
年 主催 行　　事　　内　　容 会　　　場 対　象 備考及び大会結果

3月 ～ 9月 県協会 高円宮杯ＪＦＡＵ-１５サッカーリーグ２０２０沖縄3部宮古リーグ 前福グランド・陸上競技場 第３種

4月 ～ 12月 JFA・OFA 2022U-12全日地区リーグ（ｉｎ沖縄県）　宮古地区 伊良部カントリーパーク 第４種

4月 ～ ３月 協　会 いみっちゃやらびリーグ 海空公園 第４種

県協会 U-12・U-11沖縄県トレセン選考会 金武フットボールセンター（天然芝） 第４種

4/29 ~ 4/30 県協会 2022年度JFAトレセン沖縄女子U-12/U-14/U-17選考会 金武町フットボールセンター 第４種女子
第５種

4/29 金 高体連 2022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

5/24 火 協　会 令和4年度　監査（令和3年度決算） 総合体育館2階会議室 協　会

5/28 ～ 6/4 高体連 令和4年度沖縄県高等学校総合体育大会サッカー競技（男子） 県総合運動公園サッカー場他 第２種

5/28 ～ 6/4 高体連 令和4年度第30回沖縄県高等学校総合体育大会サッカー競技（女子） 第5種

5月 ～ 12月 協　会 2022年度Mリーグ（社会人リーグ） 前福グラウンド 第１種

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

審判講習会（3級昇級試験） 審判

6/17 金 協　会 令和4年度定期総会(第１回理事会) 宮古島市陸上競技場会議室 理　事

7月 ～ 12月 2022年度宮古島学生スーパーリーグ（高校生・U15）　隔週土曜日開催 前福グラウンド　他 第2種～第3種 新規提案

協　会 第48回先島親善サッカー大会(開催予定) 前福グラウンド 第１種

県協会 OFA第４回市町村対抗女子（O-18）サッカー大会 第5種

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 フット

7/2 ・ 7/3 協　会 第42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

中体連 沖縄県中学夏季総体サッカー競技 未定 第３種

高体連 宮古島招待サッカー大会（8月中旬～下旬） 前福グラウンド　他 第2種 新規提案

8/13 ・ 8/14 県協会 第42回新報児童オリンピック県大会（４年生以下） 第４種

8/20 ・ 8/21 協　会 第49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

8/21 県協会 OFA第19回沖縄県女子フットサル選手権大会 未定 第5種

9/3 ・ 9/4 県協会 第33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 場所未定 第４種

9/10 ～ 9/11 県協会 ＪＦＡガールズゲーム大会　なでしこ宮崎カップ沖縄県予選 場所未定 第４種女子

県協会 2022年度　琉球ダイハツカップ　第33回沖縄県高等学校女子サッカー選手権大会 第5種

9/18 県協会 OFA第１２回沖縄県U-15女子フットサル大会 場所未定 第5種

10/1 ～ 10/10 県協会 高円宮杯第56回沖縄県Ｕ－１５サッカー選手権大会 場所未定 第３種

県協会 第27回沖縄県選抜中学生（Ｕ－14）トレセン大会 島尻地区 第３種

10/1 ・ 10/2
沖縄県農業
協同組合

ＭＦＡ
JA共済カップ第36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

10/15 ～ 10/16 県協会 ＪＦＡ第46回全日本Ｕ-12サッカー選手権大会　沖縄県大会 第４種

未定 ・ 未定 協　会 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

11/5 ～ 11/6 県協会 OFA第13回市町村対抗女子サッカー大会 未定 第5種

11/19 ・ 11/20 協　会 おきぎんJカップ第45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 第４種

11/19 ・ 11/20 県協会 第73回県民体育大会サッカー競技 第１種

11/26 ～ 11/27 JFA JFAU-12カールズゲーム2022　九州なでしこ宮崎カップ 宮崎県 第４種女子

12/10 ～ 12/11 県協会 JA共済カップ第35回沖縄県ジュニアサッカー（U－11）8人制大会 未定 第４種

12/17 土 高体連 2022宮古地区高校冬季新人体育大会（兼　沖縄県新人体育大会シード権争奪） 未定 第２種 新規提案

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

1/29 ～ 1/30 県協会 おきぎんJカップ第45回沖縄県ジュニア8人制サッカー(U-12)大会 未定 第４種

県協会 令和4年度第30回沖縄県高等学校新人体育大会サッカー競技（女子） 未定 第5種

審判講習会 宮古島市陸上競技場 審判

八重山 第6回YAEYAMA女子フットサル大会 石垣市総合体育館 第5種

協　会 2022年度全宮古サッカー選手権大会 前福グラウンド 第１種

未定 協　会 青少年の家まつり（いみっちゃやらびチャンピオンシップ） 宮古青少年の家 第４種

3/4 ・ 3/5 県協会 第22回桑江朝幸杯沖縄県トレセン大会 場所未定 第４種

3/19 ・ 3/20 県協会 第26回沖縄県選抜中学生（Ｕ－１３）トレセン大会 金武町フットボールセンター 第３種

3/25 ・ 3/26 協　会 2022（第25回）やびじカップ交流少年サッカー宮古島大会 宮古島市陸上競技場，前福多目的 第４種

※理事会開催は，偶数月の第１週火曜を予定する。上記の他，随時，常任理事会，臨時理事会を開催する。
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