
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 ＦＣ町田ゼルビア　0-1　国士舘大学 （観客： 532 人）

第２試合 横河武蔵野ＦＣ　2-1　駒澤大学 （観客： 855 人）

決勝 西が丘サッカー場

国士舘大学　1-0　横河武蔵野ＦＣ （観客： 538 人）

[受託試合]

1. FIFAクラブワールドカップ 12月11・13･17日 国立競技場

１回戦 アデレードユナイテッド　2-1　ワイタケレ・ユナイテッド （観客： 19,777 人）

準々決勝 アルアハリ　2-4　パチューカ （観客： 30,158 人）

準決勝 パチューカ　0-2　リガ・デ・キト （観客： 33,366 人）

※2. 国際親善試合 国立競技場

Ｕ-23日本代表　0-0　U-23カメルーン代表 （観客： 15,560 人）

3. キリンチャレンジカップ（北京オリンピック壮行試合） 国立競技場

U-23日本代表　0-1　U-23アルゼンチン代表 （観客： 43,089 人）

4. AFCフットサル選手権壮行試合 国立代々木競技場第一体育館

フットサル日本代表　2-1　フットサルウクライナ代表 （観客： 4,885 人）

※5. キリンチャレンジカップ 21年2月4日 国立競技場

日本代表　5-1　フィンランド代表 （観客： 34,532 人）

6. 東京国際ユース（U-14)大会 味の素スタジアム他

優  勝 ベルリン

第２位 ソウル

第３位 東京都選抜 （観客延べ： 5,791 人）

7. 天皇杯全日本選手権大会 味の素スタジアム・西が丘サッカー場

４回戦 ＦＣ東京　2-1　ベガルタ仙台 （観客： 10,528 人）

東京ヴェルディ　0-1　サンフレッチェ広島 （観客： 5,411 人）

8. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

準決勝 横浜F・マリノス　0-1　ガンバ大阪 （観客： 19,843 人）

9. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

決勝 ガンバ大阪　1-0　柏レイソル （観客： 44,066 人）

10. 全国高校選手権大会 12月30日～21年1月12日

優  勝 広島皆実高校（広島県）

第２位 鹿児島城西高校（鹿児島県）

第３位 前橋育英高校（群馬県）、鹿島学園高校（茨城県） （観客延べ： 222,579 人）

11. 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 桐光学園高校　2-1　サンフレッチェ広島ＦＣユース （観客： 752 人）

ガンバ大阪ユース　1-2　ＦＣ東京U-18 （観客： 1,397 人）

第2戦 桐光学園高校　0-4　ガンバ大阪ユース （観客： 580 人）

サンフレッチェ広島ＦＣユース　2-2　ＦＣ東京U-18 （観客： 952 人）

第3戦 桐光学園高校　0-4　ＦＣ東京U-18 （観客： 1,542 人）

野洲高校　5-1　市立船橋高校 （観客： 2,054 人）

ラウンド16 浦和レッズユース　5-1　セレッソ大阪U-18 （観客： 1,082 人）

コンサドーレ札幌ユースU-18　1-2　前橋育英高校 （観客： 1,268 人）

準々決勝 鹿児島城西高校　0-3　浦和レッズユース （観客： 2,849 人）

横浜Ｆ・マリノスユース　1-2　名古屋グランパスU18 （観客： 3,093 人）

準決勝 岡山県作陽高校　1-2　浦和レッズユース （観客： 3,909 人）

名古屋グランパスU18　2-0　ＦＣ東京U-18 （観客： 5,491 人）

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 レオーネ山口U15　0-4　ＦＣ東京U15深川 （観客： 1,326 人）

コンサドーレ札幌ユースU-15　1-2　アルビレックス新潟ジュニアユース （観客： 1,772 人）

決勝 ＦＣ東京U15深川　1-0　アルビレックス新潟ジュニアユース （観客： 5,362 人）

6月12日

7月29日

5月4日

9月7・13・15・21・23日、10月11日

西が丘サッカー場・駒沢陸上競技場・国立競技場　他

12月29日

21年1月1日

平成20年度  事業報告書 

8月24日

8月30日

11月2・3日

4月26～28日
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13. 全日本女子選手権大会 12月28日、21年1月1日 西が丘サッカー場・国立競技場

準決勝 日テレ・ベレーザ　3-1　東京電力マリーゼ （観客： 1,894 人）

TASAKIペルーレFC　1-4　INACレオネッサ （観客： 1,235 人）

決勝 日テレ・ベレーザ　4-1　INACレオネッサ （観客： 11,249 人）

14. 全日本少年大会 8月8・9日 西が丘サッカー場

準決勝 ＦＣ浦和　1-1 4PK2　柏レイソルU-12 （観客： 2,726 人）

名古屋グランパスU12　4-0　水原サッカー少年団 （観客： 3,022 人）

決勝 ＦＣ浦和　2-1　名古屋グランパスU12 （観客： 3,603 人）

15. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 21年1月4～6日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝 津ラピドFC（三重県）

第２位 ヴィッセル神戸ジュニア（兵庫県）

第３位 名古屋グランパスU12(愛知県）、東京ヴェルディジュニア（東京） （観客延べ： 3,000 人）

16. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 21年3月13～15日 駒沢体育館

準決勝 名古屋オーシャンズ　4-3　シュライカー大阪 （観客： 1,753 人）

デウソン神戸　1-5　FUGA MEGURO （観客： 1,967 人）

第3位決定戦 シュライカー大阪 2-2（PK1-3） デウソン神戸 （観客： 2,319 人）

決勝 名古屋オーシャンズ　4-6　FUGA MEGURO （観客： 3,209 人）

17. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 3月～11月 46試合

18. Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 7月～10月 12試合

ペスカドーラ町田ホームゲーム　6月～21年2月 8試合

※19. 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　2-2　なでしこWEST （観客： 5,485 人）

※20. 全国青年大会フットサル競技 11月8～9日 駒沢体育館

優  勝 PMCI(栃木県） 参加26チーム

第２位 FF岡山（岡山健）

第３位 EST FC（東京都）

21. 都民体育大会 5月11日～31日 駒沢第2球技場・補助競技場他

優  勝 杉並区 参加28チーム

第２位 調布市

第３位 北区

※22. 区市町サッカー選手権大会 7月6日～8月10日 多摩市立陸上競技場他

優  勝 ＦＣセルブス（杉並区） 参加29チーム

第２位 東一クラブ（中央区） 

第３位 ラ・セレクシオーネ世田谷（世田谷区） 

23. 都民生涯スポーツ大会 8月24、31日、9月7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 5月5日～11月30日 駒沢屋内球技場、北区滝野川体育館、

優  勝　： 情熱ロンリネス 立川市泉市民体育館　他

第２位　： カミーザ 参加70チーム

第３位　： ゾット （観客延べ： 1,200 人）

2. 東京都地区フットサル大会 北区滝野川体育館

優  勝　： ラ・セレクシオーネ世田谷 参加5チーム

第２位　： 世田谷区代表 （観客延べ： 100 人）

第３位　： EST

3. 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月9・10日 駒沢屋内球技場

優  勝　： FC無我 青梅市総合体育館 参加18チーム

第２位　： ボアSC （観客延べ： 240 人）

第３位　： 府中アスレティックFC　U-18

4. 東京都ユース(U-18)フットサル大会 21年1月18・24・25日 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

優  勝　： FC無我 参加32チーム

第２位　： ジニアスFC （観客延べ： 350 人）

第３位　： かえつ有明高校、高輪高校C

5. 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ 10月11～12月23日 フィスコフットサルアレナとしまえん、

1部リーグ 筑波大学附属高校体育館

優  勝　： ボアSC　U-18 参加12チーム

第２位　： 府中アスレティックFC　U-18 （観客延べ： 500 人）

第３位　： FC無我

7月20日

8月31日
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2部リーグ

優  勝　： 大智学園高校

第２位　： 成立学園B

第３位　： FC無我ドラディション

6. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月21・28日 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝　： 十条FC　U-15 参加28チーム

第２位　： コンフィアンサ （観客延べ： 360 人）

第３位　： FCトリプレッタ、FC駒沢

7. 東京都ユース(U-15)フットサル大会 21年1月18・24・25日

優  勝　： 町田JFC A 筑波大学附属高校体育館 参加36チーム

第２位　： ラルゴFC　U-15 （観客延べ： 350 人）

第３位　： NOBジャパン、ソレイユフットサル

8. 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　： 東京ヴェルディジュニア 参加130チーム

第２位　： ソレイユサッカースクール （観客延べ： 1,300 人）

第３位　： NPOヴィトーリア目黒FC、大岡山FC

9. 7月26・27日、8月3日 駒沢屋内球技場

優  勝　： ファンレディース 参加18チーム

第２位　： うー魚 （観客延べ： 200 人）

第３位　： カフリンガ東久留米

10. 東京都レディースフットサルフェスティバル 21年3月15日 駒沢屋内球技場 参加13チーム

11. バーモントカップフットサル教室 参加200名

12. 東京都フットサル運営スタッフ登録 通年 登録者107名

13. フットサル教室講師派遣 通年 全9回

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

12月6日

9月27日、10月26日・11月22日

駒沢屋内球技場、府中市立総合体育館、

工学院大学八王子キャンパス体育館
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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

596チーム (延29大会)

個人登録6,490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～21年2月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ320人

(駒沢補助競技場 他) (U－13) 4月～22年2月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－14) 4月～21年2月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－15) 4月～12月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－16) 11月～21年2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～21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～21年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人

12月21日・23日 指導者28人　選手160人

 5）東京都ＧＫﾄﾚｾﾝ（Ｕ-13・14・15・16） (駒沢補助競技場) 6月～21年2月（計4回） 指導者4人　選手80人

 6）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・Bの2チーム参加
  *U-12は交流大会

(U－13) （波崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他） 9月7日～21年3月1日 選手18人　東京選抜1位

(U－14) （波崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他） 9月7日～21年3月1日 選手18人　東京選抜2位

(U－15) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 9月7日～12月14日 選手18人　東京選抜1位

(U－16) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 4月29日～21年3月1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・日本ｴｱﾛﾋﾞｸｽｾﾝﾀｰ) 8月2日～7日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

21年3月7日～3月22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

 2）中期型 11月29日～12月21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

1月10日～2月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

8月23日～9月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

(少年連盟秋冬・ＦＣ東京深川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 11月29日～12月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講32人

21年1月17日～2月8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

(東京都大学連盟・東京経済大学) 21年2月23日～3月22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者37人 受講者計264人

(少年連盟夏秋・東京ｶﾞｽ深川、小平ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

65 1521,462

11 11

40 1

- -

サッカー審判インストラクター
登録数(名)

フットサル審判インストラクター
登録数(名)

14 3

- -

1,398合　計

13 7

（都立石神井高校・東久留米総合高校)

14,724

10

54

341

1,424

4,515 398

-4

187 64

238

1,709

493

858

合　計 2,084

14,726

13,558

931

929

330

692

72

54

(駒沢補助競技場)

フットサル審判登録数(名)

16,743

32,389

38

（早稲田大学東伏見ｷｬﾝﾊﾟｽ)

9月28日・11月23日・24日

80,557

サッカー審判登録数(名)

 4）U-13地域ﾄﾚｾﾝ交流大会

（三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・那須ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）

(社会人連盟・都立豊島高校、板橋向原小学校)
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(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19日・20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者39人

7月28日・29日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

   3）葛飾区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（葛飾区） 10月4日・5日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

   4）都立多摩工業高校（東大和市） 10月11日・12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

   5）成城学園高校（第1地域） 10月18日・19日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

   6）板橋区向原小学校（板橋区立向原小学校ＰＴＡ） 12月27日・28日 指導ｽﾀﾂﾌ1人受講者27人

   7）都立美原高校（大田区） 21年1月24日・25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

   8）味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ・ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 21年2月14日・15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者65人

   9）西が丘サッカー場 21年2月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

 10）日野市立陸上競技場（日野市） 21年2月14日・15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者44人

 11）落合第一ｾﾝﾀｰ・妙正川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ（新宿区少年連盟） 21年2月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

 12）町田第一小学校（第7地域） 21年2月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者40人

 13）東京工学院専門学校（小金井市） 21年2月28日・3月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者26人

 14）実践学園高校（第6地域） 21年2月28日・3月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者37人 受講者計492人

(4) 公認キッズリーダー養成講習会

  1）U-8・10対象(早稲田大学東伏見ｷｬﾝﾊﾟｽ) 10月19日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者57人

  2)U-6対象(早稲田大学東伏見ｷｬﾝﾊﾟｽ) 10月26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者51人

  3)U-6対象(板橋区立志村第四中学校) 11月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者22人

  4)U-8・10対象(板橋区立志村第四中学校) 11月16日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者28人

  5)U-6対象(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 11月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

  6)U-8・10対象(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 12月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者47人

  7)U-8・10対象(世田谷区立玉堤小学校) 21年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者51人

  8)U-6対象(世田谷区立玉堤小学校) 21年3月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講26人 受講者計312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－14) 前期 5月21日～23日 参加者1人(Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

(U－14) 後期 11月20日～22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 21年1月23日～29日 参加者1人（ﾒｷｼｺ・ｺﾊﾟﾁｰﾊﾞｽ）

※(8) フットボールカンファレンス（ＪＦＡ）派遣 21年1月16日～18日 参加者3人（石川県金沢市）

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

(10) 関東地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会派遣 7月5日～6日 参加者各ｶﾃｺﾞﾘｰ4人　計12人

※(11) 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16日～18日 参加者1人（Jｽﾃｯﾌﾟ）

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) 21年2月15日 指導ｽﾀｯﾌ23人･受講者100人

③ サッカー2級チームトレセン (駒沢補助競技場) 4月～21年3月 計9回 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者各回20人

④ (東京体育館会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者10人

(東京体育館会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者2人

⑤ サッカー3級研修会 (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者計95人

(ナショナルトレーニングセンター) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者計94人

⑥ サッカー3級講習会・実技研修会 (東京体育館研修室) 21年1月10日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者104人

[ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾌｪﾘｰ対象、東京ｶｯﾌﾟ] (都内各会場) 21年1～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑦ 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38人

（座学） (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者31人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者27人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者25人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

(東京体育館研修室) 21年3月31日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者38人

⑧ サッカー3級強化審判ﾄﾚｾﾝ（実技） 未実施

⑨ サッカー3級Ｔリーグ実技講習 (駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者24人

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 (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者12人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者12人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者13人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者13人

11月9日

4月4日サッカー2級昇格候補者強化講習会  

11月27日

7月17日

7月8日

9月13日

21年1月11日

21年2月27日

3月15日

5月15日

8月26日

11月5日

8月9日

8月24日

   2）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）
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(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者13人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者13人

21年3月10日

21年3月18日
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⑫ サッカー女子2級・3級実技研修会 (自治大学校) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者8人

(自治大学校) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者9人

(晴海総合高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者8人

(静岡県時之栖) ～31日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者2人

2)トレーニングセンター     

① 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) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者35人

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者38人

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者33人

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 21年2月26日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者38人

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 21年3月26日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

② (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者70人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者70人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者50人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者52人

(駒沢補助競技場) 21年1月13日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者50人

(駒沢第二球技場) 21年2月3日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者80人

(駒沢第二球技場) 21年2月10日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者50人

(駒沢第二球技場) 21年3月3日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者40人

③ サッカー合同トレセン (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者70人

④ 実技研修（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2人･受講者28人

　　　　　　（イギョラ杯） (西が丘ｻｯｶｰ場・他) 21年3月22日～24日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者61人

⑤ サッカートレセン観戦研修 (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者86人

3)関東協会審判研修会派遣

5月30日～6月1日 派遣者2人（関東高校大会）

7月19日～21日 派遣者4人（韮崎フェスティバル）

(群馬県藤岡市) 8月7日～9日 派遣者2人（関東中学大会）

8月18日～20日 派遣者2人（ミニ国体少年）

11月7日～9日 派遣者2人（関東社会人大会）

(筑波大学サッカー場) 21年3月20日～22日 派遣者2人（つくばフェスティバル）

(国立競技場会議室) 21年2月22日 派遣者14人

6月20日～22日 派遣者2人（関東高校女子大会）

8月15日～17日 派遣者1人（ミニ国体女子）

10月17日～19日

11月22日～23日 派遣者1人

 4)英会話 通年 参加者7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12人･受講者35人･登録者27人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者75人･登録者39人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者90人･登録者80人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者95人･登録者82人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者105人･登録者93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139人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者106人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者146人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者50人

6月15日

8月3日

10月5日

21年2月8日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン

6月1日

11月6日

派遣者2人（関東女子選手権兼全日本女子関東予選）

6月3日

7月1日

8月5日

9月9日

5月22日

4月1日

7月18日

6月20日

21年3月28日

4月24日

5月1日

12月2日

12月11日

10月7日

21年3月7日

21年1月18日

5月10日

7月19日

10月13日

7月24日

7月18日

21年1月18日

　　　　　　関東男子第1回審判研修会

　　　　　　関東女子第2回審判研修会

　　　　　　関東男子第3回審判研修会

　　　　　　関東男子第4回審判研修会

　　　　　　関東男子第5回審判研修会

　　　　　　関東男子第6回審判研修会

　　　　　　関東審判トレセン研修会

　　　　　　関東女子第1回審判研修会

　　　　　　関東女子第3回審判研修会

　　　　　　関東ﾌｯﾄｻﾙ第1回審判研修会

(市原スポレクパーク)

(韮崎中央公園陸上競技場)

(韮崎中央公園陸上競技場)

(神奈川県立体育センター)

(神奈川県立体育センター)

(韮崎中央公園陸上競技場)

　　　　　　関東男子第2回審判研修会

(ひたちなか陸上競技場他)

(神奈川県立体育センター)
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         ・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 (多摩市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者66人

（計73回） (北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者136人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者53人

(町田サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者96人

(立川市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者50人

(青梅市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者128人

(武蔵村山市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者33人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者118人

(東京都女子サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者75人

(渋谷区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者40人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者205人

(荒川区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者99人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者69人

(新宿区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者64人

(豊島区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者45人

(八王子市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者118人

(小平市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者153人

(東京都専門学校サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者99人

(江戸川区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者121人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者55人

(清瀬市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者63人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者103人

(葛飾区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者105人

(品川区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者107人

(東京都シニアサッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者46人

(東京都女子サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者56人

(東京都社会人サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者76人

(調布市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者109人

(日野市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者125人

(江東区少年サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者66人

(東大和市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

(小笠原村体育協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

(小笠原村体育協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者13人

(特別区サッカー部) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者37人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者99人

(中体連(教員用)) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者43人

(中体連(中学生用)) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者74人

(多摩市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者119人

(目黒区サッカー協会少年の部) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

(西東京市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

(世田谷区少年サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者176人

(葛飾区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者82人

(小金井市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者23人

(東京都社会人サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者82人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者61人

(三鷹市サッカー協会審判委員会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者81人

(国立市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者20人

(八丈島サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(東京都社会人サッカー連盟) 21年1月10日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者64人

(文京区サッカー協会) 21年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

(稲城市サッカー連盟) 21年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者48人

(昭島市サッカー協会) 21年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

(大田区サッカー協会) 21年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

(東京都社会人サッカー連盟) 21年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者71人

(練馬区サッカー協会) 21年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者106人

(文京区サッカー協会) 21年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者54人

(東久留米市サッカー協会) 21年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

(高体連) 21年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者102人

(中体連) 21年2月7日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者30人

9月28日

10月12日

10月13日

8月24日

8月31日

9月7日

9月23日

9月27日

9月28日

7月12日

7月13日

7月13日

7月13日

7月20日

7月21日

6月29日

6月29日

7月6日

7月6日

7月11日

7月12日

6月1日

6月1日

6月8日

6月15日

6月21日

6月28日

5月18日

5月18日

5月24日

5月25日

6月1日

6月1日

4月6日

4月5日

4月6日

4月5日

4月12日

4月13日

4月13日

4月13日

4月13日

4月20日

4月20日

4月27日

5月6日

5月11日

5月11日

8



(府中市サッカー連盟) 21年2月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者50人

(足立区サッカー協会) 21年2月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者130人

(東京都社会人サッカー連盟) 21年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

(文京区サッカー協会) 21年2月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

(中央区サッカー協会) 21年2月22日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者60人

(東京都社会人サッカー連盟) 21年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者84人

(文京区サッカー協会) 21年3月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者132人

(調布市サッカー協会) 21年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者87人

(板橋区サッカー協会) 21年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者192人

(東京都大学サッカー連盟) 21年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者325人

(東京都ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟) 21年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

(文京区サッカー協会) 21年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者40人

(墨田区サッカー協会) 21年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者65人

(DUOリーグ) 21年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者99人

③ サッカー2級資格更新講習会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者152人

④ サッカー3級資格更新講習会 通信講習 11月 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者3985人

(東京学芸大学) 21年2月8日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者93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5人･受講者27人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者45人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者66人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者96人

(国立競技場会議室) （S2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者89人

(東京学芸大学) 21年2月8日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者88人

         ・依頼､講師派遣 (各区市連盟・協会実施) (高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者4人

（計68回） (小平市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者161人

(府中市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者32人

(渋谷区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者18人

(港区小中学生サッカークラブ連合会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者22人

(荒川区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者92人

(台東区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者31人

(東京都クラブユースサッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者12人

(葛飾区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者84人

(多摩市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者27人

(世田谷区少年サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者187人

(調布市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者83人

(品川区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者131人

(中体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者43人

(三鷹市サッカー協会審判委員会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者102人

(板橋区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者172人

(板橋区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者76人

(調布市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者35人

(北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者51人

(目黒区少年サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者126人

(日野市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者171人

(多摩市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者83人

(国立市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者70人

(清瀬市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者16人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者21人

(武蔵村山市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者23人

(江戸川区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者129人

(八丈島サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者32人

(練馬区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者84人

(立川市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者105人

(葛飾区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者66人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

(三鷹市サッカー協会審判委員会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

(足立区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者131人

9月28日

8月30日

8月31日

9月6日

9月7日

10月26日

10月12日

10月13日

10月26日

10月19日

10月25日

10月26日

11月2日

9月14日

9月21日

10月5日

8月3日

8月17日

8月17日

8月24日

7月13日

7月20日

7月27日

7月27日

7月27日

7月27日

6月28日

6月29日

6月29日

7月6日

7月6日

7月13日

8月3日

10月5日

12月23日

4月20日

6月8日

6月22日

12月23日

4月26日

6月15日
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(八王子市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

(八王子市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者13人

(東大和市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者36人

(青梅市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

(青梅市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者121人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

(東久留米市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者38人

(大田区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者157人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

(八王子市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者115人

(八王子市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者26人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者58人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者59人

(府中市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者40人

(中央区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者22人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者117人

(昭島市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者76人

(特別区サッカー部) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者3人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

(新宿区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者49人

(中野区少年サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者44人

(小金井市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者56人

(東京都女子サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者32人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者62人

(文京区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者54人

(江東区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者136人

(江東区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者74人

(稲城市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者40人

(稲城市サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者39人

(葛飾区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者53人

(町田サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者158人

 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17人･登録者17人

(国立競技場) 21年3月7日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者17人･登録者17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33人

(国立競技場) 21年3月7日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者517人

         ・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 (板橋区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者32人

（計9回） (八王子市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者79人

(東京都フットサル連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

(東京都フットサル連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者54人

(東京都U-18フットサルユースリーグ) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者37人

(東京都フットサル連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者54人

(北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者19人

(府中市フットサルリーグ) 21年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者43人

(小平市サッカー協会) 21年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者31人

③ フットサル2級資格更新講習会 (府中グリーンプラザ) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者23人

(府中グリーンプラザ) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者11人

(ハイライフプラザ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者21人

④ フットサル3級資格更新講習会 (府中グリーンプラザ) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者123人

(府中グリーンプラザ) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者85人

(ハイライフプラザ板橋) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者122人

(東京学芸大学) 21年2月8日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者15人

11月16日

11月16日

11月30日

11月30日

11月22日

11月24日

11月24日

11月30日

11月2日

11月2日

11月29日

11月29日

11月2日

11月9日

11月9日

12月7日

12月7日

12月6日

12月6日

12月5日

11月30日

12月14日

12月14日

12月13日

12月7日

12月7日

12月7日

12月21日

12月21日

12月14日

12月14日

12月14日

12月14日

8月24日

9月28日

9月13日

9月14日

9月13日

9月14日

9月14日

4月6日

5月24日

6月21日

6月28日

7月6日

9月28日

7月19日

7月19日
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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10人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者8人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者12人

(国立競技場会議室) （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者18人

(東京学芸大学) 21年2月8日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者1人

(国立競技場会議室) 21年3月7日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者57人

         ・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 (小平市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者7人

(府中市フットサルリーグ) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

(板橋区サッカー連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者6人

(北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者6人

(府中市フットサルリーグ) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

(八王子市サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者42人

(東京都フットサル連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者42人

 3)資格認定講習会（インストラクター）

① 21年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者4人

(大井第２球技場) 21年2月15日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者4人･登録者3人

② 12月23日、21年2月15日

③ フットサル3級インストラクター認定講習会 未実施

④ フットサル3級インストラクター資格更新講習会 WEB手続きのみ

 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7人･参加者43人

（3） インストラクター部関係

 1）サッカー審判アセッサー派遣

① 東京都社会人チャンピオンシップ 1月～5月（70試合） 派遣数42人

② 東京都トーナメント学生系の部 7月（6試合） 派遣数6人

③ 東京都社会人リーグ1部 4月～10月（67試合） 派遣数59人

④ 東京都社会人リーグカップ 10月～12月（15試合） 派遣数15人

⑤ 全国社会人大会関東予選 7月（4試合） 派遣数4人

⑥ 全国クラブチーム選手権東京都大会 6月～8月（15試合） 派遣数12人

⑦ 東京都サッカートーナメント都学連予選 4月（21試合） 派遣数11人

⑧ 東京都大学連盟1･2部春季対抗戦 5月～6月（52試合） 派遣数22人

⑨ 東京都大学連盟秋季リーグ1～4部 8月～10月（67試合） 派遣数66人

⑩ 東京都大学連盟新人大会 12月（15試合） 派遣数15人

⑪ 東京都クラブユースU-17リーグ 21年1月～2月（4試合） 派遣数4人

⑫ 東京都ユースU-15リーグ 4月～6月（29試合） 派遣数22人

⑬ Ｔリーグ 4月～9月（58試合） 派遣数49人

⑭ 高円宮杯全日本ユース(U-15) 9月～10月（17試合） 派遣数17人

⑮ 東京都女子リーグ 5月～21年2月（35試合） 派遣数35人

⑯ 東京都女子リーグ入替戦 21年2月（3試合） 派遣数3人

⑰ 全日本女子東京都予選 8月（2試合） 派遣数2人

 2）フットサル審判アセッサー派遣

① 東京都フットサルリーグ2部 7月～21年2月（25試合） 派遣数15人

② 東京都フットサルリーグ3部 7月（4試合） 派遣数1人

③ 東京都ユース(U-15･18)フットサル大会 21年1月（12試合） 派遣数6人

(4) 競技部関係

1）サッカー競技審判員派遣

東京ヴェルディトレーニングマッチ 通年 主審9人･副審18人

Ｊサテライトリーグ 通年 　　　　　　副審16人･第4審判8人

東京都女子リーグ1部 1月 主審1人･副審2人

東京都女子リーグ入替戦 1月～2月 主審7人･副審14人

TFA T3リーグ2008参入チーム決定戦 1月 主審1人･副審2人

東京都クラブユースU-17選手権決勝リーグ 2月 主審9人･副審18人

東京都クラブユースU-17選手権順位決定戦 2月 主審2人･副審4人

東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 2月～3月 主審49人･副審144人･第4審判72人

東京都社会人チャンピオンシップ2次戦 3月～5月 主審7人･副審14人･第4審判7人

JFA PREMIER CUP 東京都予選決勝トーナメント 2月 主審20人･副審40人

（Sｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研修会ｽﾀｯﾌ兼）受講者15人

11月17日

11月29日

9月14日

10月5日

12月23日

6月8日

8月3日

6月15日

11月9日

10月26日

4月26日

8月3日

サッカー3級インストラクター認定講習会

7月6日

サッカー3級インストラクター資格更新講習会 (国立競技場会議室)

(工学院大学新宿校舎)
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JFA PREMIER CUP 関東大会 3月 主審7人･副審14人･第4審判7人
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三菱養和フェスティバル 3月 主審66人

きさらぎ杯東京都少女大会 3月 6人

東京都ユースU-15リーグ(前期)全都リーグ 3月～7月 主審30人･副審60人

東京都ユースU-15リーグ(後期)関東チャレンジリーグ 9月 主審15人･副審30人

東京都ユースU-15リーグ(後期)全都リーグ 9月～12月 主審71人･副審142人

東京都社会人リーグ1部 3月～10月 主審103人･副審208人

SML東京都スーパーマスターズリーグ 3月～10月 主審39人

東京都シニアリーグ TSL-1、TSL-2、TSL-3 4月～11月 主審120人

東京都クラウンリーグ 4月～10月 主審25人

TFA T1リーグU-18 4月～9月 主審62人･副審136人

TFA T2リーグU-18 4月～8月 主審58人

TFA T2リーグU-18順位決定戦 9月 主審3人･副審6人

関東リーグ1･2部 4月～8月 　　　　　　副審50人･第4審判25人

JFAプリンスリーグU-18関東1･2部 4月～7月 主審3人･副審38人･第4審判19人

全国シニア大会(O-50)東京都1次予選会 2月～3月 主審27人

3月 主審6人

全国シニア大会(O-50)東京都決勝大会 3月 主審4人･副審8人

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(O-40)東京都1次予選会 2月～3月 主審41人･副審10人

4月 主審12人

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(O-40)東京都2次予選会 5月 主審12人

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(O-40)東京都代表決定大会 5月 主審4人･副審8人

東京都マスターズリーグ TML-1、TML-2 4月～10月 主審80人

日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権U-15東京都予選2次リーグ 5月 主審80人

日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権U-15東京都予選決勝トーナメント 5月～6月 主審31人･副審62人

日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権U-18関東1次予選 4月～5月 主審8人･副審16人

ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権U-18関東2次予選進出ﾁｰﾑ決定戦 5月 主審3人･副審6人

関東ユース(U-15)リーグ 4月～10月 主審20人･副審40人

TCL東京都マスターズチャンピオンズリーグ 4月～11月 主審45人･副審90人

関東女子リーグ 4月～11月 　　　　　　 副審36人

東京国際ユース(U-14)大会 4月 主審25人･副審50人･第4審判25人

4月 主審36人･副審4人

東京都大学連盟1･2部春季対抗戦予選リーグ 5月～6月 主審34人

東京都大学連盟1･2部春季対抗戦決勝トーナメント 6月 主審41人･副審2人

東京都大学連盟3･4部春季対抗戦予選リーグ 5月～6月 主審55人

東京都大学連盟3･4部春季対抗戦決勝トーナメント 6月 主審11人･副審2人

関東医歯薬獣大学春期リーグ 5月～6月 主審32人

味の素スタジアムドリームマッチ 5月 主審1人･副審2人･第4審判1人

東京都女子1部･2部リーグ 5月～12月 主審83人･副審76人

講談社vs韓国メディア 5月 主審1人･副審2人

都民体育大会 5月 主審28人･副審32人

東京都障害者スポーツ大会 6月 主審10人･副審20人

早慶定期戦 6月 主審1人･副審2人

筑波大学･中央大学定期戦 6月 主審1人

全国クラブチーム選手権東京都大会 6月～8月 主審15人･副審30人

全国社会人選手権関東予選 7月 主審4人･副審8人･第4審判4人

学習院大学･成蹊大学定期戦 7月 主審1人

JFAアカデミー女子チームトレーニングマッチ 7月 主審1人･副審2人

東京都トーナメント学生系の部 7月 主審6人･副審12人

7月 主審13人･副審1人

学習院大学･甲南大学定期戦 7月 主審1人

関東高専大会 7月 主審8人･副審16人･第4審判8人

明治大学･立教大学定期戦 7月 主審1人･副審2人

なでしこジャパントレーニングマッチ 7月 主審1人･副審2人

三菱養和中学生8人制大会 7月 主審16人

KCY関東クラブユースリーグ1次リーグ 7月～8月 主審4人･副審8人

KCY関東クラブユースリーグ2次リーグ 9月～10月 主審8人･副審16人

全日本女子選手権東京都予選 7月～8月 主審4人･副審8人

早稲田大学･関西学院大学定期戦 8月 主審1人･副審2人

東京都区市町選手権大会 7月～8月 主審29人･副審16人

東京都トーナメント 8月 主審3人･副審6人･第4審判3人

東京都ﾄｰﾅﾒﾝﾄ兼総理大臣杯全日本大学ﾄｰﾅﾒﾝﾄ関東予選出場チーム決定戦都学連予選

関東少女大会兼JFA関東ガールズエイト大会東京都予選

全国シニア大会(O-50)東京都1次予選会ﾌﾟﾚｰｵﾌ2次予選会出場チーム決定戦

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(O-40)東京都2次予選会出場ﾁｰﾑ決定戦
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都民生涯スポーツ大会 8月～9月 主審36人
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東京都シニア連盟交流戦･藤枝招待 8月 主審4人

三商大戦 8月 主審3人

関東ﾚﾃﾞｨｰｽ大会兼全国ﾚﾃﾞｨｰｽ大会関東地区予選大会 8月 主審16人･副審32人

東京都大学リーグ戦1部･2部 9月～10月 主審91人･副審90人

東京都大学リーグ戦3部･4部 8月～10月 主審116人

在日朝鮮学生中央体育大会中学生大会 9月 主審7人･副審2人

高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権大会 9月 　　　　　　副審10人･第4審判10人

関東大学女子リーグ1部･2部･3部 9月～11月 主審1人･副審26人

東京都秋季シニア選手権大会 9月～11月 主審22人･副審8人

ＪユースカップＪリーグユース選手権大会 9月～11月 　　　　　　 副審16人･第4審判8人

全国専門学校選手権大会 10月 主審19人･副審38人･第4審判19人

東京都社会人リーグカップ戦 10月～12月 主審15人･副審30人

三菱養和招待試合 10月 主審3人･副審6人

関東医歯薬獣大学秋期リーグ 11月 主審20人

高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権東京都予選 9月～10月 主審56人･副審112人

高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権関東大会 11月 主審3人･副審6人･第4審判3人

東京都知的障害者大会 11月～12月 主審9人･副審18人

SML&TMLプレーオフ 12月 主審2人･副審4人

TML入替戦 12月 主審2人･副審4人

TSL入替戦 12月 主審4人･副審8人

関東トレセンU-14リーグ 12月 主審4人･副審8人

さわやか杯東京都少女大会 12月 主審11人･副審3人

慶應･延世定期戦 12月 主審1人･副審2人

TCL入替戦 12月 主審2人･副審4人

東京都シニア連盟チャンピオンシップ 12月 主審2人･副審4人

東京都クラブユースU-17選手権1次リーグ 12月～1月 主審12人

東京都大学連盟新人大会 12月 主審45人･副審4人

東京都地域トレセンU-13交流大会 12月 主審25人

2）フットサル競技審判員派遣

バーモントカップ全日本少年フットサル大会 1月 80人

東京都フットサル1部リーグ 1月～2月 52人

6月～12月 165人

東京都フットサル2部リーグ 1月～2月 22人

5月～12月 110人

東京都フットサル3部リーグ2ndステージ 1月～2月 60人

東京都フットサル3部リーグ参入戦 3月 60人

東京都フットサル3部リーグ 5月～12月 144人

東京都女子フットサル大会予選リーグ 1月～2月 44人

東京都女子フットサル大会決勝トーナメント 2月～3月 15人

東京都ユース(U-15・18)フットサル大会 1月 40人

すかいらーくグループジョナサンステージ 1月 6人

すかいらーくグループリーグ夢庵ステージ 3月 6人

すかいらーくグループリーグ決勝大会 4月 6人

東京都女子フットサル1部リーグ 1月 6人

東京都大学フットサルカップ予選リーグ 2月 44人

東京都大学フットサルカップ決勝トーナメント 3月 15人

東京都大学フットサルカップ 3月 42人

6月 26人

東京都フットサル女子2部リーグ参入戦 3月 20人

東京都ﾚﾃﾞｨｰｽフットサル(O-30)フェスティバル 3月 3人

東京都フットサル女子1部リーグ 5月～12月 56人

東京都フットサル女子2部リーグ 5月～12月 31人

関東フットサル1部リーグ 5月～12月 32人

関東フットサル2部リーグ 12月 6人

東京都地区フットサル大会 7月 8人

愛らんどリーグ大会 7月 16人

全日本女子フットサル選手権東京都大会 7月～8月 28人

8月 108人

東京都フットサルチャレンジU-18 8月 24人

東京都フットサルカップ兼全日本フットサル選手権東京都予選
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PUMA CUP 全日本フットサル選手権東京都決勝大会 9月～11月 40人

9月 12人

10月 12人

11月 8人

関東女子フットサルプレリーグ 12月 6人

東京都大学フットサルリーグ 8月～12月 64人

全日本ユース(U-15)フットサル大会東京都大会 9月 29人

全国青年大会「フットサル」 11月 18人

(5) 海外交流（第17回ﾌﾗﾀﾆﾃｨｶｯﾌﾟ 山形・香港） (東京) 8月1日～4日 参加者94人

(6) 広報誌発行

　「ハーフタイム」発行 36号12月 8,700部,登録審判員・役員　及び

各区市ｻｯｶｰ協会・連盟に送付

37号21年3月 8,600部,登録審判員・役員　及び

各区市ｻｯｶｰ協会・連盟に送付

(7) フットサル部関係

1）講習会・研修会等 未実施

(8) 2級昇格者・功労者表彰会 (外苑) 21年2月15日 参加者31人

(9) 会議

　第1回全体委員会 (国立競技場会議室) 4月3日 参加者28人

　第2回全体委員会 (国立競技場会議室) 7月4日 参加者24人

　第3回全体委員会 (国立競技場会議室) 21年3月9日 参加者24人

　指導部会 (東京都サッカー協会会議コーナー) 参加者11人

　第1回フットサル部会 (東京都サッカー協会会議コーナー) 参加者6人

　第2回フットサル部会 (東京都サッカー協会会議コーナー) 参加者6人

　第3回フットサル部会 (東京都サッカー協会会議コーナー) 参加者7人

　第4回フットサル部会 (東京都サッカー協会会議コーナー) 21年1月19日 参加者8人

　第1回3部合同会議 (東京都サッカー協会会議コーナー) 参加者6人

　第2回3部合同会議 (東京都サッカー協会会議コーナー) 21年3月27日 参加者6人

5月10日

10月15日

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会東京都大会決勝大会1次ラウンド

11月4日

12月23日

7月12日

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会東京都大会一般予選

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会東京都大会2次ラウンド
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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105園） 5月～21年3月

2)キッズ（U-6）サッカー大会 （ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 21年1月18日 参加48チーム

（西が丘サッカー場） 21年2月8日 参加48チーム

(2) 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26日 参加約2,500人による交流試合

2）Ｕ-8・10対象 （味の素スタジアム） 11月24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） 21年3月1日 参加120チーム1,742名による交流試合

4）Ｕ-6対象 （駒沢補助競技場） 11月22日 参加90チーム1192名による交流試合

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 21年2月15日 参加60チーム787名による交流試合

(3) 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）2008東京 in 府中 （府中市立総合体育館） 参加11チーム・98名による交流試合

2）2008東京 in 亀戸 （江東区亀戸スポーツセンター） 参加5チーム・57名による交流試合

3）2008東京 in 駒沢 （駒沢屋内球技場） 21年3月7日 参加16チーム・133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 （西が丘サッカー場） 21年3月8日 参加181名による交流試合

2）ガールズ対象 （西が丘サッカー場） 21年3月8日 参加278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 (駒沢陸上競技場) 21年3月7日・8日 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者8人

(3) 地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研究会 (駒沢陸上競技場) 21年3月7日・8日 指導ｽﾀｯﾌ18人受講者延べ98名

(4) 公認A・B級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会

(5) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者34人

指導ｽﾀｯﾌ3人受講者27人

指導ｽﾀｯﾌ3人受講者23人

指導ｽﾀｯﾌ3人受講者25人

21年2月21日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者45人

21年2月22日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者34人

21年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者22人

・西が丘サッカー場 21年3月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者9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 (大井第２球技場) 7月26日～27日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者8人

(大井スポーツセンター) 21年3月1日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者17人

(2) フットサル3級インストラクター研修会 実施なし

(3) サッカー/フットサル認定講習会講師研修会 未実施

12月23日

11月15日

8月16日

(多摩市立陸上競技場)

(駒沢補助競技場) 6月28日

7月5日

21年2月6日

21年2月7日

(多摩市立陸上競技場)

1）幼稚園・保育園の巡回指導

(駒沢陸上競技場)

(駒沢補助競技場)

(多摩市立陸上競技場)

(多摩市立陸上競技場)

未実施
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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19大会延べ39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18大会延べ78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13名選手46名

（2）国民体育大会関東ブロック大会(山梨)  

・成年男子 1回戦　東京都選抜 1-3 群馬県選抜 8月16日 韮崎中央公園芝生広場

※関東ブロック大会敗退

・女子 1回戦　東京都選抜 2-1 群馬県選抜 8月16日 押原公園人工芝グラウンド

2回戦　東京都選抜 3-1 千葉県選抜 8月17日 押原公園人工芝グラウンド

※関東ブロック大会通過

・少年男子 1回戦　東京都選抜 0-2 群馬県選抜 8月19日 韮崎中央公園陸上競技場

8月20日 韮崎中央公園芝生広場

※関東ブロック大会通過

（3）国民体育大会(大分)  

・女子 2回戦　　　東京都選抜 2-0 大分県選抜 禅海ふれあい広場

準々決勝　東京都選抜 0-1 三重県選抜 禅海ふれあい広場

・少年男子 2回戦　　　東京都選抜 1-2 兵庫県選抜 10月1日 大分スポーツ公園サッカー・ラグビー場A

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､関東総会､関東代表者会､全国専務理事会､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25～27日 埼玉スタジアム2002他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　7位

　　　　　　　　 　海外都市交流（スペイン） 8月20～27日 バルセロナ

　　　　　　　　　　　・東京選抜　1勝2敗

　　　　　［少女］関東女子Ｕ-12・15トレセンリーグ 9月14日～21年3月8日 各県会場

　　　　　　　　　　　・東京都　［Ｕ-12］　優勝　　　［Ｕ-15］　3位

　　　　　　　　 　埼玉県招待6都府県少女大会 21年1月18日 東松山市リコーグラウンド

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　3位

　　　　　　　　   神奈川県少女選抜招待大会 21年2月7日・8日 神奈川県立体育センター

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　優勝

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

9月29日

9月30日

代表決定戦　東京都選抜 3-0山梨県選抜
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