
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 横河武蔵野ＦＣ　0-2　明治大学 （観客： 443 人）

第２試合 ＦＣ町田ゼルビア　3-2　法政大学 （観客： 724 人）

決勝 西が丘サッカー場

明治大学　1-0　ＦＣ町田ゼルビア （観客： 791 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　1-7　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 272 人）

第２試合 三菱養和ＳＣユース　1-0　ソウル特別市高校選抜 （観客： 405 人）

第2戦 西が丘サッカー場

第１試合 東京都Ｕ－15選抜　1-0　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 299 人）

第２試合 修徳高校　3-1　ソウル特別市高校選抜 （観客： 371 人）

[受託試合]

1. FIFAクラブワールドカップ 12月7・9･12日 国立競技場

１回戦 セパハン　3-1　ワイタケレ・ユナイテッド （観客： 24,788 人）

準々決勝 エトワール・サヘル　1-0　パチューカ （観客： 34,934 人）

準決勝 エトワール・サヘル　0-1　ボカ・ジュニアーズ （観客： 37,255 人）

2. キリンチャレンジカップ 20年1月26日 国立競技場

日本代表　0-0　チリ代表 （観客： 37,261 人）

3. キリンチャレンジカップ 20年1月30日 国立競技場

日本代表　3-0　ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 （観客： 26,971 人）

4. 北京オリンピック（男子）2次予選 6月6日 国立競技場

Ｕ-22日本代表　3-1　Ｕ-22マレーシア代表 （観客： 18,020 人）

5. 北京オリンピック（男子）最終予選 国立競技場

Ｕ-22日本代表　1-0　Ｕ-22ベトナム代表 （観客： 22,507 人）

Ｕ-22日本代表　1-0　Ｕ-22カタール代表 （観客： 23,163 人）

Ｕ-22日本代表　0-0　Ｕ-22サウジアラビア代表 （観客： 42,913 人）

6. 国際親善試合 20年3月27日 国立競技場

Ｕ-23日本代表　1-1　アンゴラ代表 （観客： 12,718 人）

7. 北京オリンピック（女子）予選 4月7日・6月3日･8月12日 国立競技場

日本女子代表　2-0　ベトナム女子代表 （観客： 4,157 人）

日本女子代表　6-1　韓国女子代表 （観客： 8,779 人）

日本女子代表　5-0　タイ女子代表 （観客： 4,119 人）

8. 天皇杯全日本選手権大会 西が丘サッカー場

２回戦 明治大学　3-2　ソニー仙台 （観客： 623 人）

9. 天皇杯全日本選手権大会 味の素スタジアム

３回戦 東京ヴェルディ1969　0-1　Honda FC （観客： 2,428 人）

10. 天皇杯全日本選手権大会 味の素スタジアム

４回戦 ＦＣ東京　2-1　TDK SC （観客： 6,727 人）

11. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

準決勝 川崎フロンターレ　0-1　鹿島アントラーズ （観客： 22,457 人）

12. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

決勝 サンフレッチェ広島　0-2　鹿島アントラーズ （観客： 46,357 人）

13. 全国高校選手権大会 12月30日～18年1月9日

優  勝 流通経済大柏高校（千葉県）

第２位 藤枝東高校（静岡県）

第３位 高川学園高校（山口県）、津工業高校（三重県） （観客延べ： 271,555 人）

14. 高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権大会 西が丘サッカー場・国立競技場

1次ラウンド 第1戦 作陽高校　0-1　東京ヴェルディ1969ユース （観客： 541 人）

東海大第五高校　3-2　ヴィッセル神戸ユース （観客： 609 人）

第2戦 作陽高校　1-4　東海大第五高校 （観客： 313 人）

東京ヴェルディ1969ユース　1-1　ヴィッセル神戸ユース （観客： 480 人）

第3戦 コンサドーレ札幌ユースU18　0-1　ガンバ大阪ユース （観客： 815 人）

東京ヴェルディ1969ユース　2-2　東海大第五高校 （観客： 1,049 人）

10月7日

9月9・15・17・24日、10月6日

西が丘サッカー場・駒沢陸上競技場・国立競技場　他
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準々決勝 広島皆実高校　0-1　名古屋グランパスエイトU18 （観客： 1,076 人）

浦和レッズユース　3-1　市立船橋高校 （観客： 1,963 人）

準決勝 サンフレッチェ広島ＦＣユース　3-2　名古屋グランパスエイトU-18 （観客： 2,685 人）

浦和レッズユース　1-4　流通経済大付属柏高校 （観客： 4,456 人）

15. 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 京都サンガＦＣＵ15　2-3　ガンバ大阪ジュニアユース （観客： 593 人）

ＦＣ東京U15深川　1-2　東京ヴェルディ1969ジュニアユース （観客： 932 人）

決勝 ガンバ大阪ジュニアユース　3-2　東京ヴェルディ1969ジュニアユース （観客： 5,052 人）

16. 全日本女子選手権大会 20年1月1日 国立競技場

決勝 TASAKIペルーレFC　0-2　日テレ・ベレーザ （観客： 11,725 人）

17. 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2～4日 駒沢体育館

優  勝 FUN Ladies　（関東／東京都）

第２位 PREDATOR URAYASU FUTSAL CLUB Las Bonitas（関東/千葉県）

第３位 うー魚（関東/東京都） （観客延べ： 2,000 人）

18. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 20年1月4～6日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝 東京ヴェルディ1969ジュニア（東京都）

第２位 津ラピドFC（三重県）

第３位 あぐり西町フットボールクラブ(長崎県）、アンフィニMAKI.FC U-12（北海道） （観客延べ： 3,000 人）

19. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 19年2月3・4日 駒沢体育館

準決勝 名古屋オーシャンズ　4-2　湘南ベルマーレ （観客： 1,095 人）

シュライカー大阪　0-3　バルドラール浦安 （観客： 1,351 人）

第3位決定戦 湘南ベルマーレ 4-6 シュライカー大阪 （観客： 1,576 人）

決勝 名古屋オーシャンズ　3-4　バルドラール浦安 （観客： 2,210 人）

20. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 3月～11月 51試合

21. Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 9月～20年2月 12試合

ペスカドーラ町田ホームゲーム　8月～20年2月 9試合

22. なでしこスーパーカップ 駒沢陸上競技場

日テレ・ベレーザ　2-0　TASAKIペルーレＦＣ （観客： 2,016 人）

23. なでしこリーグオールスター 西が丘サッカー場

なでしこEAST　3-3　なでしこWEST （観客： 3,648 人）

24. なでしこリーグ　一部二部入替戦 多摩市立陸上競技場

伊賀ＦＣくノ一　2-2　5PK4　ジェフユナイテッド市原・千葉レディース （観客： 559 人）

25. 全日本少年大会 8月10・11日 西が丘サッカー場

準決勝 鹿島アントラーズジュニア 1-0 熊本ユナイテッドSCU12 （観客： 2,234 人）

東京ヴェルディ1969ジュニア 1-0 横浜F・マリノスプライマリー追浜 （観客： 2,485 人）

決勝 鹿島アントラーズジュニア　0-2　東京ヴェルディ1969ジュニア （観客： 2,774 人）

26. 都民体育大会 5月13日～5月28日 駒沢第2球技場・補助競技場他

優  勝 調布市 参加35チーム

第２位 府中市

第３位 足立区

27. 都民生涯スポーツ大会 8月19、26日、9月2日 駒沢第2球技場・補助競技場他

参加チームによる交流試合　各１～２試合 参加47チーム

    [フットサル委員会]

1. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 東京都大会 7月6日～11月24日 府中市立総合体育館、北区滝野川体育館、

優  勝　： カフリンガ東久留米 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館　他

第２位　： ファイルフォックス府中 参加88チーム

第３位　： 大洋薬品バンフトウキョウ （観客延べ： 1,200 人）

2. 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月11・12日 駒沢屋内球技場

優  勝　： ボアＳＣ 参加14チーム

第２位　： 十条ＦＣ　Ｕ-18 （観客延べ： 200 人）

第３位　： ＦＣバブルユース

3. 東京都ユース(U-18)フットサル大会 20年1月12・20・27日 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

優  勝　： 目黒エボリューション 参加28チーム

第２位　： 高輪高校B （観客延べ： 330 人）

第３位　： 大智学園高校、FCバブルユース 

4. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月24日、10月8日 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝　： ＦＣトリプレッタ 参加32チーム

第２位　： フットサルサンダース （観客延べ： 360 人）

第３位　： オヤックスジュニア、フットボウズフットサル

12月15日

4月22日

8月19日
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5. 東京都ユース(U-15)フットサル大会 20年1月12・20・27日

優  勝　： 町田JFC A 参加32チーム

第２位　： FCトリプレッタジュニアユース （観客延べ： 330 人）

第３位　： ボアSC、十条FC U-15

6. 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

優  勝　： ヴェルディジュニア 参加126チーム

第２位　： 城北アスカＦＣ （観客延べ： 1,300 人）

第３位　： ＦＣトリプレッタジュニア、キンダー善光SC A

7. 7月21・22日、8月4・12日 駒沢屋内球技場、府中市立総合体育館

優  勝　： ファンレディース 参加21チーム

第２位　： うー魚 （観客延べ： 220 人）

第３位　： パラレッズ世田谷

8. 東京都レディース(O-30)フットサルフェスティバル 20年3月15日 駒沢屋内球技場 参加16チーム

9. バーモントカップフットサル教室 参加160名

10. 東京都フットサル運営スタッフ登録 通年 登録者99名

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

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)

　　女子(小学生)

(2) 審判登録

１級

女子１級

２級

３級

４級

(3) フットサル登録

733チーム (延34大会)

個人登録6,913名

(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

(1) 交付金＝社会人連盟他１０団体に交付

(2) 普及費＝高校体育連盟以下６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～20年2月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各10人選手延べ320人

(駒沢補助競技場 他) (U－13) 5月～12月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各5人選手延べ300人

(U－14) 4月～12月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各5人選手延べ300人

(U－15) 4月～12月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各5人選手延べ300人

(U－16) 11月～12月（計2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－16，Ｕ－14，Ｕ－12，女子) 4月～20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) 4月～20年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人

合　計

サッカー審判登録数(名) フットサル審判登録数(名)

16118 896

20,764 1,356

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

12月22日

4444 385

184 65

15 10

3

32,592

駒沢屋内球技場、小金井二中体育館、筑波大学附属高校体育館

工学院大学八王子キャンパス体育館

-

9月22日、10月27日・11月10日

342

691

63

53

14,749

9

1,512

866

180

933

合　計 2,115 80,624

57

37

515

348

1,424

14,970

13,398
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指導者28人　選手160人

 5）U-15東京都ﾄﾚｾﾝﾘｰｸﾞ (武蔵高校 他) 5月27日～12月16日 7地域及び中体連　計 指導者50人選手400人

 6）東京都ＧＫﾄﾚｾﾝ（Ｕ-13・14・15・16） (駒沢補助競技場) 6月～11月（計4回） 指導者4人　選手80人

 7）東京都ＧＫｸﾘﾆｯｸ（Ｕ-12） (FC東京深川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ) 指導ｽﾀｯﾌ15人　選手60人

 8）関東トレセンリーグへの参加 (U－12) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 選手44人　東京選抜A…Aｸﾞﾙｰﾌﾟ2位

  *U-12は交流大会 　　　　　　　 東京選抜B…Bｸﾞﾙｰﾌﾟ1位

(U－13) （波崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他） 9月9日～20年2月24日 選手18人　東京選抜2位

(U－14) （波崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他） 9月9日～20年2月24日 選手18人　東京選抜2位

(U－15) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 9月9日～12月16日 選手18人　東京選抜1位

(U－16) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 4月29日～20年2月24日 選手18人　東京選抜2位

(2) 公認C級コーチ養成講習会

 1）短期型  (駒沢補助競技場・Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ) 8月4日～28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

8月15日～20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者22人

 2）中期型 11月24日～12月9日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者32人

（三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ） 20年3月1日～3月23日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

(少年連盟夏秋・東京ガス深川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ他) 8月18日～9月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

(少年連盟秋冬・小平武蔵野苑他) 11月25日～12月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者35人

(社会人連盟・都立赤羽商業高校他) 20年1月12日～2月3日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者30人

(東京都大学連盟・東京経済大学) 20年2月28日～3月7日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者26人 受講者計245人

(3) 公認D級コーチ養成講習会

 1）足立区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（足立区） 4月14日・15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

 2）都立墨田川高校（墨田区） 5月26日・27日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人

 3）都立多摩工業高校（第5地域） 7月14日・15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

 4）BumB東京ｽﾎﾟｰﾂ文化館（東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校） 7月30日・31日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者16人

 5）にしみたか学園三鷹市立第二小学校（三鷹市） 8月18日・19日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者28人

 6）成城学園高校（第1地域） 10月20日・21日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

 7）東京電力横浜ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ（東京電力ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ） 12月1日・2日 指導ｽﾀﾂﾌ1人受講者21人

 8）杉並区立荻窪中学校・駒沢第1球技場 20年1月13日・14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人

 9）都立美原高校（大田区） 20年1月19日・20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

 10）葛飾区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（葛飾区） 20年1月19日・20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

 11）味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ（調布市） 20年1月19日・20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者45人

 12）品川区立八潮小学校（少年第8ﾌﾞﾛｯｸ） 20年1月26日・27日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者19人

 13）味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ・ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 20年2月16日・17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者64人

 14）ふれんど平尾（第7地域） 20年2月16日・17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

 15）日野市立陸上競技場（日野市） 20年2月16日・17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

 16）青梅市立泉中学校（青梅市） 20年2月16日・24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

 17）東京工学院専門学校・小金井市立南中学校（小金井市） 20年2月23日・24日 指導ｽﾀﾂﾌ2人受講者16人

 18）荒川区立ひぐらし小学校（荒川区） 20年3月1日・2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

 19）実践学園高校（第6地域） 20年3月8日・9日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者47人

 20）目黒区立東根小学校（目黒区） 20年3月9日・16日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者19人 受講者計599人

(4) 公認キッズリーダー養成講習会

U-6対象 7月21日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人

U-8・10対象 7月22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

U-6対象 7月28日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36人

U-8・10対象 7月29日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者44人

U-6対象 11月24日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

U-8・10対象 12月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者52人

U-8・10対象 20年2月9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者40人

U-6対象 20年3月2日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者9人

U-8・10対象 20年3月9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

U-8・10対象 20年3月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人 受講者計351人

(5) スカウティングＶＴＲ作成 Ｕ-12・14・16対象ＶＴＲ　1本作成

(6) ナショナルトレセン指導者講習会（ＪＦＡ）派遣 (U－12) 12月22日・23日 参加者1人(鹿島ﾊｲﾂ)

(U－14) 5月18日・19日 参加者1人(Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

(U－16) 11月23日～25日 参加者1人(Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

(7) トレセン指導スタッフ海外研修（ＪＦＡ）派遣 8月22日～26日 参加者20人（韓国・U-17FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ）

(8) 公認47FAﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会（ＪＦＡ）派遣 6月～10月 計5日間 参加者4人（Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ他）

(9) 公認ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会（JFA）派遣 5月11日～13日 参加者2人（Jｽﾃｯﾌﾟ）

12月6日（計1回）

 4）U-13地域ﾄﾚｾﾝ交流大会 (駒沢補助競技場) 12月22日

(世田谷区立玉堤小学校)

9月9日・9月30日・11月25日

 (東京朝鮮中高級学校)

（都立武蔵野北高校他)

(小平武蔵野苑・FC東京)

(板橋区立志村第四中学校)

(板橋区立志村第四中学校)

(駒込学園高校)

(小平武蔵野苑・FC東京)

(東京ガス深川グラウンド・FC東京)

(駒込学園高校)

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)
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４．審判委員会

(1) 指導部関係

1)研修会･講習会

① サッカー1級昇格候補者強化講習会 未実施

② サッカー2級研修会 (国立競技場) 20年2月17日 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者83人

③ サッカー2級セレクト研修会 (駒沢補助競技場) 4月～20年3月 計9回 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者各回20人

④ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人

(東京都サッカー協会会議コーナー) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人

⑤ サッカー3級研修会（実働審判員対象） (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者計130人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者66人

⑥ サッカー3級実技打合せ講習会 (東京体育館研修室) 20年1月11日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者122人

⑦ サッカー3級実技研修会（東京ｶｯﾌﾟ） (都内各会場) 20年1～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑧ サッカー3級強化審判員研修会 (東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者36人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者26人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者20人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者23人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者27人

(東京体育館研修室) 20年3月29日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者23人

⑨ サッカー3級Ｔリーグ実技講習 通常審判派遣に含む

⑩ サッカー女子4級・3級研修会 未実施

⑪ サッカー女子ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修会 (国立競技場会議室) 20年3月18日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

（静岡県時の栖） 20年3月28日～31日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者3人

⑫ サッカー女子2級・3級実技研修会 未実施

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22日～8月26日 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者20人

 (イギョラ杯) (東京朝鮮高級学校・他) 20年3月22日～24日 指導ｽﾀｯﾌ5人・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ4人・受講者47人

② ｻｯｶｰ1・2級トレセン (三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 4月～20年3月 計11回 指導ｽﾀｯﾌ各4人・受講者延べ440人

③ (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者100人

④ 4月～20年3月 計10回 指導ｽﾀｯﾌ各6人・受講者延べ約580人

⑤ サッカートレセン観戦研修 (国立競技場・早慶戦) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者60人

⑥ 英会話 通年 参加者6人

(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 (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人・受講者30人･登録者22人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ14人・受講者58人･登録者51人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者61人･登録者55人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人・受講者71人･登録者65人

(国立競技場) 20年1月19日 指導ｽﾀｯﾌ10人・受講者67人･登録者60人

(国立競技場) 20年3月2日 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者67人･登録者60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10人・受講者142人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者155人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ18人･受講者98人

(東京学芸大学) 20年2月3日 指導ｽﾀｯﾌ16人・受講者89人

         ・依頼､講師派遣 (各区市連盟・協会実施) 4月～20年3月 計69回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ6,283人

③ サッカー2級資格更新講習会 (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者131人

④ サッカー3級資格更新講習会 （アミュー立川） 指導ｽﾀｯﾌ20人･受講者1,728人

（アミュー立川） 指導ｽﾀｯﾌ21人･受講者904人

（アミュー立川） 指導ｽﾀｯﾌ21人･受講者1,035人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者115人

⑤ サッカー4級資格更新講習会

         ・審判委員会主催 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者26人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者52人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者85人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者114人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者107人

(東京学芸大学) 20年2月3日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者208人

         ・依頼､講師派遣 (各区市連盟・協会実施) 4月～20年3月 計66回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ6,535人

⑥ サッカー3級資格再認定講習会 (東京学芸大学) 20年2月3日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者172人

11月26日ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子トレセン座学

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン

12月22日

4月28日

6月10日

(国立競技場会議室)

10月21日

8月11日

8月12日

8月26日

10月21日

8月5日

10月21日

12月23日

8月5日

7月14日

9月8日

11月4日

6月10日

5月6日

サッカー2級昇格候補者強化講習会  

(駒沢補助競技場他）

6月22日

4月4日

10月5日

7月21日

8月5日

4月24日

5月22日

8月28日

11月29日

12月18日
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 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 (国立競技場) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者15人･登録者13人

(国立競技場) 20年3月2日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者25人･登録者25人

② フットサル4級資格認定講習会

         ・審判委員会主催 (国立競技場) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者24人

(国立競技場) 20年3月2日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者41人

         ・依頼､講師派遣 (各区市連盟・協会実施) 4月～18年3月 計8回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ510人

③ フットサル2級資格更新講習会 （府中グリーンセンター） 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者25人

（府中グリーンセンター） 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者16人

（ハイライフいたばし） 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者17人

④ フットサル3級資格更新講習会 （府中グリーンセンター） （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者121人

（府中グリーンセンター） （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者95人

（ハイライフいたばし） （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者100人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者11人

⑤ フットサル4級資格更新講習会 

         ・審判委員会主催 (国立競技場会議室) （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者5人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者8人

(国立競技場会議室) （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者24人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者7人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者16人

(国立競技場会議室) （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者14人

(東京学芸大学) 20年2月3日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者12人

         ・依頼､講師派遣 (各区市連盟・協会実施) 4月～18年3月 計8回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ465人

⑥ フットサル3級資格再認定講習会 (東京学芸大学) 20年2月3日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者10人

 3)資格認定講習会（インストラクター） 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者4人・登録者3人

① 20年1月26日、2月11日 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者4人・登録者3人

② ﾌｯﾄｻﾙ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格認定講習会 未実施

 4)審判登録WEB化関連

① 区市町連盟・協会向け説明会 (国立競技場会議室) ｽﾀｯﾌ4人・参加者45団体

（3） 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） 1月～4月（71試合） 派遣数36人

② 東京都社会人リーグ1部 4月～10月（69試合） 派遣数62人

③ 東京都社会人リーグカップ 10月（6試合） 派遣数6人

④ 東京都サッカートーナメント都学連予選 4月～7月（51試合） 派遣数29人

⑤ 東京都大学連盟1･2部春季対抗戦 6月～7月（25試合） 派遣数16人

⑥ 東京都大学連盟秋季リーグ1～4部 9月～10月（59試合） 派遣数24人

⑦ 東京都大学連盟新人大会 12月（29試合） 派遣数15人

⑧ 日本クラブユースU-15東京都予選 6月（4試合） 派遣数4人

⑨ 全日本ユースU-15東京都予選 10月（6試合） 派遣数6人

⑩ 全国クラブチーム選手権東京都大会 5月～7月（11試合） 派遣数10人

⑪ Ｔリーグ 4月～12月（42試合） 派遣数36人

⑫ イギョラ杯 20年3月（12試合） 派遣数4人

⑬ 東京都女子リーグ 8月～12月（9試合） 派遣数9人

⑭ 東京都社会人フットサルリーグ 10月～20年2月（30試合） 派遣数10人

⑮ その他 15試合 派遣数15人

(4) 競技部関係

1）審判員派遣

① サッカー 通年 派遣数延べ3,688人

② フットサル 通年 派遣数延べ1,528人

(5) 渉外部関係

1）海外交流（第15回ﾌﾗﾀﾆﾃｨｶｯﾌﾟ 山形・香港） （香港） 11月22日～25日 参加者30人

(6) 広報誌発行

　　　「ハーフタイム」発行 34号8月 各回8,000部，登録審判員・役員 及び

35号 20年3月 各区市町ｻｯｶｰ連盟・協会に送付

(7) フットサル部関係

1）研修会・講習会 未実施

① フットサル2級実技研修会

② フットサル3級実技研修会

(8) 総務部関係

1）2級昇格者激励会 （日本青年館） 20年2月17日

7月14日

7月14日

9月1日

9月1日

9月2日

10月22日

ｻｯｶｰ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格認定講習会 (工学院大学、大井第二球技場)

8月5日

10月21日

12月22日

7月14日

9月30日

10月21日

4月28日

6月10日

9月2日

9月30日
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Ⅲ.指導･調査･研究事業

１．普及事業

(1) キッズ（Ｕ-6）プログラム

（全70園） 6月～19年3月

2)キッズ（U-6）サッカー大会 （駒沢補助競技場） 20年3月22日 参加36チーム

(2) ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル　 参加延べ680人

1）2007東京 in 府中 （府中市立総合体育館） 8月4日 参加16チーム・191名による交流試合

2）2007東京 in 亀戸 （江東区亀戸スポーツセンター） 11月17日 参加8チーム・67名による交流試合

3）2007東京 in 駒沢 （駒沢屋内球技場） 20年3月16日 参加16チーム・125名による交流試合

(3) ＪＦＡキッズ(Ｕ－6・8・10)サッカーフェスティバル

1）Ｕ-8・10対象 （駒沢陸上競技場） 10月28日 参加約2,700人による交流試合

2）Ｕ-8・10対象 （味の素スタジアム） 12月1日 参加約1,700人による交流試合

3）Ｕ-6対象（ユニクロサッカーキッズ） （国立競技場） 11月11日 参加120チーム1,714名による交流試合

4）Ｕ-6対象 （江戸川区陸上競技場） 20年3月4日 参加90チーム874名による交流試合

(4) ＪＦＡレディース／ガールズフェスティバル

1）レディース対象 （駒沢陸上競技場） 6月9日 参加260名による交流試合

（アミノバイタルフィールド） 20年2月17日 参加128名による交流試合

2）ガールズ対象 （駒沢陸上競技場） 6月9日 参加149名による交流試合

２．技術関連事業

(1) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研究会 未実施

(2) 東京都ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研究会 (多摩市立陸上競技場) 20年3月1日・2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者10人

(3) 地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研究会 (多摩市立陸上競技場) 20年3月1日・2日 指導ｽﾀｯﾌ20人受講者46人

(4) 公認A・B級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者10人

(5) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 6月30日・7月7日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者41人

20年2月3日・4日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者116人

20年2月16日・17日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者120人

20年2月23日・24日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者35人

(6) 公認D級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 未実施

３．審判関連事業

(1) サッカーインストラクター研究会 7月28日～29日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者30人

(国立競技場会議室) 20年2月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者14人

(駒沢補助競技場) 20年3月23日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者13人

(2) フットサルインストラクター研究会 未実施

(3) サッカー講習会講師育成講習会 (国立競技場会議室) 20年3月5日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者25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 全日本大学選手権大会他20大会延べ44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14大会延べ42チーム

３． 競技力向上事業

（1）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12名選手45名

（2）国民体育大会関東ブロック大会(埼玉)  

・成年男子 1回戦　東京都選抜 1-2 神奈川県選抜 8月11日 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

※関東ブロック大会敗退

・女子 1回戦　東京都選抜 5-1 栃木県選抜 8月11日 さいたま市駒場スタジアム

2回戦　東京都選抜 2-3 千葉県選抜 8月12日 越谷しらこばと運動公園

8月13日 越谷しらこばと運動公園

※本大会辞退

・少年男子 1回戦　東京都選抜 4-1 埼玉県選抜 8月21日 埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ2002第2ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

※関東ブロック大会通過

（3）国民体育大会(秋田)  

・少年男子 9月30日 TDK秋田総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｻｯｶｰ場

2回戦　　　東京都選抜 3-2 広島県選抜 10月1日 TDK秋田総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｻｯｶｰ場

準々決勝　東京都選抜 2-1 静岡県選抜 10月2日 TDK秋田総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｻｯｶｰ場

準決勝　　 東京都選抜 2-1 京都府選抜 10月3日 TDK秋田総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｻｯｶｰ場

10月4日 仁賀保総合運動公園多目的広場

※少年男子優勝

（国立競技場、駒沢補助競技場）

20年2月3日

1）幼稚園・保育園の巡回指導

(駒沢補助競技場)

(多摩市立陸上競技場)

代表決定戦　東京都選抜 3-0 神奈川県選抜

1回戦　　　東京都選抜 5-1 鹿児島県選抜

決勝　       東京都選抜 1-0 神奈川県選抜

(多摩市立陸上競技場)

(十文字学園女子大学 他)

(駒沢補助競技場)
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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､関東代表者会､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

　　　　　［少年］埼玉国際ジュニアサッカー大会 7月25～29日 埼玉スタジアム2002他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　6位

　　　　　　　　 　海外都市交流（ドイツ・ベルリン） 7月22～30日 ホームステイ（東京2泊）

合同練習（三菱養和巣鴨G・23日）

　　　　　［少女］関東女子Ｕ-12・15トレセンリーグ 9月9日～20年3月9日 各県会場

　　　　　　　　　　　・東京都　［Ｕ-12］　4位　　　［Ｕ-15］　3位

　　　　　　　　 　埼玉県招待6都府県少女大会 20年1月20日 東松山市リコーグラウンド

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　2位

　　　　　　　　   神奈川県少女選抜招待大会 20年2月9日・10日 神奈川県立体育センター

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　11位

Ⅵ.出版事業

１． 東京都サッカー協会広報発行 年2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

     （東京国体を視野に、各種施設等）

（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･町・地区連盟と連携 通年

（4）西が丘サッカー場改修工事協力 20年1月着工5月完了予定

　　　・日本サッカー協会へ費用負担要請（JFA6月理事会承認）

　　　・工事期間利用調整
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