
平成２９年度  事 業 報 告 書

自 平成２９年　４月　１日

至 平成３０年　３月３１日

東京都文京区本郷3-10-15

公益財団法人 東京都サッカー協会



公益財団法人  東京都サッカー協会
公益財団法人  東京都サッカー協会公益財団法人  東京都サッカー協会
公益財団法人  東京都サッカー協会

Ⅰ．公益目的事業（公１）

　①　競技会開催事業

　　１．直轄事業

(1) 東京都トーナメント

準決勝 駒沢陸上競技場

第１試合 東京武蔵野シティFC 2-2(PK9-10) 国士舘大学 （観客： 560 人）

第２試合 東京23FC 0-1 明治大学 （観客： 851 人）

決勝 味の素フィールド西が丘

国士舘大学　3-1　明治大学 （観客： 485 人）

　　２．２種委員会関連事業

(1) 高円宮杯サッカーリーグ2017東京 Ｔ1リーグ 2月15日～11月25日 参加　10チーム

1位:実践学園高校　2位:國學院久我山高校　3位:成立学園高校

　※2018年度プリンスリーグ関東への昇格はなし

(2) 高円宮杯サッカーリーグ2016東京 Ｔ2リーグ 2月14日～11月5日 参加　10チーム

1位:都立東久留米総合高校　2位:国士舘高校　3位:國學院久我山高校[B]

　※都立東久留米総合高校・国士舘高校が、2018年度T1リーグへ

(3) 高円宮杯サッカーリーグ2017東京 Ｔ3リーグ 4月2日～10月31日 参加　20チーム

1位:FC町田ゼルビアユース　2位:早稲田実業学校　3位:多摩大学目黒高校

　※FC町田ゼルビアユース・早稲田実業学校が、2018年度T2リーグへ

(4) 高円宮杯サッカーリーグ2017東京 Ｔ4リーグ 4月3日～9月30日 参加　16チーム

1位:成立学園高校[B]　2位:都立日野台高校　3位:実践学園高校[C]

　※上記3チームが、2018年度T3リーグへ

(5) 地区トップリーグU-18 3月26日～9月17日 参加　32チーム

1位:FC町田ゼルビアユース[B]　2位:都立府中東高校　3位:都立葛飾野高校　4位:駒澤大学高校[D]

　※FC町田ゼルビアユース[B]・都立府中東高校・都立葛飾野高校が、2018年度T4リーグへ

　　３．３種委員会関連事業

(1) 高円宮杯全日本ユース（U-15）選手権大会　東京予選 9月～10月 都内各グラウンド 参加　73チーム

予選通過4チーム　FC Consote、FC多摩、AZ'86東京青梅、FC町田ゼルビア

(2) 高円宮杯東京都ユース（U-15）サッカーリーグ 参加　297チーム

　　トップリーグ
※全都・地域含む

1位:S.T.FC　2位:FC多摩　3位:FC町田ゼルビア

　　他に、全都リーグ、地域リーグを実施

　　４．フットサル委員会関連事業

(1) 全日本フットサル選手権大会 東京都大会 11月23日～12月10日 葛飾区水元総合スポーツセンター体育館他

優  勝 フウガドールすみだバッファローズ 参加　82チーム

第２位 ファイルフォックス府中 （観客延べ： 1,200 人）

第３位 カフリンガ東久留米

(2) 全日本ユース(U-18)フットサル大会 東京都大会 5月4日～5月13日 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館

優  勝 フウガドールすみだファルコンズ 参加28チーム

第２位 ゾットワセダジュベニール （観客延べ： 300 人）

第３位 フットボウズフットサルU-18、錦城高校Ａ

(3) 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月17日～10月1日 フィスコフットサルアレナとしまえん他

優  勝 フウガドールすみだウイングス 参加36チーム

第２位 東京ヴェルディフットサルクラブ （観客延べ： 360 人）

第３位 GAFC、ゾット早稲田インファンチールU-15

(4) バーモントカップ全日本少年フットサル東京都大会 立川市泉市民体育館他

優  勝 MIP FC 参加223チーム

第２位 FUNアカデミー （観客延べ： 1,300 人）

第３位 FC TRIANELLO Machida ホワイト、滝山ジュニアフットボールクラブＡ

(5) 7月16日～7月30日 駒沢体育館、小金井市総合体育館

優  勝 ビークス東京レディース 参加38チーム

第２位 東京府中AFCプリメイラ （観客延べ： 200 人）

第３位 タパジーダ

(6) 全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月24日～10月1日 フィスコ　フットサル・アレナとしまえん他

優  勝 十文字中学校 参加12チーム

第２位 FCラルーチェ （観客延べ： 100 人）

第３位 十文字ベータ、FC町田ボニータ
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(7) 全日本女子フットサル選手権大会 関東大会 10月7日～10月14日 エスフォルタアリーナ八王子（メインアリーナ）他

優  勝 フウガドールすみだレディース（東京都） 参加14チーム

第２位 さいたまサイコロ（埼玉県） （観客延べ： 360 人）

第３位 ビークス東京レディース（東京都）、バルドラール浦安 ラス・ボニータス（千葉県）

　②　指導・普及事業

　　１．技術委員会関連事業

(1) トレーニングセンター

 ①東京トレセン (U－12) 4月～30年2月（計10回） 指導ｽﾀｯﾌ各9人選手延べ660人

(駒沢補助競技場 他) (U－12女子) 4月～30年2月（計10回） 指導ｽﾀｯﾌ各4人選手延べ300人

(U－13) 5月～30年2月（計11回） 指導ｽﾀｯﾌ各7人選手延べ300人

(U－14) 4月～30年2月（計12回） 指導ｽﾀｯﾌ各7人選手延べ300人

(U－15) 5月～30月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各7人選手延べ300人

(U－16) 9月～30年2月（計3回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ80人

 ②東京地域トレセン(Ｕ-12・13・14・15・女子) 4月～30年3月 7地域及び女子　計 指導者120人選手900人

 ③ブロックトレセン(Ｕ-12) 4月～30年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者108人選手860人

(駒沢補助競技場　他) 12月16日・17日 指導者40人　選手262人

(駒沢補助競技場　他) 10月～30年2月 指導者40人　選手288人

 ⑥GKﾄﾚｾﾝ（Ｕ-13・14・15） (駒沢補助競技場　他) 5月～30年2月（計10回） 指導者8人　選手50人

 ⑦関東トレセンリーグへの参加
(U－12)

（鹿島ハイツ） 選手16人　東京選抜2位

(U－13)
（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月28日～30年2月26日 選手20人　東京選抜4位

(U－14)
（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月25日～30年2月26日 選手20人　東京選抜4位

(U－15)

（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月25日～11月27日 選手20人　東京選抜2位

(U－16)

4月24日～30年2月26日 選手18人　東京選抜5位

＜参考＞

年度
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26

(2) 公認B級コーチ養成講習会

（東久留米総合高校/東京ガス深川) 5月3日～12月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人

(3) 公認C級コーチ養成講習会

 ①中期型 11月19日～12月23日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

30年1月20日～2月11日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

30年2月3日～3月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

12月9日～30年1月21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

（少年連盟・駒込高校/多摩川小/私学事業団)
12月2日～30年2月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人 受講者計149人

(4) 公認D級コーチ養成講習会

①江戸川区臨海球技場（2ブロック） 5月13日～14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

②足立区総合スポーツセンター(足立区) 6月3日～4日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

③FC東京パーク府中（東京FA/FC東京） 6月3日～4日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

④立川高校(14ブロック) 7月9日・16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者49人

⑤台東ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(台東区) 7月16日～17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

⑥清瀬市下宿市民センター（清瀬市女子連盟） 8月26日～27日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

⑦葛飾区総合スポーツセンター（葛飾区連盟） 9月2日～3日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑧FC東京パーク府中（10ブロック） 10月7日～8日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

⑨町田小野時グラウンド(7地域＆町田市) 10月21-22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑩赤羽の森公園競技場（北区＆6ブロック） 10月28～29日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

⑪砧小学校(地域みらいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ) 11月3～4日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

⑫港区立港南中(1地域) 11月18日～19日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者49人

⑬目黒区立第十中学校(目黒区) 11月19日・23日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人

⑭養和調布、調布たづくり、調布南高校（6地域） 11月25日・12月2日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

⑮八王子拓真高校(八王子市&12ブロック) 12月2日～3日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

⑯横河電機(9＆16ブロック） 12月2日～3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

⑰立川高校(5地域＆立川協会） 12月2日～3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者40人

⑱FC東京パーク府中（東京FA/FC東京） 12月16日～17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

⑲世田谷区立池尻小（5ブロック） 12月10日、17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者23人

⑳世田谷区立池尻小（5ブロック） 30年1月14日、21日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

（春・三菱養和巣鴨/三菱養和調布）

（秋・都立東久留米総合高校)

（冬・十文字学園女子大学)

12月2・3日

（市原スポレクパーク 他）

 ④ゆりーとｶｯﾌﾟ 地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会

69

（FC東京・東京ガス深川)

 ⑤地域ﾄﾚｾﾝU-14交流大会

396 3,026 7,558 207 36 183

70 142 366 3,047 6,847 196 34 155

168

69 113 340 3,139 6,163 195 - -

67 114 350 3,019 5,591 160 - -

フットサルB級 フットサルC級
S級

A級(U12・15含む)
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㉑東久留米総合高校(4地域） 30年1月6日～7日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

㉒駒込高校（2地域） 30年1月7日、14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者42人

㉓葛飾野高校(3地域) 30年1月13日～14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36人

㉔アミノバイタルフィールド(東京ＦＡ） 30年2月10日～11日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

㉕日野市陸上競技場(日野市) 30年2月10日～11日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

㉖稲城総合グラウンド(7地域＆11ブロック） 30年2月12日、17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

㉗駒沢第一(東京FA） 30年2月18日・25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

㉘大森学園(大田区協会） 30年2月18日・25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

㉙江東区第四砂町中/砂町文化センター(江東区少年連盟） 30年2月24日～25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

㉚駒込高校（4ブロック） 30年3月17日～18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36人

㉛暁星小学校（7＆8ブロック） 30年3月18、25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人 受講者計1,085人

(5) 公認キッズリーダー養成講習会

  ①U-6対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 7月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者17人

  ②U-8対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 7月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者13人

  ③U-10対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 7月23日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者28人

  ④U-10対象(日野市陸上競技場) 9月23日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者15人

  ⑤U-6対象(JFAハウス・トヨタ各社社員向け) 10月12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者40人

  ⑥U-10対象(砧小学校） 11月12日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者50人

  ⑦U-10対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 12月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者15人

  ⑧U-6対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 30年1月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者9人 受講者計187人

(6) スカウティングＶＴＲ作成 東京のユース年代の分析VTR作成

(7) 公認47FAﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 6月10日～11日

(8) ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 5月19日～21日 参加者2人(帝人アカデミー富士)

(9) ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 6月3日～4日 参加者1人(帝人アカデミー富士)

(10) JFA公認A級ｺｰﾁ受講推薦者選考会（私立武蔵高校） 12月10日 指導ｽﾀｯﾌ5人参加者21人

(11) JFA公認B級ｺｰﾁ受講推薦者選考会（私立武蔵高校） 30年3月11日 指導ｽﾀｯﾌ5人参加者38人

(12) 関東地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会派遣 7月1日～2日 参加者5人（鹿島ハイツ）

(13) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会 (十文字学園女子大学) 30年3月3日～4日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

(14)
地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研修会

(十文字学園女子大学) 30年3月3日～4日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者57人

公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研修会 (味の素スタジアム) 6月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者48人

(私立武蔵高校) 8月27日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者46人

(味の素スタジアム) 9月16日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者46人

（十文字学園女子大学） 10月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

（FC東京パーク府中） 12月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者27人

（FC東京パーク府中） 30年1月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者35人

（駒沢第一） 30年1月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者19人

（駒沢第二） 30年1月27日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

（駒沢補助） 30年2月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

（FC東京パーク府中/駒沢第一） 30年2月3日～4日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者23人

(15) 指導者育成研修会 (東久留米総合高校、私立武蔵高校など) 5月～2月（計17回） 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者16人

(16) 地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ指導者育成研修会 （1地域・東京農大一高） 12月9日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者11人

（2地域・中大杉並高校） 12月3日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者10人

（3地域・東金町地域ｾﾝﾀｰ/東金町運動場） 11月19日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者15人

（4地域・東久留米総合高校） 30年2月10日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者10人

（5地域・東海大菅生高校） 30年3月11日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者9人

（6地域・三菱養和調布） 30年2月10日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者19人

（7地域・小野路公園） 30年1月20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者11人

(17) ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ伝達研修会 (ボンフィン落合南長崎） 9月9日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者18人

(18) ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会 （中大杉並高校） 7月9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者17人

(19) リクエスト研修会 (日野市) 12月9日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

　　２．審判委員会関連事業

(1) 審判統括部関係

1) 研修会･講習会

① サッカー2級必須研修会 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者200人

指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者145人

② 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者4人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者4人

③ 2017年度サッカー２級昇級審判員フォロー研修会

(大井第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者8人

参加者1人（JFAハウス）

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

7月17日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

30年2月25日

サッカー2級昇格候補者研修会  

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

4月2日

(東京都ｻｯｶｰ協会) 10月10日

30年2月4日

3
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④ サッカー2級フィットネステスト (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者29人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者32人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者51人

⑤ サッカー3級アクティブ審判員フィットネステスト

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者80人

⑥ サッカー3級アクティブ審判員実技研修会 (東京カップ)

(都内各会場) 30年1～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑦ サッカー3級アクティブ審判員開幕前研修会

指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者195人

⑧ サッカー3級審判競技規則伝達講習会

⑨ サッカー３級アクティブ審判員・ＳＩ合同研修講習会

※サッカー3級審判員セミナーと通年で合同開催

⑩ サッカー3級審判セミナー座学 (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者81人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者102人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者76人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者54人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者83人

⑪ サッカー3級審判セミナー実技 (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者59人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者92人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者45人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者45人

(駒沢補助競技場) 30年2月22日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者17人

(駒沢補助競技場) 30年3月29日 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者30人

⑫ サッカー3級審判夏季実技研修会 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者8人

⑬ サッカー3級U18審判コース座学 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者11人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者5人

⑭ サッカー3級U18審判コース実技 (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者5人

⑮ サッカー女子サポートプログラム 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者31人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者20人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 30年1月16日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

⑯ 女子審判員発掘・育成イベント（JFA補助金）(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者26人

2) トレーニングセンター     

① サッカー2級トレーニングセンター (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者37人

（プラクティカル） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者34人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者26人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者22人

② (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者34人

（フィジカル） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者120人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者100人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者90人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者80人

(駒沢補助競技場) 30年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者60人

③ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者33人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者26人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者32人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者32人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者26人

3) グラスルーツ審判員育成

① 傘下連盟内審判員・インストラクター向けトレセン

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者35人

② 傘下連盟等主催講習会等へのインストラクター派遣

③ 傘下連盟担当者会議、登録説明会

④ 各区市町村審判員向けトレセン (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者75人

4) 審判インストラクター研修会・講習会

① サッカー２級審判インストラクターセミナー

(南豊ヶ丘フィールド) 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者15人

② サッカー3級審判インストラクターセミナー

11月30日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

7月31日

6月8日

(東京学芸大学附属小金井中学校)

12月14日

4月2日

5月25日

実施なし

9月12日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン 4月6日

30年3月1日

サッカー女子審判トレーニングセンター
5月8日

9月7日

30年3月13日

11月16日

30年2月8日

7月25日

9月14日

11月23日

30年2月10日

10月12日

11月13日

4月20日

8月8日

11月9日

8月22日

6月15日

8月30日

8月10日

6月22日

7月13日

4月13日

4月27日

7月20日

10月26日

30年1月25日

30年3月8日

5月11日

6月1日

7月6日

8月1日

9月28日

11月2日

12月21日

30年1月18日

7月13日

10月12日

12月7日

30年3月3日

6月11日
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指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者50人

(大井第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者46人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者52人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者38人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者34人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者89人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者70人

5) 審判員・審判インストラクター派遣

① サッカー審判員派遣 通年　     主審2,160人・副審3,833人・第4審判480人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度)　主審2,168人・副審3,175人・第4審判301人

② フットサル審判員派遣

各種大会 通年 1,251試合 審判員2,591人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度) 1,179試合 審判員2,523人

③ 関東協会主催研修会派遣 （男子6回・女子4回・フットサル3回・ビーチサッカー1回） 派遣者各2～3人

④ サッカー審判インストラクター（アセッサー）派遣 派遣数537人

⑤ フットサル審判インストラクター（アセッサー）派遣 派遣数27人

東京都フットサルリーグ、東京都フットサル女子リーグ、東京都フットサル大学リーグ

(2) 登録部関係

1) 資格認定講習会（サッカー）

① サッカー3級資格認定講習会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者78人･登録者66人

(一橋大学) 指導ｽﾀｯﾌ18人･受講者115人･登録者85人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者126人･登録者75人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ19人･受講者103人･登録者85人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者102人･登録者79人

② サッカー4級資格認定講習会

・審判委員会主催 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者66人

(一橋大学) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者92人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者123人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者51人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 112回

③ サッカー2級資格更新講習会(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者160人

④ サッカー3級資格更新講習会 （立川りするホール） 指導ｽﾀｯﾌ21人･受講者957/587人

（パルテノン多摩） 指導ｽﾀｯﾌ20人･受講者681人

（品川きゅりあん） 指導ｽﾀｯﾌ18人･受講者906/882人

⑤ サッカー4級資格更新講習会

・審判委員会主催 (東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者15人

(一橋大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者9人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者15人

(東京学芸大学) （F3更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者38人

(東京学芸大学) 30年2月18日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者85人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 47回

2) 資格認定講習会（フットサル）

① フットサル3級資格認定講習会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者18人

(東京学芸大学) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者11人

② フットサル4級資格認定講習会 

・審判委員会主催 (東京学芸大学) （F3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者22人

(東京学芸大学) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者9人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 19回

③ フットサル2級資格更新講習会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者21人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者30人

(東京学芸大学) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者8人

④ フットサル3級資格更新講習会 (東京学芸大学)

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者118人

(東京学芸大学) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者47人

⑤ フットサル4級資格更新講習会 

通年

12月17日

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 4月16日

5月28日

6月28日

30年1月6日

30年1月7日

9月13日

6月4日

8月6日

10月26日

30年2月4日

30年3月7日

東京都社会人チャンピオンシップ、東京都トーナメント、東京都社会人リーグ、東京都社会人リーグカップ、関東リーグ、ＴリーグU-

18、総理大臣杯全日本大学トーナメント東京都予選、東京都大学リーグ、東京都大学新人大会、東京都女子リーグ、クラブ選手権

東京予選、都民大会、区市町選手権、イギョラ杯、東京国際ユース、東京都ユース（U-15）リーグ全都リーグ、高円宮杯全日本ユー

ス（U-15）選手権大会東京都予選、東京都クラブユースU-17選手権大会、Jユースカップ、高円宮杯U-18プレミアリーグ/プリンス

リーグ、全国シニア大会Ｏ-50東京都予選、東京都マスターズリーグ、東京都シニアリーグ

バーモントカップ全日本少年フットサル大会（全国大会・東京都大会）、東京都女子フットサル大会、東京都フットサルカップ、

東京都大学フットサルチャンピオンシップ、東京都大学フットサルリーグ、東京都ユース（U-15・18）フットサル大会、

東京都女子ユース（U-15）フットサル大会、東京都フットサルリーグ、東京都女子フットサルリーグ、

東京都レディースフットサルフェスティバル、関東フットサルリーグ、東京都大学フットサルカップ、

全日本フットサル選手権大会東京都予選、全日本女子フットサル選手権大会東京都大会、

全日本ユース（U-15）フットサル大会東京都大会、全日本女子ユース（U-15）フットサル大会東京都大会

5月21日

8月6日

10月9日

12月17日

通年

10月9日

30年2月18日

通年

12月23日

7月29日

7月30日

6月4日

9月9日

3月4日

30年1月6日

30年1月7日

（F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者81人

9月9日

3月4日

12月17日

8月27日

8月6日

11月26日

30年1月7日

30年3月4日

5
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・審判委員会主催 (一橋大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者4人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者1人

(東京学芸大学) （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者5人

(東京学芸大学) 30年2月18日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者8人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 5回

3) 資格認定講習会（インストラクター）

①

指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者19人

（すみだ産業会館） 指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者15人

（東京都サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者15人

(大井第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人・受講者19人

② 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者60人

③ 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者3人

④ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者11人

4) 審判登録WEB化関連

① 30年1月17日 ｽﾀｯﾌ5人･参加46団体

(3) 総務部関係

① 審判交流プログラム (香港) 11月23日～26日 参加者50人

② ホームページ運営 通年 ｽﾀｯﾌ1人

(4) フットサル部関係

① フットサル1級候補審判員予備研修会 未実施

② フットサル2級候補審判員予備研修会

③ フットサル2級・3級審判員研修会 (自衛隊体育学校） 4月22日～23日 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者48人

④ フットサル2級・3級審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ (小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者35人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者24人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者29人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者27人

（座学） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者19人

(小豆沢体育館) 30年1月10日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者29人

(小豆沢体育館) 30年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者26人

(小豆沢体育館) 30年3月14日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

(観戦研修） （駒沢体育館） 30年3月18日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者40人

⑤ フットサル新2級・2級昇級候補3級審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(強化育成ﾄﾚｾﾝ)

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者18人

（座学）

（調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者15人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者18人

（座学）

（調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者19人

（立川泉市民体育館） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者13人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者16人

（座学）

（調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者16人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者18人

（座学）

（調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者12人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者19人

（座学）

（調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者18人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者14人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者12人

（座学）

（調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者17人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者18人

（座学）

（調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者12人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 30年2月19日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 30年3月20日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者18人

8月6日

10月9日

12月17日

通年

サッカー3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格認定講習会

（北とぴあ） 11月5日

11月26日

12月7日

12月17日

ｻｯｶｰ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会
（国士舘大学）

12月3日

フットサル3級インストラクター認定講習会

（品川区総合体育館） 11月19日

(東京体育館)

6月26日

12月13日

5月22日

6月8日

ﾌｯﾄｻﾙ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会
（小金井市総合体育館）

区市町連盟・協会向け説明会 （JFAハウス）

5月10日

7月5日

7月22日

7月24日

8月21日

9月21日

9月25日

8月2日

10月4日

10月30日

11月27日

12月6日

12月18日

30年2月7日

11月19日

7月12日

8月9日

9月13日

10月11日

11月26日

トレセンと同時実施

4月12日

11月8日

6月14日

6
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⑥ （強化育成ﾄﾚｾﾝ兼任・受講者5人）

⑦ 開催なし

　　３．フットサル委員会関連事業

(1) 東京都地区フットサルフェスティバル 立川市泉市民体育館

優  勝 GUNNERS 参加11チーム

第２位 F.S.TAITO （観客延べ： 100 人）

第３位 AGHAPE F.C、LIGARE TOKYO LOCOS

(2) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月11日～12日 立川市泉市民体育館

優  勝 フウガドールすみだファルコンズ 参加30チーム

第２位 ASVペスカドーラ町田U-18 （観客延べ： 240 人）

第３位 FCバブルU-18、ゾットワセダジュベニール

(3) 東京都ユース(U-18)フットサルフェスティバル 30年1月21日～2月4日 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝 國學院大學久我山高校 参加44チーム

第２位 ASVペスカドーラ町田U-18 （観客延べ： 350 人）

第３位 フウガドールすみだファルコンズ、ゾットワセダジュベニール

(4) 東京都ユース(U-15)フットサルフェスティバル 30年1月14日～2月4日

優  勝 FC駒沢U-15チームフットサル 参加40チーム

第２位 町田JFCジュニアユース （観客延べ： 350 人）

第３位 FCトリプレッタJrユース、サッカーコミュニティFC目黒

(5) 東京都レディースフットサルフェスティバル 30年3月4日 駒沢屋内球技場 参加5チーム

(6) 東京都女子ユースフットサルフェスティバル

優  勝 十文字中学校 参加12チーム

第２位 錦城高等学校Ｋ （観客延べ： 100 人）

第３位 ＦＣ駒沢女子、FC町田ボニータ

(7) 東京都少年フットサルフェスティバルＵ-11

優  勝 フウガドールすみだエッグス 参加24チーム

第２位 MIP FC （観客延べ： 240 人）

第３位 FC 池尻、FC REGALO

(8) 公共施設の情報整理と利用ネットワーク構築 通年

(9) スポーツセーフティ講習会 （ＪＦＡハウス） 6月2日 受講者21人

(10) 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 173人登録

(11) フットサル教室講師派遣 （中央区立月島児童館） 7月5日・2018年1月17日

（中央区立勝どき児童館） 7月12日、2018年1月31日

（中央区立佃児童館） 7月21日

　　４．日本サッカー協会普及事業

(1) キッズ（Ｕ-6）プログラム

（全151園） 5月～30年3月

②キッズ（U-6）サッカー大会 （味の素フィールド西が丘） 30年2月18日 参加48チーム562人

（アミノバイタルフィールド） 30年2月25日 参加60チーム722人

(2) ユニクロサッカーキッズ （東京ドーム） 8月22日 参加168チーム2,235人による交流試合

(3) ＪＦＡキッズ(Ｕ－6・8・10)サッカーフェスティバル

①Ｕ-8・10対象 （駒沢陸上競技場） 10月8日 参加約2,000人による交流試合

②Ｕ-8・10対象 （味の素スタジアム） 12月17日 参加約1,500人による交流試合

③Ｕ-6対象 (アミノバイタルフィールド） 30年1月21日 参加60チーム806人による交流試合

（味の素フィールド西が丘） 30年1月28日 参加60チーム906人による交流試合

(4) ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル

①2017東京 in 青梅 （青梅市総合体育館） 148名による交流試合

②2017東京 in 小金井 27名による交流試合

③2017東京 in 江戸川 （江戸川区総合体育館） 21名による交流試合

(5) ＪＦＡレディース／ガールズフェスティバル

①レディース＆ガールズ （駒沢陸上競技場） 6月17日 ガールズ：参加12チーム+個人6名　計87名

レディース：参加25チーム　計183名

②レディース＆ガールズ (味の素スタジアム西競技場） 30年3月21日 降雪により中止

(6) ＪＦＡフットボールデー

（東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド） 9月9日 U-6～一般まで465名参加

(7) JFAグラスルーツフェスティバル （味の素スタジアム西競技場） 11月19日 U-6：152名

U-8：92名

（味の素フィールド西が丘） 30年3月11日 U-6：172名

U-8：85名

(8) 東京FA会長杯少女ミニサッカー大会 （アミノバイタルフィールド） 30年3月3-4日 3～5年生参加37チーム＋個人参加　計317人

(9) 三菱養和レディース＆ガールズサッカー大会 （三菱養和巣鴨G） 11月5日 ガールズ：14チーム＋個人参加　計145人

レディース：15チーム＋個人参加　計162人

(10) 東京都ﾚﾃﾞｨｰｽｼﾆｱ（マザーズ）ｻｯｶｰ大会 （駒沢第一球技場） 30年2月10-11日 中央大会24チーム　286人

(11) 障がい者サッカー支援事業 (駒沢補助競技場） 8月29日 関東地区知的特別支援学校サッカー部

13チームによる交流試合　168人

世田谷区総合運動場体育館

（小金井市総合体育館）

フィスコフットサルアレナとしまえん

エスフォルタアリーナ八王子（サブアリーナ）

7月8日

30年1月28日

①幼稚園・保育園の巡回指導

12月23日～12月24日

11月25日

8月11日

30年2月10日

フットサル3級審判インストラクター研修会

10月4日

フットサル認定講習会講師研修会

7
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　　５．サッカー関連施設整備促進事業

施設整備委員会

①各種施設の調査・視察 通年

②施設の充実に関し､区･市･町・地区連盟と連携 通年

　　６．スポーツマネジャー養成事業

(1) 受講者13人

受講者12人

　　７．その他指導・普及事業

(1) 東京都サッカー協会広報誌発行 年2回 5,000部作成

(2) ７０周年記念誌発行 3,000部作成

(3) ホームページ情報更新 通年

(4) 各種会議派遣

          JFA評議員会､47FA代表者会議、関東協会社員総会・理事会・代表者会議､全国専務理事会議､全国審判委員長会議、

          関東審判委員長会議、関東社会人連盟運営委員会議､関東学連評議員会､関東高体連委員長会議、関東中体連委員長会議、

          関東３種委員長会議､JFA第４種委員長会議、関東少年委員長会議、全国技術委員長会議、関東技術委員長会議、

          関東女子委員長会議､関東フットサル委員長会議　等

　③　代表関連事業

　　１．国民体育大会関連事業

(1) 国体東京都予選会 (南豊ヶ丘フィールド　他) 5月13日・6月11日 参加選手62名

(2) 国体選抜練習会 (駒沢第2球技場 他) 4～8月延べ40回 指導ｽﾀｯﾌ13名選手48名

(3) 国民体育大会関東ブロック大会(群馬)  

・成年男子 1回戦 東京都選抜　4-0　埼玉県選抜 8月11日 宮城総合運動場

2回戦 東京都選抜　0-2　茨城県選抜 8月12日 前橋総合運動公園陸上競技･サッカー場

決定戦 東京都選抜　0-2　神奈川県選抜 8月13日 前橋総合運動公園陸上競技･サッカー場

※関東ブロック大会敗退

・女子 1回戦 東京都選抜　0-1　千葉県選抜 8月11日 敷島公園補助陸上競技場

※関東ブロック大会敗退

・少年男子 8月11日 下増田運動場

※関東ブロック大会敗退

(4) 国体強化特別事業

30年3月4日～3月16日 指導ｽﾀｯﾌ5名選手40名

30年2月13日～3月13日 指導ｽﾀｯﾌ6名選手48名

30年3月24日～29日 指導ｽﾀｯﾌ7名選手20名

　　２．国際交流事業

(1) 東京-ソウル親善定期戦　（U-18・U-15各4試合） 8月23日～24日 味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘、赤羽の森公園競技場

（観客： 1,492 人）

U-15 第1戦(8/23) 東京都中体連選抜 0-3 ソウル中学校選抜

東京都トレセン選抜 0-3 大阪府トレセン選抜

第2戦(8/24) ソウル中学校選抜 2-2（PK4-3） 大阪府トレセン選抜

東京都中体連選抜 1-6 東京都トレセン選抜

優勝：ソウル中学校選抜、第2位 ：大阪府トレセン選抜、第3位：東京都トレセン選抜、第4位：東京都中体連選抜

U-18 第1戦(8/23) 関東第一高校 2-1 ソウル彦南高校

東京都クラブユース連盟Ｕ-18選抜 2-0 静岡学園高校

第2戦(8/24) 関東第一高校 2-3 東京都クラブユース連盟Ｕ-18選抜

ソウル彦南高校1-3 静岡学園高校

優勝：東京都クラブユース連盟Ｕ-18選抜、第2位：関東第一高校、第3位：静岡学園高校、第4位 ：ソウル彦南高校

Ⅱ．収益事業等

　［１］収益事業（収１）

　　　競技会運営受託事業

(1) 12月9日・12日・16日

韓国代表　2-2　中国代表 （観客： 9,103 人）

日本代表　1-0　朝鮮民主主義人民共和国代表 （観客： 20,806 人）

朝鮮民主主義人民共和国代表　0-1　韓国代表 （観客： 5,477 人）

日本代表　2-1　中国代表 （観客： 17,220 人）

中国代表　1-1　朝鮮民主主義人民共和国代表 （観客： 18,272 人）

日本代表　1-4　韓国代表 （観客： 36,645 人）

(2) キリンチャレンジカップ2017 6月7日

日本代表　1-1　シリア代表 （観客： 43,608 人）

(3) フットサル国際親善試合 30年1月25日

日本代表　2-4　アルゼンチン代表 （観客： 2,012 人）

(4) 東京国際ユース（U-14)サッカー大会 5月3日～6日
駒沢陸上競技場・第二球技場・補助競技場・味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ西競技場

優  勝 ボカジュニアーズ(ブエノスアイレス) （観客延べ：22,272人）

第２位 FC東京

第３位 ベルリン

(5) 天皇杯全日本選手権大会　２回戦 6月21日

FC町田ゼルビア　2-4　大分トリニータ （観客： 931 人）

FC東京　1-1(PK4-5)　AC長野パルセイロ （観客： 4,193 人）

(6) 全国高校選手権大会 12月30日～30年1月5日

優  勝 前橋育英高校 （群馬県）
人）

第２位 流通経済大柏高校 （千葉県）

第３位 上田西高校 （長野県）、矢板中央高校 （栃木県）

・女子 強化練習会

大田区総合体育館

（観客述べ：244,782

駒沢陸上競技場・味の素フィールド西が丘　他

30年1月27日～2月3日(JFAハウス)

EAFF E-1 サッカー選手権 2017 決勝大会（男子）

1回戦 東京都選抜　0-1　茨城県選抜

(JFAハウス 他)

・少年男子 海外トレーニングキャンプ

・少年男子 強化練習会

味の素スタジアム

東京スタジアム

(ﾏﾚｰｼｱ・ｸｱﾝﾀﾝ)

(駒沢補助競技場 他)

(駒沢第2球技場 他)

町田市立陸上競技場・味の素スタジアム

10月14日～22日JFAスポーツマネジャーズカレッジサテライト講座
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(7) 高円宮杯全日本ユース（U-15）選手権大会 味の素フィールド西が丘

準決勝

清水エスパルスジュニアユース　　0-1　サガン鳥栖U-15 （観客： 783 人）

大宮アルディージャジュニアユース　　0-3　FC東京U-15深川 （観客： 728 人）

決勝

サガン鳥栖U-15　　2-2（PK6-5）　FC東京U-15深川 （観客： 1,181 人）

(8) バーモントカップ全日本少年フットサル大会 8月18日～20日 駒沢体育館・駒沢屋内球技場

優  勝 ピヴォ(静岡県) （観客延べ：4,473人）

第２位 ミップFC(東京都)

第３位 マルバ茨城fc(茨城県)、北海道コンサドーレ札幌U-12(北海道)

(9) 日本クラブユース選手権（U-18）大会 味の素フィールド西が丘

準決勝

浦和レッドダイヤモンズユース　2-0　モンテディオ山形ユース （観客： 1,012 人）

川崎フロンターレU-18　0-2　FC東京U-18 （観客： 1,588 人）

決勝

浦和レッドダイヤモンズユース　0-2　FC東京U-18 （観客： 3,584 人）

(10) 全日本フットサル選手権大会 30年3月9日～11日 駒沢体育館

準々決勝 バルドラール浦安 9-1(3-0) フウガドールすみだバッファローズ 参加 8チーム

フウガドールすみだ 4-5(1-3) 湘南ベルマーレ （観客延べ：3,330人）

シュライカー大阪 3-2(1-1)ペスカドーラ町田

府中アスレティックFC 2-4(0-0) 名古屋オーシャンズ

準決勝 バルドラール浦安 3-3(3-1) PK3-4 シュライカー大阪 

湘南ベルマーレ　4-5(3-5)名古屋オーシャンズ

第3位決定戦 バルドラール浦安 0-1(0-1) 湘南ベルマーレ

決勝 シュライカー大阪　1-2(0-1) 名古屋オーシャンズ

(11) 全国青年大会フットサル競技 11月11日～12日 東京体育館サブアリーナ 参加 12チーム

優  勝 ＧＵＮＮＥＲＳ（東京都）

第２位 栃木県フットサルU-23選抜（栃木県）

第３位 Ｆ．Ｓ．ＴＡＩＴＯ（東京都）

(12) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 29年3月～12月 43試合

(13) Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 6月10日・11日 6試合

(14) 都民体育大会 4月30日～6月4日 駒沢第2球技場　他 参加 34チーム

優  勝 足立区

第２位 三鷹市

第３位 板橋区

(15) 都民生涯スポーツ大会 8月20日・27日、9月3日 参加 50チーム

参加チームによる交流試合　各2～3試合

(16) シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 11月3日・5日・11日 参加 24チーム

第1ブロック 優勝 世田谷60

第２位 FC町田O-60

第2ブロック 優勝 新宿マエストロス60

第２位 東京シニアクラブ

(17) なでしこリーグカップ 味の素フィールド西が丘

1部決勝

浦和レッドダイヤモンズレディース　0-1　ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

2部決勝

 
日体大FIELDS横浜　1-1（PK4-5）　セレッソ大阪堺レディース

12月28日

7月31日

8月12日

8月2日

12月26日

駒沢第2・補助、清瀬内山 他

駒沢第2球技場・補助競技場
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　［２］その他事業（他１）

　　　登録事業

チーム及び選手、審判員等の登録並びに日本サッカー協会及び関東サッカー協会と連動したシステムの維持と利用、その他関連事業

(1) 東京都サッカー協会登録加盟一覧表

第１種

第２種

第３種

第４種

シニア

　　女子(一般・大学)

　　女子(高校生)

　　女子(中学生)

(2) 審判登録

１級

女子１級

２級

３級

４級

S級

１級

２級

３級

(3) フットサル登録

第１種

第２種

第３種

第４種

合計

(4) (公財)東京都体育協会への競技団体加盟分担金納入

(5) 関東サッカー協会への加盟分担金納入(5種別・1種～女子)

(6) (公財)日本サッカー協会にチーム加盟費　個人登録料納入（5種別・1種～女子）

(7) 東京都サッカー協会所属各連盟に登録業務補助金を支給

1,498

58

410

H29年度

362

H29年度

3,652

1,656 1,575

17,210

17,357

1,564

3,475

92

386

1,555

291

194

11

0

1,193

H27年度

フットサル審判インストラクター登録数(名)

1,355

22

H27年度

367

167

18

126

168

25

26

選手登録数(名)

232

192

H28年度

7

17

24

117

H29年度

24

6

4,224

H27年度 H28年度

234

3,020

1297

25 630

H27年度 H28年度 H29年度

36,753

14,576

2422

9

17,188

93,008

130

809

14,092

16,778

16,987

38,985

4,809

H29年度

25

1,565

6 6

合　計

20

806

28,225

414

17

364

合　計

4,702

21,652

198

4,702

選手登録数(名)

合　計 2,276

407

H27年度

444

20

56

49

21

H28年度

3,096144

37,065

128

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

14,447437

405

807

135

2,273

407

17,660

60

1,697

364

411

サッカー審判登録数(名)

H28年度

1,5701,470

8

20,540

25,466 26,576

H27年度

495

24

H29年度

280

88

2,277

51

92,898

4

53

22

フットサル審判登録数(名)

H28年度

--

62

H27年度

5762

8

-

94,128

23,191

9

24

11

H28年度

5

0 0

17

H29年度

4

12

4

4

276

 
サッカー審判インストラクター登録数(名)

H29年度

1,848

5

168

H27年度 H28年度

2,950

25

11 12

19

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

8

243

2,924

629

487

384

4,4244,403

605

380

289

10
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