
財団法人  東京都サッカー協会

Ⅰ事業の状況

Ⅰ.試合の主催・運営受託等の事業

    [主催試合]

1. 東京都トーナメント  準決勝・決勝

準決勝 西が丘サッカー場

第１試合 横河武蔵野ＦＣ　4-0　亜細亜大学 （観客： 290 人）

第２試合 佐川急便東京ＳＣ　1-0　国士舘大学 （観客： 526 人）

決勝 西が丘サッカー場

横河武蔵野ＦＣ　0-3　佐川急便東京ＳＣ （観客： 858 人）

2. 東京－ソウル親善定期戦 西が丘サッカー場

東京都U-15選抜　4-1　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 366 人）

横河武蔵野ＦＣユース　1-1　ソウル特別市高校選抜 （観客： 429 人）

東京都中体連選抜　0-4　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 312 人）

成立高校　2-3　ソウル特別市高校選抜 （観客： 533 人）

    [受託試合]

1. アテネオリンピック2004アジア地区第２次予選 5月1･3日 国立霞ケ丘競技場・味の素スタジアム

U-22日本代表　3-0 U-22ミャンマー代表 （観客： 23,580 人）

U-22ミャンマー代表　5-0 U-22日本代表 （観客： 35,052 人）

2. 国際親善試合 国立霞ケ丘競技場

日本代表　0-1　韓国代表 （観客： 53,405 人）

3. FIFA女子ワールドカップUSA2003予選プレーオフ 国立霞ケ丘競技場

日本女子代表　2-0　メキシコ女子代表 （観客： 12,743 人）

4. キリンチャレンジカップ 国立霞ケ丘競技場

U-22日本代表　1-1　U-22韓国代表 （観客： 38,058 人）

5. キリンチャレンジカップ 国立霞ケ丘競技場

日本代表　3-0　ナイジェリア代表 （観客： 54,660 人）

6. FIFAワールドユ－ス選手権大会UAE2003壮行試合 国立霞ケ丘競技場

U-20日本代表　0-1　U-20オーストラリア代表 （観客： 8,151 人）

7. 東アジアサッカー選手権大会2003決勝大会 国立霞ケ丘競技場

香港代表　1-3　韓国代表 （観客： 14,895 人）

日本代表　2-0　中国代表 （観客： 41,742 人）

8. 国際親善試合 16年2月12日 国立霞ケ丘競技場

日本代表　2-0　イラク代表 （観客： 38,622 人）

9. アジアサッカー最終予選2004 16年3月16・18日 国立霞ケ丘競技場・西が丘サッカー場

U-23UAE代表　0-2　U-23バーレーン代表 （観客： 19,576 人）

U-23日本代表　2-1　U-23レバノン代表 （観客： 50,544 人）

U-23レバノン代表　1-1　U-23バーレーン代表 （観客： 1,118 人）

U-23UAE代表　0-3　U-23日本代表 （観客： 54,025 人）

10. 国際親善試合 16年3月23日 国立霞ケ丘競技場

U-19日本代表　0-1　U-19韓国代表 （観客： 9,534 人）

11. 都民体育大会 5月17日～6月1日 駒沢第二球技場他 参加39チーム

優  勝　： 調布市

第２位　： 府中市

第３位　： 世田谷区

12. 都民生涯スポーツ大会 8月24日～9月7日 駒沢第二球技場他 参加33チーム

参加36チームによる交流試合　各１～２試合

13. 天皇杯全日本選手権大会  １・2・3回戦 11月30日、12月7・14日

１回戦　： 佐川急便東京ＳＣ　4-0　九州ＩＮＡＸ 西が丘サッカー場 （観客： 358 人）

２回戦　： ホンダルミノッソ狭山　1-2　佐川急便東京ＳＣ 西が丘サッカー場 （観客： 1,048 人）

３回戦　： 東京ヴェルディ1969　2-1　ヴァンフォーレ甲府 西が丘サッカー場 （観客： 3,540 人）

ＦＣ東京　2-2（6PK5)　Honda ＦＣ 味の素スタジアム （観客： 8,429 人）

14. 天皇杯全日本選手権大会  準々決勝 国立霞ケ丘競技場

横浜Ｆ・マリノス　1-4　鹿島アントラーズ （観客： 16,274 人）

8月26･28日

12月4日

8月20日

7月23日

平成１5年度  事業報告書 

8月31日

9月6日

12月23日

5月31日

7月12日

11月12日



15. 天皇杯全日本選手権大会  決勝 16年1月1日 国立霞ケ丘競技場

セレッソ大阪　0-1　ジュビロ磐田 （観客： 51,167 人）

16. 全国高校選手権大会 12月30日～16年1月12日 西が丘サッカー場

優  勝　： 国見高 駒沢陸上競技場

第２位　： 筑陽学園高 国立霞ケ丘競技場　他

第３位　： 鹿児島実業高、滝川第二高 （観客延べ： 115,000 人）

17. 高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権大会 国立霞ケ丘競技場

準決勝 静岡学園高　1-0　サンフレッチェ広島ユース （観客： 4,063 人）

市立船橋高　3-0　東福岡高 （観客： 5,318 人）

18. 高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 12月23～28日

１次ラウンド 高田ＦＣ　2-1　大塚サッカースクールジュニアユース （観客： 300 人）

エスペランサいわきＦＣ　1-4　ＦＣ千葉なのはな （観客： 434 人）

準決勝 ＦＣ千葉なのはな　1-3　コンサドーレ札幌Ｕ－15 （観客： 401 人）

ヴェルディジュニアユース　1-0　清水エスパルスジュニアユース （観客： 540 人）

決勝 コンサドーレ札幌Ｕ－15　0-1　ヴェルディジュニアユース （観客： 1,197 人）

19. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 16年1月4日～6日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝　： 江南南ＳＳ

第２位　： 兵庫ＦＣ

第３位　： リュミエール就将、清水第八ＳＣ少年部 （観客延べ： 2,000 人）

20. 全日本フットサル選手権大会 16年2月6～8日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝　： BANFF TOHOKU

第２位　： FIRE FOX

第３位　： FUTURO FUTSAL （観客延べ： 4,000 人）

21. 全日本女子選手権  準決勝・決勝 16年1月24・25日

準決勝 田崎ペルーレＦＣ　1-0　さいたまレイナスＦＣ 西が丘サッカー場 （観客： 436 人）

日テレベレーザ　3-0　伊賀ＦＣくノ一 西が丘サッカー場 （観客： 591 人）

決勝 田崎ペルーレＦＣ　2-2（5PK3)　日テレベレーザ 国立霞ケ丘競技場 （観客： 1,641 人）

22. FUTSAL地域チャンピオンズリーグ(全国大会) 5月3～5日 代々木第一体育館

優  勝　： CASCAVEL

第２位　： P.S.T.C.LONDRINA

第３位　： 神戸ハーバーランドクラブ （観客延べ： 1,000 人）

23. ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル　 5月18日、3月21日

ファーストステージ 参加33チームによる交流試合 味の素スタジアム

セカンドステージ 参加17チームによる交流試合 ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム

24. ＪＦＡキッズ(Ｕ－6)フェスティバル

参加348名による交流試合 16年2月21日 西が丘サッカー場

参加999名による交流試合 16年3月7日 アミノバイタルフィールド

25. ＪＦＡレディースフェスティバル

参加163名による交流試合 西が丘サッカー場

参加151名による交流試合 駒沢陸上競技場

26. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 3月～11月 39試合

27. 全日本女子U-18選手権大会関東予選 10月4・5日 駒沢第二球技場・補助競技場

優  勝　： 神奈川県代表

第２位　： 東京都代表

第３位　： 埼玉県代表

28. 関東少年選抜大会 12月7・8日 府中少年サッカー場

優  勝　： ＦＣ２東京

第２位　： 千葉トレセン

第３位　： 宮城県TC、横浜選抜

10月11日

7月6日

16年3月7日



    [フットサル委員会]

1. 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月9・10日 府中市立総合体育館

優  勝　： ＦＣ東京Ｕ－18 参加12チーム

第２位　： 杉並ＦＣユース Ａ

第３位　： 府中アスレティックＵ－18 （観客延べ： 240 人）

2. 全日本フットサル選手権大会東京都大会 8月2日～11月30日 駒沢屋内球技場・立川市泉市民体育館

優  勝　： FIRE FOX 参加123チーム 府中市立総合体育館　他

第２位　： CASCAVEL

第３位　： FUTURO FUTSAL （観客延べ： 1,500 人）

3. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 9月7・28日 駒沢屋内球技場

優  勝　： ラルゴＦＣ（U－15） 参加22チーム 小金井市立第一中学校体育館

第２位　： オヤックスジュニアＦＣ

第３位　： ＦＣ渋谷　Ｒ　、　杉並ＦＣ （観客延べ： 400 人）

4. ティファールカップレディースフットサル大会 東京都大会 府中市立総合体育館

優  勝　： ガロＦＣトウキョウレディースウールシュポルト参加12チーム

第２位　： パラレッズフットサルセタガヤ

第３位　： ファンレディース　、フォレストアネックス （観客延べ： 200 人）

5. バーモントカップ全日本少年フットサル東京都大会 10月11･25日、11月8日

優  勝　： ヴェルディジュニア 参加70チーム 立川市泉市民体育館

第２位　： FC K'S フレンド

第３位　： 王一ＦＣ、スポーツ会館FC （観客延べ： 1,200 人）

6. 東京都女子フットサル大会 3月7・27日 府中市立総合体育館

優  勝　： パラレッズフットサルセタガヤ 参加24チーム

第２位　： ファンレディース

第３位　： フォレストアネックス　、　ＦＣベンガボーイズ （観客延べ： 650 人）

7. 東京都ユース(U-15)フットサル大会東京都大会 1月24・25日、2月8日 駒沢屋内球技場

優  勝　： ラルゴＦＣ　Ｕ１５ 参加20チーム

第２位　： カリオカクラブ Ｂ

第３位　： 府ロクジュニアユース、ヴァロールＳＣＪＹ （観客延べ： 300 人）

8. 東京都ユース(U-18)フットサル大会 1月24・25日、2月8日 駒沢屋内球技場

優  勝　： ACコマ 参加16チーム

第２位　： フェニックスジユウガオカガクエン

第３位　： 都立大泉北高校、ガロＦＣトウキョウユース （観客延べ： 300 人）

9. バーモントカップフットサル教室 八王子市民体育館 （参加者： 137 名）

駒沢屋内球技場 （参加者： 104 名）

11月29日

3月7日

9月6・7日



期日 内容説明
Ⅰ.主催・運営受託等の事業
    [主催試合]
    1.東京都トーナメント  準決勝・決勝 9月 社会人代表2ﾁｰﾑ･学生代表2ﾁｰﾑ
    2.日朝親善試合 5月5日 高校戦1試合･一般1試合
    3.東京－ソウル親善定期戦(U-15,U-18) 8月 U-15 2試合･U-18 2試合

    [受託試合]
    1.キリンカップ 6月 日本代表･外国代表ﾁｰﾑ1試合
    2.トヨタ ヨーロッパ／サウスアメリカ カップ 11月 ﾖｰﾛｯﾊﾟｻｳｽｱﾒﾘｶｸﾗﾌﾞ選手権代表試合
    3.都民体育大会 5～6月 参加ﾁｰﾑ40区郡市
    4.都民スポーツ・レクリエーション フェスティバル 8～9月 参加ﾁｰﾑ40区郡市
    5.天皇杯全日本選手権大会  １・2・3回戦 11～12月 各回戦1試合,参加ﾁｰﾑ80ﾁｰﾑ
    6.天皇杯全日本選手権大会  決勝 13年1月1日 1試合
    7.全国高校選手権大会 12月30日～13年1月8日 参加48ﾁｰﾑ
    8.高円宮杯全日本ジュニアユース選手権大会  準決勝・決勝 12月 参加16ﾁｰﾑ
    9.バーモントカップ全日本少年フットサル大会 13年1月4～6日 参加48ﾁｰﾑ
   10.全日本女子選手権  準決勝・決勝 13年1月 参加18ﾁｰﾑ
   11.全国ママさん大会  関東予選 8月 参加16ﾁｰﾑ
   12.全日本フットサル選手権 13年2月 参加12ﾁｰﾑ

    [フットサル委員会]
    1.全日本フットサル選手権大会東京都大会 11月 参加72ﾁｰﾑ
    2.全日本ジュニアユースフットサル大会東京都大会 7月 参加18ﾁｰﾑ
    3.バーモントカップ全日本少年フットサル東京都大会 11月 参加16ﾁｰﾑ

Ⅱ. 登録・養成事業

１．登録

（1）(財)東京都サッカー協会登録加盟一覧表
チーム登録数(ﾁｰﾑ) 選手登録数(名)

第１種 526 14,798
第２種 337 13,512
第３種 291 10,578
第４種 626 27,881
シニア 17 337
女子(一般・大学) 45 722
女子(高校生) 25 569
女子(中学生) 10 528
女子(小学生) 47 1,107

合　計 1,924 70,032

（2）審判登録
　　　サッカー17,064名　(内訳：1級12名・女子1級5名・2級172名・3級4,118名・4級12,757名)
　　　フットサル796名　（内訳：1級12名・2級79名・3級333名・4級372名）
（3）フットサル登録
　　　568チーム (延13大会)
（4）(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）(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）

２．補助

（2）交付金＝社会人連盟他１３団体に交付
（3）普及費＝高校体育連盟以下７団体に補助



３．技術委員会

（1）トレーニングセンター
   1）東京トレセン (U－12) 4月～16年1月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各7人選手延べ300人
　　(ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｸﾞﾗﾝﾄﾞ･西が丘ｻｯｶｰ場他) (U－14) 6月～12月（計7回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ290人

(U－16) 6月～16年1月（計11回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ340人
   2）東京地域トレセン(Ｕ－17，Ｕ－14，Ｕ－12，女子) 5月～16年3月 7地域及び女子　計 指導者107人選手900人

   3）ブロックトレセン(Ｕ－12) 5月～16年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人
　 4）トレセン交流大会への参加  (U－14) （埼玉県） 16年1月10・11日 選手16人　東京選抜3位

(U－15) （茨城県波崎町） 16年1月3～5日 選手18人　東京選抜2位
(U－16) （茨城県波崎町） 16年2月21・22日 選手17人　東京選抜4位
(U－17) （茨城県波崎町） 16年2月21・22日 選手17人　東京選抜1位

　 5）東京都地域ﾄﾚｾﾝU-13交流大会 (西ヶ丘ｻｯｶｰ場) 12月20日・23日 指導者35人　選手150人

（2）公認準指導員養成講習会
   1）短期型 (Jヴィレッジ)(第1) 1コース 8月9日～21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人
                 (Jヴィレッジ)(第2) 1コース 16年2月28日～3月30日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者27人
   2）中期型 Ⅰ（都立久留米高校・都立国分寺高校) 11月29日～12月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者35人

Ⅱ(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 16年2月28日～3月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人
Ⅲ(西ヶ丘サッカー場) 16年2月28日～3月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

   3）連盟実施型 (少年連盟実施・二子玉川小学校他) 8月30日～9月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者35人
(都学連実施・東京経済大学) 16年2月24日～3月5日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者35人
(社会人連盟実施・NTT中央研修センター他) 16年1月10日～2月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

（3）公認少年･少女指導員養成講習会
　 1）志村第3中学校 8月2日・3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者17人
　 2）足立区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 8月30日・9月7日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者22人
　 3）目黒区立原町小学校・烏森小学校 9月7日・8日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者17人
　 4）東久留米ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・東久留米市立大門中学校 10月4日・5日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者11人
　 5）都立両国高校 10月18日・19日 指導ｽﾀﾂﾌ1人受講者35人
　 6）駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場（２コース） 11月15日・16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者59人
　 7）三鷹市立井口小学校 11月29日・30日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者40人
　 8）三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(２コース) 11月29日・30日 指導ｽﾀﾂﾌ2人受講者59人
　 9）都立南高校 12月7日・14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者38人
　10）品川区立八潮小学校 16年1月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者22人
　11）味の素スタジアム（２コース） 16年1月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者60人
　12）町田少年サッカー場 16年1月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人
　13）都立八丈高校 16年1月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人
　14）府中日吉体育館（２コース） 16年1月31日・2月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者67人
　15）都立王子養護学校 16年2月7日・8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者26人
　16）中央区立日本橋小学校 16年2月7日・8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者34人
　17）早稲田大学 16年2月7日・8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人
　18）日野市陸上競技場 16年2月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人
　19）世田谷区立玉堤小学校 16年2月21日・3月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者39人
　20）江東区立香取小学校 16年2月28日・29日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者39人
　21）西が丘サッカー場・駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場 16年2月28日・29日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人
　22）都立松が谷高校 16年3月6日・7日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者41人
　23）都立田無工業高校 16年3月6日・7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人
　24）北区立神谷中学校 16年3月27日・28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

（4）ナショナルトレセン(指導者講習) (U－12･関東) 12月27日～28日 参加者2人(Ｊヴィレッジ)
(U－14) 16年3月25日～27日 参加者2人(Ｊヴィレッジ)
(U－16) 11月21日～23日 参加者2人(Ｊヴィレッジ)

（5）ナショナルトレセン伝達講習会 (U－12・多摩市立陸上競技場) 16年1月31日・2月1日 指導ｽﾀｯﾌ6人受講者95人
（6）トレセン指導スタッフ海外研修派遣 (フィンランド) 8月22日～9月1日 参加者1人
（7）トレセン指導スタッフ海外研修 伝達講習会 （ホテル機山館） 12月5日 参加者60人
（8）凖指・少年少女インストラクター養成講習会（ＪＦＡ） 10月17～19日 参加者4人
（9）スカウティングＶＴＲ作成 Ｕ-12・15・18対象ＶＴＲ　1本作成



４．審判委員会
（1）指導部関係
   1)研修会･講習会
       ①1級昇格候補者強化講習会 (江戸川区陸上競技場) 9月12日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者1人
       ②2級研修会 (国立霞ヶ丘競技場) 12月21日 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者92人
       ③2級強化審判員研修会 (東京体育館研修室・他) 12回 指導ｽﾀｯﾌ各3人･受講者各12人
       ④新2級ﾌｫﾛｰ研修会（宿泊） (西が丘補助競技場・他) 7月20日～21日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者9人
       ⑤2級昇格候補者強化講習会  (都立第一商業高校) 4月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者6人

(東京体育館研修室) 10月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人
       ⑥3級研修会 (東京学芸大学) 8月3日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者64人

(都立国立高校) 8月31日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者101人
       ⑦3級実技打合せ講習会 (東京体育館研修室) 1月26日 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者120人
       ⑧3級実技研修会（東京ｶｯﾌﾟ） (都内各会場) 15年2～3月 　　　　　　　　 受講者延べ204人
       ⑨3級育成ｺｰｽ講習会（Ｕ-30） (東京体育館研修室) 10月2日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者37人

(東京体育館研修室) 10月29日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者28人
(東京体育館研修室) 11月14日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人
(私立城北高校) 12月13日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者21人

(東京体育館研修室) 1月21日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者22人
       ⑩女子4級及び新3級実技研修会 (駒沢第2球技場) 7月19日、21日 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者11人
       ⑪女子ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修会 実施なし

(2～4級対象)
       ⑫女子審判員研修会 (駒沢陸上競技場会議室) 9月13日 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者12人

(駒沢陸上競技場会議室) 10月18日 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者12人
(東京体育館研修室) 11月24日 指導ｽﾀｯﾌ1人・受講者5人
(埼玉スタジアム2002) 12月21日 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者4人

(国立霞ヶ丘競技場会議室) 1月25日 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者15人
(駒沢陸上競技場会議室) 2月22日 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者15人

   2)トレーニングセンター     
       ①実技研修会 (大学キャンプ・宿泊) (静岡県時之栖) 8月21日～26日 指導ｽﾀｯﾌ1人・受講者10人
       　　　　　　　　　 (イギョラ杯) (国立西が丘ｻｯｶｰ場・他) 16年3月27日～30日 指導ｽﾀｯﾌ2人・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ13人・受講者85人

       ②トレーニングセンター (三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 4月～16年3月 計24回 指導ｽﾀｯﾌ各3人・受講者延べ774人
 　　  ③英会話   （１～２級対象） 通年
   3)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 (国立霞ヶ丘競技場) 5月25日 指導ｽﾀｯﾌ10人・受講者84人･登録者63人

(関東学連・東京体育館研修室) 6月9日 指導ｽﾀｯﾌ1人・受講者63人･登録者56人
(国立霞ヶ丘競技場) 7月12日 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者66人･登録者53人
(国立霞ヶ丘競技場) 9月6日 指導ｽﾀｯﾌ11人・受講者89人･登録者84人
(国立霞ヶ丘競技場) 11月22日 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者99人･登録者87人

(国立霞ヶ丘競技場) 16年 1月24日 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者104人･登録者69人

(国立霞ヶ丘競技場) 16年 3月20日 指導ｽﾀｯﾌ14人・受講者106人･登録者98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) 6月8日 指導ｽﾀｯﾌ14人・受講者294人

(東京学芸大学) 8月3日 指導ｽﾀｯﾌ16人･受講者272人
(東京学芸大学) 10月13日 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者181人
(東京学芸大学) 16年 2月1日 指導ｽﾀｯﾌ17人・受講者369人

         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～16年3月 計74回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ6,086人
       ③サッカー2級資格更新講習会 (国立霞ヶ丘競技場会議室) 4月12日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者92人

(東京体育館研修室) 4月17日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者62人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 9月24日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者1人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 9月29日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者2人

       ④サッカー3級資格更新講習会 (中野サンプラザ大ホール) 8月17日 指導ｽﾀｯ25人･受講者2,072人
(中野サンプラザ大ホール) 8月24日 指導ｽﾀｯ24人･受講者1,434人

(八丈町) 9月2日 指導ｽﾀｯ1人･受講者2人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 9月24日 （S2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者45人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 9月29日 （S2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者33人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 11月22日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者5人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 1月24日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者2人

       ⑤サッカー4級資格継続講習会
         ・審判委員会主催 (国立霞ヶ丘競技場会議室他) 4月26日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者197人

(東京学芸大学) 6月8日 （4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者80人
(東京学芸大学) 8月3日 （4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者192人
(東京学芸大学) 10月13日 （4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者228人

(国立霞ヶ丘競技場会議室) 12月6日 指導ｽﾀｯﾌ12人受講者146人
(東京学芸大学) 16年 2月1日 （4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者99人

         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～16年3月 計62回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ4,613人



   4)資格認定講習会（フットサル）
       ①フットサル2級資格認定講習会 (関東協会研修会) 7月6日 　　　　　　　　　　受講者2人

(早稲田大学高等学院) 7月13日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者17人
       ②フットサル3級資格認定講習会 (早稲田大学高等学院) 7月13日 （F2級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者49人

(早稲田大学高等学院) 11月30日 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者18人
       ③フットサル4級資格認定講習会
         ・審判委員会主催 (早稲田大学高等学院) 7月13日 （F2・3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者43人

(早稲田大学高等学院) 11月30日 （F3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者32人
         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～16年3月 計7回 指導ｽﾀｯﾌ各1人受講者延べ239人
       ④フットサル2級資格更新講習会 (ハイライフプラザいたばし) 10月26日 （S2級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者56人

(国立霞ヶ丘競技場会議室) 12月6日 （S4級継続ｽﾀｯﾌ兼）受講者3人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 3月20日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者1人

       ⑤フットサル3級資格更新講習会 (ハイライフプラザいたばし) 10月26日 （S2級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者218人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 12月6日 （S4級継続ｽﾀｯﾌ兼）受講者44人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 3月20日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者3人

       ⑥フットサル4級資格継続講習会 
         ・審判委員会主催 (東京学芸大学) 10月13日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者5人

(国立霞ヶ丘競技場会議室) 3月20日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者2人
         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～16年3月 計3回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ51人
（2）インストラクター部関係
   1）派遣
　　　　①東京都社会人チャンピオンシップ（東京カップ） 2月～3月（59試合） 派遣数25人
　　　　②東京都社会人リーグ1部 4月～10月（87試合） 派遣数77人
　　　　③東京都社会人リーグカップ 10月～12月（14試合） 派遣数14人
　　　　④東京都サッカートーナメント社会人系の部 8月（2試合） 派遣数2人
　　　　⑤東京都サッカートーナメント学生系の部 7月（4試合） 派遣数3人
　　　　⑥東京都トーナメント 8月（2試合） 派遣数2人
　　　　⑦東京都大学連盟1･2部春季対抗戦 6月（2試合） 派遣数2人
　　　　⑧東京都大学連盟秋季リーグ1～3部 9月～10月（109試合） 派遣数47人
　　　　⑨東京都大学連盟プレーオフ 11月（8試合） 派遣数7人
　　　　⑩東京都大学連盟新人大会 12月（24試合） 派遣数19人
　　　　⑪全国社会人選手権関東予選 7月（4試合） 派遣数4人
　　　　⑫イギョラ杯 3月（40試合） 派遣数15人
　　　　⑬都民大会 6月（2試合） 派遣数1人
　　　　⑭地区対抗戦 7月～8月（16試合） 派遣数8人

　　　　⑮高円宮杯U-15東京予選 7月～9月（22試合） 派遣数15人
　　　　⑯東京都クラブユースU-13 11月（14試合） 派遣数12人
　　　　⑰東京都女子リーグ1部 11月（7試合） 派遣数6人
　　　　⑱全日本女子東京都予選 7月（8試合） 派遣数4人
　　　　⑲関東女子ユースU-18 10月（6試合） 派遣数6人
　　　　⑳フットサル各大会 派遣数9人
（3）競技部関係
　　　審判員派遣 通年 派遣数延べ3,537人
（4）渉外部関係
　 1）海外交流（第12回ﾌﾗﾀﾆﾃｨｶｯﾌﾟ 山形・香港） （香港） 11月13日～16日 参加者20人
   2)海外研修 実施なし
（5）広報部関係
　　　広報誌「ハーフタイム」発行 10月・16年2月 各回10,000部，登録審判員・役員 及び

各区市ｻｯｶｰ協会・連盟に送付

（6）フットサル部関係
   1）観戦研修会 (府中市総合体育館) 1月24日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者46人

(駒沢体育館) 2月8日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者87人
（7）育成部関係
   1）サッカー資格講習会講師研修会 実施なし
   2）フットサル資格講習会講師研修会 実施なし
（8）総務部関係

　　　1・2級昇級者激励会 16年1月24日 昇級対象者13人・参加者40人



Ⅲ.指導･調査･研究事業

１．普及事業

（1）少年少女サッカーフェスティバル （駒沢陸上競技場） 10月19日 指導ｽﾀｯﾌ90人参加者2,200人
（味の素スタジアム） 11月30日 指導ｽﾀｯﾌ110人参加者1,800人

２．技術関連事業

（1）準指導員養成講習会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研究会 (西が丘ｻｯｶｰ場他) 12月5日・6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者19人

（2）地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研究会 (西が丘ｻｯｶｰ場他) 12月6日・7日・14日 指導ｽﾀｯﾌ14人受講者40人

（3）公認指導者リフレッシュ研究会 (都立葛飾野高校） 7月5日・6日 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者52人

(都立館高校) 11月15日・16日 指導ｽﾀｯﾌ6人受講者41人

(多摩市立陸上競技場) 16年1月31日・2月1日 指導ｽﾀｯﾌ7人受講者76人

（都立田無工業高校） 16年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者8人

（都立八王子工業高校） 16年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者21人

（都立多摩工業高校） 16年3月20日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者12人

16年2月14日・15日 参加者3名

３．審判関連事業

（1）インストラクター研究会 (国立スポーツ科学センター) 9月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人
(国立霞ヶ丘競技場会議室) 2月19日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者19人

（2）フットサル審判員指導者講習会派遣 (グリーンアリーナ神戸) 6月14～15日 派遣数2人

４．試合用品の研究・販売

      選手交代カード・メンバー表・協会バッジ･フェアプレーワッペン等販売

Ⅳ.代表チームの選定・派遣事業

１．全国大会出場補助 全国社会人選手権大会他19大会延べ43チーム

２．関東大会出場補助 全国社会人選手権大会関東予選他17大会延べ46チーム

３．競技力向上事業

（1）国体選抜練習会 (東芝府中Ｇ・ｳﾞｪﾙﾃﾞｨG他) 4～9月延べ37回 指導ｽﾀｯﾌ12名選手45名

（2）国民体育大会関東ブロック大会(茨城)  
・成年男子 1回戦　東京都選抜 1-0 埼玉県選抜 8月16日 神栖町海浜公園多目的広場A (観客100人)

2回戦　東京都選抜 1-2 栃木県選抜 8月17日 神栖町海浜公園多目的広場B (観客100人)
3回戦　東京都選抜 2-1 茨城県選抜 8月18日 ト伝の郷運動公園多目的競技場A (観客100人)

・成年女子 1回戦　東京都選抜 4-0 千葉県選抜 8月16日 新浜緑地運動公園 (観客50人)
2回戦　東京都選抜 3-1 埼玉県選抜 8月17日 高松緑地公園多目的球技場 (観客30人)

・少年男子 1回戦　東京都選抜 1-2 栃木県選抜 8月16日 ト伝の郷運動公園多目的競技場B (観客100人)
2回戦　東京都選抜 3-0 茨城県選抜 8月17日 ト伝の郷運動公園多目的競技場A (観客100人)
※全種別が本大会進出

（3）国民体育大会(静岡) 
・成年男子 1回戦　　　　東京都選抜 1-0 秋田県選抜 9月13日 藤枝総合運動公園陸上競技場 (観客200人)

準々決勝　　東京都選抜 1-0 鳥取県選抜 9月14日 藤枝総合運動公園陸上競技場 (観客200人)
準決勝　   　東京都選抜 0-1 富山県選抜 9月15日 藤枝総合運動公園陸上競技場 (観客200人)
3位決定戦　東京都選抜 1-0  石川県選抜 9月16日 藤枝総合運動公園陸上競技場 (観客400人)

・成年女子 1回戦　     　 東京都選抜 2-0 高知選抜 9月13日 磐田ゆめりあｻｯｶｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ (観客200人)
準々決勝 　 東京都選抜 1-2 兵庫選抜 9月14日 磐田ゆめりあｻｯｶｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ (観客200人)

・少年男子 1回戦　       東京都選抜 6-0 鹿児島県選抜 9月12日 清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ東ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ (観客400人)
2回戦　       東京都選抜 3-1 愛媛県選抜 9月13日 清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ東ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ (観客500人)
準々決勝  　  東京都選抜 1-2 岡山県選抜 9月14日 清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ西ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ (観客500人)

※総合成績　2位　（成年男子3位・成年女子5位・少年男子5位）

（4）少年少女指導員リフレッシュ研究会

（5）準指導員ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰﾘﾌﾚｯｼｭ研究会（JFA）



Ⅴ.地域間交流､国際交流事業

１．派遣事業

（1）役員会議派遣
          日本協会評議員会､関東理事会､関東理事長会､全国理事長会､関東審判委員長会
          関東社会人連盟運営委員会､関東学連評議員会､都県大学担当者連絡協議会
          関東高体連委員長会､関東中体連委員長会､関東３種委員長会､日本協会第４種委員長会
          関東少年委員長会､全国規律･フェアプレー委員長会､全国技術委員長会､関東技術委員長会
          関東女子委員長会､関東大学女子連絡会､全日本フットサル担当者会､関東フットサル委員長会

（2）チーム派遣
     1）少年少女チーム地域交流補助  
　　　　　①少年－友好都市交流 8月20日～27日 ドイツ・ベルリン
　　　　　②少女－埼玉県招待4都県少女大会 16年1月12日 埼玉県
                    －神奈川県招待少女選抜大会 16年2月7日・8日 神奈川県

Ⅵ.出版事業

１．東京都サッカー協会広報発行 6回発行

２．ホームページ情報更新 通年

Ⅶ.施設・設備の推進事業

１．施設委員会

（1）各種施設の調査・視察 通年

（2）学識経験者を招いての研修会 通年

（3）施設の充実に関し､区･市･地区連盟と連携 通年

（4）「ＪＦＡ　サッカーを中心としたモデル的スポーツ環境整備事業」助成金交付要望事業

     1）サッカーによるスポーツクラブ整備助成（助成区分Ｂ）申請提出 16年1月31日
　　　　　人工芝2面，夜間照明施設2件，クラブハウス1件，スポーツクラブ創設
　　　　　　助成対象経費　327，000，000円　　交付額　220，000，000円

     2）サッカー施設整備助成（助成区分Ｃ）の内定 16年3月25日
　　　　　人工芝1面，夜間照明施設1件，レストハウス1件
　　　　　　助成対象経費　189，000，000円　　交付額　126，000，000円


