
■第1種委員会（社会人）

第47回中国サッカーリーグ　　 3/30～9/22 各　　県
⇒（結果）1位SRC広島、2位三菱自動車水島、3位環太平洋大
　（全国成績）中国地域代表のSRC広島は全国チャンピオンズリーグに出場し、Ｃグループ4位 11/8～11/10 高　　知

第49回中国自治体兼全国自治体中国地域予選会 　 5/25～5/27 岡　　山
⇒（結果）1位福山市役所、2位下関市役所、3位広島市役所、4位岡山市役所
　（全国成績）福山はベスト８、岡山市役所は３回戦敗退、下関市役所と広島市役所は1回戦敗退 7/27～8/1 福　　島

日本スポーツマスターズ（Ｏ-35）2019中国予選会 6/8～6/9 鳥　　取
⇒（結果）1位SHIMANE35‘S、2位岡山選抜
　（全国成績）1次ラウンド：SHIMANE35‘SはグループB4位、岡山選抜はグループD4位 9/14～9/17 岐　　阜

第55回全国社会人サッカー選手権大会中国地域予選会　　 5/11～5/19 山　　口
⇒（結果）第1代表三菱自動車水島、第2代表SRC広島、第3代表ＪＸＴＧエネルギー水島
　（全国成績）SRC広島は2回戦敗退、三菱水島とＪＸＴＧ水島は１回戦敗退 10/12～10/16 鹿 児 島

第26回全国クラブチームサッカー選手権中国地域大会　　　 9/7～9/8 岡　　山
⇒（結果）1位日立笠戸、2位佐川急便広島
　（全国成績）日立笠戸が出場しベスト８ 10/25～10/29 福　　井

第43回中国地域県ﾘｰｸﾞ決勝大会　 11/16～11/17 広　　島
⇒（結果）Aゾーン1位：デッツォーラ島根E.C、Bゾーン1位：Yonago Genki SC
　（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 5/11. 山　　口

中国社会人サッカー連盟第2回理事会 11/16. 広　　島

中国社会人サッカー連盟第３回理事会 ２/１ 岡　　山

中国社会人サッカー連盟緊急理事会 ３/２９ 岡　　山

■第1種委員会（大学・高専）

2019年度第42回中国大学サッカーリーグ　　　　　　 4/28～11/10 各　　県
⇒（結果）【１部】１位：環太平洋大学、２位：福山大学、３位：徳山大学
　（全国成績）環太平洋大学：二回戦敗退、福山大学：一回戦敗退 12/11～12/22

千　　葉・埼　　玉
東　　京・神 奈 川

2019年度インディペンデンスリーグ（Ｉリーグ）中国 7/6～11/2 各　　県
⇒（結果）１位：環太平洋大学A、２位：広島修道大学Ａ、３位：徳山大学A・広島経済大学A
　（全国成績）環太平洋大学：グループリーグ敗退 11/27～12/1 福　　島

2019年度第43回中国大学サッカー選手権兼総理大臣杯中国地域予選　　 6/16～6/30 岡　　山
⇒（結果）１位：環太平洋大学、２位：広島修道大学、３位：広島経済大学・徳山大学
　（全国成績）環太平洋大学：1回戦敗退

2019年度第3回中国大学サッカー新人戦 8/21～11/23 各　　県
⇒（結果）1位：福山大学　　2位：広島大学
　（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

2019年度中国大学サッカーリーグ2部プレーオフ戦　　　　　　 11/2～11/3 広　　島
⇒（結果）１位：川崎医療福祉大学、２位：島根大学

2019年度中国大学サッカーリーグ1部2部入替戦　　　　　　　 11/16. 該当各県
⇒（結果）吉備国際大学・福山平成大学、鳥取大学１部残留
             ※岡山大学2部自動降格、山口大学1部自動昇格

中国大学サッカー選抜選考会 11/24. 広　　島

中国四国大学サッカー選抜選考会 11/30. 広　　島

中国大学サッカー連盟理事会・役員会① 6/22. 岡　　山

中国大学サッカー連盟理事会・役員会② 11/24. 広　　島

第55回中国地区高専体育大会サッカー競技 7/6～7/7 岡　　山
⇒（結果）Aパート優勝：宇部工業高等専門学校　　Bパート優勝：呉工業高等専門学校

■第2種委員会

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2019 中国　　 4/6～12/7 各　　県
⇒（結果）1位：岡山学芸館　2位：米子北　3位：岡山県作陽
   （プレミアプレーオフ成績）岡山学芸館・米子北1回戦敗退 12/13・12/15 広　　島

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2019 中国 プレーオフ 12/21・22 広　　島
⇒（結果）Ａブロック1位：ガイナーレ鳥取U-18　Ｂブロック1位：玉野光南
　　両チームＰＬ2020へ参入

第66回中国高等学校サッカー選手権大会　　　　　 6/15～6/17 広　　島
⇒（結果）1位：米子北　2位：立正大学淞南　3位：広島皆実

第12回中国高等学校サッカー新人大会　　　　　 中止 岡　　山
⇒（結果）1位：　　　　　　2位：　　　　　　3位：

中国2種第1回委員会 2019/4/23 広　　島

中国2種第2回委員会 2019/12/15 広　　島

中国2種第3回委員会 2020/1/14 広　　島

中国2種第4回委員会 2020/2/12 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2019中国プログレスリーグ 3/3～10/20 各　　県
⇒（結果）１位サンフレッチェ広島　２位ファジアーノ岡山　 　 ３位サンフレッチェくにびき
   （全国成績）サンフレッチェ広島、くにびき（中国プレーオフ勝抜）が参加１回戦敗退 12/21～12/28

大　　阪・群　　馬
東　　京

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019中国プログレスリーグ　チャレンジトーナメント 11/16,17.11/30 岡山県
残留　なし　昇格　ローザスセレソン(広島) ハジャス(岡山)、鷲羽FC（岡山）

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2019中国プログレスリーグ 4/21～12/２２ 各　　県
⇒（結果）１位 サンフレッチェ広島   ２位ファジアーノ岡山  ３位シーガル広島

第51回中国中学校サッカー選手権大会　　　　　　 8/1～8/3 広　島　県
⇒（結果）１位　高川学園中、２位弓ヶ浜中、３位出雲第３中、府中緑が丘中
　（全国成績）高川学園中（２回戦敗退）弓ヶ浜中（１回戦敗退）

高円宮杯第31回全日本ユース(Ｕ－１５)サッカー選手権中国地域大会 　　 11/２～11/10 鳥　　取・島　　根
⇒（結果）１位サンフレッチェくにびきFC　２位ファジアーノ岡山
    　　　  ３位FCバイエルンツネイシ、シーガル広島

中国3種委員会第1回 2019/2/23 尾　道　市

中国3種委員会第2回 5月11日 広　島　市

中国3種委員会第3回 8月2日 広　島　市

中国3種委員会第4回 11月9日 鳥　取　市

■第4種委員会

第17回中国ﾕｰｽｻｯｶｰU-１２ジョイフル大会　　　　　　 4/6～4/7  広　　島
⇒（結果）１位：オオタFC　　２位：ＳＳＳＦＣ
　（全国成績）決勝トーナメント１回戦（ベスト１６）:オオタFC、SSSFC

2019フジパンｶｯﾌﾟ第43回中国少年サッカー大会　　　　　　 7/13～7/15 島　　根（出雲）
（結果）優勝：サンフレッチェ広島F.CＪｒ　準優勝：SSS　FC

2019ナショナルトレセンU12中国事前研修会 12/14～12/15 島　　根(浜田)

201９中国地域トレーニングセンターU-12女子 Ⅰ 8/24～8/25 山　　口（宇部）

201９JFA U12　フューチャーズプログラム 8/1～8/4 静岡(時之栖裾野G)

2019中国地域トレーニングセンターU-12女子 Ⅱ(Challenge Festival Girls) 10/19～10/20 岡　　山（美作）

2019中国地域トレーニングセンターU12(Challenge Festival)　　　 10/19～10/20 岡　　山（美作）

2019JFAナショナルトレセンU12中国 2020/1/17～1/19
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17回ＪＦＡ中国ガールズ・エイト（Ｕ-１２）サッカー大会 2020/2/29～3/1
広　　島
(ツネイシしまなみビレッジ)

⇒中止

■キッズ委員会
中国第１回キッズ委員会 6/23. 広　　島

中国第２回キッズ委員会 12/14. 山　　口（ユニクロフェス）

■女子委員会

ＪＦＡ第24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　　 6/22～6/23 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 1回戦敗退 シーガル広島レディース 2回戦敗退 7/22～8/3 大阪堺

6/15～6/17 広       島
⇒（結果）優勝 岡山県作陽高校
　（全国成績）岡山県作陽高校1回戦敗退 7/28～8/1 沖縄

第28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 11/9～11/11 広       島
⇒（結果）1位：岡山県作陽    ２位：広島文教女子大学付属     ３位：AICJ
　（全国成績） 岡山県作陽,  広島文教女子大学付属,  AICJ3チームとも一回戦敗退 2020.1/3～１/12 兵　　庫

第28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 一回戦敗退 吉備国際大学準々決勝敗退 12/22～1/19 兵　　庫・東　　京

第１8回中国女子サッカーリーグ　　　　　　 4/14～11/3
広　　島・山　　口
岡　　山・島　　根

⇒（結果）１部 １位：出雲FC       ２位：徳山大学     ３位：岡山作陽高校
　　　　　２部 １位：広島文教大学    ２位：湯郷ＢｅｌｌU-18  ３位：広島文教高校

ＪＦＡ第31回全日本0-30女子サッカー大会中国地域予選会　 12/7～12/8 鳥      取
⇒（結果）優勝 鳥取レディース   準優勝  SORRISO広島
　（全国成績）未開催 2020.3/20～3/22 静　　岡

9/21～9/23 鳥      取
⇒（結果）１位：岡山県作陽　　 ２位：徳山大学
　（全国成績）岡山県作陽３回戦、岡山湯郷Belle2回戦
　　　　　　　アンジュヴィオレ広島、吉備国際大学Charme岡山高梁1回戦敗退 11/2～12/29 全国各地

ＪＦＡ第23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 11/10～11/17 山       口
⇒（結果）優勝：SolfioreFC
　（全国成績）SolfioreFC4位 2020.1/2～1/7 大　　阪

第74回国体中国ブロック大会-ミニ国体 8/10～8/12 島       根
⇒（結果）優勝：岡山県
　（全国成績）岡山３位 9/30～10/4 茨      城

2019年度中国女子サッカーリーグチャレンジ大会　　　　　 12/14～12/15 島       根
⇒（結果）１位 松江商業高校 2位 ディアブロッサ広島

    松江商業高校   ディアブロッサ広島の2チームが昇格

⇒（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：広島

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　

第8回中国高等学校サッカー選手権大会兼平31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2019 5/26～12/1 各　　県

⇒（結果）　１部１位：　FAREIA鳥取/tartaruga　２部１位： SHUNAN RCHIOS

（全国成績）予選リーグ敗退 2/15～2/17 愛　　知

第3５回全国選抜フットサル大会中国地域大会 5/18～5/19 広  　  島
⇒（結果）山口県選抜
　（全国成績）予選リーグ敗退 9/2０～9/2２ 北　海　道

第1５回全日本大学フットサル大会中国地域大会 7/1４. 岡　　山
⇒（結果）山口大学フットサル部
　（全国成績）１回戦敗退 8/2３～8/2５ 大　　阪

JFA第14回全日本ビーチサッカー大会中国地域大会 6/30. 岡　　山
⇒（結果）ハレクティオ岡山
　（全国成績）ＢＥＳＴ８ 9/6～9/8 鳥　　取

JFA第25回全日本U-15フットサル選手権中国地域大会　 8/10. 広  　  島
⇒（結果）セイザンFC U-15
　（全国成績）3位 2020/1/11～1/13 三　　重

JFA第10回全日本女子U-15フットサル選手権中国地域大会 8/11. 広  　  島
⇒（結果）シーガル広島レディース
　（全国成績）3位 2020/1/12～1/13 三　　重

JFA第16回全日本女子フットサル選手権中国地域大会 9/29. 山　　口
⇒（結果）MFP SALSA HADA
　（全国成績）予選リーグ敗退 11/2～11/4 石　　川

JFA第25回全日本フットサル選手権中国地域大会 2020/1/25～1/26 広  　  島
⇒（結果）LUCK THE DRIVE
　（全国成績）中止 2019/3/14～3/15 東　　京

2020/1/19. 岡　　山
⇒（結果）山口県選抜
　（全国成績）延期 3/20～3/22 岡　　山

SuperSports XEBIO中国フットサルリーグ2019参入戦 2019/2/2. 鳥　　取
⇒（結果）

第1回中国フットサル委員会 9/7. 鳥　　取

第2回中国フットサル委員会 2020/1/25. 広  　  島

第3回中国フットサル委員会 延期 山　　口

JFA第6回全日本U-18フットサル選手権中国地域大会 7/14. 山　　口
⇒（結果）作陽高校
　（全国成績）予選リーグ敗退 8/1～8/4 静　　岡

第6回中国ビーチサッカーリーグ 5/12～9/15 各　　県
⇒（結果）ベルエキップＢＳ
　（全国成績）予選リーグ敗退 10/19～10/20 愛　   知

第5回中国女子フットサルリーグ2019 5/26～12/22 各　　県
⇒（結果）Junjies MINERVA
　（全国成績）予選リーグ敗退 3/1～3/3 福　   島

ABeam Systems Presents第3回中国大学フットサルリーグ2019 5/26～1/19 各　　県
⇒（結果）岡山大学
　（全国成績）中止 2019/3/23～3/24 愛　   知

■シニア委員会

JFA第1９回全日本O-６０サッカー大会中国予選会 4/６～4/７
鳥　　取
(鳥取県フットボールセンター大山）

⇒（結果）1位：鳥取県シニアSC　2位：島根シニア０－６０
　（全国成績）予選ラウンド３位：鳥取県シニア６０、予選ラウンド４位：島根シニア０－６０ ６/１～６/３

静　　岡
(藤枝総合運動公園）

JFA第1３回O-７０サッカーオープン大会中国地域予選会 4/６～4/７
鳥　　取
(鳥取県フットボールセンター大山）

⇒（結果）1位：広島県シニア７０合同チーム　2位：島根０－７０シニア
　（全国成績）グループリーグ２位：広島県シニア７０合同チーム ６/１～６/３

静　　岡
(藤枝総合運動公園）

JFA第1８回全日本O-５０サッカー大会中国予選会 5/1１～5/1２
岡　　山
(灘崎町総合公園多目的広場）

⇒（結果）1位：ＧＲＯØＶＥ（Ｙ）：　2位：キッカーズ１９７０
　（全国成績）予選ラウンド４位：ＧＲＯØＶＥ（Ｙ）

６/２９～7/１
熊　　本
(大津町運動公園）

JFA第７回全日本O-４０サッカー大会中国予選会 9/７～9/８
広　　島
(ツネイシフィールドﾞ）

⇒（結果）1位：広島フォーティーズ　2位：ＧＡＬＡＸＹ
　（全国成績）予選ラウンド３位：広島フォーティーズ
　　　　　　　予選ラウンド1位、第3位：ＧＡＬＡＸＹ

1０/１２～1０/１４
北 海 道
(函館フトボ＾－ルパーク）

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 6/８～6/９
島　　根
(ひだまりパークみとスポーツ交流広場）

⇒（結果）1位：米子レッドスターズ　2位：シニア岡山ＦＣ

201９年度第９回中国地域シニア（O-４０)ｻｯｶｰ 県リーグ決勝大会（中止） 20２０/3/７～3/８ 島　　根
⇒（結果）1位：　　　　　　　2位：

201９年度第８回ライフスポーツサッカー大会 11/２～11/４ 鳥取 (米子市)、島根（松江市）

中国地域第１回シニア委員長会議 ９/７ 広　　島

中国地域第２回シニア委員長会議（中止） 2020/3/7 島　　根

日本トリムPresents 第12回全国女子選抜フットサル大会(トリムカップ2020) 中国地域大会



■クラブユース連盟

2019年度第43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 4/27～6/15
広　　島・岡　　山
鳥　　取・山　　口

⇒（結果）①ｻﾝﾌﾚ広島ﾕｰｽ、②ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18、③ｶﾞｲﾅｰﾚ鳥取U-18
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚ広島ﾕｰｽGS3位→予選敗退、ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18GS4位→予選敗退、
                   ｶﾞｲﾅｰﾚ鳥取U-18GS4位→予選敗退　※GS:ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ

7/21～7/31 群馬（前橋、図南）

2019年度第34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 6/15～7/6
広　　島・岡　　山
山　　口

⇒（結果）①ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびき、②FCﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼ､③ｻﾝﾌﾚ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびきGS3位→決勝トーナメント1回戦敗退、FCﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼGS4位
                 →GS敗退、ｻﾝﾌﾚ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽGS4位→GS敗退　※GS:ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ

8/15～8/24 北海道（帯広）

2019年度第20回中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会(鳥取県) 8/3～8/4 鳥取(米子)

⇒（結果）①SSS山口(山口県) ②鳥取ﾌﾟｴﾃﾞ(鳥取県)③尾三ﾌｪﾆｯｸｽｻﾝﾊﾞ(広島県)

Jﾕｰｽｶｯﾌﾟ2019第27回Jﾘｰｸﾞﾕｰｽ選手権大会　中国代表決定戦 7/27～9/1 岡山・広島・愛媛

⇒（結果）ｱｸｰﾄ が中国地域代表

Jﾕｰｽｶｯﾌﾟ2019第27回Jﾘｰｸﾞﾕｰｽ選手権大会　地域代表決定戦 9月15日 福岡

⇒（結果）ｱｸｰﾄ岡山　1-2 ONE.SOUL.C福岡
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚﾕｰｽ（ﾍﾞｽﾄ 8）、ｶﾞｲﾅｰﾚU18（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦敗退）
                    ﾚﾉﾌｧU18（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦敗退）、ﾌｧｼﾞｱｰﾉU18（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦敗退）

9/28～11/17(決勝)
各クラブホームスタジアム
静岡・埼玉・福岡

2019第10西日本ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-14)大会 8/23～8/25 広島

⇒（結果）3日間延べ10チームの交流戦

2019年度第１回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ女子ｻｯｶｰ大会(U-18) 中国地域予選 5/26,6/15,6/16 岡山(美作,神原)、広島(ﾂﾈｲｼ)

⇒（結果）優勝FCREVO山口  準優勝ｱﾝｼﾞｭｳﾞｨｵﾚ広島U-18
   （全国成績)　REVO予選4位, ｱﾝｼﾞｭｳ予選4位　両ﾁｰﾑとも予選ﾘｰｸﾞ敗退

2019年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第1回理事会 4月6日 広島(広島県ｽﾎﾟｰﾂ会館)

2019年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第2回理事会 8月3日 鳥取(   米子　)

2019年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第3回理事会 10月19日 広島県(ﾂﾈｲｼしまなみﾋﾞﾚｯｼﾞ)

2019年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第4回理事会 1月18日 広島(東広島文化ﾎｰﾙくらら)

■技術委員会

第74回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （成年男子） 8/10～8/12 島　　根
⇒（結果）1位岡山、2位広島、3位島根
　（全国成績）岡山：２回戦敗退（ベスト8） 9/30～10/３ 茨　　城

第7４回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （成年女子） 8/10～8/12 島　　根
⇒（結果）1位岡山、2位山口、3位広島
　（全国成績）岡山：第3位（準決勝PK負） 9/29～10/２ 茨　　城

第74回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （少年男子） 8/10～8/12 島　　根
⇒（結果）1位山口、2位広島、3位岡山
　（全国成績）広島：準優勝　山口：第3位　岡山：準々決勝敗退(山口にPK負） 9/29～10/3 茨　　城

第1回技術委員長・ﾕｰｽﾀﾞｲﾚｸﾀｰ会議 6/23 岡　　山

第2回技術委員長・ﾕｰｽﾀﾞｲﾚｸﾀｰ会議 12/15 広　　島

第3回技術委員長会議（全国技術委員長会議にて） 2020/2/15～2/16 東　　京

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第７節               2018-2019　2ndｽﾃｰｼﾞ 4/21 島　　根

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第８節               2018-2019　2ndｽﾃｰｼﾞ　　　 5/12 広　　島

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第９節               2018-2019　2ndｽﾃｰｼﾞ 6/23 岡　　山

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第１０節　　　　2018-2019　2ndｽﾃｰｼﾞ 6/30 鳥　　取

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第１節　　　　　2019-2020　1stｽﾃｰｼﾞ 8/13 島　　根

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第２節　　　　　2019-2020　1stｽﾃｰｼﾞ 11/24(台風のため延期) 山　　口

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第３節　　　　　2019-2020　1stｽﾃｰｼﾞ 10/1３ 鳥　　取

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第４節　　　　　2019-2020　1stｽﾃｰｼﾞ 11/17 岡　　山

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第５節　　　　　2019-2020　1stｽﾃｰｼﾞ 12/8 広　　島

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第１１節　　　　2018-2019　３rdｽﾃｰｼﾞ 2020/2/15～2/16 広　　島

２０１９中国地域トレセンリーグU16　第６節　　　　　2019-2020　2ndｽﾃｰｼﾞ　中止 2019/3/22 島　　根

2019JFAトレセン中国U17　 6/9～6/11 広　　島

2019JFAトレセン中国U13・14 9/21～9/22 島　　根

2019JFAナショナルトレセン中国U12 2020/1/17～1/19 広　　島

201９/4～2020/3 各　　県

2019中国地域各県指導者養成(C級)インストラクター研修会（島根を除いた4県で終了） 2020/1～4 各　　県

2020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　（中止） 2020/3/8 広　　島

2019中国地域ＧＫトレーニングキャンプ(U13U14)　夏季 2019/9/21～9/22 島　　根
2019中国地域ＧＫトレーニングキャンプ(U16)　冬季　（中止） 2020/3/20 ～3/21 広　　島

■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. 島　　根（ミニ国体）

中国第３回審判委員会 12/22 広　　島（PL参入戦）

中国第４回審判委員会（中止） 2019/2/22 広　　島

■中国サッカー協会事務局
（一社）中国サッカー協会2019年度第１回社員総会・理事会 2019/6/29. 広　　島
（一社）中国サッカー協会2019年度第２回社員総会・理事会 2020/1/18. 広　　島

■天皇杯

天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会(１回戦)
5/25.5/26

広　　島・鳥　　取
島　　根・福　　岡

⇒（結果）SRC広島１－２鹿屋体育大学（ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ広島ｽﾀｼﾞｱﾑ）
　　　　　松江シティFC２－２カマタマーレ讃岐（２PK④）（島根県立サッカー場）
　　　　　ギラヴァンツ北九州６-０徳山大学（ミクニワールドスタジアム）
              ガイナーレ鳥取２-２環太平洋大学（④PK３）（とりぎんバードスタジアム）

天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会(２回戦)
7/3.

広　　島・大　　分
千　　葉・山　　口

⇒（結果）サンフレッチェ広島4－0沖縄SV(福山竹ヶ端）
              ジェフユナイテッド千葉0 -3ファジアーノ岡山（フクダ電子アリーナ）
　　　　　大分トリニータ４-1ガイナーレ鳥取（昭和電工ドーム大分）
              レノファ山口FC2－1FC琉球（維新みらいふスタジアム）

天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会(３回戦)
8/14.

広　　島・山　　口
岡　　山

⇒（結果）サンフレッチェ広島2－1ツエーゲン金沢（エディオンスタジアム広島）
              セレッソ大阪3－0レノファ山口FC（維新みらいふスタジアム）
　　　　　川崎フロンターレ2－1ファジアーノ岡山（シティライトスタジアム）

天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会(４回戦) 9/18. 広島
⇒（結果）サンフレッチェ広島1－1大分トリニータ（9PK⑩）（エディオンスタジアム広島）　

2019中国地域各県ＴＣコーチ（U12U14U16/女子）研修会


