
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 西が丘サッカー場

第１試合 佐川急便東京ＳＣ　2-0　法政大学 （観客： 332 人）

第２試合 横河武蔵野ＦＣ　1-0　国士舘大学 （観客： 764 人）

決勝 西が丘サッカー場

佐川急便東京ＳＣ　2-1　横河武蔵野ＦＣ （観客： 1,164 人）

2. 東京－ソウル親善サッカー定期戦

第1戦 西が丘サッカー場

第１試合 東京都中体連選抜　1-2　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 219 人）

第２試合 横河武蔵野ＦＣユース　2-1　東國大学校師範大学附属高校 （観客： 300 人）

第2戦 西が丘サッカー場

第１試合 東京都Ｕ－15選抜　2-3　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 210 人）

第２試合 国士舘高校　1-4　東國大学校師範大学附属高校 （観客： 256 人）

    [受託試合]

1. フットサル日本代表親善試合　～ＡＦＣフットサル選手権壮行試合～ 5月8・10日 国立代々木競技場第一体育館

第1戦 フットサル日本代表　1-1　フットサルウクライナ代表 （観客： 3,288 人）

第2戦 フットサル日本代表　1-1　フットサルウクライナ代表 （観客： 2,763 人）

2. キリンチャレンジカップ 西が丘サッカー場

なでしこジャパン（日本女子代表）　6-0　ニュージーランド女子代表 （観客： 3,495 人）

3. キリンカップ 国立競技場

日本代表　0-1　ＵＡＥ代表 （観客： 53,123 人）

4. 国際親善試合　～東アジア女子サッカー大会壮行試合～ 西が丘サッカー場

なでしこジャパン（日本女子代表）　4-2　オーストラリア女子代表 （観客： 4,191 人）

5. キリンチャレンジカップ 国立競技場

日本代表　1-0　アンゴラ代表 （観客： 52,406 人）

6. FIFAクラブワールドチャンピオンシップ　トヨタカップ　ジャパン 12月11・14･16日 国立競技場

１回戦（開幕戦） アルイテハド　1-0　アルアハリ （観客： 28,281 人）

準決勝 アルイテハド　2-3　サンパウロＦＣ （観客： 31,510 人）

5位決定戦 アルアハリ　1-2　シドニーＦＣ （観客： 15,951 人）

7. 都民体育大会 5月14日～5月29日 駒沢第２球技場、駒沢補助競技場、練馬総合運動場

優  勝　： 板橋区 参加32チーム

第２位　： 中央区

第３位　： 青梅市

8. 都民生涯スポーツ大会 8月21日～9月4日 駒沢補助競技場、駒沢第２球技場

参加チームによる交流試合　各１～２試合 参加35チーム

9. 天皇杯全日本選手権大会 11月3日、12月29日、18年1月1日 味の素スタジアム、国立競技場

４回戦　： ＦＣ東京　2-0　アビスパ福岡 （観客： 7,346 人）

準決勝 大宮アルディージャ　2-4　浦和レッドダイヤモンズ （観客： 31,441 人）

決勝 浦和レッドダイヤモンズ　2-1　清水エスパルス （観客： 51,536 人）

10. 全国高校選手権大会 12月30日～18年1月9日 西が丘サッカー場

優  勝　： 野洲高校（滋賀県） 駒沢陸上競技場

第２位　： 鹿児島実業高校（鹿児島県） 国立霞ケ丘競技場　他

第３位　： 遠野高校（岩手県）、多々良学園高校（山口県） （観客延べ： 115,000 人）

11. 高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権大会 9月30・23日、10月8日 国立競技場・西が丘サッカー場・

江戸川区陸上競技場・江東区夢の島競技場

1次ラウンド 第1戦 アビスパ福岡Ｕ－18　2-3　青森山田高校　 （観客： 352 人）

名古屋グランパスエイト　1-2　浦和東高校 （観客： 531 人）

第3戦 鹿児島実業高校　0-1　コンサドーレ札幌Ｕ－18 （観客： 239 人）

サンフレッチェ広島ＦＣユース　3-0　那覇西高校 （観客： 414 人）

準々決勝 青森山田高校　0-4　コンサドーレ札幌ユースＵ－18 （観客： 631 人）

滝川第二高校　1-0　広島観音高校 （観客： 541 人）

星稜高校　0-2　ヴェルディユース （観客： 670 人）

準決勝 コンサドーレ札幌ユースＵ－18　2-1　滝川第二高校 （観客： 2,250 人）

ヴェルディユース　3-2　サンフレッチェ広島ＦＣユース （観客： 2,858 人）
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12. 高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会 12月27・29日 西が丘サッカー場・国立競技場

準決勝 サンフレッチェ広島ＦＣジュニアユース　4-4（6PK7）　ＦＣ東京Ｕ－15深川 （観客： 1,073 人）

狭山ジュニアユースＦＣ　0-8　浦和レッズジュニアユース （観客： 1,317 人）

決勝 ＦＣ東京U-15深川　0-2　浦和レッズジュニアユース （観客： 8,521 人）

13. 全日本女子選手権大会 12月25日・18年1月1日 西が丘サッカー場・国立競技場

準決勝 岡山湯郷Belle　0-4　TASAKIペルーレFC （観客： 1,821 人）

日テレ・ベレーザ　2-0　浦和レッズレディース （観客： 1,681 人）

決勝 日テレ・ベレーザ　4-1　TASAKIペルーレFC （観客： 18,545 人）

14. 全日本大学女子選手権大会 18年1月14・15日 西が丘サッカー場・国立競技場

準決勝 東京女子体育大学　3-2　大阪体育大学 （観客： 500 人）

神奈川大学　0-2　早稲田大学体育局ア式蹴球部女子 （観客： 945 人）

決勝 東京女子体育大学　1-2　早稲田大学体育局ア式蹴球部女子 （観客： 4,576 人）

15. 全日本少年大会 8月12・13日 西が丘サッカー場

準決勝 ヴェルディジュニア　0-1 横浜F・マリノスプライマリー （観客： 3,800 人）

JFCファイターズ　2-1 清水FC （観客： 2,674 人）

決勝 横浜F・マリノスプライマリー 2-0 JFCファイターズ （観客： 2,071 人）

16. ティファールカップ全日本女子フットサル選手権大会 11月5～6日 駒沢体育館

優  勝　： FUN Ladies　（関東／東京都）

第２位　： 大原学園JaSRA女子サッカークラブ　（北信越／長野県）

第３位　： member of the gang ladies/spotaka　（東海／三重県） （観客延べ： 2,000 人）

17. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 18年1月4日～6日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝　： JUVEN.F.C.898　（岐阜県）

第２位　： 松江嫁島SCパラバール　（島根県）

第３位　： 津ラピドFC（三重県）、山口サッカースクール（山口県） （観客延べ： 3,000 人）

18. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 18年2月4・5日 国立代々木競技場第一体育館

準決勝 高槻松原FC 0-5 PREDETOR FUTSAL CLUB （観客： 1,574 人）

Forca Verde/BANFF　5-4 arusa （観客： 1,557 人）

第3位決定戦 高槻松原FC 5-2 arusa （観客： 1,429 人）

決勝 PREDETOR FUTSAL CLUB　4-2　Forca Verde/BANFF （観客： 2,506 人）

19. FUTSAL地域チャンピオンズリーグ(全国大会) 18年3月3～5日 駒沢体育館

優  勝　： DC Asahikawa Futsal Club （北海道）

第２位　： MAG'S FUTSAL CLUB (関西）

第３位　： カンカンボーイズ/多田ハイASK（関西） 、Goodwill CASCAVEL（関東） （観客延べ： 3,000 人）

20. 全日本大学フットサル大会　東日本 8月9・10日 国立代々木競技場第一体育館

優  勝　： 国士舘大学

第２位　： 拓殖大学

第３位　： 帝京大学、流通経済大学 （観客延べ： 2,000 人）

21. 2006FIFAワールドカップ™アジア地区最終予選　KIRIN ヴァーチャルスタジアム 国立競技場

朝鮮民主主義人民共和国代表　0-2　日本代表 6月8日 （観客： 21,196 人）

22. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 3月～11月 47試合

23. 関東高校女子選手権大会 6月11・12・18・19日 アミノバイタルフィールド他

優  勝　： 湘南学院高校

第２位　： 十文字高校

第３位　： 埼玉平成高校 （観客延べ： 1,000 人）

24. 国民体育大会関東ブロック大会 8月13～17日 駒沢第二球技場・補助競技場

成年男子 グループ1代表 栃木 グループ2代表 埼玉 第3代表 東京

成年女子 グループ1代表 埼玉 グループ2代表 東京 第3代表 神奈川

少年男子 代表 東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県・群馬県 （観客： 3,000 人）

25. 全国選抜フットサル大会関東大会 7月9日 駒沢屋内球技場

Ａブロック代表 東京都選抜

Ｂブロック代表 埼玉県選抜 （観客延べ： 1,000 人）

26. 関東大学大会 11月3・6・13日 駒沢第二球技場・補助競技場他

優  勝　： 立正大学 （観客延べ： 1,000 人）

第２位　： 帝京大学

第３位　： 中央学院大学、上武大学

27. 関東少年選抜大会 12月3・4日 府中朝日サッカー場

優  勝　： 千葉トレセンB　 （観客延べ： 1,000 人）

第２位　： 千葉トレセンA　

第３位　： 神奈川TC、埼玉選抜
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    [フットサル委員会]

1. 東京都フットサルチャレンジＵ－18

優  勝　： タボス 8月13・14日

第２位　： 府中アスレティックＦＣＵ－18 駒沢屋内球技場

第３位　： ＦＣ一橋 参加 12 チーム （観客延べ： 180 人）

2. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会東京都大会 

優  勝　： 府中アスレティックＦＣ 4月30日～11月13日

第２位　： フォルサベルヂ 府中市立総合体育館、江東区亀戸スポーツセンター、

第３位　： グッドウィルカスカヴェウ 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館　他

参加 101 チーム （観客延べ： 1,500 人）

3. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会

優  勝　： ＦＣ駒沢Ｕ-15 9月23・24日

第２位　： ガロＦＣトウキョウＵ-15 駒沢屋内球技場、フィスコフットサルアレナとしまえん

第３位　： カリオカＦＣ足立　、ＦＣ千住 参加 24 チーム （観客延べ： 360 人）

4. ティファールカップ全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

優  勝　： ファンレディース 7月24日、8月27日

第２位　： うー魚 青梅市立総合体育館、東久留米スポーツセンター

第３位　： カスカヴェウ　バイラリーナス 参加 18 チーム （観客延べ： 270 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

優  勝　： ヴィトーリア目黒ＦＣ 9月24日、10月8･29日

第２位　： フォルサヴェルヂジュニアA 立川市泉市民体育館

第３位　： バディＳＣ　、西原少年ＳＣ 参加 113 チーム （観客延べ： 1,600 人）

6. 東京都女子フットサル大会 

優  勝　： ファンレディース 18年1月15・21日、3月4・25・26日

第２位　： パラレッズフットサルセタガヤ 府中市立総合体育館、北区滝野川体育館、江東区亀戸スポーツセンター

第３位　： ＦＣベンガボーイズ、　カスカヴェウバイラリーナス 参加 20 チーム （観客延べ： 300 人）

7. 東京都ユース(U-15)フットサル大会

優  勝　： ガロＦＣＵ－15 18年1月14・22日、2月19日

第２位　： 町田ＪＦＣジュニアユース 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

第３位　： ＦＣ千住Ａ、ＦＣ駒沢Ｕ－15 参加 20 チーム （観客延べ： 300 人）

8. 東京都ユース(U-18)フットサル大会

優  勝　： ＦＣ東京Ｕ－18 18年1月14・22日、2月19日

第２位　： ラルゴＦＣＵ－18 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

第３位　： 府中東高2nd、トルシーダ 参加 22 チーム （観客延べ： 330 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： 160 名）

12月3日
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Ⅱ. 登録・養成事業

    [登録] 東京都体育協会他1団体

    [補助] 傘下社会人連盟他9団体に補助

    [技術委員会]

    1.トレーニングセンター

    ①東京トレセン 6月～14年3月 指導スタッフ12人選手90人

    ②東京トレセン研修会 14年1～3月 指導スタッフ15人選手200人

    ③地域トレセン(Ｕ－17，Ｕ－14，Ｕ－12，女子) 6月～14年3月 8ﾌﾞﾛｯｸ指導ｽﾀｯﾌ32人選手360人

    ④東京地域トレセン(U－12) 6月～14年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ指導ｽﾀｯﾌ16人選手240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回) 2コース 8月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ4人受講者32人

                 (Jヴィレッジ)(第2回) 1コース 14年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ4人受講者32人

    ②中期型 (都内) 2コース別開催 11月～14年1月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ4人受講者32人

    3.公認少年･少女指導員養成講習会 4月～14年3月･20ｺｰｽ 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ3人受講者36人

    4.ナショナルトレセン(指導者講習)(U－12) 12月 参加者2人

                                                  (U－14) 14年3月 参加者2人

                                                  (U－17) 11月 参加者2人

    5.ナショナルトレセン (指導者講習) 伝達講習会 14年1月～3月 指導ｽﾀｯﾌ6人受講者150人

    6.トレセン指導スタッフ海外研修会 4月･5月 指導ｽﾀｯﾌ2人派遣

    7.海外研修会伝達講習会 8月 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者50人

    8.準指･少年少女インストラクター研修会(JFA) 14年2月～3月 参加17人

    [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 14年1月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者5人

       ②2級研修会 (登録審判員対象) 12月 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者100人

       ③2級強化審判員強化研修会  通年(月1回) 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者10人

       ④新2級フォロー研修会 (宿泊) 6月または7月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者10人

       ⑤2級昇格候補者強化講習会  4月･10月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者15人

       ⑥3級研修会 (登録審判員対象) 8月･9月 指導ｽﾀｯﾌ20人受講者400人

       ⑦3級実技研修会 (東京カップ) 14年1月～3月 指導ｽﾀｯﾌ20人受講者160人

       ⑧3級審判育成コース講習会(U-30) 年5回 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者35人

       ⑨Jリーグ･JFL担当審判員講習会(Zグループ) 年2回 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者10人
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     (2)トレーニングセンター     

       ①実技研修会 (つくばフェスティバル) 14年3月 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者15人

       ②東地区 (三菱養和巣鴨)・西地区 (小金井市) 6月～8月･後期14年1月～3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ2人受講者20人

       ③中央トレセン  4月･5月･9月～12月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者40人

       ④宿泊研修     8月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者20人

     (3)資格認定講習会

       ①3級資格認定講習会 年6回 各回指導ｽﾀｯﾌ7人受講者70人

       ②4級資格取得講習会

         ・審判委員会主催 6月･8月･10月･14年2月 指導ｽﾀｯﾌ28人受講者1000人

         ・依頼､講師派遣 (年間約60回､以下連盟関係) 指導ｽﾀｯﾌ70人受講者5000人

    2.女子部関係

       ①女子チャレンジコース 通年10回 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者10人

       ②女子4級フォローアップコース 2回 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者16人

    3.インストラクター関係

       ①インストラクター研修会 4月・9月・11月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者20人

       ②インストラクター派遣 通年 9大会325試合

    4.審判員派遣 通年 各種大会

    5.海外交流 未定

    6.広報誌発行

　　　　「ハーフタイム」発行 7月・14年2月 各回12，000部

Ⅲ.指導･調査･研究事業

     [普及事業]

      駒沢オリンピック公園少年少女サッカーフェスティバ #### 指導ｽﾀｯﾌ70人受講者2000人

     [技術関連事業]

     1.準指導員講習会インストラクター研究会 6月 参加者17人

     2.地域トレーニングセンター指導者研究会 14年1月 参加者50人

     3.準指導員･地域C級指導員リフレッシュ研究会 14年2月～3月 参加者150人

     4.少年少女指導員リフレッシュ研究会 14年1月 参加者150人

     [審判関連事業]

      審判インストラクター研究会 9月 参加者20人

     [試合用品の研究・販売]
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Ⅳ.代表チームの選定・派遣事業

     [全国大会出場補助]

     [関東大会出場補助]

     [競技力向上事業]

     1.国体東京都予選会 4月～5月 成年男子指導スタッフ4人選手60人

     2.国体代表練習会 4月～10月 3種別計指導スタッフ12人選手75人

     3.国民体育大会関東ブロック大会(群馬)  8月18日～20日 3種別計指導スタッフ12人選手45人

     4.国民体育大会(宮城) 10月14日～19日 3種別計指導スタッフ12人選手75人

Ⅴ.地域間交流､国際交流事業

     [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全国スポーツ･レクリエーションフェスティバル(三11月 役員選手20人

        ②東京･ソウル親善定期戦（ソウル） 8月26日～30日 役員9人選手(U-15)18人(U-18)18人

Ⅵ.出版事業

      [東京都サッカー協会広報発行]  年6回（奇数月） 2,000部作成，全加盟ﾁｰﾑ･役員に配布

　　　ホームページ作成 通年

Ⅶ.施設・設備の推進事業

      [施設委員会]

      1.都内施設調査   通年

      2.2002年ワールドカップ公認キャンプ地招致活動   通年
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