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3月下旬 ～ 9月上旬 協 会 2021宮古ユースリーグ（Ｕ－15） 北中学校他 第３種 １位：INDEPENDIENTE ２位：平良中  ３位：北中 4位：下地・上野中

4/10 ・ 4/11 県協会 U-12・U-11沖縄県トレセン選考会 県総合運動公園サッカー場 第４種 U-11多田 歩希（下地FC）與座 海人（宮古北SC）

4/29 木 高体連 宮古地区高校夏季総合体育大会 前福多目的運動場 第２種 【男子】決勝戦 宮高A 3－0 宮高B  ３位決定 宮高C 1-0 宮総

5/14 金 協 会 令和3年度 監査（令和2年度決算） 総合体育館 協 会

5/23 日 協 会 フットサル4級審判新規講習会 JTAドーム フットサル

5/23 ～ 3/20 JFA・OFA 2021U-12全日地区リーグ（in沖縄）宮古地区 伊良部カントリーパーク 第４種 新型コロナウイルス感染拡大により日程消化しきれず

6/26 中体連 全宮古中学校夏季サッカー大会 宮古島市陸上競技場 第３種 優勝：平良中学校  準優勝：北中学校 3位：下地・上野中

協 会 第8回先島親善女子フットサル大会 あかんまサッカーパーク 第5種 中止

協 会 先島親善女子サッカー大会 第5種 中止

協 会 第48回先島親善サッカー大会 前福グラウンド 第１種 中止

6/27 ～ 12/26 協 会 2021Mリーグ 前福グラウンド 第１種
優勝：FA 準優勝：いちわ 3位：Front9 4位：娯楽団 5位：わたこゆ 6位：梵

7位：久松ﾊﾞﾝﾁｷﾛｰｽﾞ 8位：有楽町 9位：D.H.F.C

6/27 協 会 OFA市町村対抗女子O-18サッカー大会 西崎陸上競技場 第５種 参加辞退

7/17 ・ 7/18 協 会 第41回新報児童オリンピック少年サッカー大会宮古地区予選 伊良部カントリーパーク 第４種
1位：INDEPENDIENTE  ２位：平良第一FC

決勝 INDEPENDIENTE 2-1 平良第一FC

7/18 日 協 会 令和3年度定期総会(第１回理事会) 書面開催 理 事 ※コロナによる延期により、7月18日を回答期限として書面開催

7/18 ～ 7/25 高体連 令和3年度沖縄県高等学校総合体育大会サッカー競技（女子） 石垣市中央公園陸上競技場 第５種 2回戦 宮古高校 0-2 那覇商業

5/19 水 高体連 令和3年度沖縄県高等学校総合体育大会サッカー競技（男子） 第２種 2回戦 宮古高校 0-5 美里工業

5/22 ～ 5/29 県協会 OFA沖縄県クラブユースU-15サッカー選手権大会
県総合蹴球場・

金武町フットボールセンター
第３種 INDEPENDIENTE出場 グループリーグ敗退

7/25 ～ 7/28 県協会 沖縄県中学夏季総体サッカー競技 黄金森公園陸上競技場他 第３種 平良中学校：2回戦敗退、北中学校：1回戦敗退

県協会 沖電工杯OFA沖縄県サッカー祭 D組・女子の部大会 第５種 中止

8/19 協 会 2021ビーチサッカーW杯ロシア大会日本代表 上里琢文選手 懸垂幕掲揚 宮古島市役所 広報

県協会 KYFA九州女子フットサル選手権大会県予選 第５種 不参加

協 会 第48回宮古体育大会 サッカー競技 前福多目的運動場・陸上競技場 第１種 中止

9/4 ・ 9/5 県協会 第32回海邦国体記念北中城村⾧杯沖縄県選抜少年サッカー大会 第４種 中止

県協会 KYFA九州女子U-15サッカー選手権大会県予選 第５種 中止

10/2 ・ 10/3 JFA・OFA 2021U-12サッカー選手権大会沖縄県大会フルオープン形式 伊良部カントリーパーク 第４種 1位：平良第一FC ２位：INDEPENDIENTE ３位：南FC

10/2 ～ 9/22 第31回沖縄県高等学校女子サッカー選手権大会 第５種 1回戦 10-1 球陽 2回戦 1-3 豊見城高校

10/3 JFA・OFA U-15女子フットサル大会沖縄県大会 第５種 浦添LFCに宮古から1人出場 予選敗退

10/23 ～ 10/30 県協会 第100回全国高校サッカー選手権大会沖縄県大会 県内各地 第２種 2回戦 宮古高校 6-0 宮古総実  3回戦 宮古高校 3-7 西原高校

10/17 ・ 3/20 協 会 いみっちゃやらびリーグ 第４種

県協会 沖縄県選抜中学生（Ｕ－14）トレセン大会 第３種 中止

10/23 ・ 10/24 協 会 JA共済カップ第35回沖縄県ジュニアサッカー(U-11)8人制宮古地区大会 伊良部カントリーパーク 第４種
優勝 久松FC 準優勝 下地FC

決勝 久松FC 3-0 下地FC

10/24 県協会 U-14女子沖縄県トレセン選考会 第５種 上野中3年 1人

10/30 ～ 10/31 JFA 第45回全日本Ｕ-12サッカー選手権大会 沖縄県大会 第４種

2回戦 平良第一FC 4-1 南風原JFC  3回戦平良第一FC 1-4 1FC宮城

2回戦 INDEPENDIENTE 2-2(PK3-4) 高良FC

2回戦 南FC 0-4 西原東FC

県協会 SYM・大和工業カップOFA沖縄県U-15サッカー選手権大会 第３種 中止

11/6 ・ 11/7 県協会
U-12ガールズゲーム2021第8回なでしこMIYAZAKIカップ県予選大

会
新都心公園

第４種

（女子）
リーグ 3-2那覇 （大会途中で中止）

11/6 ・ 11/7 県協会 OFA第12回市町村対抗女子サッカー大会 新都心公園 第５種
悪天候でアップできず初日2試合を棄権

順位決定戦 2-2(PK3-4) うるま市 10位

11/13 ・ 11/14
宮古毎日

新聞社
第28回宮古毎日新聞社杯全宮古少年サッカー大会 伊良部カントリーパーク 第４種 中止

11/13 ～ 11/14 県協会 OFA沖縄県クラブユースU-14サッカー選手権大会 県総合蹴球場・豊見城陸上競技場 第３種 INDEPENDIENTE出場 グループリーグ敗退

11/20 ・ 11/21 協 会 おきぎんJカップ第44回沖縄県ジュニアサッカー(U-12)8人制大会地区予選 伊良部カントリーパーク他 第４種
優勝：INDEPENDIENTE  準優勝：平良第一FC

決勝 : INDEPENDIENTE 3-2 マティダ東FC

11/23 JFA JFA第3回なでしこひろばin宮古島 パイナガマすこやか海空公園 第5種 52人参加（高校13・中学6・小学25・未就学8）

11/23 県協会 キッズリーダー講習 パイナガマすこやか海空公園 キッズ 県協会キッズ委員⾧ 前津氏招へい

県協会 第73回県民体育大会サッカー競技 第１種 中止

12/4 ～ 12/12 県協会 OFA沖縄県クラブユースU-13サッカー選手権大会 県総合蹴球場・嘉手納陸上競技場 第３種 INDEPENDIENTE出場 ベスト8

12/11  2021沖縄県トレセン選考会U-12・U-11（女子） 技術 女子 U-12女子：平良第一FC 1人  U-11：INDEPENDIENTE 1人

12/11 ・ 12/12 県協会 JA共済カップ第34回沖縄県U-11サッカー8人制大会 第４種
1回戦 久松FC 3-1 田場FC  2回戦 久松FC 2-3 沢岻ティーダキッズ

1回戦 下地FC 2-4 宇栄原FC

12/25 ・ 12/26 県協会 第41回新報児童オリンピック県大会（４年生以下） 第４種

1回戦 INDEPENDIENTE 3-1 古堅FC  2回戦 INDEPENDIENTE 2-2(PK3-1) 北谷SC

3回戦 INDEPENDIENTE 3-2 しまぶくFC  4回戦 INDEPENDIENTE 1-2 高江洲FC

1回戦 平良第一FC 1-2 上田FC

1/29 ～ 1/30 OFA・OTV おきぎんJカップ第44回沖縄県ジュニア8人制サッカー(U-12)大会 第４種 1回戦 INDEPENDIENTE 0-1 東風平JFC  平良第一FC 1-4 ACCS FC
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1/9 日 県協会 令和3年度宮古地区高校新人体育大会 サッカー競技(男子) 県内各地 第２種 決勝 宮古高校 6-0 宮古総実

2/19 中体連 全宮古中学校春季サッカー大会 宮古島市陸上競技場 第３種 優勝：平良中学校  準優勝：下地・上野中学校 3位：北・鏡原中学校
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1/30 日 県協会 令和3年度沖縄県高校新人体育大会 サッカー競技(男子) 県内各地 第２種 2回戦 宮古高校 0-4 KBC未来

1/30 ～ 2/6 県協会 令和3年度第29回沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技（女子） 第５種 不参加

県協会 第51回沖縄県中学校（Ｕ－14）サッカー大会 第３種 宮古地区より参加チームなし

3/5 ・ 3/6 県協会 第22回桑江朝幸杯沖縄県トレセン大会 北谷陸上競技場
技術

第４種
グラウンドコンディション不良により交流試合に変更

3/6 日 県協会 ファミリーフットサルフェスティバル 下地屋内運動場 フットサル

県協会 第24回沖縄県選抜中学生（Ｕ－１３）トレセン大会 島尻地区 第３種 中止

協 会 青少年の家まつりキッズサッカー大会 宮古青少年の家 第４種 中止

3/26 ・ 3/27 協 会 審判講習会（4級新規、3級昇級） 陸上競技場 審判

3/26 ・ 3/27 協 会 2021全宮古選手権大会 陸上競技場、前福多目的 第１種 1位：FA 2位：久松ﾊﾞﾝﾁｷﾛｰｽﾞ 3位：わたこゆ 4位：MAMORU

協 会 2020（第24回）やびじカップ交流少年サッカー宮古島大会 前福多目的運動場 第４種 中止

令和３年度（2021年度）宮古サッカー協会事業報告

月 日

8/28・29


