
2011年度社団法人福岡県サッカー協会大会予定表
１種　(社会人・大学・高専)

区分 回数 大会名 期日 会場

主催

第37回 福岡県社会人サッカーリーグ（2部制） 4月～11月 県内各地

第47回 九州社会人サッカー選手権大会　福岡県大会 7月3、10日 福岡FC・春日公園

第18回 全国クラブチームサッカー選手権大会　福岡県大会 7月24、31日 福岡FC・春日公園・博多の森補助

第54回 福岡県民体育大会 12月4、11日 未定

第4回 福岡県各地区サッカーリーグ決勝大会 1月22日 福岡FC

平成23年度福岡県大学サッカー秋季リーグ 9月中旬～11月初旬 各大学グラウンド

主管

第6回 平成23年　ビーチサッカー全国大会　福岡県予選大会 6月19日 百地浜

第47回 九州社会人サッカー選手権大会 8月6、7日 福岡FC

第41回 九州自治体職員サッカー選手権  福岡県予選 4月2、3日 香月中央運動公園

第35回 九州大学サッカートーナメント大会予選リーグ 4月9日～5月1日 西南G、FFC

第26回 九州大学サッカーリーグ 4月9日～11月20日 FFC、福大G、九産G、西南G、博多の森 他

第35回 九州大学サッカートーナメント大会　 5月21日～6月4日 中津、禅海グラウンド、FFC予定

タイカカップIリーグ2011　九州 期日未定 各大学グラウンド

第4回 九州ビーチサッカーリーグ 4月～10月 九州各県

シニア
区分 大会名 期日 会場

主催

第9回 福岡県シニアサッカーリーグ 4月～11月 県内各地

第2回 福岡県シニア(O-50)サッカーリーグ 11月～12月 県内各地

第10回 全国シニア(O-50)サッカー大会福岡県大会 4月3日 福岡フットボールセンター

第11回 日本スポーツマスターズ2011(O-40)サッカー大会福岡県大会 5月1日 筑豊緑地公園

第17回 九州シニアサッカー大会 福岡県大会 9月～10月 福岡フットボールセンター

主管 第10回 全国シニア(O-50)サッカー大会九州大会 5月7日～8日 福岡フットボールセンター



2011年度社団法人福岡県サッカー協会大会予定表
２種(高校・クラブU-18)

区分 大会名 期日 会場

主催

2011　福岡県ユース（U-18）サッカーリーグ 3月～9月下旬 県内各地

第90回 全国高校サッカー選手権大会　1次予選 7月26日～30日　予備7月31日 県内各地

第90回 全国高校サッカー選手権大会　2次予選 10月15日～11月13日 県内各地

主管

第22回 九州クラブユース（U-18）サッカー選手権 4月24日～6月26日 福岡、佐賀、大分、熊本、鹿児島各県会場

第15回 九州クラブユース（U-18）サッカーリーグ 10月2日～23日 福岡、鹿児島各県会場

第8回 JFAプリンスリーグU-18　九州2011 4月上旬～12月下旬 九州各地

第2１回 九州クラブユース（U-17）サッカー大会 1月29日～3月4日 福岡、佐賀、大分、熊本、鹿児島各県会場

2012サニックス杯 国際ユースサッカー大会 3月下旬 グローバルアリーナ

平成23年度　福岡県高等学校サッカー大会
（兼　第62回全九州高等学校サッカー競技大会県予選）

5/14、15、21、22、28、29 レベルファイブスタジアム
博多の森陸上競技場、ＦＦＣ他6/4、5

協力 第39回 九州高校サッカーフェスティバル 3月下旬 県内各校、福岡フットボールセンター他

３種(中学校・クラブU-15)
区分 大会名 期日 会場

主催

第16回 福岡県クラブジュニアユースサッカー1年生大会 9月23、24日 未定

第23回 福岡県ユース（U-15）サッカー選手権大会 8月27日～9月23日 レベルファイブスタジアム　他

第26回 福岡県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 6月5日～25日 福岡、筑豊、北九州、筑後各支部会場

第25回 福岡県クラブユース(U-14)サッカー大会 12/3、4、1/14、15 福岡、筑豊、北九州、筑後各支部会場

第26回 福岡県クラブジュニアユースサッカートーナメント 7/9～9/25、10/1、2 福岡、筑豊、北九州、筑後各支部会場

2011第3回福岡県ユース（U-15）サッカーリーグ 2011年 1月～8月 県内各地

2012第4回福岡県ユース（U-15）サッカーリーグ 2012年 1月～9月 県内各地

平成23年度第2回福岡県中学校(U-14)サッカー大会 2月11､12日 福岡フットボールセンター

共催 第30回 平成23年度福岡県中学校新人サッカー大会 12月3､10日 本城陸上競技場・運動場　他

主管 第23回 高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 12月26､27､29日 レベルファイブスタジアム・本城陸上競技場

後援 第53回 福岡県中学校サッカー大会 7月30､31日 春日公園球技場　他



2011年度社団法人福岡県サッカー協会大会予定表
４種(ジュニア)

区分 大会名 期日 会場

主催

福岡県　U-10・11・12サッカーリーグ 5月～2月 未定

第35回 全日本少年サッカー大会　福岡県大会 6/12、18、19　予備6/25 筑後地区

第23回 九州ジュニア（U-11）サッカー福岡県大会 12/4、10、11　予備12/17 福岡市

第43回 九州ジュニア（U-12）サッカー福岡県大会 2/4、5、11　予備2/12 北九州市

５種(女子)
区分 大会名 期日 会場

主催

第28回 福岡県女子サッカーリーグ
5/22、6/19、7/3、18、9/11、10/2 1部（福岡女学院）

11/6　予備11/20、27 2部（福翔高校）

第22回 九州高校女子サッカー選手権大会　福岡県予選 5月15日 福岡女学院グラウンド

第16回 九州女子ユース（U-15）サッカー選手権大会　福岡県予選 5/3、4、5 福岡女学院グラウンド

第23回 九州レディースサッカー大会　福岡県予選 8月7日 福岡女学院グラウンド

第15回 九州女子ユース（U-18）サッカー選手権大会　福岡県予選 10/8、9、10 福岡女学院グラウンド

第29回 九州女子サッカー選手権大会　福岡県予選 9/18、19、23 福岡女学院グラウンド

第6回 福岡県U-12女子サッカーリーグ 未定 未定

第22回 九州ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ（U-12）ｻｯｶｰ大会　福岡県予選 10月16日 北九州市

第24回 九州なでしこサッカー大会　福岡県予選 3/13、20、21 福岡女学院グラウンド

主管
第14回 九州女子サッカーリーグ

4/17、24、5/22、29、6/12、26、7/10 ホームアンドアウェイ方式
FFC、春日公園、福岡大学　他7/31、8/7、28、9/11、25、10/2、3

第23回 九州レディースサッカー大会 9/3、4 宮崎県



2011年度社団法人福岡県サッカー協会大会予定表
フットサル

区分 大会名 期日 会場

主催

平成23年度　福岡県フットサルリーグ 5月8日～2月18日 アクシオン福岡他県内各地

平成23年度　福岡県女子フットサルリーグ 9月～10月予定 県内各地

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル2011in北九州 5月22日 北九州市総合体育館

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル2011inうきは 10月予定 浮羽市体育館

ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル2011in新宮 2月19日 新宮スポルバ21

第17回 全日本ユース（U-15）フットサル福岡県大会 9月24日～ アクシオン福岡他県内各地

第2回 全日本女子U15フットサル福岡県大会 9月24日～ アクシオン福岡他県内各地

第17回 全日本フットサル選手権福岡県大会 10月1日～29日 アクシオン福岡・かすやドーム

第21回 バーモンドカップ全日本少年フットサル大会福岡県大会 11月19、20日他 筑後広域公園他

第5回 全日本大学フットサル選手権福岡県大会 5月22日 北九州市総合体育館

第8回 全日本女子フットサル選手権福岡県大会 7月30日 小倉北体育館

主管

第10回 九州フットサルリーグ　第1・2節 4月30日、5月1日 かすやドーム

第10回 九州フットサルリーグ　第15・16節（最終節） 2月11日～12日 アクシオン福岡

九州女子フットサルプレリーグ　第1・2節 4月30日、5月1日 かすやドーム

九州女子フットサルプレリーグ　第15・16節（最終節） 2月11日～12日 アクシオン福岡

九州U15女子フットサルリーグ　 11月26、27日 北九州市総合体育館

後援 アビー・ギラフットサルフェスタ2011福岡県大会 10月～11月 県内各地・北九州市総合体育館

キッズ
区分 大会名 期日 会場

主催 ユニクロサッカーキッズ！　ＩＮ　ヤフードーム 未定 ヤフードーム

主催 ＪＦＡキッズフェスティバル 通年 福岡フットボールセンター・各地区

主催 キッズリーダー養成講習会 通年 各地区

主催 巡回指導 通年 要望のある幼・保育園



2011年度社団法人福岡県サッカー協会大会予定表

その他
区分 大会名 期日 会場

主催 第15回 福岡県サッカー選手権大会 8月下旬 福岡フットボールセンター他

主管 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 9月、10月 未定

後援 第32回 北九州近県少年サッカー大会 12月下旬 北九州地区

後援 第14回 福岡市長旗争奪アビスパカップフットサル大会 9月～12月 県内各地
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