ｃグループ1位
　（3勝）で決勝Ｒへ

11/9～11/11 島　　根

　　決勝R1位（2勝1分け）でJFLに昇格決定 11/21～11/25 千　　葉

第48回中国自治体兼全国自治体中国地域予選会 　 5/25～5/28 広　　島
⇒（結果）1位福山市役所、2位島根県庁、3位岡山市役所
　（全国成績）福山は2回戦敗退、島根県庁は1回戦敗退

日本スポーツマスターズ（Ｏ-35）2018中国予選会 6/2～6/3 島　　根
⇒（結果）1位SHIMANE35‘S、2位広島サーティズ、3位鳥取県Ｏ-35選抜
　（全国成績）北海道地震のため大会中止

第54回全国社会人サッカー選手権大会中国地域予選会　　 5/12～5/19 広　　島
⇒（結果）第1代表三菱自動車水島、第2代表松江シティ、第3代表ＪＸＴＧエネルギー水島
　（全国成績）松江が優勝、三菱水島とＪＸＴＧ水島は２回戦敗退 10/20～10/24 茨　　城

第25回全国クラブチームサッカー選手権中国地域大会　　　 9/8～9/9 鳥　　取
⇒（結果）1位パナソニック岡山、2位FCバレイン下関
　（全国成績）パナソニック岡山が出場し優勝 12/1～12/4 愛　　媛

第42回中国地域県ﾘｰｸﾞ決勝大会　 11/17～11/18 岡　　山
⇒（結果）Aゾーン1位：ＦＣバイレン下関、Bゾーン1位：浜田ＦＣコスモス
　（全国成績）両チームは中国リーグへ昇格

中国社会人サッカー連盟第1回理事会 5/12. 広　　島

中国社会人サッカー連盟第2回理事会 11/17. 岡　　山　

■第1種委員会（大学・高専）

2018年度第41回中国大学サッカーリーグ　　　　　　 4/29～11/4 各　　県
⇒（結果）【１部】１位：環太平洋大学、２位：徳山大学、３位：福山大学
　（全国成績）環太平洋大学：1回戦敗退 12/12～12/22

千　　葉・埼　　玉
東　　京・神 奈 川

2018年度インディペンデンスリーグ（Ｉリーグ）中国 6/2～11/3 各　　県
⇒（結果）１位：環太平洋大学A、２位：環太平洋大学B、３位：徳山大学A
　（全国成績）環太平洋大学：グループリーグ敗退 12/1～12/5 宮　　城

2018年度第42回中国大学サッカー選手権兼総理大臣杯中国地域予選　　 6/17～7/1 鳥　　取
⇒（結果）１位：環太平洋大学、２位：徳山大学、３位：広島経済大学・福山大学
　（全国成績）環太平洋大学：ベスト16、徳山大学：1回戦敗退

2018年度第2回中国大学サッカー新人戦 8/22～11/17 各　　県
⇒（結果）1位：福山大学　　2位：環太平洋大学
　（全国成績）福山大学：グループリーグ敗退 12/17～12/22 茨　　城・埼　　玉

2018年度中国大学サッカーリーグ2部プレーオフ戦　　　　　　 10/27～10/28 広　　島
⇒（結果）１位：広島工業大学、２位：広島文化学園大学

2018年度中国大学サッカーリーグ1部2部入替戦　　　　　　　 11/10. 該当各県
⇒（結果）岡山大学１部昇格、川崎医療福祉大学２部降格、吉備国際大学・福山平成大学
             １部残留　※山口大学2部自動降格、鳥取大学1部自動昇格

中国大学サッカー選抜選考会 11/18. 広　　島

中国四国大学サッカー選抜選考会 11/24～25 広　　島

中国大学サッカー連盟理事会・役員会① 6/23. 鳥　　取

中国大学サッカー連盟理事会・役員会② 11/18. 広　　島

第53回中国地区高専体育大会サッカー競技 7/8～7/9 島　　根
⇒（結果）Aパート優勝:呉工業高等専門学校　　Bパート優勝：宇部工業高等専門学校

■第2種委員会

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2018 中国　　 4/7～12/8 各　　県
⇒（結果）1位：岡山県作陽　　2位：立正大淞南　　3位：ファジアーノ岡山
   （全国成績）作陽・立正大淞南1回戦敗退 12/14～12/16 広　　島

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2018 中国 プレーオフ 12/22～24 広　　島
⇒（結果）Ａブロック1位：大社　　　Ｂブロック1位：就実
　　両チームＰＬ2019へ参入

第65回中国高等学校サッカー選手権大会　　　　　 6/16～6/18 山　　口
⇒（結果）1位：岡山県作陽　2位：広島県瀬戸内　3位：立正大学淞南

第11回中国高等学校サッカー新人大会　　　　　 2019/3/16～3/18 広　　島
⇒（結果）1位：高川学園　　2位：立正大淞南　　3位：就実

中国2種第1回委員会 2018/4/24 山　　口

中国2種第2回委員会 2018/12/16 広　　島

中国2種第3回委員会 2019/1/15 広　　島

中国2種第4回委員会 2019/2/12 広　　島
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■第3種委員会

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018中国プログレスリーグ 3/3～10/27 各　　県
⇒（結果）１位ファジアーノ岡山　 ２位サンフレッチェ広島　 ３位サンフレッチェくにびき
   （全国成績）ファジアーノ岡山・レノファ山口：１回戦敗退 12/22～12/28

大　　阪・群　　馬
東　　京

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2018中国プログレスリーグ　チャレンジトーナメント11/17.18.12/2 山口県
残留　Viparte(岡山) 昇格　ピジョン(広島) 高川学園(山口)

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2018中国プログレスリーグ 4/14～12/２２ 各　　県
⇒（結果）１位サンフレッチェ広島　 ２位サンフレッチェびんご　 ３位福山ローザス

第５０回中国中学校サッカー選手権大会　　　　　　 8/1～8/3 広　島　市
⇒（結果）１位　高川学園中、２位周陽中、３位三次市立十日市中、浜田市立第三中
　（全国成績）高川学園中（ベスト８）周陽中（１回戦敗退）鳥取南中（開催県枠1回戦敗
退）

高円宮杯第29回全日本ユース(Ｕ－１５)サッカー選手権中国地域大会 　　 11/３～11/11 岡　　山・鳥　　取
⇒（結果）１位レノファ山口FCU-15、２位サンフレッチェ広島FCジュニアユース,
    　　　  ３位FCバイエルンツネイシ、FC Viparte

中国3種委員会第1回 2018/3/25 広　　島（廿日市）

中国3種委員会第2回 8/2. 広　島　市

中国3種委員会第3回 11/10 尾　道　市

■第4種委員会

第15回中国ﾕｰｽｻｯｶｰU-１２ジョイフル大会　　　　　　 4/7～4/8 岡　　山
⇒（結果）１位：Jフィールド岡山Jr.　２位：ＳＳＳＦＣ
　（全国成績）予選リーグ３位：Jフィールド岡山Jr.　予選リーグ４位：SSSFC

2018フジパンｶｯﾌﾟ第42回中国少年サッカー大会　　　　　　 12/1～2 広　　島
豪雨詐害のため、7/14～16を１２月１・２日に延期
⇒（結果）優勝：サンフレッチェ広島F.CＪｒ

2018ナショナルトレセンU12中国事前研修会 12/15～12/16 島　　根(浜田)

2018中国地域トレーニングセンターU-12女子 Ⅰ 8/25～8/26 島　　根(出雲)

2018JFA U12　フューチャーズプログラム 8/2～8/5 愛　　媛(新居浜)

2018中国地域トレーニングセンターU-12女子 Ⅱ(Challenge Festival Girls) 10/13～10/14 鳥　　取

2018中国地域トレーニングセンターU12(Challenge Festival)　　　 10/13～10/14 鳥　　取

2018JFAナショナルトレセンU12中国 2018/1/18～1/20
広　　島
(ツネイシしまなみビレッジ)

キヤノン ガールズ・エイト 第16回ＪＦＡ中国ガールズ・エイト（Ｕ-１２）サッカー大会 2018/3/2～3/3 広　　島
⇒（結果）1位：広島メイプル　　2位：山口エンジェルス

■女子委員会

ＪＦＡ第23回全日本女子ユース(Ｕ－１５)サッカー選手権大会中国地域予選会　　 6/23～6/24 山　　口
⇒（結果）優勝 アンジュヴィオレ備後 準優勝 シーガル広島レディース
　（全国成績）アンジュヴィオレ備後 ２回戦敗退 シーガル広島レディース １回戦敗退

6/17～6/18 山　　口
⇒（結果）優勝 岡山県作陽高校
　（全国成績）岡山県作陽高校2回戦敗退

第27回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　中国地域予選会 11/10～11/12 岡　　山
⇒（結果）1位：岡山県作陽    ２位：広島文教女子大学付属     ３位：島根県立松江商業
　（全国成績） 岡山県作陽：２回戦敗退　　広島文教女子大学付属・松江商業：１回戦敗
退

2019.1/3～1/13 兵　　庫

第27回全日本大学女子サッカー選手権大会中国地域予選会　　 10/13～10/14 広      島
⇒（結果）優勝 徳山大学　準優勝 吉備国際大学
　（全国成績）徳山大学：準々決勝敗退　　吉備国際大学：２回戦敗退 2018.12/23～2019.1/20 兵　　庫・東　　京

第１７回中国女子サッカーリーグ　　　　　　 4/15～11/11
広　　島・山　　口
岡　　山・島　　根

⇒（結果）１部 １位：岡山県作陽       ２位：徳山大学     ３位：出雲FC
　　　　　２部 １位：吉備国際Defi    ２位：広島大学　  ３位：松江Ragazza

ＪＦＡ第30回全日本0-30女子サッカー大会中国地域予選会 12/8～12/9 島       根
⇒（結果）優勝 広島ＦＣレディース         準優勝 鳥取レディース
　（全国成績）1位トーナメント1回戦敗退 2019.3/16～3/18 静　　岡

9/22～9/24 島       根
⇒（結果）１位：岡山県作陽　　 ２位：徳山大学
　（全国成績）岡山県作陽、吉備国際大学Charme岡山高梁1回戦
　　　　　　　アンジュヴィオレ広島、岡山湯郷Belle2回戦 11/1～2019.1/ 1 全国各地

ＪＦＡ第22回全日本Ｕー１８女子サッカー選手権大会中国地域予選会 11/17～11/18 広　    島
⇒（結果）優勝：アンジュヴィオレ広島U-18
　（全国成績）アンジュヴィオレ広島U-18：１回戦敗退 2019.1/3～1/7 大　　阪

第73回国体中国ブロック大会-ミニ国体 8/10～8/12 山　　口
⇒（結果）優勝：岡山県　　準優勝：広島
　（全国成績）岡山準優勝　　 広島ベスト８ 9/30～10/4 福　　井

2018年度中国女子サッカーリーグチャレンジ大会　　　　　 12/15～12/16 山       口
⇒（結果）１位：広島文教大学 （第18回中国女子サッカーリーグ2019参入）

　　　　　2部の入替戦  湯郷U-18残留 1/26. 岡　　山

皇后杯ＪＦＡ第40回全日本女子サッカー選手権大会中国地域予選会兼第33回中国女子サッカー選手権大会

⇒（結果）Aブロック：広島　Bブロック：山口

⇒（結果）Aブロック：広島　Bブロック：山口

第7回中国高等学校サッカー選手権大会兼平30全国高等学校総合体育大会サッカー競技
（女子）中国地域予選会



■フットサル委員会

SuperSports XEBIO中国フットサルリーグ2018 6/3～1/6 各　　県

⇒（結果）　１部１位：　SOCIO FUTSAL CLUB　２部１位： Junjies

（全国成績）予選リーグ敗退 2/15～2/17 愛　　知

第34回全国選抜フットサル大会中国地域大会 6/16～6/17 岡　　山
⇒（結果）岡山県選抜
　（全国成績）予選リーグ敗退 9/21～9/23 長　　崎

第14回全日本大学フットサル中国地域大会 7/22. 鳥　　取
⇒（結果）山口大学ソルコラーサ
　（全国成績）予選リーグ敗退 8/24～8/26 大　　阪

JFA第13回全日本ビーチサッカー大会中国地域大会 9/2. 鳥　　取
⇒（結果）1位：リベルテホウフ　2位：フェニックスTAMANO
　（全国成績）予選リーグ敗退 10/12～10/14 沖　　縄

JFA第24回全日本U-15フットサル選手権中国地域大会　 8/12. 岡　　山
⇒（結果）Ｊフィールド岡山
　（全国成績）1次ラウンド敗退 1/12～1/14 三　　重

JFA第9回全日本女子U-15フットサル選手権中国地域大会 8/12. 岡　　山
⇒（結果）シーガル広島レディース
　（全国成績）3位 1/13～1/14 三　　重

JFA第15回全日本女子フットサル選手権中国地域大会 10/13. 広  　  島
⇒（結果）ウノフットＤｉｏｎｅ
　（全国成績）予選リーグ3位 11/2～11/4 石　　川

JFA第24回全日本フットサル選手権中国地域大会 2019/1/19～1/20 岡　　山
⇒（結果）作陽高校
　（全国成績）1回戦敗退 2019/3/2～3/10 東　  京

2019/1/13. 広  　  島
⇒（結果）1位：山口県選抜　2位：広島県選抜　3位：岡山県選抜
　（全国成績）予選リーグ敗退 3/17～3/19 大　　分

SuperSports XEBIO中国フットサルリーグ2018参入戦 2019/2/17. 島　　根
⇒（結果）1位：SHUNAN RCHIOS　　2位：est

第1回中国フットサル委員会 6/16. 岡　　山

第2回中国フットサル委員会 2019/1/19. 岡　　山

第3回中国フットサル委員会 2019/2/16. 島　　根

JFA第5回全日本U-18フットサル選手権中国地域大会 7/1. 島　　根
⇒（結果）優勝　作陽高校
　（全国成績）4位 8/2～8/5 宮　　城

第5回中国ビーチサッカーリーグ 5/20～7/1 各　　県
⇒（結果）ベルエキップＢＳ
　（全国成績）予選リーグ敗退

第4回中国女子フットサルリーグ2018 6/3～1/6 各　　県
⇒（結果） 1位：Junjies MINERVA
　（全国成績）予選リーグ敗退 3/1～3/3 福　   島

エイブルチャンピオンズカップ第2回中国大学フットサルリーグ2018 6/3～1/6 各　　県
⇒（結果）1位： 広島大学体育会フットサル部（大学）
　（全国成績）1回戦敗退 2019/3/23～3/24 愛　   知

■シニア委員会

JFA第18回全日本O-６０サッカー大会中国予選会 4/７～4/８
島　　根
(松江総合運動公園 補助競技場）

⇒（結果）1位：広島シックスティーズ　2位：鳥取県シニアＳＣ
　（全国成績）予選ラウンド２位：広島県シックスティーズ 5/26～5/28 福　　島

JFA第1２回O-７０サッカーオープン大会
　（全国成績）予選ラウンド２位：広島県選抜７０　4位：中国連合 5/26～5/28 福　　島

JFA第1７回全日本O-５０サッカー大会中国予選会 5/12～5/13
鳥　　取
(大山町神田総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ）

⇒（結果）1位：広島フォーティーズ　2位：松江地区シニアサッカーＦＣだんだん
　（全国成績）予選ラウンド３位：広島フィフティーズ
                                    ３位：松江地区シニアサッカーＦＣだんだん

7/7～7/9 静　　岡

JFA第6回全日本O-４０サッカー大会中国予選会 9/１～9/２
岡　　山
(神崎山公園競技場ﾞ）

⇒（結果）1位：広島フォーティーズ　2位：米子レッドスターズ
　（全国成績）予選ラウンド４位：広島フォーティーズ 11/3～11/5 千　　葉

中国地域シニア(O-６０)サッカー交流大会＆O-70ｴｷﾋﾞｼﾞｼｮﾝﾏｯﾁ 6/９～6/1０
山　　口
(やまぐちサッカー交流広場）

⇒（結果）1位：広島シニア６０合同チーム　2位：鳥取県シニア60

2018年度第8回中国地域シニア（O-４０)ｻｯｶｰ 県リーグ決勝大会 201９/3/９～3/1０ 山　　口
⇒（結果）1位：GALAXY　2位：広島フォーティーズ (やまぐちサッカー交流広場）

201８年度第７回ライフスポーツサッカー大会 11/２～11/４ 山　　口 (防府市)

中国地域第１回シニア委員長会議 9/1. 岡　　山

中国地域第２回シニア委員長会議 2019/3/9 山　　口

日本トリムPresents 第11回全国女子選抜フットサル大会(トリムカップ2019) 中国地域大会



■クラブユース連盟

2018年度第42回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-18)大会　中国地区予選 4/29～6/16
広　　島・岡　　山
鳥　　取・山　　口

⇒（結果）①ｻﾝﾌﾚ広島ﾕｰｽ、②ﾚﾉﾌｧ山口U-18
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚ広島ﾕｰｽGS1位→ﾍﾞｽﾄ4、ﾚﾉﾌｧ山口GS4位→GS敗退　※GS:ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ 7/22～8/1 群　　馬・東　　京

2018年度第33回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会　中国地区予選 6/16～7/8
広　　島・岡　　山
山　　口

⇒（結果）①ｻﾝﾌﾚ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ、②FCﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼ､③ﾚﾉﾌｧ山口U-15
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽGS1位→優勝、FCﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼGS4位→GS敗退、
                    ﾚﾉﾌｧ山口GS3位→GS敗退　※GS:ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ

8/15～8/24 北  海  道

2018年度第19回中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会(島根県) 8/4～8/5 島根(浜田)
⇒（結果）①鳥取ｾﾘｵ(鳥取県) ②灘崎FC(岡山県)③FC岡山(岡山県)

Jﾕｰｽｶｯﾌﾟ2018第26回Jﾘｰｸﾞﾕｰｽ選手権大会　中国代表決定戦 7/22～8/25 岡　　山・広　　島

Jﾕｰｽｶｯﾌﾟ2018第26回Jﾘｰｸﾞﾕｰｽ選手権大会　地域代表決定戦 9/16. 福　　岡（行　橋 )
⇒（結果）FCﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼ　0-15 FC RAFA
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽ_( ベスト8 )、ｶﾞｲﾅｰﾚ鳥取U18( 1回戦敗退 )、
                    ﾚﾉﾌｧ口U18_( 1回戦敗退 ),ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U18_( 2回戦敗退 ) 10/13～11/18

大　　阪・愛　　知
福　　岡・兵　　庫

2018第9回西日本ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-14)大会 8/17～8/19 広　　島
⇒（結果）3日間延べ14チームの交流戦

2018年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第1回理事会 4/8. 広　　島

2018年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第2回理事会 8/4. 島　　根（浜　田 )

2018年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第3回理事会 1/19. 広　　島（東広島 ）

■技術委員会

第73回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （成年男子） 8/10～8/12 山　　口
⇒（結果）1位島根、2位山口、3位広島
　（全国成績）島根：２回戦敗退（ベスト8）山口：1回戦敗退 9/30～10/4 福　　井

第73回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （成年女子） 8/10～8/12 山　　口
⇒（結果）1位岡山、2位広島、3位山口
　（全国成績）岡山：準優勝　広島：2回戦敗退（ベスト8） 9/30～10/4 福　　井

第73回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （少年男子） 8/10～8/12 山　　口
⇒（結果）1位広島、2位山口、3位島根
　（全国成績）広島:2回戦敗退（ベスト8）山口：1回戦敗退 9/30～10/4 福　　井

第1回技術委員長・ﾕｰｽﾀﾞｲﾚｸﾀｰ会議 6/24. 岡　　山

第2回技術委員長・ﾕｰｽﾀﾞｲﾚｸﾀｰ会議 12/24. 広　　島

第3回技術委員長会議（全国技術委員長会議にて） 2019/2/16～2/17 東　　京

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第７節               2017-2018　2ndｽﾃｰｼﾞ 4/22 山　　口

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第８節               2017-2018　2ndｽﾃｰｼﾞ　　　 5/13 鳥　　取

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第９節               2017-2018　2ndｽﾃｰｼﾞ 6/24 岡　　山

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第１０節　　　　2017-2018　2ndｽﾃｰｼﾞ 7/1 広　　島

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第１節　　　　　2018-2019　1stｽﾃｰｼﾞ 8/13 山　　口

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第２節　　　　　2018-2019　1stｽﾃｰｼﾞ 9/23 島　　根

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第３節　　　　　2018-2019　1stｽﾃｰｼﾞ 10/14 鳥　　取

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第４節　　　　　2018-2019　1stｽﾃｰｼﾞ 11/18 岡　　山

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第５節　　　　　2018-2019　1stｽﾃｰｼﾞ 12/9 広　　島

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第１１節　　　　2017-2018　３rdｽﾃｰｼﾞ 201９/2/16～2/17 広　　島

２０１８中国地域トレセンリーグU16　第６節　　　　　2018-2019　2ndｽﾃｰｼﾞ 2018/3/17 山　　口

2018JFAトレセン中国U17　 6/10～6/12 広　　島

2018JFAトレセン中国U13・14 9/22～9/23 広　　島

2018JFAナショナルトレセン中国U12 2019/1/18～1/20 広　　島

201９/1～3 各　　県

2018中国地域各県指導者養成(C級)インストラクター研修会 201９/1～4 各　　県

２０１９年度受講JFA公認A級ライセンス取得講習会中国地域トライアル 2019/3/3 広　　島

２０１８中国地域ＧＫトレーニングキャンプ(U16U14)　夏季 2018/8/5～8/6 島　　根

２０１８中国地域ＧＫトレーニングキャンプ(U16U15)　冬季 2019/1/4～1/5 山　　口

■審判委員会
中国第１回審判委員会 6/2. 広　　島

中国第２回審判委員会 8/11. 山　　口（ミニ国体）

中国第３回審判委員会 12/22～12/23 広　　島（PL参入戦）

中国第４回審判委員会 2019/3/16 広　　島

■中国サッカー協会事務局
（一社）中国サッカー協会2018年度第１回社員総会・理事会 2018/6/30. 広　　島
（一社）中国サッカー協会2018年度第２回社員総会・理事会 2018/1/19. 広　　島

■天皇杯

天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会(１回戦) 5/26.5/27
広　　島・鳥　　取
大　　阪・高　　知

⇒（結果）SRC広島０－４松江シティFC（福山竹ヶ端）
              高知ユナイテッドSC２－０三菱水島FC（高知県立春野運動公園）
　　　　　FC大阪３-０徳山大学（キンチョウスタジアム）
              ガイナーレ鳥取１-１ヴェルスパ大分（④PK２）（とりぎんバードスタジアム）

天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会(２回戦) 6/6.
広　　島・長　　崎
岡　　山・山　　口

⇒（結果）サンフレッチェ広島2－0ガイナーレ鳥取(福山竹ヶ端）
              V・ファーレン長崎2 -1松江シティFC（長崎市総合運動公園）
　　　　　ファジアーノ岡山0-1FC町田ゼルビア（シティライトスタジアム）
              大分トリニータ1－2レノファ山口FC（維新みらいふスタジアム）

天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会(３回戦) 7/11.8/22 広　　島・山　　口
⇒（結果）サンフレッチェ広島4－1名古屋グランパス
              ジュビロ磐田4－1レノファ山口FC（維新みらいふスタジアム）

天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会(４回戦) 9/26. 茨　　城
⇒（結果）鹿島アントラーズ2－0サンフレッチェ広島（茨城県立カシマサッカースタジアム）

2018中国地域各県ＴＣコーチ（U12U14U16/女子）研修会

⇒（結果）FCﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼ が中国地域代表


