
２０１９年度  事 業 報 告 書
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至 ２０２０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

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 味の素フィールド西が丘

第１試合 東京ユナイテッドFC　 0-1　早稲田大学 （観客： 690 人）

第２試合 東京武蔵野シティFC　1-2　明治大学 （観客： 957 人）

決勝 味の素フィールド西が丘

早稲田大学　0-2　明治大学 （観客： 885 人）

(2) 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・AGFフィールド

優  勝 パルメイラス （サンパウロ） （観客延べ：53,658人）

第２位 ボカジュニアーズ （ブエノスアイレス）

第３位 カイロ

　　２．２種委員会関連事業

(1) 高円宮杯サッカーリーグ2019東京 Ｔ1リーグ 3月12日～12月8日 参加　10チーム

1位:國學院久我山高校　2位:FC町田ゼルビアユース　3位:駒澤大学高校

　※2020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201９東京 Ｔ2リーグ 3月12日～12月8日 参加　10チーム

1位:堀越学園高校　2位:大成高校　3位:修徳高校

　※堀越高校と大成高校が、2020年度T1リーグへ

(3) 高円宮杯サッカーリーグ201９東京 Ｔ3リーグ 4月1日～11月3日 参加　20チーム

1位:東海大学付属高輪台高校　2位:多摩大学目黒高校　3位:日本大学豊山高校

　※東海大学付属高輪台高校と多摩大学目黒高校が、2020年度T2リーグへ

(4) 高円宮杯サッカーリーグ20２０東京 Ｔ4リーグ 4月3日～9月29日 参加　16チーム

1位:FC町田ゼルビアユース(B)　2位:國學院久我山高校(C)　3位:都立石神井高校

　※上記3チームが、2020年度T3リーグへ

(5) 地区トップリーグU-18 3月24日～2020年1月6日 参加　32チーム

1位:都立東大和高校　2位:目白研心中学高校　3位:早稲田大学高等学院　4位:日本体育大学荏原高校

　※上記4チームが、2020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　70チーム

予選通過5チーム　東京ヴェルディ、tfa、AZ'86東京青梅、トッカーノ、FRIENDLY

東京都予選免除　三菱養和調布(前期T1リーグ1位)

(2) 高円宮杯東京都ユース（U-15）サッカーリーグ 参加　272チーム

　　トップリーグ ※全都・地域含む

1位:東京ヴェルディ　2位:三菱養和調布　3位:tfa

　　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1日 駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場　他

優  勝 多摩大学体育会フットサル部 参加　82チーム

第２位 カフリンガ東久留米 （観客延べ： 1,200 人）

第３位 府中アスレティックFCサテライト

(2) 全日本U-18フットサル選手権大会 東京都大会 5月6日～6月9日 小金井市総合体育館、青梅市総合体育館 他

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 ASVASV PESCADOLA町田 U-18 （観客延べ： 300 人）

第３位 フットボウズフットサルU18

(3) 全日本Ｕ-15フットサル選手権大会 東京都大会 9月22日～10月14日 駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場　他

優  勝 ZOTT WASEDA INFANTIL 参加28チーム

第２位 フウガドールすみだウイングス （観客延べ： 360 人）

第３位 GAFC

(4) 5月4日～6月16日 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館 他

優  勝 Una Primavera FC 参加212チーム

第２位 MIP FC （観客延べ： 1,300 人）

第３位 FCとんぼ、フウガドールすみだエッグス

(5) 7月14日～7月27日 駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場　他

優  勝 the sunkisst 参加36チーム

第２位 TapaZida （観客延べ： 200 人）

第３位 カフリンガ東久留米

(6) 全日本Ｕ-15女子フットサル選手権大会 東京都大会 9月23日～10月14日 駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場

優  勝 十文字中学校 参加12チーム

第２位 SOCIOS.FC　U-15 （観客延べ： 100 人）

第３位 FC町田ボニータ、FC町田ボニータchica

2019年度  事業報告書

4月21日

5月11日

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

バーモントカップ全日本U-12フットサル選手権大会 東京都大会
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　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～2020年1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～2020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～2020年2月（計11回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ300人

(U－14) 4月～2020年2月（計13回） 指導ｽﾀｯﾌ各7人選手延べ300人

(U－15) 5月～11月（計9回） 指導ｽﾀｯﾌ各7人選手延べ300人

(U－16) 11月～2021年2月（計2回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ50人

 ②東京地域トレセン(Ｕ-12・13・14・15・女子) 4月～2020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～2020年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者108人選手860人

12月14日・15日 指導者40人　選手245人

(駒沢補助競技場　他) 10月～2020年2月 指導者40人　選手延べ300人

 ⑥GKﾄﾚｾﾝ（Ｕ-13・14・15） (駒沢補助競技場　他) 5月～2020年2月（計10回） 指導者8人　選手50人

 ⑦GKﾄﾚｾﾝｸﾘﾆｯｸ（Ｕ-12） (駒沢補助競技場　他) 5月～2020年2月（計10回） 指導者8人　選手50人

 ⑧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3位

(U－13) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月22日～2020年2月23日 選手20人　東京選抜3位

(U－14) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月22日～2020年2月23日 選手20人　東京選抜2位

(U－15) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月23日～11月5日 選手20人　東京選抜2位

(U－16) 4月28日～2020年2月23日 選手18人　東京選抜1位

 ⑨ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｭｰﾁｬｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾄﾚｾﾝ研修会U-12 8月1日～8月4日 指導者6人　選手32人

 ⑩海外トレーニングキャンプ (U－13) 7月25日～7月30日 指導者5人　選手20人

＜参考＞

年度

2019

2018

2017

2016

(2) 公認B級コーチ養成講習会

（東京ガス深川) 5月11日～11月24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17日～12月22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

1月11日～2月2日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

2月1日～3月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

2月18日～2月27日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

2月8日～3月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者16人 受講者計143人

（4） 公認D級コーチ養成講習会

①FC東京パーク府中 7月13日、15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

②FC東京パーク府中、セカンドファクトリー 10月12日～13日 天候不良により中止

③FC東京パーク府中 11月9日～10日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

④FC東京パーク府中、セカンドファクトリー 12月21日～22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑤FC東京パーク府中、府中市ﾌﾟﾗｯﾂ 1月25日～26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑥アディダスフットボールパーク池袋 1月4日～5日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人

⑦東京農業大学稲花(とうか)小(1地域) 1月25日～26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

⑧江戸川区臨海球技場(3地域) 2月22日～23日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑨東久留米総合高校(4地域) 3月21日、28日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑩町田小野路(7地域＆町田市) 10月19日～20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者38人

⑪稲城市総合グラウンド・総合体育館(7地域＆11ブロック） 2月15日～16日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

⑫江戸川区臨海球技場（2ブロック） 5月11日～12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑬練馬総合グランド（3ブロック） 3月7日、21日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑭世田谷区立中町小学校（5ブロック） 5月4日～5日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

⑮国士舘中学高校（5ブロック） 6月29日～30日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人

⑯世田谷区立中町小学校（5ブロック） 8月11日～12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

⑰世田谷区池尻小学校（5ブロック） 2月1～2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑱暁星小学校(７＆8ブロック) 3月22日、29日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑲横河電機（9＆16ブロック） 12月14日～15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者52人

⑳FC東京パーク府中（10ブロック） 7月27日～28日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

㉑立川高校（14ブロック） 8月10日～11日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者64人

㉒（旧）明星大学青梅キャンパス(少年15B） 10月26日～27日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

㉓（旧）明星大学青梅キャンパス(少年15B） 3月7日～8日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

㉔八王子市立第二中学校(少年16B） 8月24日～25日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

㉖足立区総合スポーツセンター(足立区) 6月1日～2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

184

(ｽﾛﾊﾞｷｱ・ﾄﾙﾅｳﾞｧ)

S級 A級(U12・15含む)

8,476

449 3,128 9,083

399

(清瀬市内山運動公園)

D級

（Jヴィレッジ）

168

 ④ゆりーとｶｯﾌﾟ 地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会

73 197

B級 C級

72

69 396

（春・三菱養和巣鴨/三菱養和調布）

（秋・都立東久留米総合高校)

（VONDSグリーンパーク 他）

3,026 7,558

（冬・早稲田大学東伏見)

11月30日～12月1日

（平日・東京経済大学)

3,150

 ⑤地域ﾄﾚｾﾝU-14交流大会

キッズリーダー

3

7155 34

フットサルB級

196 -

207

174 237

フットサルC級フットサルA級

197

36

33

- 183

70 142 366 3,047 6,847 34 155

（FC東京・東京ガス深川)
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㉗港区御田小学校（港区） 6月29日～30日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

㉘葛飾区総合スポーツセンター(葛飾区) 8月31日、9月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

㉙赤羽スポーツの森公園競技場（北区） 10月20日、26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者50人

㉚南長崎スポーツセンター（豊島区） 11月23日～24日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

㉛片倉高校(八王子市) 11月30日～12月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

㉜荒川区立大門小学校、東尾久運動場(荒川区) 1月25日、26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

㉝大森学園高校(大田区) 1月26日、2月2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

㉞日野市陸上競技場(日野市) 2月8日〜9日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

㉟品川区立こみゅにてぃぷらざ八潮(品川区少年) 3月8日、15日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

㊱江東区立第四砂町中 、砂町文化センタ-(江東区少年) 3月21日、22日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

受講者計966人

(5) 公認キッズリーダー養成講習会

①U-6対象(JFAハウス、TOYOTA社員向け) 6月24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人

②U-6対象(ボンフィン落合南長崎) 8月31日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人

③U-6対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 12月14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者9人

④U-10対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 1月18日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者38人

⑤U-6対象(アミノバイタルフィールド) 1月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者18人

⑥U‐6対象（味の素フィールド西が丘） 1月26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者16人 受講者計121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8日～9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 6月7日～9日 参加者1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 4月13日～14日 参加者1人(帝人アカデミー富士)

(10) JFA公認A級ｺｰﾁジェネラル受講推薦者選考会（私立武蔵高校） 12月8日 指導ｽﾀｯﾌ6人参加者28人

(11) JFA公認B級ｺｰﾁ受講推薦者選考会（玉川学園） 3月8日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(12) 関東地域ﾄﾚｾﾝﾁｰﾌｺｰﾁ研修会派遣 6月22日～23日 参加者5人（とちぎフットボールセンター）

(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) 2月28日～3月1日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(14) 地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研修会 (駒沢補助競技場) 2月22日～23日 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者35人

(15) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研修会 (味の素スタジアム) 5月18日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者47人

(駒沢補助) 6月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者28人

(私立武蔵高校) 7月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者44人

（駒沢体育館） 8月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者41人

（駒沢補助） 9月7日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人

（駒沢補助） 9月7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

（駒沢補助） 9月7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

（味の素フィールド西が丘） 11月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者50人

（武蔵野の森総合スポーツプラザサブアリーナ） 10月17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者41人

（JFAハウス） 12月5日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

（JFAハウス） 1月18日～19日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者22人

（FC東京パーク府中） 1月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

（駒沢第一） 1月26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者45人

（駒沢補助） 2月1日 指導ｽﾀｯﾌ１人受講者26人

（駒沢体育館） 2月9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者26人

（駒沢第一） 2月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者26人

(16) 指導者育成研修会 (東久留米総合高校、私立武蔵高校など) 6月～2月（計16回） 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者16人

(17) 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7日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者17人

（2地域・中大杉並高校） 1月26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者5人

（3地域・臨海球技場） 3月 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

（4地域・東久留米総合高校） 3月20日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

（5地域・東海大菅生高校） 3月15日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

（6地域・三菱養和調布） 2月8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者21人

（7地域・稲城長峰ヴェルディフィールド） 1月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者6人

(18) 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14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者16人

(19) 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） 6月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者13人

(20) 国体(茨城)ﾘﾌﾚｯｼｭ研修派遣 9月30日～10月1日 参加者1名

　　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8人･受講者109人

指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者68人

② 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者8人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者8人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者9人

サッカー2級昇格候補者研修会  10月3日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 7月28日
(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

(JFAハウス会議室)

(JFAハウス会議室)

10月16日(JFAハウス会議室)

参加者1人（JFAハウス）

10月10日

8月12日
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③ サッカー２級昇級審判員フォロー研修会

(駒沢補助競技場) 2020年2月16日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者14人

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13人･受講者82人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者19人

（南豊ヶ丘フィールド） 2020年1月13日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者28人

(駒沢第一球技場） 2020年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者34人

（南豊ヶ丘フィールド） 2020年2月24日 (S3合同)指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者102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10人･受講者60人

（南豊ヶ丘フィールド） 2020年1月13日

(駒沢補助競技場) 2020年3月14日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

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) 2020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13人･受講者170人

⑧ サッカー3級審判競技規則伝達講習会 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者192人

指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者62人

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 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者192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68人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 2020年3月15日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

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9人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者50人

(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8人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 2020年2月13日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者33人

⑫ サッカー3級ユース審判コース座学 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者11人

指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者11人

指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者7人

2020年3月25日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑬ サッカー3級ユース審判コース実技 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者4人

⑭ サッカー女子サポートプログラム 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者29人

指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者23人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者33人

(駒沢第2球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

2020年1月28日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者14人

⑮ 女子審判員発掘・育成イベント （味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘） 2020年1月19日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者6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6人･受講者30人

（プラクティカル） (駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者35人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者31人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者36人

(駒沢補助競技場) 2020年1月23日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 2020年3月26日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

② サッカー2級トレーニングセンター (味の素フィ西が丘) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者51人

（座学） (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78人

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 2020年2月23日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

③ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者60人

（フィジカル） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者82人

(駒沢第2球技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者72人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者68人

(駒沢第2球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者65人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者67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) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者80人

(駒沢補助競技場) 2020年1月9日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者70人

(駒沢補助競技場) 2020年2月6日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者77人

(駒沢補助競技場) 2020年3月5日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者39人

(駒沢第2球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者27人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者33人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 2020年2月20日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者24人

⑤ 副審研修会（実技） (駒沢第2球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者27人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者10人

11月28日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

12月12日

7月19日

7月9日

10月30日

5月16日

9月12日

10月24日

12月19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29日
(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 8月28日
(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 12月26日

(東京学芸大学附属小金井中学校)

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

11月14日

5月11日

9月23日

4月11日

6月20日

9月19日

6月6日

7月4日

8月1日

10月24日

7月11日

12月19日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

4月21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3級審判セミナー座学 (国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

9月9日

12月10日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 9月24日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

8月22日

6月18日

11月16日

11月21日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン

サッカー女子審判トレーニングセンター 5月23日

7月11日

12月19日

10月3日

11月7日

12月5日

4月4日

5月9日
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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

指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者74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

競技規則改正伝達 (羽村市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 2020年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者50人

③ 傘下連盟担当者会議、登録説明会 2020年1月22日 指導ｽﾀｯﾌ5人･参加37団体

④ グラスルーツ向け競技規則改正説明会 (北とぴあ) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者124人

グラスルーツ向け競技規則改正説明会 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者243人

一般公募制競技規則改正説明会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者129人

4) 指導者トレーニングセンター（イントレ）

① イントレ・チュータリング 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者6人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者6人

② イントレ・アナリシス 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者12人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者12人

2020年1月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者11人

2020年1月19日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者10人

5) レフェリーアカデミー

① 定期研修会 (駒沢第2球技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者12人

(駒沢第2球技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者12人

(波崎・外部大会利用) 8月20日～23日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者5人

② 各種大会への指導者派遣 (波崎・外部大会利用) 8月20日～23日 指導ｽﾀｯﾌ5人

6) 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

指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者20人

② サッカー3級審判インストラクターセミナー

指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者51人

指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者40人

指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者40人

指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者54人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者35人

2020年2月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者68人

7) 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2,082人・副審2,017人・第4審判116人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度)　主審2,410人・副審2,966人・第4審判286人

② フットサル審判員派遣

各種大会

　　　〈主な派遣大会〉 審判員2,843人

③ 関東協会主催研修会派遣 （男子7回・女子6回・フットサル3回・ビーチサッカー1回） 派遣者各2～4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670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41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14人･受講者67人･登録者40人

（都立駒場高校） 指導ｽﾀｯﾌ16人･受講者58人･登録者43人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者63人･登録者50人

(東京学芸大学) 2020年1月13日 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者68人･登録者62人

(東京学芸大学) 2020年3月1日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

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) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者48人

(吉祥女子中学高校) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者50人

(東京学芸大学) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者87人

(東京学芸大学) 2020年2月16日 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者22人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 99回

9月15日

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 6月30日

5月19日

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 6月2日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 6月7日

通年

6月30日

10月14日

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

10月17日

6月23日

10月14日

5月19日

(赤羽スポーツの森公園) 6月1日

（JFAハウス）

（JFAハウス） 6月22日

（JFAハウス） 6月23日

10月14日

9月7日
(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

（JFAハウス） 8月3日

（JFAハウス） 8月4日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 4月13日

（滝野川会館）

6月13日

6月27日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 9月21日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

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
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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12人･受講者166人

④ サッカー3級資格更新講習会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者73人

(東京学芸大学) 2020年1月13日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者74人

(東京学芸大学) 2020年2月16日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者73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16人

(東京学芸大学) （S3更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者29人

(東京学芸大学) 2020年2月16日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者34人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 35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 （都立駒場高校） （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者5人

(東京学芸大学) 2020年3月1日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

② フットサル4級資格認定講習会 

・審判委員会主催 （都立駒場高校） （F3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者28人

(東京学芸大学) 2020年3月1日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 13回

③ フットサル2級資格更新講習会 2020年1月5日 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者48人

④ フットサル3級資格更新講習会 2020年1月5日

⑤ フットサル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4人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 2回

3) 資格認定講習会（インストラクター）

①

指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者17人

（曳舟文化センター） 指導ｽﾀｯﾌ10人・受講者17人

（ＪＦＡハウス会議室） 指導ｽﾀｯﾌ7人・受講者12人

（南豊ヶ丘フィールド） 指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者16人

② 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者93人

③ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者2人

④ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者17人

4) 審判登録WEB化関連

① 2020年1月22日 指導ｽﾀｯﾌ5人･参加37団体

② （ＪＦＡハウス会議室） ｽﾀｯﾌ4人・参加18人

(3) 総務部関係

① 審判交流プログラム （香港） 11月 香港デモのため中止

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 トレセン兼

② フットサル2級候補審判員予備研修会 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者1人

③ フットサル2級・3級ｱｸﾃｨﾌﾞ研修会 （駒沢体育館） 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者32人

(小金井総合体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者15人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者5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33人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者33人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者34人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者26人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(小豆沢体育館) 2020年1月8日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(小豆沢体育館) 2020年2月12日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者23人

(観戦研修） 2020年2月16日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者25人

(小豆沢体育館) 2020年3月18日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

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)

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者18人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者27人

（座学） （調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者19人

（座学） （調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者28人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者18人

11月27日

11月24日

通年

12月15日

12月8日

通年

11月3日

8月1日

9月22日

4月20日

12月8日

11月23日

11月30日

6月18日

8月7日

9月11日

10月9日

11月13日

12月18日

6月2日

9月22日

6月30日

6月30日

10月14日

12月14日

12月14日

通年

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

（F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者1人

12月14日

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）

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

ｻｯｶｰ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会 (国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

フットサル3級インストラクター認定講習会 (調布あくろす）

ﾌｯﾄｻﾙ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会 （駒沢屋内球技場）

区市町連盟・協会向け説明会 （JFAハウス）

講師説明会

（駒沢屋内球技場）

（駒沢屋内球技場）

(武蔵野の森ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ)

5月14日

6月6日

4月10日

5月8日

6月12日

7月10日

7月16日

8月15日

8月20日

9月17日
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（座学） （調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

（座学） （調布あくろす） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 2020年1月14日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15人

（座学） （調布あくろす） 2020年2月6日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

（新宿ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 2020年3月17日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑥ 女子・Ｆ３育成審判研修会

⑦

⑧ 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 駒沢体育館

優  勝 LIGARE TOKYO LOCOS 参加16チーム

第２位 GUNNERS （観客延べ： 100 人）

第３位 Revolution Futsal Club、MOB

(2) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月17日～18日 駒沢屋内球技場

優  勝 ZOTT WASEDA JUVENIL 参加32チーム

第２位 ASV PESCADOLA町田 U-18 Ｂ （観客延べ： 240 人）

第３位 フウガドールすみだファルコンズ、フウガドールすみだファルコンズ U16

(3) 東京都ユース(U-18)フットサルフェスティバル 2020年1月18日～2月2日 フィスコフットサルアレナとしまえん　他

優  勝 ASV PESCADOLA町田U-18 参加40チーム

第２位 國學院久我山高校B （観客延べ： 350 人）

第３位 ASV PESCADOLA町田 U-18 Ｂ、ZOTT WASEDA JUVENIL

(4) 東京都ユース(U-15)フットサルフェスティバル 2020年1月18日～2月2日

優  勝 フウガドールすみだウイングス 参加28チーム

第２位 フウガドールすみだウイングスU-14 （観客延べ： 350 人）

第３位 FC駒沢フットサル、ASV PESCADOLA町田U-15

(5) 東京都レディースフットサルフェスティバル 2020年3月8日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(6)

優  勝 十文字中学校 参加12チーム

第２位 FC町田ボニータChica （観客延べ： 100 人）

第３位 FC町田ボニータ、十文字ノービス

(7) Brilliaカップ第3回東京都少年フットサルフェスティバルＵ-11 12月7日～12月14日

優  勝 Una Primavera Football Club 参加32チーム

第２位 Contente  青梅 U11 （観客延べ： 240 人）

第３位 BONSUCESSO、ヴィトーリア目黒フットボールクラブ

(8) 公共施設の情報整理と利用ネットワーク構築 未実施

(9) スポーツセーフティ講習会 （ＪＦＡハウス） 6月12日 受講者41人

(10) 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 189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3日・2020年1月15日

（中央区立勝どき児童館） 8月23日

（中央区立佃児童館） 7月19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150園） 4月～2020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） 2020年2月16日 天候不良により中止

（アミノバイタルフィールド） 2020年3月1日 コロナウイルス感染拡大防止により中止

(2) ユニクロサッカーキッズ （東京ドーム） 8月12日 参加168チーム2,369人による交流試合

(3) JFAキッズＵ-6サッカーフェスティバル(アミノバイタルフィールド） 2020年1月13日 参加60チーム782人による交流試合

（味の素フィールド西が丘） 2020年1月26日 参加54チーム670人による交流試合

(4) 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13日 天候不良により中止

②Ｕ-8・10対象 （アミノバイタルフィールド） 2020年2月9日 参加180チーム1475人による交流試合

③小学校低学年対象フェスティバル （ブロック提供会場） 4月～31年3月 少年連盟ﾌﾞﾛｯｸ1～2回4,717人参加

(5) キッズエリート（Ｕ-10）プログラム （都内4会場） 2020年2月 少年連盟ﾌﾞﾛｯｸ4ｸﾞﾙｰﾌﾟ351人参加

(6) ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル

①2019東京 in 三鷹 （SUBARU総合スポーツセンター） 67人による交流試合

②2019東京 in 青梅 （住友金属鉱山アリーナ青梅） 77人による交流試合

③2019東京 in すみだ （SUMIDA FUTSAL ARENA） 43人による交流試合

④2019東京 in 世田谷 46人による交流試合

6月1日

11月2日

SHIBUYA109ガールズフットサルカップ 第7回東京都女子ユースフットサルフェスティバル エスフォルタアリーナ八王子（メインアリーナ）2020年1月19日

8月25日

（世田谷区総合運動場体育館）

10月26日

フィスコフットサルアレナとしまえん　他

7月6日

①幼稚園・保育園の巡回指導

世田谷区総合運動場体育館

開催なし

フットサル3級審判インストラクター研修会 開催なし

フットサル認定講習会講師研修会

10月2日

10月15日

11月19日

12月7日

12月17日

7



⑤2019東京 in 江戸川 2020年2月8日 29人による交流試合

⑥2019東京 in 大田 2020年2月24日 コロナウイルス感染拡大防止により中止

(7) ＪＦＡレディース／ガールズフェスティバル

①レディース （味の素フィールド西が丘） 6月1日 参加12チーム＋個人参加 計90人

②レディース＆ガールズ (AGFフィールド） 2020年2月24日 レディース：参加16チーム＋個人参加計104人

ガールズ：個人参加（ｸﾞﾗｽﾙｰﾂ形式）計74人

(8) ＪＦＡフットボールデー （東京多摩ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ南豊ヶ丘フィールド） 9月7日 U-6～一般まで365人参加

(9) JFAグラスルーツフェスティバル (AGFフィールド） 12月1日 U-6：119人

U-8：135人

（味の素フィールド西が丘） 2020年3月8日 コロナウイルス感染拡大防止により中止

(10) U-9交流会 （府中サッカー場） 2020年3月7-8日 コロナウイルス感染拡大防止により中止

(11) 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） 2020年2月22-23日 3～5年生参加30チーム＋個人参加　計296人

(12) 中学年代の活動推進事業 （駒沢第２球技場） 10月～12月 中学3年生対象全10回50名参加

(13) 女子活動推進事業

①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） 2020年2月8-9日 中央大会参加24チーム　322人

②三菱養和レディース＆ガールズサッカー大会（三菱養和巣鴨G） 11月4日 ガールズ：14チーム＋個人参加　計140人

　　　　　　 サッカー教室16人

レディース：15チーム＋個人参加　計171人

③少女対象フェスティバル (16ブロック提供会場） 4月～31年3月 ﾆｰﾆｬｽﾘｰｸﾞ・ｶｯﾌﾟ、ﾃﾞｨﾉｽｾｼｰﾙｶｯﾌﾟ計延べ1,308人

(14) ユースダイレクター活動推進事業 通年

(15) 障がい者サッカー支援事業 (東京都立志村学園） 10月22日 知的障がい女子サッカー教室参加12人

　　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

③施設整備に対する助成 2020年3月

　　６．スポーツマネジャー養成事業

(1) 受講者31人

受講者24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 各3,000部作成

(2) ホームページ情報更新 通年

(3) 各種会議派遣

          JFA評議員会､関東協会社員総会・理事会・代表者会議､全国・関東審判関連会議、全国・関東技術関連会議、

          全国・関東各種別委員会、全国・関東各連盟関連会議、東京都体育協会関連会議　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 (清瀬市内山運動公園サッカー場　他) 5月～6月延べ5回 参加選手50人

(2) 国体代表強化事業 

・国体選抜練習会 (駒沢第2球技場 他) 4～9月延べ40回 指導ｽﾀｯﾌ16人選手48人

2020年2月18日・25日 指導ｽﾀｯﾌ6人選手48人

2020年3月27日～4月1日 指導ｽﾀｯﾌ7人選手20人 ※中止

(3) 国民体育大会関東ブロック大会(千葉)  

・成年男子 2回戦　東京都選抜　0-1　群馬県選抜 8月11日 ゼットエーオリプリスタジアム

決定戦 東京都選抜　1-1(PK3-4)　山梨県選抜 8月12日 第一カッターフィールド

※関東ブロック大会敗退

・女子 1回戦　東京都選抜　2-0　山梨県選抜 8月10日 姉崎サッカー場

2回戦　東京都選抜　1-0　埼玉県選抜 8月11日 姉崎サッカー場

※関東ブロック大会通過

・少年男子 8月10日 第一カッターフィールド

※関東ブロック大会通過

(4) 国民体育大会(茨城)  

・女子 9月29日 ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場

準々決勝　東京都選抜　0-1　茨城県選抜 9月30日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場

※第5位入賞

・少年男子 9月30日 高松緑地公園多目的球技場

準々決勝　東京都選抜　1-3　静岡県選抜 10月1日 北海浜多目的球技場

※第5位入賞

東京フットボールセンター八王子富士森競技場

・強化練習会 少年男子 (駒沢第2球技場 他)

・海外トレーニングキャンプ　少年男子 (ﾏﾚｰｼｱ・ｸｱﾝﾀﾝ)

1回戦　東京都選抜　2-0　神奈川県選抜

1回戦　東京都選抜　0-0(PK9-8)　新潟県選抜

2回戦　東京都選抜　3-0　石川県選抜

11月9日～17日

(JFAハウス)

JFAスポーツマネジャーズカレッジサテライト講座 (JFAハウス)

2020年1月25日～2月1日

（江戸川区総合体育館）

（大田区総合体育館）
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(5) 国体強化特別事業

・東京-ソウル親善定期戦　（U-18・U-15各2試合） 8月28日～29日 ソウル協会の事情により中止

・海外トレーニングキャンプ（少年連盟U-12） (ﾏﾚｰｼｱ) 8月20日～25日 指導ｽﾀｯﾌ6人選手18人

・海外トレーニングキャンプ（女子連盟U-14） (ｸﾞｱﾑ島) 2020年3月26日～30日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・海外トレーニングキャンプ（高体連U-17） (ﾄﾞｲﾂ･ﾍﾞﾙｷﾞｰ) 2020年3月 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

Ⅱ．収益事業等

　［１］収益事業（収１）

　　　競技会運営受託事業

(1) 天皇杯 JFA 全日本選手権大会　２回戦 7月3日・10日

FC東京　1-0　桐蔭横浜大学 味の素スタジアム （観客： 3,914 人）

東京ヴェルディ　0-2　法政大学 味の素フィールド西が丘 （観客： 2,271 人）

FC町田ゼルビア　0-1　カターレ富山 町田市立陸上競技場 （観客： 1,091 人）

(2) 天皇杯 JFA 全日本選手権大会　３回戦 8月14日 味の素フィールド西が丘

ガンバ大阪　0-2　法政大学 （観客： 4,905 人）

(3) 天皇杯 JFA 全日本選手権大会　決勝 2020年1月1日 国立競技場

ヴィッセル神戸　2-0　鹿島アントラーズ （観客： 57,597 人）

(4) 皇后杯  JFA 全日本選手権大会　３回戦 12月4日 味の素フィールド西が丘

日テレ・ベレーザ　5-1　ニッパツ横浜FCシーガルズ （観客： 8,100 人）

(5) 全国高校選手権大会 12月30日～2020年1月5日 駒沢陸上競技場・味の素フィールド西が丘　他

優  勝 静岡学園高校 （静岡県） 人）

第２位 青森山田高校 （青森県）

第３位 矢板中央高校 （栃木県）、帝京長岡高校 （新潟県）

(6) 高円宮杯 JFA U-18プレミアリーグ 開幕戦 4月6日・7日 AGFフィールド （観客： 4,291 人）

(6日)2試合・(7日)3試合

(7) 高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会 味の素フィールド西が丘

準決勝

ガンバ大阪ジュニアユース　　1-1（PK4-2）　大宮アルディージャU15 （観客： 638 人）

サガン鳥栖U-15　　3-1　ヴィッセル神戸U-15 （観客： 404 人）

決勝

サガン鳥栖U-15　　0-2　ガンバ大阪ジュニアユース （観客： 1,819 人）

(8) バーモントカップ全日本U-12フットサル選手権大会 8月17日～19日 駒沢体育館・駒沢屋内球技場

優  勝 ブリンカールFC(愛知県) （観客延べ：6,470人）

第２位 北海道コンサドーレ札幌U-12(北海道)

第３位 マルバ千葉ｆｃ(千葉県)、マルバ茨城ｆｃ(茨城県)

(9) 8月24日 J:COM Wonder Studio

・オープンの部

優  勝 あんブルー

第２位 パスが大事

第３位 まやげかーるWithえーた、マイクラブ4兄弟

・少年の部

優  勝 フウガドールすみだファルコンズ アルファ

第２位 フウガドールすみだファルコンズ ベータ

第３位 僕らのルネサンス

(10) 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

日テレ・ベレーザ　3-1　ＩＮＡＣ神戸レオネッサ （観客： 1,426 人）

2部決勝

ちふれＡＳエルフェン埼玉　1-2　セレッソ大阪堺レディース （観客： 986 人）

(11) 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

サガン鳥栖U-18　2-1　横浜F・マリノスユース （観客： 633 人）

京都サンガF.C.U-18　1-5　名古屋グランパスU-18 （観客： 755 人）

決勝

サガン鳥栖U-18　1-3　名古屋グランパスU-18 （観客： 848 人）

(12) 全日本フットサル選手権大会 2020年3月20日～22日 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(13) 全国青年大会フットサル競技 11月9日 セガサミースポーツアリーナ

優  勝 LIGARE　TOKYO　LOCOS（東京都） 参加 10チーム

第２位 GUNNERS（東京都）

第３位 イーストサイタマユナイテッド（埼玉県）、MFC（愛媛県）

(14) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 3月～11月 43試合

12月28日

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2019 IBARAKI 東京都予選会

7月31日

12月26日

8月3日

7月29日

（観客述べ：336,999
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(15) Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 受託せず

(16) 都民体育大会 4月28日～6月2日 駒沢第2球技場　他 参加 31チーム

優  勝 練馬区

第２位 大田区

第３位 八王子市

(17) 都民生涯スポーツ大会 8月18日・25日、9月1日 参加 50チーム

参加チームによる交流試合　各2～3試合

(18) シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 参加 27チーム

Aブロック 優勝 豊島区シニア60 葛飾区東金町運動場多目的広場

第２位 FCマジョール

Bブロック 優勝 渋谷区ミドル60

第２位 トキオ・ロホ

　［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分担金納入(1～4種・シニア・女子・フットサル・技術・審判)

(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（1～4種・シニア・女子・フットサル）

(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

5

8

15 15

60

265

1,372

5

262

0

28

2018年度

2,886

選手登録数(名)

2,993

2924

2019年度

2019年度

1,876

0

1,848 1,706

2018年度

フットサル審判インストラクター登録数(名)

4,424

582

466

479

4,413

369

487

1,622

-

384

238

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

選手登録数(名)

0

599

526

4,487

194

1,56459 59

38,985

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

401

2804,809

23,191

5

2018年度

13,906

2018年度

2,260

192

23,511

62

9

-

4,978

25 8 9

-

361 16,778364

4

2019年度2018年度

66

26

4

11月12日・16日・17日・30日

360

390

2019年度

16,987386

合　計

25

111

126

12

17

811

合　計

2018年度

2017年度

サッカー審判登録数(名)

2018年度

60

158

合　計 2,273

161

410

2017年度

414

28,225 28,713

22

144

806

53

24 495

94,334

16,130

39,923

3,972

568

4,353

1,649

94,128

3,652

2019年度

1,541

21

58

2019年度

フットサル審判登録数(名)

93,706

577

202

2,241

243

2,924

122

25 629

155

97

168

23

2018年度

2626

9

2019年度

4

24,862

17 20

30,120

241

31
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 サッカー審判インストラクター登録数(名)

4

24

26

167

2017年度

2017年度

1,547

161

23

143

22

98

2017年度

11

2017年度

60

385

2019年度 2017年度

5,027

1,498

806

2017年度

14,092

59

41,109

1,575 1,638

13,182

15,813

16,12115,936

駒沢第2球技場・補助競技場

駒沢第2球技場
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