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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 エリースFC東京　1-5　東京ヴェルディユース （観客： 546 人）

第２試合 横河武蔵野FC　  2-1　中央大学 （観客： 869 人）

決勝 西が丘サッカー場

東京ヴェルディユース　2-1　横河武蔵野FC （観客： 1,365 人）

[受託試合]

1. アジアチャンピオンズリーグ　決勝 国立競技場

城南一和　3-1　ゾブ・アハン （観客： 27,308 人）

2. スルガチャンピオンシップ 国立競技場

FC東京　2-2（PK4-3）　リガ・デ・キト （観客： 19,423 人）

3. フットサル日本代表強化試合 国立代々木競技場第一体育館

フットサル日本代表　4-7　フットサルロシア代表 （観客： 3,184 人）

4. 東京国際ユース（U-14)大会 駒沢陸上競技場・第2球技場・補助競技場

優  勝 東京ヴェルディジュニアユース

第２位 サンパウロ

第３位 カイロ （観客延べ： 12,440 人）

5. 天皇杯全日本選手権大会 西が丘サッカー場

１回戦 駒澤大学　1-0　東京ヴェルディユース （観客： 1,755 人）

6. 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

２回戦 FC東京　2-0　駒沢大学 （観客： 5,155 人）

東京ヴェルディ　0-1　町田ゼルビア （観客： 3,231 人）

7. 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　2-0　ジェフユナイテッド千葉 （観客： 6,403 人）

8. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

準決勝 鹿島アントラーズ　2-1　FC東京 （観客： 25,120 人）

9. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

決勝 鹿島アントラーズ　2-1　清水エスパルス （観客： 41,348 人）

10. 全国高校選手権大会 12月30日～23年1月10日

優  勝 滝川第二高校（兵庫県）

第２位 久御山高校（京都府）

第３位 立正大淞南高校（島根県）、流通経済大柏高校（千葉県） （観客延べ： 241,711 人）

11. 高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権大会

1次ラウンド 第1戦 横浜F・マリノスユース　5-1　三菱養和サッカークラブユース （観客： 1,013 人）

アビスパ福岡U-18　1-2　名古屋グランパスU18 （観客： 1,139 人）

第2戦 横浜F・マリノスユース　4-1　アビスパ福岡U-18 （観客： 524 人）

三菱養和サッカークラブユース　3-0　名古屋グランパスU18 （観客： 989 人）

第3戦 ジュビロ磐田ユース　5-1　ヴィッセル神戸U-18 （観客： 213 人）

三菱養和サッカークラブユース　2-1　アビスパ福岡U-18 （観客： 442 人）

ラウンド16 サンフレッチェ広島FCユース　7-1　セレッソ大阪U-18 （観客： 1,155 人）

FC東京U-18　2-0　青森山田高校 （観客： 1,995 人）

準決勝 サンフレッチェ広島FCユース　4-2　静岡学園高校 （観客： 2,663 人）

三菱養和サッカークラブユース　1-3　FC東京U-18 （観客： 4,350 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 京都サンガF.C.Ｕ-15　3-1　横浜 Ｆ･マリノスジュニアユース追浜 （観客： 492 人）

名古屋グランパスU15　2-0　ヴィッセル神戸U-15 （観客： 594 人）

決勝 京都サンガF.CU-15　0-2　名古屋グランパスU15 （観客： 5,740 人）

13. 全日本女子選手権大会 12月26日、23年1月1日 西が丘サッカー場・国立競技場

準決勝 常盤木学園高校　0-5　INAC神戸レオネッサ （観客： 1,224 人）

アルビレックス新潟レディース　1-3　浦和レッズレディース （観客： 2,310 人）

決勝 INAC神戸レオネッサ　1-1（PK3-2）　浦和レッズレディース （観客： 14,706 人）

14. 全日本少年大会 8月6・7日 西が丘サッカー場

準決勝 ディアブロッサ高田　2-1 エグゼ90FC （観客： 2,318 人）

バディーSC　2-1　柏レイソル （観客： 2,851 人）

決勝 ディアブロッサ高田　0-2　バディーSC （観客： 2,920 人）

8月4日

11月17日

西が丘サッカー場・江東区夢の島競技場・国立競技場9月4・12・18・20日、10月9日

11月13日

9月3日

12月29日

23年1月1日

西が丘サッカー場・江戸川区陸上競技場・国立競技場　他

5月12日
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8月21日

8月28日

9月5日

4月29日～5月2日
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15. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 23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（東京都）

第２位 マルバ浦安fc U-12(千葉県)

第３位 ディアブロッサ高田FC(奈良県）、吹田クラブ（大阪府） （観客延べ： 3,609 人）

16. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 23年3月11～13日 国立代々木競技場第一体育館

準々決勝 バルドラール浦安 2-1 バサジィ大分 （観客： 918 人）

デウソン神戸 3-8 府中アスレティックFC （観客： 1,297 人）

残り試合は地震の影響により中止

17. 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SUSERI　4-1　なでしこCUCURI （観客： 3,362 人）

18. なでしこリーグカップ 西が丘サッカー場

準決勝 浦和レッズレディース　3-2　INAC神戸レオネッサ （観客： 1,656 人）

日テレ･ベレーザ　1-0　東京電力女子サッカー部マリーゼ （観客： 1,806 人）

決勝 浦和レッズレディース　2-3　日テレ・ベレーザ （観客： 4,186 人）

19. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 2月～12月 41試合

20. Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 8月7・8日、10月16・17日 10試合

13試合

21. 都民体育大会 5月9日～6月5日 駒沢第2球技場・補助競技場

優  勝 調布市 参加34チーム

第２位 足立区

第３位 世田谷区

22. 都民生涯スポーツ大会 8月22・29・9月5日 駒沢第2球技場・補助競技場

参加チームによる交流試合　各１～２試合 参加49チーム

23. 全国青年大会フットサル競技 11月13～14日 駒沢体育館

優  勝 PCMI（栃木県） 参加16チーム

第２位 東風平クラブ（沖縄県）

第３位 EST.FC（東京都）

24. 区市町サッカー選手権大会 7月4日～8月8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 ＦＣ ＲＥＮＤＩＲ（武蔵村山市）

第３位 ＮＥＲＩＭＡ ＦＣ（練馬区） 

    [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 6月20日～11月20日 駒沢屋内球技場、立川市泉市民体育館、

優  勝　： フウガ東京 東久留米市スポーツセンター　他

第２位　： 大洋薬品バンフ東京 参加103チーム

第３位　： デルソーレ中野 （観客延べ： 1,200 人）

2. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 関東大会 平成23年1月9日～2月6日 駒沢屋内球技場、駒沢体育館

優  勝　： ファイルフォックス府中 参加16チーム

第２位　： フウガ東京 （観客延べ： 1,500 人）

第３位　： カフリンガ東久留米

3. 東京都地区フットサル大会 北区滝野川体育館

優  勝　： EST.FC 参加8チーム

第２位　： 世田谷区代表 （観客延べ： 100 人）

第３位　： ラ・セレクシオーネ世田谷

4. 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月14・15日 駒沢屋内球技場

優  勝　： 十条フットボールクラブU-18 参加18チーム

第２位　： 府中アスレティックFC.U-18 （観客延べ： 240 人）

第３位　： フットボウズフットサル　U-18

5. 東京都ユース(U-18)フットサル大会 23年1月22・23・30日 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

優  勝　： フットボウズフットサル　U-18 参加32チーム

第２位　： 府中アスレティックFC.U-18 （観客延べ： 350 人）

第３位　： 町田JFCU-18、十条フットボールクラブU-18

6. 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ 11月21日～12月28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、小金井市総合体育館

優  勝　： フットボウズフットサル　U-18 参加11チーム

第２位　： 府中アスレティックFCユース （観客延べ： 500 人）

第３位　： FC無我ドラディションA

2部リーグ

優  勝　： FC無我ドラディションB

第２位　： 渋谷高等学院

第３位　： フェニックス自由ヶ丘学園

8月14・22日

8月22日

7月24日

府中アスレティックＦＣホームゲーム　7月～22年2月
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7. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月26日、10月17日 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝　： 町田JFC 参加36チーム

第２位　： 駒沢FC （観客延べ： 360 人）

第３位　： ラルゴ.FC　U-15

8. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 関東大会 11月6日、12月12日 北区滝野川体育館、小金井市総合体育館

優  勝　： FCクラッキス松戸アマレイロ　 参加12チーム

第２位　： 三井千葉SCJrユース （観客延べ： 500 人）

第３位　： 町田JFC、バンフ横浜ベイ

9. 東京都ユース(U-15)フットサル大会 23年1月22・23・30日

優  勝　： FC駒沢 参加28チーム

第２位　： ラルゴ.FC　U-15 （観客延べ： 350 人）

第３位　： 町田JFCU-15、コンフィアール町田JY

10. 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、東久留米市スポーツセンター

優  勝　： ヴェルディ　ジュニア　B 参加189チーム

第２位　： FCトリプレッタ渋谷ジュニア　A （観客延べ： 1,300 人）

第３位　： バモス東京FC、ヴィトーリア目黒FC　A

11. 7月10・11日、17日 駒沢屋内球技場

優  勝　： ファン フットサルクラブ　レディース 参加21チーム

第２位　： うー魚 （観客延べ： 200 人）

第３位　： カフリンガ　ボーイズ 東久留米

12. 東京都女子ユース(U-15)フットサル大会

地震の影響により中止 参加28チーム

（観客延べ： 350 人）

13. 全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝　： 十文字中学校 参加6チーム

第２位　： スギナミファンタジスタ （観客延べ： 360 人）

第３位　： 大崎クラブすみれ、渋谷アルテスタFC U-15

14. 全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 関東大会 11月6日、12月12日 北区滝野川体育館、小金井市総合体育館

優  勝　： ジェフユナイテッド市原千葉レディースU-15 参加8チーム

第２位　： スギナミファンタジスタ （観客延べ： 500 人）

第３位　： 埼玉県女子U-15フットサル選抜、十文字中学校

15. 東京都レディースフットサルフェスティバル 地震の影響により中止

16. バーモントカップフットサル教室 参加143名

17. 東京都ユースフットサル大会10周年記念事業 23年2月5・6日 駒沢屋内球技場、駒沢陸上競技場会議室

シンポジウム 参加18名

記念試合 東京都ユースU-18リーグ選抜　　4-1　神奈川県ユースU-18リーグ選抜 （観客延べ： 100 人）

18. 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 登録者79名

19. フットサル教室講師派遣 通年 全1回

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

10月17日

駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館3月27日

フットサル審判インストラクター

登録数(名)

14 2

駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

59

-

サッカー審判インストラクター

登録数(名)

10

22,177 1,535

4,709

- -

6

-

1162

1983

193

八王子市民体育館

14,426

11月13日

17 7

11

50

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

42

293

2,040

14,235

14,480

-

サッカー審判登録数(名)

476

888

355

10月9日、10月23日・11月20日

2,114

88

336

700

361

1080

83,730

5

1,476

フットサル審判登録数(名)

17,253

34,812

56

合　計

合　計

1,105

3333



(3) フットサル登録

722チーム (延30大会)

個人登録7,328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～23年2月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ560人

(駒沢補助競技場 他) (U－13) 4月～23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～23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～23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-12・13・14・15・16・女子) 4月～23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～23年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人

12月18日・19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　他) 6月～11月（計4回） 指導者8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40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5日～23年2月27日 選手18人　東京選抜4位

(U－14) （波崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他） 9月5日～23年2月27日 選手18人　東京選抜1位

(U－15) （武蔵高校 他） 9月5日～12月12日 選手18人　東京選抜1位

(U－16) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 4月29日～23年2月27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 7月31日～8月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

23年2月26日～7月30日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

 2）中期型 11月23日～12月12日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

1月15日～2月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

7月31日～8月22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

23年1月15日～2月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者34人

(東京都大学連盟・東京経済大学) 23年2月21日～3月2日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人 受講者計213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） 5月22日・23日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

   2）葛飾区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（葛飾区） 9月11日・12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

   3）東大和高校(東大和市・5地域) 10月16日・17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者22人

   4）西が丘サッカー場 23年1月15日・22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

   5）都立美原高校（大田区） 23年1月29日・30日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36人

   6）味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ・ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 23年2月19日・20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者28人

   7）日野市立陸上競技場（日野市） 23年2月26日・27日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人 受講者計198人

(4) 公認キッズリーダー養成講習会

  1）U-6対象対象(実践女子短期大学日野ｷｬﾝﾊﾟｽ) 11月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

  2)U-6対象(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 11月27日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者27人

  4)U-8・10対象(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 11月28日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者49人

  5)U-8・10対象(早稲田大学東伏見) 23年2月26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者51人

  6)U-6対象対象(世田谷区立玉堤小学校) 23年3月5日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者29人

  7)U-8・10対象(世田谷区立玉堤小学校) 23年3月6日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者47人 受講者計235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25日～26日 参加者1人(鹿島ﾊｲﾂ)

(U－14) 11月19日～21日 参加者1人(Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

(U－16) 11月19日～21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 未実施

(8) 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6日間 参加者4人（Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ他）

(9) 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 5月～6月 計3日間 参加者4人(Jステップ)

(10) JFA公認A級・B級ｺｰﾁ受講推薦者選考会（私立武蔵高校） 12月12日 指導ｽﾀｯﾌ4人参加者33人

(11) 関東地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会派遣 7月3日～4日 参加者4人

(少年連盟・東京ｶﾞｽ深川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

（三菱養和巣鴨・三菱養和調布・東京ｶﾞｽ深川・駒沢補助競技場）

 (多摩陸上競技場・西が丘サッカー場・Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

(社会人連盟・都立豊島高校)

 4）地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会

（都立東久留米総合高校)

（明治大学・日本大学・早稲田大学)

9月25・26日・11月23日

(駒沢補助競技場　他)
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４．審判委員会

(1) 指導部関係

1) 研修会･講習会

① 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者19人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者16人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者16人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者11人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者13人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者16人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者11人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者15人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者18人

② サッカー2級研修会 (上柚木陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者83人

③ (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者9人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者9人

④ サッカー3級研修会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者76人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者111人

⑤ サッカー3級講習会・実技研修会 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者134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) 23年2～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑥ 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5人･受講者36人

（座学） (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

⑦ サッカー3級強化審判研修会（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

⑧ サッカー3級強化審判観戦研修会 (武蔵高校) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

⑨ ｻｯｶｰ女子ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15人

(国立競技場クラブルーム) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者13人

⑩ サッカー女子実技研修会 (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 23年3月3日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

⑪ 女子審判員発掘・育成イベント(吉祥女子中学高等学校) 指導ｽﾀｯﾌ1人

2) トレーニングセンター     

① サッカー2級トレセン (三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者40人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者40人

(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者38人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者40人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者28人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者40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50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4人･受講者50人

③ サッカー女子トレセン (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者15人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

④ 実技研修（大学キャンプ・宿泊） (静岡県時之栖) 8月25日～8月31日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

　　　　　　（イギョラ杯） 中止

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 9月29日

東京ﾄｯﾌﾟﾚﾌｪﾘｰ強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 4月22日

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 5月27日

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 7月1日

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 10月20日

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 11月24日

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 12月15日

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 23年1月19日

(東京ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 23年2月23日

23年2月13日

サッカー2級昇格候補者強化講習会  4月9日

10月7日

7月24日

8月1日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)
23年1月9日

4月1日

5月27日

7月20日

10月26日

12月16日

23年2月28日

6月17日

10月14日

11月11日

23年1月20日

9月23日

4月26日

8月25日

10月28日

12月2日

4月11日

4月20日

5月18日

6月22日

7月13日

10月21日

11月16日

23年1月13日

23年2月3日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン 4月6日

5月11日

6月1日

7月6日

8月3日

9月9日

10月5日

11月4日

12月7日

23年1月25日

23年2月22日

23年3月8日

6月10日

9月14日

10月28日

12月2日

23年3月3日
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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60人

⑥ 観戦研修分析会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者70人

3) 関東協会審判研修会派遣

関東男子第1回審判研修会 (敷島公園ｻｯｶｰ場他) 6月4日～6月6日 派遣者2人（関東高校大会）

関東男子第2回審判研修会 7月17日～19日 派遣者3人（韮崎ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

関東男子第3回審判研修会(水戸市立ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場他) 8月6日～8日 派遣者2人（関東中学大会）

関東男子第4回審判研修会 (群馬県宮城総合運動公園) 8月13日～15日 派遣者2人（ミニ国体成年）

関東男子第5回審判研修会 (駒沢補助競技場他) 11月5日～7日 派遣者2人（関東社会人大会）

関東男子第6回審判研修会 中止

関東審判トレセン研修会 中止

関東女子第1回審判研修会 (東松山陸上競技場他) 6月11日～13日 派遣者4人（関東高校女子大会）

関東女子第2回審判研修会 (群馬県敷島公園ｻｯｶｰ場) 8月13日～15日 派遣者2人（ミニ国体成年女子）

関東女子第3回審判研修会 (駒沢補助競技場) 10月1日～3日

関東ﾌｯﾄｻﾙ第1回審判研修会 (滝野川体育館) 11月6日～7日

関東ﾌｯﾄｻﾙ第2回審判研修会 (駒沢屋内球技場) 23年2月5日～6日 派遣者4人(全日本ﾌｯﾄｻﾙ関東大会)

関東ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ審判研修会 7月17日～18日 派遣者2人

 4)英会話 （1･2級対象） 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11人･受講者71人･登録者52人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者39人･登録者34人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者40人･登録者29人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者101人･登録者73人

(東京学芸大学) 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者104人･登録者85人

(東京学芸大学) 23年3月5日 指導ｽﾀｯﾌ16人･受講者95人･登録者66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12人･受講者178人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者244人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者174人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者120人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣（立川市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者45人

（北区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者138人

（八王子サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者188人

（江戸川区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者93人

（文京区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者77人

（シニア連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

（女子連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

（多摩サッカー協会） 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69人

（渋谷区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

（高体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者269人

（足立区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者77人

（荒川区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者86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69人

（新宿区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者61人

（小平市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者139人

（文京区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者73人

（女子連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者101人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者79人

（文京区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

（専門学校連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者80人

（清瀬市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者61人

（調布市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者98人

（日野市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者106人

（調布市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者95人

（高体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者103人

（江東区少年サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者95人

（世田谷サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者133人

（中体連） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者115人

（八王子サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者123人

6月25日

7月15日

(韮崎中央公園陸上競技場)

派遣者3人（関東女子選手権兼全日本女子関東予選）

派遣者3人(全日本ﾕｰｽU-15ﾌｯﾄｻﾙ関東大会)

(鹿嶋市平井海岸ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ場)

5月29日

7月25日

9月25日

11月28日

6月13日

8月8日

10月3日

23年2月6日

4月3日

4月3日

4月4日

4月11日

4月11日

4月10日

4月11日

4月10日

4月18日

4月18日

4月18日

4月18日

4月25日

4月25日

5月9日

5月16日

5月16日

5月23日

5月23日

5月29日

5月30日

6月6日

6月6日

6月6日

6月6日

6月13日

6月20日

6月27日

7月4日

7月4日

7月11日

7月18日
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（目黒区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者83人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者84人

（台東区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者39人

（世田谷少年サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者181人

（小金井市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者45人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者106人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者72人

（府中市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

（国立市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者16人

（三鷹市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

（高体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者106人

（八丈島サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者3人

（特別区サッカー部） 23年1月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者30人

（社会人連盟） 23年1月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者49人

（社会人連盟） 23年1月22日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

（昭島市サッカー協会） 23年1月23日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者96人

（大田区サッカー協会） 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者96人

（稲城市サッカー協会） 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者58人

（高体連） 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者88人

（文京区サッカー協会） 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者109人

（練馬区サッカー協会） 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者110人

（府中市サッカー連盟） 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者49人

（東久留米サッカー協会） 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者61人

（社会人連盟） 23年2月5日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者49人

（足立区サッカー協会） 23年2月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者95人

（文京区サッカー協会） 23年2月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者77人

（中体連） 23年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者27人

（中央区サッカー協会） 23年2月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者53人

（文京区サッカー協会） 23年2月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

（文京区サッカー協会） 23年3月5日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者79人

（墨田区サッカー協会） 23年3月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者31人

（DUOリーグ） 23年3月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

（板橋区サッカー連盟） 23年3月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者171人

（武蔵野市サッカー協会） 23年3月20日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者81人

（文京区サッカー協会） 23年3月20日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者92人

③ サッカー2級資格更新講習会 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者153人

④ サッカー3級資格更新講習会 通信講座 受講者4,136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27人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者30人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者65人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者23人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者52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139人

（渋谷区サッカー協会） 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5人

（荒川区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者82人

（港区小中学生サッカー連合会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

（台東区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者24人

（府中市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者26人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者33人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者39人

（世田谷少年サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者187人

（品川区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者134人

（中体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者32人

（目黒区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者82人

（多摩サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者59人

（墨田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者56人

（国立市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者44人

（日野市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者166人

（板橋区サッカー連盟） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者198人

（高体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

7月19日

7月25日

8月1日

8月29日

8月29日

9月5日

9月5日

9月5日

9月19日

9月26日

9月26日

10月11日

(きゅりあん品川区立総合区民会館)
12月23日

8月～10月

6月13日

8月8日

10月3日

12月4日

23年2月6日

6月13日

6月26日

6月27日

6月27日

6月27日

7月4日

7月10日

7月11日

7月25日

7月25日

7月25日

7月27日

8月29日

9月5日

9月11日

9月12日

9月18日

9月19日

9月26日
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（八丈島サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者26人

（調布市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者95人

（江戸川区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者120人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

（墨田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

（東久留米市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者21人

（八王子サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者62人

（武蔵村山サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者30人

（立川市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者75人

（北区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者82人

（八王子サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者104人

（八王子サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者44人

（文京区サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者117人

（足立区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者100人

（練馬区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者94人

（中央区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者24人

（青梅市サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者177人

（文京区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者43人

（新宿区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者24人

（小金井市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者24人

（三鷹市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者74人

（文京区サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者97人

（府中市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者43人

（清瀬市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者19人

（特別区サッカー部） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者8人

（町田サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者98人

（大田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

（文京区サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者67人

（江東区サッカー連盟） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者105人

（中野区少年サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

（墨田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者33人

（女子連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者28人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者21人

（稲城市サッカー連盟） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者64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8人･登録者8人

(東京学芸大学) 23年3月5日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者19人･登録者19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27人･登録者27人

(東京学芸大学) 23年3月5日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者19人･登録者19人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者14人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(新宿区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者26人

(八王子サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者62人

(東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者30人

（青梅市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者18人

(東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者87人

(東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者19人

(北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者35人

③ フットサル2級資格更新講習会 (府中ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者18人

(府中ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者8人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者18人

④ フットサル3級資格更新講習会 (府中ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者126人

(府中ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者80人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者101人

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7人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者2人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者10人

(国立競技場会議室) （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者3人

(東京学芸大学) 23年2月6日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者6人

10月11日

10月10日

10月10日

10月17日

10月17日

10月24日

10月24日

10月24日

10月30日

10月30日

10月30日

10月31日

10月31日

11月7日

11月7日

11月14日

11月14日

11月14日

11月21日

11月23日

11月23日

11月28日

11月28日

12月5日

12月11日

12月12日

12月12日

12月12日

12月12日

12月12日

12月18日

12月18日

12月19日

12月19日

7月25日

7月25日

（文京フットサル連盟） 4月18日

（墨田区サッカー協会） 4月25日

5月16日

5月30日

6月19日

6月19日

6月20日

6月27日

8月8日

9月20日

9月4日

9月5日

9月26日

9月4日

9月5日

9月26日

6月13日

8月8日

10月3日

12月4日
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・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3人

(府中市ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ委員会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者18人

(八王子サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者33人

(八王子サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者12人

(府中市ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ委員会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者16人

3) 資格認定講習会（インストラクター）

①

（書類審査） （東京都サッカー協会) 23年1月14日 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者18人

（座学） （赤羽スポーツの森公園) 23年1月23日 指導ｽﾀｯﾌ10人・受講者16人

（実技） (大井スポーツセンター) 23年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ7人・受講者13人

② ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞいたばし) 23年1月19日 指導ｽﾀｯﾌ10人・受講者16人

③ ｻｯｶｰ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会(都立赤羽商業高校) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者54人

④ 実施なし

⑤ ﾌｯﾄｻﾙ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会(都立赤羽商業高校) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者31人

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43団体

（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 通年 384試合 派遣数369人

〈主な大会〉

東京都社会人チャンピオンシップ

東京都トーナメント

東京都トーナメント学生系の部

東京都社会人リーグ1・2部

東京都社会人リーグカップ

全国社会人大会関東予選

全国クラブチーム選手権東京都大会

東京都大学連盟1･2部春季対抗戦

東京都大学連盟秋季リーグ1・2部

東京都大学連盟新人大会

Ｔリーグ

イギョラ杯

 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 通年 60試合 派遣数40人

(4) 競技部関係

1） サッカー競技審判員派遣

各種大会 通年 2,508試合 主審2,469人・副審2,304人・第4審判266人

〈主な大会〉

東京都クラブユースU-17選手権大会

全国シニア大会Over50東京都予選会

東京都ユースU-15リーグ全都リーグ

東京都社会人チャンピオンシップ

東京都トーナメント

東京都社会人連盟リーグ戦

東京都社会人リーグカップ戦

関東リーグ

TFATリーグU-18

東京都マスターズリーグ

東京都シニアリーグ

東京都大学連盟春季対抗戦

東京都大学リーグ戦

東京都大学連盟新人大会

東京都女子リーグ

2 ）フットサル競技審判員派遣

各種大会 通年 1,026試合 審判員2,650人

〈主な大会〉

バーモントカップ全日本少年フットサル大会東京都大会

東京都女子フットサル大会

東京都フットサルカップ

6月13日

7月4日

9月20日

10月23日

10月23日

11月28日

サッカー3級インストラクター認定講習会

区市サッカー3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ認定講習会

12月12日

フットサル3級インストラクター認定講習会

12月12日

11月4日

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

高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会東京都予選
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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

東京都フットサルリーグ

東京都フットサル女子リーグ

関東フットサルリーグ

東京都大学フットサルカップ

東京都大学フットサルリーグ

(5) 渉外部関係

① 海外交流（第19回ﾌﾗﾀﾆﾃｨｶｯﾌﾟ 山形・香港） (山形) 7月23日～25日 参加者70人

② 海外研修(東京－ソウル親善/ソウル） 未実施

(6) 広報誌発行

　「ハーフタイム」発行 40号23年3月 9,000部，登録審判員･役員 及び

各区市ｻｯｶｰ協会･連盟に送付

(7) 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 未実施

② フットサル2級・3級審判員研修会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者45人

③ 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5人･受講者21人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者24人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者28人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者26人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者24人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者22人

（座学）(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者71人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者32人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者24人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者23人

(小豆沢体育館) 23年1月24日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者22人

(小豆沢体育館) 23年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者22人

23年3月　中止

(8) 会議

① 第1回審判委員会（部長会）(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者10人

第2回審判委員会（部長会）(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 23年3月25日 参加者10人

② 第1回全体委員会 (きゅりあん品川区立総合区民会館) 参加者28人

③ HQミーティング (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 隔月 参加者各5人

④ 指導部会 （駒沢補助競技場） 月1回 参加者各7人

⑤ 第1回三部合同会議 (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者8人

第2回三部合同会議 (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者7人

第3回三部合同会議 (喫茶店友路有 赤羽店) 23年3月18日 参加者6人

⑥ 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7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8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6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) 参加者7人

第5回フットサル部会 (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 23年2月15日 参加者8人

⑦ 第1回インストラクター部会 (ルノアール池袋パルコ横店) 参加者8人

第2回インストラクター部会(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者4人

第3回インストラクター部会(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者8人

第4回インストラクター部会(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者8人

第5回インストラクター部会(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者8人

第6回インストラクター部会(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 23年2月8日 参加者7人

第7回インストラクター部会(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 23年3月9日 参加者3人

東京都ﾌｯﾄｻﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ ｵｰﾌﾟﾝの部 兼 全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会東京都予選

東京都ﾌｯﾄｻﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ 兼 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

東京都ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞｶｯﾌﾟ兼全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会東京都予選

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

4月17日

4月26日

5月24日

6月28日

7月26日

8月23日

9月27日

10月19日

10月26日

11月22日

12月13日

10月22日

12月23日

6月7日

9月15日

6月4日

8月20日

10月12日

12月7日

4月8日

5月26日

7月15日

10月14日

12月8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197園） 5月～23年3月

2)キッズ（U-6）サッカー大会 （西が丘サッカー場） 23年1月31日 参加48チーム521人

（ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 23年2月12日 参加60チーム691人

(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11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3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） 6月5日 参加120チーム1,644名による交流試合

4）Ｕ-6対象 （江東区夢の島競技場） 11月23日 参加60チーム852人による交流試合

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 23年1月16日 参加66チーム906人による交流試合

（西が丘サッカー場） 23年2月27日 参加60チーム763人による交流試合

(3) ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル　 参加延べ71人

1）2010東京 in 府中 （府中市立総合体育館第2体育室） 31名による交流試合

2）2010東京 in としまえん（フィスコフットサル・アレナとしまえん） 40名による交流試合

3）2010東京 in 駒沢 （駒沢屋内球技場） 地震の影響により中止

(4) ＪＦＡレディース／ガールズフェスティバル

1）レディース＆ガールズ （駒沢陸上競技場） 6月27日 参加55チーム＋個人　計399人

2）レディース＆ガールズ (ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 23年3月6日 参加60チーム＋個人　計396人

２．技術関連事業

(1) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研究会 (駒沢補助競技場) 23年2月26日 参加者10人

(2) 地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研究会 (駒沢補助競技場) 23年2月26日・27日 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者延べ56名

(3) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 (多摩市立陸上競技場) 6月26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者23人

(多摩市立陸上競技場) 7月4日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者16人

(多摩市立陸上競技場) 23年2月5日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者49人

(多摩市立陸上競技場) 23年2月6日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者35人

(駒沢補助競技場) 23年2月19日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者15人

(都立飛鳥高校) 23年2月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者56人

(多摩市立陸上競技場) 23年2月26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

(多摩市立陸上競技場) 23年2月27日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者28人

(4) 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3級審判インストラクター研修会 ｻｯｶｰ3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ育成ｾﾐﾅｰに含む

(2) サッカー3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ育成ｾﾐﾅ (ー駒沢陸上競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ8人・受講者40人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者35人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者35人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者30人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者33人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者26人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者26人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者26人

(きゅりあん品川区立総合区民会館) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者22人

指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者23人

指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者31人

指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者28人

(3) サッカー3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ強化セミナー (都立赤羽商業高校) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者4人

(都立赤羽商業高校) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者4人

(4) サッカー区市審判インストラクター育成講習会 ｻｯｶｰ3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ育成ｾﾐﾅｰに含む

(5) フットサル3級審判インストラクター研修会 (立川市民泉体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者6人

(6) （S2級更新兼）

8月28日

9月22日

1）幼稚園・保育園の巡回指導

11月28日

8月29日

5月9日

5月26日

6月25日

7月15日

10月13日

11月10日

12月23日

(国立競技場クラブルーム) 23年1月26日

5月22日

ｻｯｶｰ/ﾌｯﾄｻﾙ認定講習会講師研修会 (きゅりあん品川区立総合区民会館) 12月23日

(大井第二球技場) 23年2月27日

(国立競技場クラブルーム) 23年3月9日

9月18日

9月20日
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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24大会延べ50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24大会延べ86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) 4～8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(群馬)  

・成年男子 1回戦 東京都選抜 1-1（PK4-2） 山梨県選抜8月14日 大胡総合運動公園陸上競技場・サッカー場

代表決定戦 東京都選抜 1-0 栃木県選抜 8月15日 宮城総合運動場陸上競技場・サッカー場

※関東ブロック大会通過

・女子 1回戦 東京都選抜 1-3 茨城県選抜 8月14日 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場

※関東ブロック大会敗退

・少年男子 1回戦 東京都選抜 0-1 神奈川県選抜 8月16日 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場

代表決定1回戦 東京都選抜 8-0 群馬県選抜8月17日 群馬県立敷島公園補助陸上競技場

代表決定2回戦 東京都選抜 3-1 山梨県選抜8月18日 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場

（3）国民体育大会(千葉)  

・成年男子 1回戦　　 東京都選抜 4-0 高知県選抜 9月26日 市原スポレクパーク

準々決勝 東京都選抜 0-1 千葉県選抜 9月27日 市原スポレクパーク

※第5位入賞

・少年男子 2回戦  東京都選抜 0-0（PK4-3）京都府選抜9月27日 市原スポレクパーク

準々決勝 東京都選抜 1-0 福島県選抜 9月28日 市原スポレクパーク

準決勝　　東京都選抜 2-0 神奈川県選抜 9月29日 市原スポレクパーク

決勝　   　東京都選抜 1-0 大阪府選抜 9月30日 市原スポレクパーク

※優勝

（4）東京国体強化特別事業

・女子強化練習会 11月～23年3月延べ5回 指導ｽﾀｯﾌ3名選手50名

・少年男子（U-13）強化練習会 4月～23年3月延べ8回 指導ｽﾀｯﾌ5名選手70名

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､関東協会総会､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､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、全国技術委員長会

          関東女子委員長会､関東フットサル委員長会

（2）チーム派遣

　　　1) 東京-ソウル親善定期戦

第1戦 東京都U-15選抜　1-1　ソウル中学選抜 8月24日 考昌運動場（ソウル）

成立高校　2-3　長薫高校

第2戦 東京都U-15選抜　1-3　ソウル中学選抜 8月26日 考昌運動場（ソウル）

成立高校　0-4　長薫高校

　　　2) 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2010 7月24日～25日 埼玉スタジアム2002他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　予選リーグ3位　順位トーナメント17位

　　　　　　　　 　ＭＴＭ栃木ジュニアサッカー大会2010 7月24日～25日 栃木県栃木総合運動公園他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　3勝4敗1分

ベルリン国際大会 8月4日～12日 ドイツ・ベルリン

　　　　　　　　　　　・東京U-12A　4位　　東京U-12B  8位

　　　　　［少女］関東女子Ｕ-12・15トレセンリーグ 9月12日～23年2月11日 各県会場

　　　　　　　　　　　・東京都　［Ｕ-12］　2位　　　［Ｕ-15］　1グループ2位

　　　　　　　　 　埼玉県招待6都府県少女大会 23年1月16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 23年2月5日・6日 神奈川県湘南星槎ｽﾀｼﾞｱﾑ

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　4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 5月13日・18日・21日 東京国体実施予定会場

（2）学識経験者を招いての研修会 未実施

（3）施設の充実に関し､区･市･町・地区連盟と連携 通年

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園競技場)

(西が丘サッカー場 他)
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