
■第1種委員会（社会人）

第49回中国サッカーリーグ　 8/30～9/27 各　　県
⇒（結果）1位：三菱自動車水島FC、2位：FCバレイン下関、3位：環太平洋大FC　　　　　　　　　　　　　　　　コロ
ナの影響でリーグ戦一巡目にて中国地域代表決定とした、２位：バレイン下関は全国輪番枠での出場
（全国成績）中国地域第１代表：三菱自動車水島FC、Cグループ４位、第２代表：FCバレイン下関、Bグループ４位、全国
チャンピオンズリーグに出場し２チームとも１次ラウンド敗退

11/１２～11/１３ 広島県、岩手県

第5１回中国自治体兼全国自治体中国地域予選会 5/22～5/25 鳥　　取
⇒（結果）
　（全国成績）

日本スポーツマスターズ（Ｏ-35）2021中国予選会 6月6日 広　　島
⇒（結果）広島県が中国地域代表
　（全国成績） 9/1８～9/2１ 岡　　山

第57回全国社会人サッカー選手権大会中国地域予選会　　 5/８～８/２２ 鳥　取、広　島、岡　山
⇒（結果）中国地域第一代表：福山シティフットボールクラブ、第二代表：環太平洋大ＦＣ、
                         第三代表：三菱自動車水島ＦＣ
　（全国成績） 10/17～10/21 三　　重

第28回全国クラブチームサッカー選手権中国地域大会　　　 9/1１～9/1２ 山　　口
⇒（結果）1位ヴァジュラ岡山（コロナの影響で大会中止、9月５日に抽選にて代表決定しました）
　（全国成績）ヴァジュラ岡山vsテイヘンズフットボールクラブ　1-0（１回戦敗退） 10/2３～10/2６ 茨　　城

第45回中国地域県ﾘｰｸﾞ決勝大会　 11/20～11/21 島　　根
⇒（結果）Aゾーン1位：SC松江、Bゾーン1位：福山シティフットボールクラブ
　　２チームが中国リーグ昇格

中国社会人サッカー連盟第1回理事会 2021/5/8 鳥　　取

中国社会人サッカー連盟第2回理事会 2021/11/20 島　　根

中国社会人サッカー連盟第３回理事会 2022/2/19 Web会議　各自宅

■第1種委員会（大学・高専）

2021年度第44回中国大学サッカーリーグ　　　　　　 4/25～11/21 各　　県
⇒（結果）【１部】１位：環太平洋大学、２位：福山大学，３位：広島大学
　　　　　【２部】１位：広島文化学園大学、２位：広島国際大学，３位：広島工業大学，4位：尾道市立大
学 12/08～12/25 埼玉ほか

2021年度インディペンデンスリーグ（Ｉリーグ）中国 9/5～11/21 各　　県
⇒（結果）１位：広島経済大学A、２位：環太平洋大学A、３位：福山大学A
　（全国成績）広島経済大学A 3　-　3 （4 PK 5）高松大学(１回戦敗退） 11/30～12/03 埼玉フットボールセンター

2021年度第45回中国大学サッカー選手権兼総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント大会中国地域予選　　7/4～7/25 各　　県
⇒（結果）１位：環太平洋大学・福山大学(決勝は実施せず両校優勝)，３位：広島修道大学・広島経済大学
　（全国成績）第1代表環太平洋大学１-0東海大学熊本，同1-3法政大学(2回戦敗退)，
                   第2代表福山大学1-5山梨学院大学(2回戦敗退） 8/23～9/05 味の素フィールド西が丘他

2021年度第4回中国大学サッカー新人戦 8/25～11/23 各　　県
⇒（結果）１位：環太平洋大学　2位：徳山大学
　（全国成績）環太平洋大学 0　-　5 桐蔭横浜大学
　　　　　　　環太平洋大学 0　-　6 中京大学
　　　　　　　環太平洋大学 5　-　0 新潟経営大学(グループリーグ敗退） 12/20～12/24 埼玉フットボールセンター

2021年度中国大学サッカーリーグ2部プレーオフ戦　　　　　　
⇒（結果）

2021年度中国大学サッカーリーグ1部2部入替戦　　　　　　　 12/05， 各　　県
⇒（結果）吉備国際大学、広島経済大学、福山平成大学１部残留
             ※鳥取大学、島根大学、岡山大学2部自動降格、広島文化学園大学1部自動昇格

中国大学サッカー選抜選考会 8/11，31，12/26 広島

中国四国大学サッカー選抜選考会

中国大学サッカー連盟理事会・役員会 4/10，5/29．7/9．
9/1．2/23 Web会議

第57回中国地区高専体育大会サッカー競技（代替大会） 11/13.14 山口
⇒（結果）Aパート優勝:徳山工業高等専門学校　　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2021 中国　　 4/3～12/4 各　　県
⇒（結果）1位：米子北　2位：瀬戸内　3位：ファジアーノ岡山Ｕ-18
   （プレミアプレーオフ成績）１回戦敗退

広　　島

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2021 中国 プレーオフ 12/１８～12/２０ 広　　島
⇒（結果）Ａブロック1位：サンフレッチェ広島ＦＣユースセカンド
　　　　　Ｂブロック1位：大社

第67回中国高等学校サッカー選手権大会　　　　　 鳥　　取
⇒（結果）1位：　　　　2位：　　　　3位：

第14回中国高等学校サッカー新人大会　　　　　 2022/3/12～3/14 広　　島
⇒（結果）1位：高川学園　2位：米子北　3位：岡山学芸館・就実

中国2種第1回委員会 2021/4/19 鳥　　取

中国2種第2回委員会 2021/12/12 広　　島

中国2種第3回委員会 2022/1/11 広　　島

中国2種第4回委員会 2022/2/15 広　　島

■第3種委員会

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2020中国プログレスリーグ 8/28～10/24 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位シーガル広島
   （全国成績）サンフレッチェ広島：　　　　　　　未定（11月14日に決定）： 12/11～12/27

大　　阪・群　　馬
東　　京・山　　口

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2020中国プログレスリーグ　チャレンジトーナメント 11/27～12/6 鳥　　取
⇒昇格ﾁｰﾑ：廿日市FCアカデミーU-15　Jフィールド岡山

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2020中国プログレスリーグ 9/4～12/28 各　　県
⇒（結果）１位 サンフレッチェ広島F.C   ２位ファジアーノ岡山  ３位シーガル広島

第53回中国中学校サッカー選手権大会　　　　　　 8/3～8/5 島　　根
⇒（結果）1位高川学園中学校　2位修道中学校
　（全国成績）高川学園中学校 0-0 3PK④ 東北学院中学校、修道中学校 1-5 甲府市立東中学校
                  （両チーム1回戦敗退） 8/19～8/23 山　   梨

高円宮杯 JFA 第33回全日本Ｕ-15サッカー選手権中国地域大会 　　 11/6～11/14 島　　根・山　　口

中国3種委員会第1回 5/15. Web会議

中国3種委員会第2回 8/4. 出雲市

中国3種委員会第3回 11/14. Web会議

中国3種委員会第4回 未定 Web会議

中国サッカー協会2021年(令和3年)度事業報告

⇒（結果）ファジアーノ岡山が第2代表に決定（第1代表はサンフレッチェ広島）
　（全国成績）サンフレッチェ広島1-2アントラーズつくば（1回戦敗退）
　　　　　　　ファジアーノ岡山7-1FCゼブラ　ファジアーノ岡山0-3FCラヴィーダ（2回戦敗退）

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

資料-5



■第4種委員会

第1９回中国ﾕｰｽｻｯｶｰU-１２ジョイフル大会　　　　　　 4/３～4/４ 山　　口（きらら）
⇒（結果）優勝　オオタFC（岡山）準優勝　レノファ山口U-12　第3位　シーガル広島
　（全国成績）コロナのため2022年1月22日（土）、23日（日）に実施。オオタFC（岡山）初優勝

CGFA202１フジパンCUP第45回中国U-12サッカー大会　　　　　　 12/４～12/5 鳥　　取
⇒　コロナ禍のため、12/4～12/5の2日間に短縮して開催
（結果）優勝　Jフィールド岡山ジュニア（岡山）準優勝 シーガル広島（広島）第3位 レノファ山口FC U-12（山口県）

（ヤマタスポーツパーク）

2021ナショナルトレセンU12中国事前研修会 12/12（1日開催に変更予定） 山　　口（宇部）

2021中国地域トレーニングセンターU-12女子 Ⅰ 8/2１～8/22 鳥　　取（大山）

JFAU-12ガールズゲーム202１中国 12/11～12/12
岡　　山

⇒（結果）優勝：福山ローザスレディース　準優勝：鳥取梨娘　第3位：山口WILD （岡山シティライトスタジアム）

2021中国地域トレーニングセンターU12(Challenge Festival)　　1日開催にて実施予定 2022.　1.15
広島
ツネイシしまなみビレッジ

⇒（結果）

2021JFAナショナルトレセンU12中国 2022/1/14～1/16
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19回ＪＦＡ中国ガールズ・エイト（Ｕ-１２）サッカー大会 2022/3/5～3/6
広　　島
(ツネイシしまなみビレッジ)

⇒（結果）

４種常任委員会臨時web会議 2021/8/7 web会議

４種常任委員会臨時web会議 2021/11/7 web会議

４種常任委員会 2021/12/4 鳥取　ﾔﾏﾀｽﾎﾟｰﾂ

４種常任委員会 2022/1/15 web会議
４種常任委員会 2022/1/23 web会議
４種常任委員会臨時web会議 2022/2/17 web会議

■キッズ委員会
中国第１回キッズ委員会 9/12. オンライン

中国第２回キッズ委員会 2021.3/21 オンライン

■女子委員会

ＪＦＡ第26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　　 １１/３～１１/１３ 山　　口
⇒（結果）優勝 ＡＩＣシーガル広島レディース　 2位 ディオッサ出雲ＦＣユース
　（全国成績）　【ＡＩＣシーガル広島レディース】1回戦敗退【 ディオッサ出雲ＦＣユース】1回戦敗退

12/1１～12/2７ 大       阪

６/２０～６/２１ 鳥　　　取
⇒（結果）　　　優勝：岡山県作陽高等学校　2位：ＡＩＣＪ高等学校
　（全国成績）　【　岡山県作陽高等学校　】一校出場　3位

8/18～8/２１ 福　　　井

第30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 11/６～11/８ 島　　　根
⇒（結果）1位： ＡＩＣＪ高等学校    ２位：岡山作陽高等学校     ３位：広島文教大学附属高等学校

（全国成績）【ＡＩＣＪ高等学校】ベスト８【岡山作陽高等学校】2回戦敗退【広島文教大学付属高等学校】１回戦敗退 2022.  1/3～１/９ 兵　　　庫

第30回全日本大学女子サッカー選手権大会中国地域予選会　　 10/１７・２４ 広      島・山　　口
⇒（結果）第一代表： 徳山大学　第二代表： 吉備国際大学
　（全国成績）【徳山大学】1回戦敗退【吉備国際大学】1回戦敗退

12/24～2022/1/6 山　　口・広　　島

第２０回中国女子サッカーリーグ　　　　　　 ４/11～12/12
広　　島・山　　口
岡　　山・島　　根

⇒（結果）１部 １位：ディオッサ出雲ＦＣ      2位：徳山大学          ３位：岡山作陽高等学校
　　　　　２部 順位なし

ＪＦＡ第33回全日本0-30女子サッカー大会中国地域予選会　 12月4日 広　　島
⇒（結果）大会参加チーム1チームの為開催せず    【地域推薦で　山口熊毛スパーベアーズ】
　（全国成績）中止

2022.3/19～3/21 静　　岡

9/11・12 広　　島
⇒ 地域代表：ディアヴォロッソ広島、ディオッサ出雲、徳山大学、吉備国際大学Charme岡山高梁
   （全国成績）【ディアヴォロッソ広島】1回戦敗退 【ディオッサ出雲】2回戦敗退 【徳山大学】2回戦敗退
   【吉備国際大学Charme岡山高梁】1回戦敗退

11/27～2022/2/27 全国各地

ＪＦＡ第25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 10/23・10/３１ 鳥　　取
⇒（結果）第一代表：SolfioreFC  第二代表：福山ローザスレディース　両チームは決勝戦回避（コロナ禍）
　（全国成績）【ＳｏｌｆｉｏｒｅＦＣ】1回戦敗退【福山ローザスレディース】1回戦敗退

202２.1/４～1/１０ 大　　阪

第７５回国体中国ブロック大会-ミニ国体 ８/８・９ 岡　　山
⇒（結果）優勝　広島県
　（全国成績）　　中止

鹿  児  島

12/11・12 岡　　山
⇒（結果）参入希望チーム、リーグ補充チーム同数のため実施せず

■フットサル委員会

中国フットサルリーグ2021 6/26～1/9 各　　県

⇒（結果）　１部１位：FAREIA鳥取/tartaruga　　２部１位： MFP SALSA

（全国成績） 愛　　知

第37回全国選抜フットサル大会中国地域大会 7/17. 岡　　山
⇒（結果）鳥取県選抜
　（全国成績） 秋　　田

第17回全日本大学フットサル大会中国地域大会 7/18. 山　　口
⇒（結果）広島大学体育会フットサル部
　（全国成績） 大　　阪

JFA第16回全日本ビーチサッカー大会中国地域大会 6/27. 鳥　　取
⇒（結果）1位：ベル・エキップBS、2位：ハレクティオ岡山
　（全国成績） 兵　　庫

JFA第27回全日本U-15フットサル選手権中国地域大会　 10/23. 山　　口
⇒（結果）FAREIA鳥取/MAIS
　（全国成績）予選リーグ敗退 三　　重

JFA第12回全日本女子U-15フットサル選手権中国地域大会 11/27. 山　　口
⇒（結果）ＡＩＣシーガル広島レディース
　（全国成績）準優勝 三　　重

JFA第18回全日本女子フットサル選手権中国地域大会 9/26. 鳥　　取
⇒（結果）AICJ高等学校
　（全国成績）辞退（コロナ陽性者） 北  海  道

JFA第27回全日本フットサル選手権中国地域大会 2022/1/29～1/30 広  　 島
⇒（結果）LUCK THE DRIVE
　（全国成績）１回戦敗退 兵　庫、大　阪、静　岡

10/24. 岡　　山
⇒（結果）広島県選抜
　（全国成績）優勝 高　　知

SuperSports XEBIO中国フットサルリーグ2021参入戦 2021/2/6 鳥　　取
⇒（結果）1位：ＵＢＥプラス、2位：たびじＦＣ

第1回中国フットサル委員会 5/15. 鳥　　取

第2回中国フットサル委員会 12/11. 鳥　　取

第3回中国フットサル委員会 2022/1/29. 広　　島

JFA第8回全日本U-18フットサル選手権中国地域大会 7/11. 広　　島
⇒（結果）作陽高校
　（全国成績）ベスト８

第10回中国高等学校サッカー選手権大会兼令3年度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

皇后杯ＪＦＡ第４３回全日本女子サッカー選手権大会中国地域予選会兼第３６回中国女子サッカー選手権大
会

202１年度中国女子サッカーリーグチャレンジ大会　　　　　

日本トリムPresents 第13回全国女子選抜フットサル大会(トリムカップ2022) 中国地域大会

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

全国大会中止

全国大会中止



第8回中国ビーチサッカーリーグ 10/17. 岡　　山
⇒（結果）ベルエキップＢＳ
　（全国成績） 兵　　庫

第7回中国女子フットサルリーグ2021 6/26～1/30 各　　県
⇒（結果）LETIZIA FEMMINILE
　（全国成績）出場辞退

7/10～1/30 各　　県
⇒（結果）吉備国際大学
　（全国成績）１回戦敗退 愛　   知

■シニア委員会

JFA第21回全日本O-６０サッカー大会中国予選会 ４/３～４/４
広　　島
(みよし運動公園)

⇒（結果）1位：広島県シニア60合同チーム　　2位：シニア岡山ＦＣ
　（全国成績） 秋　　田

JFA第15回全日本O-７０サッカー大会中国地域予選会 ４/１０
鳥　　取
(弓浜コミュニティー広場)

⇒（結果）1位：広島県シニア70合同チーム　　2位：島根Ｏ-70
　（全国成績） 秋　　田

JFA第20回全日本O-５０サッカー大会中国予選会 ７/３１～８/１
山　　口
(キリンレモンスタジアム）

⇒（結果）1位：広島フォーティーズ　　2位：ＢＬＡＺＥ
　（全国成績）予選ラウンド4位：広島フォーティーズ １1/２７～１１/２９ 栃　　木

JFA第9回全日本O-４０サッカー大会中国予選会 １０/９
島　　根
(平田スポーツ公園ﾞ）

⇒（結果）1位：広島フォーティーズ　　2位：出雲パーパス
　（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2位：出雲パーパス 1１/６～1１/８ 静　　岡

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 1１/１３～1１/１４
広　　島
（庄原市上野総合公園）

⇒（結果）1位：広島県シニア60≡チーム　　　　　2位：シニア岡山ＦＣ

2021年度第11回中国地域シニア（O-４０)ｻｯｶｰ 県リーグ決勝大会 202２/3/５～3/６ 岡　　山
⇒（結果）1位：　　　　　　　　2位：

2021年度第10回ライフスポーツサッカー大会 広　　島（呉市）

中国地域第1回シニア委員長会議 １０/９ 島　　根

中国地域第2回シニア委員長会議 2022/3/21 岡　　山

■クラブユース連盟

2021年度第45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 4/25(日)～6/21(月)
広　　島・岡　　山
鳥　　取・山　　口

⇒（結果）①ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島、②ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚ広島ﾕｰｽ ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ2勝1分ﾉｯｸｱｳﾄｽﾃｰｼﾞﾍﾞｽﾄ8､ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山 ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ
                   1分2敗(ｸﾞﾙｰﾌﾟ4位)

7/25(日)～8/4(水) 群馬（前橋、伊勢崎）

2021年度第36回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会　中国地区大会 7/3(土)～7/18(日)
広島、岡山、山口、島根、
鳥取

⇒（結果）①ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島、②ﾚﾉﾌｧ山口､③ｼｰｶﾞﾙ広島
　（全国成績）ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島(ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ1位(3勝)、ﾉｯｸｱｳﾄｽﾃｰｼﾞﾍﾞｽﾄ8)、ﾚﾉﾌｧ山口(ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ
                   1勝1敗1分(3位)、ﾉｯｸｱｳﾄｽﾃｰｼﾞ2回戦敗退 ﾍﾞｽﾄ16)､ｼｰｶﾞﾙ広島(ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ
                   1勝2敗(3位)、ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ敗退)

8/15(日)~24(火) 北海道帯広

2021JCYｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾄﾘﾑｶｯﾌﾟ（U-15）WEST 8月 J-GREEN堺

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山5/32位、FCﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼ16/32位、ｸﾚﾌｨｵ山口26/32位

2021年度第22回中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権(U-15)大会 ( 岡山県 ) 11/20(土）～21（日） 岡山

⇒（結果）①カミノ ②セイザン③ヴィバルテ④レヴァリーズ

10/9(土)、10/30(土)、
11/7（日）

 広島、岡山県

⇒(結果) ①FC ﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼ､②ﾌﾞﾘﾛ東広島、③ｱｸｰﾄ岡山　　ﾂﾈｲｼ　ﾌﾞﾘﾛ　ｱｸｰﾄ
⇒(全国成績) ﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼ 11 位/16 ﾁｰﾑ 12/26(日)～29(水)  大阪(J-GREEN 堺)

2021年度第3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 岡山、広島、山口

⇒（結果）ｿﾙﾌｨｵｰﾚFC作陽　福山ﾛｰｻﾞｽﾚﾃﾞｨｰｽ
（全国成績)(全国成績) ｿﾙﾌｨｵｰﾚ 7/16位、ﾛｰｻﾞｽ 13/16位 8/2(月)～8/9(月) 群馬県

2021年度第1回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ女子ｻｯｶｰﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ大会(U-18) 2022/1/8(土)～1/16(日)群馬県

⇒（全国大会) ｱﾝｼﾞｭｳﾞｨｵﾚ広島　予選ﾘｰｸﾞ2分1敗

2021年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第1回理事会 2021/4/3(土) Web会議

2021年度　中国FA 理事会 2021/5/29(土) Web会議

2021年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　臨時理事会 2021/5/30(日) Web会議

2021年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第2回理事会 2021/7/25(日) Web会議

2021年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　常務理事会 2021/10/24(日) 東広島

2021年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第3回理事会 2021/11/21(日) Web会議

2021年度　中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　第4回理事会 2022/1/22(土) Web会議

■技術委員会

第75回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （成年男子） 8/14～8/16 岡　　山
⇒（結果）1位　島根、2位　岡山、3位　広島
　（全国成績）  新型コロナウィルス感染症　感染拡大のため中止 9/26～9/29 三　　重

第75回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （成年女子） 8/7～8/9 岡　　山
⇒（結果）1位　広島、2位　島根    、3位　岡山
　（全国成績））新型コロナウィルス感染症　感染拡大のため中止 9/27～9/30 三　　重

第75回国体中国ブロック大会-ミニ国体 （少年男子） 8/7～8/9 岡　　山
⇒（結果）1位　鳥取、2位　広島、3位　岡山
　（全国成績）　新型コロナウィルス感染症　感染拡大のため中止 9/26～9/30 三　　重

第1回技術委員長・ﾕｰｽﾀﾞｲﾚｸﾀｰ会議 5/18 web会議

第2回技術委員長・ﾕｰｽﾀﾞｲﾚｸﾀｰ会議 12/19 広　　島

第3回技術委員長会議（全国技術委員長会議にて） 2022/2/19～20 東　　京

4/18 岡山・山口

5/9・6/20 山口・鳥取

7/22・7/11 島根・鳥取

6/27・8/3 鳥取・広島

7/4・7/18 広島・島根
8/10➡11/28 岡　　山

9/19➡12/18 鳥　　取

10/17 島　　根

11/21 山　　口

12/5 広　　島

12/5 岡　　山

2022/2/19～20 広　　島

202２/3/20 山口・岡山

2022/3/19～20 広島

2021/1/15～1/16 広　　島

8月11日 web研修会

2022/1～4 各　　県

2022/3/6 広　　島
2021中国地域ＧＫトレーニングキャンプ夏季(U14・U13) 9/18・9/19➡1/15・1/16 島　　根

2022/3/6 鳥　　取

中国地域トレセンリーグU16　2021-2022　1stｽﾃｰｼ　男子　第4節

日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ(U-18)Town Club Cup 2021 中国地域予選

LUXPERIOR CUP第5回中国大学フットサルリーグ2021

中国地域トレセンリーグU16　2021-2022　1stｽﾃｰｼ　男子　第2節

中国地域トレセンリーグU16　2021-2022　1stｽﾃｰｼ　男子　第3節

中国地域トレセンリーグU16　2020-2021　2ndｽﾃｰｼﾞ 男子 第7節 女子 第2節

中国地域トレセンリーグU16　2020~2021　2ndステージ　男子 第8節

中国地域トレセンリーグU16　2020~2021　2ndステージ　女子 第3節

中国地域トレセンリーグU16　2020~2021　2ndステージ　男子 第9節 女子 第4節

中国地域トレセンリーグU16　2020~2021　2ndステージ　男子 第10節 女子 第5節
中国地域トレセンリーグU16　2021-2022　1stｽﾃｰｼ　男子　第1節

中国地域トレセンリーグU16　2021-2022　1stｽﾃｰｼ　男子　第5節

2021JFAトレセン中国U17トレーニングキャンプ

2021中国地域ＧＫトレーニングキャンプ冬季(U16)

2021中国地域トレセンリーグU16　第11節　2020-2021　３rdｽﾃｰｼﾞ

中国地域トレセンリーグU16　2021-2022　２ndｽﾃｰｼ　男子 第6節  女子 第1節

2021JFAトレセン中国U12・U13

2021JFAナショナルトレセン中国U12    　　形式を変えて実施予定（各県対抗戦）

2021中国地域各県FAインストラクター(D・C級)研修会

2022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

2021中国地域ＴＣコーチ（U12/女子）研修会　➡各県で伝達講習

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

期日変更して実施

中 止

中 止

日帰りで実施

期日変更して実施

期日変更して実施

期日変更して実施

期日変更して実施

期日変更して実施

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止



■審判委員会
中国第１回審判委員会 4/28 （Web会議）

中国第２回審判委員会 5/12 （Web会議）

中国第３回審判委員会 5/28 （Web会議）

中国第４回審判委員会 6/28 （Web会議）

中国第５回審判委員会 9/16 （Web会議）

中国第６回審判委員会 11/8 （Web会議）

中国第７回審判委員会 12/22 （Web会議）

中国第８回審判委員会 3/12 　広　　島

中国審判員会審判フォーラム 6/12 （Web会議）

全国審判委員長会議 ６ （Web会議）

専門部会会議 4/22 （Web会議）

専門部会会議 5/29 　広　　島

専門部会会議 6/16 （Web会議）

■中国サッカー協会事務局
（一社）中国サッカー協会2021年度第1回中国5県FA代表者会議 2021/5/18. （Web会議）
（一社）中国サッカー協会2021年度第1回理事会 2021/5/29. （Web会議）
（一社）中国サッカー協会2020年度定時社員総会 2020/6/24. （Web会議）
（一社）中国サッカー協会2021年度臨時中国5県FA代表者会議 2020/7/1. （Web会議）
（一社）中国サッカー協会2021年度臨時理事会 2020/7/6. （Web会議）
（一社）中国サッカー協会2021年度第2回中国5県FA代表者会議 2021/12/14 　広　　島
（一社）中国サッカー協会2021年度第2回理事会 2022/1/15 （Web会議）
（一社）中国サッカー協会2021年度臨時社員総会 2022/2/1. （Web会議）

■天皇杯

天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会(１回戦)

⇒（結果）福山シティFC ２－１ 松江シティFC（広島広域公園第一球技場） 5月23日 広島
⇒（結果）三菱水島FC 3－1 FCバレイン下関 (シティライトスタジアム） 5月22日 岡山

⇒ （結果）ガイナーレ ４－１ FC徳島 （Axisバードスタジアム） 5月23日 鳥取

天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会(２回戦)

⇒（結果）清水エスパルス 1－0 福山シティＦＣ （IAIスタジアム日本平） 6月9日 静岡

⇒（結果）セレッソ大阪 2－0 ガイナーレ鳥取 （ヨドコウ桜スタジアム） 6月9日 大阪

⇒（結果）名古屋グランパス 5－1 三菱水島FC （長良川競技場） 6月9日 岐阜


