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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 FC町田ゼルビア　3-1　明治大学 （観客： 1,130 人）

第２試合 横河武蔵野FC　  0-6　専修大学 （観客： 1,433 人）

決勝 西が丘サッカー場

FC町田ゼルビア　1-1（PK5-4）　専修大学 （観客： 1,426 人）

2. 東京－ソウル親善定期戦

第1戦 駒沢陸上競技場

第１試合 東京都中体連選抜　2-3　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 225 人）

第２試合 都立東久留米総合高校　1-1　ソウル特別市高校選抜 （観客： 321 人）

第2戦 江東区夢の島競技場

第１試合 東京都Ｕ－15選抜　-　ソウル特別市中学校選抜 ※荒天により中止

第２試合 FC東京Ｕ－18　-　ソウル特別市高校選抜 ※荒天により中止

3. 東京ユース（U-14)大会 駒沢第2球技場

優  勝 ＦＣ東京むさし

第２位 東京ヴェルディ

第３位 ＦＣ東京深川 （観客延べ： 1,500 人）

[受託試合]

1. 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　1-2　フットサルチェコ代表 （観客： 2,806 人）

2. PUMA CUP 東日本大震災復興支援チャリティーフットサルデー ～がんばろう ニッポン！フットサルからもチカラを～

Dream Stars 4-5 Power Stars 駒沢体育館 （観客： 1,791 人）

3. 国立競技場

なでしこジャパン（日本女子代表）　3-2　なでしこリーグ選抜 （観客： 22,049 人）

4. 国立競技場

U-22日本代表　2-1　U-22シリア代表 （観客： 25,482 人）

5. 国立競技場

U-23日本代表　2-0　U-23バーレーン代表 （観客： 36,233 人）

6. TOYOTA Vitz CUP 国立競技場

INAC神戸レオネッサ　1-1　アーセナル・レディースFC （観客： 11,005 人）

7. 天皇杯全日本選手権大会 味の素スタジアム・駒沢陸上競技場

２回戦 FC東京　4-0　FC KAGOSHIMA （観客： 5,301 人）

東京ヴェルディ　7-1　V・ファーレン長崎 （観客： 2,701 人）

8. 天皇杯全日本選手権大会 味の素スタジアム

３回戦 FC東京　2-1　ヴィッセル神戸 （観客： 5,937 人）

9. 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　2-4　京都サンガF.C. （観客： 14,467 人）

10. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

決勝 京都サンガF.C.　2-4　FC東京 （観客： 41,974 人）

11. 全国高校選手権大会 12月30日～24年1月9日

優  勝 市立船橋高校 （千葉県）

第２位 四日市中央工業高校 （三重県）

第３位 大分高校 （大分県）、尚志高校 （福島県） （観客延べ： 229,043 人）

12. 全日本女子選手権大会 12月27日、24年1月1日 国立競技場

準決勝 アルビレックス新潟レディース　2-1　日テレ・ベレーザ （観客： 2,866 人）

INAC神戸レオネッサ　4-1　岡山湯郷Ｂｅｌle （観客： 4,417 人）

決勝 INAC神戸レオネッサ　3-0　アルビレックス新潟レディース （観客： 20,977 人）

13. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 24年1月4～6日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝 FCトッカーノ（東京都）

第２位 ベガルタ仙台ジュニア(宮城県)

第３位 鹿島アントラーズジュニア(茨城県）、ファナティコス（群馬府） （観客延べ： 4,793 人）

東日本大震災復興支援チャリティーマッチ がんばろうニッポン！

男子サッカー　アジア最終予選／ロンドンオリンピック予選

男子サッカー　アジア最終予選／ロンドンオリンピック予選

8月24日

8月26日

12月29日

24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

6月14日

11月27日

24年3月14日

8月19日

5月3日

11月16日

11月30日

平成平成平成平成23232323年度  事業報告書 年度  事業報告書 年度  事業報告書 年度  事業報告書 

8月13日

8月27日

10月8・10日

4月29日～5月1日
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14. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 24年3月16～18日 国立代々木競技場第一体育館

準々決勝 府中アスレティックFC 3-1湘南ベルマーレ （観客： 707 人）

シュライカ―大阪 4-0ミキハウス （観客： 1,025 人）

バルドラール浦安 3-2 ペスカドーラ町田
（観客： 1,368 人）

名古屋オーシャンズ 3-7 バサジィ大分
（観客： 1,502 人）

準決勝
府中アスレティックFC 2-3 シュライカ―大阪

（観客： 1,401 人）

バルドラール浦安　2-2（PK4-3） バサジィ大分
（観客： 1,757 人）

第3位決定戦
府中アスレティックFC 3-2 バサジィ大分

（観客： 1,684 人）

決勝
シュライカ―大阪　3-1 バルドラール浦安

（観客： 2,710 人）

15. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 3月～12月 43試合

16. 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

17. 全国青年大会フットサル競技 11月12～13日 駒沢体育館

優  勝 チョビスケＦＣ（東京都） 参加 15チーム

第２位 高知県選抜（高知県）

第３位 ＦＣＫＢ（静岡県）

18. 都民体育大会 5月8日～6月11日 駒沢第2球技場・補助競技場

優  勝 日野市 参加 35チーム

第２位 調布市

第３位 北区

19. 都民生涯スポーツ大会 8月21・28日、9月4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 56チーム

20. 区市町サッカー選手権大会 7月3日～8月7日 赤羽スポーツの森公園競技場 他

優  勝 ＦＣ　Ｎｏｒｔｅ（北区） 参加 26チーム

第２位 ＮＥＲＩＭＡ　ＦＣ（練馬区）

第３位 CHOFU　LAGEMIA　FC（調布市）

21. 関東中学校大会 8月7日～8月10日 江戸川区陸上競技場　他

優  勝 暁星中学校（東京都） 参加 16チーム

第２位 多摩大学目黒中学校（東京都）

第３位 埼玉栄中学校（埼玉県）、 さいたま市立尾間木中学校（埼玉県）

22. 関東女子ユース（U-18)選手権大会 10月22～30日

優  勝 十文字中学高等学校 (東京都） 参加 16チーム

第２位 日テレ・メニーナ (東京都)

第３位 湘南学院 (神奈川県)

    [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3日～11月27日 駒沢屋内球技場、小金井市総合体育館他

優  勝 デルソーレ中野 参加　92チーム

第２位 ゾット早稲田ＦＣ （観客延べ： 1,200 人）

第３位 大洋薬品バンフ東京

2. 東京都地区フットサル大会 北区滝野川体育館

優  勝 権之助坂ノックス 参加9チーム

第２位 チョビスケFC （観客延べ： 100 人）

第３位 世田谷区代表

3. 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月13・14日 駒沢屋内球技場

優  勝 府中アスレティックFCU-18 参加18チーム

第２位 FC目黒 （観客延べ： 240 人）

第３位 フットボウズフットサルU-18

4. 東京都ユース(U-18)フットサル大会 H24年1月14・15・29日 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

優  勝 國學院大學久我山高等学校 参加25チーム

第２位 府中アスレティックＦＣＵ-18 （観客延べ： 350 人）

第３位 駒沢ＦＣ2009、町田ＪＦＣ

5. 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ 10月16日～12月24日 フィスコフットサルアレナとしまえん他

1部リーグ 参加10チーム

優  勝 府中アスレティックFCユース （観客延べ： 500 人）

第２位 フットボウズフットサル

第３位 渋谷高等学院

2部リーグ

優  勝 東京成徳高校

第２位 郁文館高等学校

第３位 SEIRITZ　B

7月17日
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6. 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ 6月5日～12月18日 フットサルステージ多摩他

前期リーグ 参加12チーム

　グループA 　グループB （観客延べ： 500 人）

優  勝 ソレイユフットサル 優  勝 バディ東京ヴェルディ

第２位 十条FC 第２位 ノヴァラスペーザ

第３位 FC目黒 第３位 グッドリー

後期リーグ

　ディビジョン1 　ディビジョン2

優  勝 バディ東京ヴェルディ 優  勝 フットボウズ

第２位 ソレイユフットサル 第２位 FC駒沢

第３位 ノヴァラスペーザ 第３位 ボアSC

7. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月25日、10月10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JY 参加27チーム

第２位 コンフィアール町田JY （観客延べ： 360 人）

第３位 十条FCU-15、ソレイユフットサル

8. 東京都ユース(U-15)フットサル大会 H24年1月14・15・29日

優  勝 町田ＪＦＣ 参加28チーム

第２位 ラルゴＦＣＵ15 （観客延べ： 350 人）

第３位 十条FCU-15、バディ東京ヴェルディJrユースFC

9. バーモントカップ全日本少年フットサル東京都大会 駒沢屋内球技場、小金井市総合体育館他

優  勝 FCトッカーノ 参加196チーム

第２位 東京ヴェルディジュニアA （観客延べ： 1,300 人）

第３位 バディSC、バモス東京FC

10. 7月16・23日、24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31チーム

第２位 フォレストアネックス （観客延べ： 200 人）

第３位 カフリンガボーイズ東久留米

11. 東京都女子ユース(U-15)フットサル大会

優  勝 十文字中学校 参加4チーム

（観客延べ： 100 人）

12. 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 FCラルーチェ （観客延べ： 360 人）

第３位 ソシオスFCU-15

13. 東京都レディースフットサルフェスティバル 駒沢屋内球技場

順位付けなし 参加9チーム

（観客延べ： 100 人）

14. 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 登録者110名

15. フットサル教室講師派遣 通年 全2回

駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

5月14日～11月26日

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

H24年3月31日 駒沢体育館

10月10日

H24年3月24日

3333



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

777チーム (延35大会)

個人登録7,333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１２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～24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～24年2月（計9回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－14) 4月～24年2月（計9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～24年2月（計3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～24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～24年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人

12月23日・24日 指導者40人　選手240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) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月25日～24年2月26日 選手20人　東京選抜1位

(U－14) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月25日～24年2月26日 選手20人　東京選抜2位

(U－15) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 9月25日～12月18日 選手18人　東京選抜2位

(U－16) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 4月24日～24年2月26日 選手18人　東京選抜5位

(2) 公認C級コーチ養成講習会

 1）短期型 24年2月25日～3月19日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

 2）中期型 11月26日～12月18日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

24年1月7日～1月22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

7月30日～8月21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

24年1月15日～2月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

(東京都大学連盟・東京経済大学) 24年2月20日～2月29日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者29人 受講者計186人
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フットサル審判インストラクター

登録数(名)

(少年連盟・東京ｶﾞｽ深川・小平武蔵野苑)

40

2

14,090

14,979

-

6

-

1162

-

361 59

-

10

1983

193

14,984

17 7

12

50

22,177 1,535

453

919

360

36,300

56

合　計

1,105

86,288

1,469

2,12990

345

704

1083

(社会人連盟・都立豊島高校)

 4）地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会

（早稲田大学)

サッカー審判インストラクター

登録数(名)

-5

サッカー審判登録数(名)

14

（三菱養和巣鴨・那須ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）

17,253

合　計 2,110

4,709

10月23日・11月26・27日

フットサル審判登録数(名)

(駒沢補助競技場　他)

（都立東久留米総合高校)
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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） 5月28日・29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3日・4日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

   3）駒沢補助競技場・西が丘ｻｯｶｰ場 7月30日・8月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36人

   4）東大和高校(東大和市・5地域) 10月15日・16日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者16人

   5）駒込学園高校(5ﾌﾞﾛｯｸ・2地域) 10月15日・16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者40人

   6）にしみたか学園　井口小学校(三鷹市) 12月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者23人

   7）目黒第十中学校(目黒区) 24年1月15日・22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人

   8）西が丘ｻｯｶｰ場 24年1月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

   9）都立美原高校（大田区） 24年1月28日・29日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

   10）味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ・ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 24年2月18日・19日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者63人

   11）ふれんど平尾（7地域） 24年3月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者24人

   12）日野市立陸上競技場（日野市） 24年3月31日・4月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者24人 受講者計361人

(4) 公認キッズリーダー養成講習会

8月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者46人

  2)U-6対象(調布市たづくり、三菱養和調布ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 24年1月21日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者28人

  3)U-8・10対象(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 24年1月28日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者58人 受講者計132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 未実施

(7) ﾄﾚｾﾝ指導ｽﾀｯﾌ海外研修派遣 6月20日～26日 参加者1人（ﾒｷｼｺ・U-17W杯）

24年3月28日～4月11日 参加者1人（ｽｲｽ・ﾍﾞﾘﾝﾂｫｰﾅ国際大会）

(8) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 24年1月～3月 計3日間 参加者36人

(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6日間 参加者4人（時之栖）

(10) 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20日～22日 参加者2人(Jステップ)

(11) ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 5月20日～22日 参加者1人(Jステップ)

(12) 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11日 指導ｽﾀｯﾌ5人参加者32人

(13) 関東地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会派遣 7月2日～3日 参加者10人

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23人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者23人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者21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21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15人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者22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20人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者17人

② サッカー2級研修会 (大井陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者60人

③ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者5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4人

④ サッカー3級研修会 (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者50人

（ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾌｪﾘｰﾌｨｯﾄﾈｽﾃｽﾄ） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者50人

⑤ サッカー3級ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾌｪﾘｰ (東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者145人

開幕前研修会

⑥ サッカー3級実技打合せ講習会 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者80人

⑦ サッカー3級実技研修会(東京ｶｯﾌﾟ) (都内各会場) 24年2～3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6人･受講者35人

（座学） (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者27人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者35人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者35人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者35人

⑨ サッカー3級強化審判観戦・実技講習会

⑩ サッカー女子サポートプログラム (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者20人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者8人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者20人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者20人

  1)U-8・10対象(武蔵野市体育館・緑町ｽﾎﾟｰﾂ広場・武蔵野北高校)

11月9日

24年1月12日

10月24日

24年2月16日

24年3月29日

未実施

5月26日

7月28日

12月15日

5月19日

(代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)
24年1月8日

5月30日

7月19日

24年2月12日

サッカー2級昇格候補者強化講習会  (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 4月7日

10月7日

12月8日

(杉並区立富士見丘中学校) 24年1月25日

(杉並区立富士見丘中学校) 24年2月22日

(杉並区立富士見丘中学校) 24年3月21日

(杉並区立富士見丘中学校) 10月26日

(杉並区立富士見丘中学校) 11月30日

(東京体育館) 12月23日

東京ﾄｯﾌﾟﾚﾌｪﾘｰ強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ (杉並区立富士見丘中学校) 4月27日

(杉並区立富士見丘中学校) 5月25日

(杉並区立富士見丘中学校) 6月22日

(杉並区立富士見丘中学校) 7月27日

(杉並区立富士見丘中学校) 9月28日

5555



(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者20人24年2月10日

6666



⑪ サッカー女子実技研修会

⑫ 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3人･受講者77人

2) トレーニングセンター     

① トレーニングセンター実技研修会

(大学強化キャンプ) (静岡県時之栖) 8月26日～9月1日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者30人

(イギョラ杯) (西が丘サッカー場他) 24年3月18日～3月20日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

② サッカー2級トレーニングセンター (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者40人

（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者35人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者35人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者40人

③ サッカー2級トレーニングセンター

（座学） (代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者45人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者30人

(代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者35人

④ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

（実技） (駒沢第二球技場) 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25人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

⑤ (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者64人

（座学）

⑥

（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者45人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者45人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者45人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者45人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50人

⑦ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者14人

⑧ サッカートレーニングセンター観戦研修 (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者70人

同分析会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者64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 (図南ｻｯｶｰﾊﾟｰｸ他) 6月3日～6月5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16日～18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 (江戸川区陸上競技場他) 8月7日～9日 派遣者2人（関東中学大会）

関東男子第4回審判研修会 8月17日～19日 派遣者2人（ミニ国体成年男子、少年）

関東男子第5回審判研修会 (栃木県総合運動公園他) 11月11日～13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 (筑波大学サッカー場他) 24年3月16日～18日 派遣者2人（筑波フェスティバル）

関東女子第1回審判研修会 (太田市運動公園陸上競技場他) 6月10日～12日 派遣者3人（関東高校女子大会）

関東女子第2回審判研修会 (ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ他) 8月19日～21日 派遣者3人（ミニ国体成年女子）

関東女子第3回審判研修会 (那須塩原市青木ｻｯｶｰ場他) 10月7日～9日

関東ﾌｯﾄｻﾙ第1回審判研修会 (前橋市民体育館) 11月23、26日、12月3日

関東ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ審判研修会 7月17日～18日 中止

 4)英会話 （1･2級対象） 通年 参加者5人

サッカー3級強化審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

サッカー女子審判トレーニングセンター

(ひたちなか市総合運動公園他)

派遣者4人（関東女子選手権兼全日本女子関東予選）

派遣者2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)

9月15日

12月1日

24年3月13日

6月29日

7月20日

(韮崎中央公園陸上競技場)

11月8日

12月6日

24年1月19日

24年2月21日

24年3月6日

6月16日

5月10日

6月7日

7月5日

8月2日

9月6日

10月4日

24年1月24日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン 7月20日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン

4月5日

5月31日

10月13日

24年2月28日

6月30日

9月27日

11月29日

5月17日

6月28日

7月14日

10月25日

11月17日

24年1月31日

未実施

4月10日

4月21日

7777



(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13人･受講者69人･登録者53人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ16人･受講者60人･登録者50人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者54人･登録者48人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者92人･登録者82人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者96人･登録者65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15人･受講者170人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者164人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ16人･受講者153人

(東京学芸大学) 24年2月5日 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者154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37人

（北区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者109人

（八王子サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者180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71人

（江戸川区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者121人

（女子連盟） 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127人

（都学連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者318人

（高体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者217人

（青梅市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者100人

（武蔵村山サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者70人

（文京区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者83人

（清瀬市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者98人

（新宿区サッカー協会） 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96人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者80人

（杉並区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者56人

（専門学校連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者96人

（墨田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者50人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

（女子連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者94人

（渋谷区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

（清瀬市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者55人

（品川区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者79人

（調布市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

（高体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者109人

（中央区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者71人

（江東区少年サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者83人

（世田谷サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者109人

（中体連） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者123人

（目黒区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者60人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者90人

（西東京市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者107人

（八王子サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者194人

（三鷹市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者30人

（世田谷少年サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者179人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

（台東区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

（府中市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者49人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者84人

（小金井市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者45人

（高体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

（八丈島サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者10人

（社会人連盟） 24年1月28日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者55人

（昭島市サッカー協会） 24年1月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者88人

（稲城市サッカー協会） 24年1月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

（高体連） 24年1月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者99人

（文京区サッカー協会） 24年1月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者106人

9月23日

9月25日

10月10日

8月7日

8月28日

9月4日

9月4日

9月11日

9月11日

7月3日

7月10日

7月17日

7月24日

7月31日

7月31日

6月5日

6月5日

6月12日

6月26日

6月26日

7月3日

5月28日

5月28日

5月29日

5月29日

6月4日

6月5日

5月1日

5月8日

5月14日

5月15日

5月22日

5月22日

4月10日

4月10日

4月17日

4月17日

4月17日

4月24日

10月2日

4月2日

4月3日

4月3日

4月3日

4月9日

10月2日

11月5日

24年1月22日

24年3月17日

6月5日

8月7日

7月31日
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（練馬区サッカー協会） 24年1月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者112人

（東久留米サッカー協会） 24年1月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者62人

（大田区サッカー協会） 24年1月29日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者144人

（社会人連盟） 24年2月4日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者58人

（府中市サッカー連盟） 24年2月5日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

（足立区サッカー協会） 24年2月5日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者87人

（文京区サッカー協会） 24年2月5日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者108人

（中体連） 24年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者34人

（文京区サッカー協会） 24年2月12日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者94人

（社会人連盟） 24年2月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者59人

（中央区サッカー協会） 24年2月19日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者70人

（新宿区サッカー協会） 24年2月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

（武蔵野市サッカー協会） 24年2月26日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者71人

（文京区サッカー協会） 24年3月4日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者72人

（墨田区サッカー協会） 24年3月4日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

（都学連） 24年3月11日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者295人

（文京区サッカー協会） 24年3月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者108人

（DUOリーグ） 24年3月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者80人

（板橋区サッカー連盟） 24年3月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者189人

③ サッカー2級資格更新講習会 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者156人

④ サッカー3級資格更新講習会 （日本青年館） 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者1836人

（日本青年館） 指導ｽﾀｯﾌ16人･受講者791人

（日本青年館） 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者560人

(アミューたちかわ） 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者962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34人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者38人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者45人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者32人

(東京学芸大学) 24年2月5日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者69人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 （渋谷区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者34人

（荒川区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者74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19人

（台東区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者23人

（府中市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者20人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者23人

（町田サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者111人

（多摩サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

（品川区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者141人

（中体連） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者21人

（世田谷少年サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者184人

（小平市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者184人

（目黒区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者80人

（墨田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者28人

（国立市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者34人

（日野市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者131人

（板橋区サッカー連盟） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者165人

（高体連） 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56人

（江戸川区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者92人

（墨田区サッカー協会） 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14人

（江東区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者21人

（調布市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者70人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者36人

（北区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者49人

（立川市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者87人

（清瀬市サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者20人

（江東区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者39人

（武蔵村山市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者15人

（足立区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者93人

10月30日

11月6日

10月16日

10月16日

10月23日

10月29日

10月30日

10月30日

9月25日

9月25日

10月9日

10月9日

10月10日

10月14日

7月31日

8月28日

9月10日

9月18日

9月3日

9月11日

7月10日

7月16日

7月24日

7月24日

7月27日

7月31日

12月11日

6月25日

6月26日

6月26日

7月3日

7月9日

7月10日

7月18日

8月21日

6月5日

8月7日

10月2日

（北区北とぴあ） 12月23日

7月9日
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（練馬区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者101人

（青梅市サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者181人

（新宿区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者31人

（小金井市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者13人

（調布市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者38人

（八王子サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者115人

（八王子サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者57人

（府中市サッカー連盟） 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156人

（昭島市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者76人

（文京区サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者66人

（特別区サッカー部） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者19人

（中央区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者23人

（文京区サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者54人

（東大和市サッカー協会） 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13人

（女子連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者33人

（町田サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者71人

（文京区サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者48人

（墨田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者56人

（江東区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者73人

（葛飾区サッカー連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者37人

（文京区サッカー協会） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者49人

（稲城市サッカー連盟） AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者51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16人･登録者16人

(国立競技場) 24年3月17日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者21人･登録者21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34人

(国立競技場) 24年3月17日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者26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24人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者26人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者19人

(新宿区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者13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42人

(北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者48人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者30人

(東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者92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20人

(府中ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者9人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者26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123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71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109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3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9人

(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) 24年2月5日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）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28人

（小平市サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者2人

（多摩サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者3人

(北区サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者11人

（墨田区サッカー協会） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者5人

(八王子サッカー協会) AM/PM 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者28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6人

（東京都フットサル連盟） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者5人

3) 資格認定講習会（インストラクター）

①

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣

10月15日

11月19日

11月27日

12月18日

サッカー3級インストラクター認定講習会

10月2日

12月11日

7月10日

7月31日

9月4日

9月23日

9月25日

9月3日

9月4日

9月25日

6月5日

8月7日

6月18日

6月26日

6月26日

7月18日

9月3日

9月4日

（杉並区サッカー連盟） 4月16日

（墨田区サッカー協会） 5月8日

5月15日

5月29日

12月18日

12月18日

7月31日

7月31日

（板橋区サッカー連盟） 4月3日

12月10日

12月11日

12月17日

12月17日

12月18日

12月18日

12月3日

12月3日

12月4日

12月4日

12月4日

12月10日

11月20日

11月20日

11月23日

11月27日

12月2日

12月3日

11月6日

11月13日

11月20日

11月20日
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（書類審査） （東京都サッカー協会) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者7人

（座学） (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者7人

（座学・実技） (赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者7人

（座学・実技） (赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ4人・受講者7人

（認定テスト） (駒沢陸上競技場会議室) 24年1月22日 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者7人

② 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) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者42人

③ (駒沢屋内球技場) 24年1月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者1人

④ ﾌｯﾄｻﾙ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会 (駒沢屋内球技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者3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40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 503試合 派遣数390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  24試合 派遣数23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　主審2,406人・副審2,367人・第4審判194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  803試合 審判員1,732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

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

11月27日

10月27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

10月20日

11月10日

11月20日

11月27日

12月11日

フットサル3級インストラクター認定講習会
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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) 総務部関係

① 審判交流プログラム (香港) 11月24日～27日 参加者20人

② 海外研修(東京－ソウル親善/東京） 未実施

(6) 広報誌発行

　「ハーフタイム」発行 未発行 Web移行検討中

(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級候補審判員予備研修会 (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者7人

③ フットサル2級・3級審判員研修会 (日野学園) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者42人

④ 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8人･受講者38人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者23人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者15人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者26人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者26人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者23人

（座学） (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者30人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者23人

(小豆沢体育館) 24年1月23日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者24人

(小豆沢体育館) 24年2月20日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者22人

(小豆沢体育館) 24年3月21日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者22人

（座学） (国立競技場会議室) 24年3月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者33人

(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) 参加者10人

② 第1回全体委員会 (都立赤羽商業高校) 参加者25人

第2回全体委員会 (北とぴあ会議室)

第3回全体委員会 (国立競技場会議室) 24年3月15日 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6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 (国立競技場会議室) 参加者14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) 24年3月12日 参加者16人

⑥ 登録部会 (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 24年1月26日 参加者2人

⑦ 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3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2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4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) 24年2月29日 参加者7人

⑧ 第1回インストラクター部会 (ルノアール四谷店) 参加者6人

第2回インストラクター部会 (ルノアール四谷店) 参加者5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4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) 24年1月26日 参加者5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) 24年2月2日 参加者4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) 24年3月8日 参加者2人

⑨ 第1回出版部会 (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 参加者2人

第2回出版部会 (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 24年2月9日 参加者2人

9月15日

7月4日

12月23日

9月14日

7月12日

8月26日

10月21日

10月24日

4月16日

4月20日

7月12日

6月20日

7月20日

8月15日

10月17日

11月16日

11月25日

1月24日

12月19日

6月13日

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

8月25日

5月14日

5月18日

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
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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135園） 5月～24年3月

2)キッズ（U-6）サッカー大会 （西が丘サッカー場） 24年2月12日 参加48チーム591人

（ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 24年2月26日 参加60チーム699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9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12日 参加120チーム1,703人による交流試合

4）Ｕ-6対象 （江東区夢の島競技場） 11月23日 参加60チーム884人による交流試合

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 24年1月22日 　雨天のため中止

（西が丘サッカー場） 24年1月29日 参加48チーム590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

1）2011東京 in 立川 （立川市泉市民体育館） 28名による交流試合

2）2011東京 in 小金井 （小金井市総合体育館） 34名による交流試合

3）2011東京 in 駒沢 （駒沢体育館） 59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＆ガールズ （西が丘サッカー場） 6月5日 参加61チーム＋個人　計394人

2）レディース (ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 24年2月19日 参加21チーム＋個人　計146人

3)ガールズ（U-15) （駒沢陸上競技場） 24年3月3日 個人参加　計106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) 未実施

(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、陸上競技場) 24年2月25日・26日 指導ｽﾀｯﾌ延べ20人受講者延べ76名

(3) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 (駒沢補助競技場) 6月25日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者33人

(西が丘ｻｯｶｰ場) 7月3日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者29人

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ) 24年2月4日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者69人

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ) 24年2月5日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者68人

(駒沢陸上競技場) 24年2月19日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者67人

(都立東久留米総合高校) 24年3月3日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者71人

(都立東久留米総合高校) 24年3月4日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者69人

(4) 公認D級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 （私立武蔵高校） 7月18日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者81人

(5) 東京ｿｳﾙ指導者研修会 （駒沢陸上競技場） 8月24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者16人

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ｾﾐﾅｰ (都立赤羽商業高校) 指導ｽﾀｯﾌ5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25人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者30人

(都立赤羽商業高校) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者27人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者29人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者32人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者32人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者42人

(大井第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4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27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) サッカー講習会講師研修会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者20人

(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）

４．スポーツマネジャー養成事業

(1) JFAｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞｬｰｽﾞｶﾚｯｼﾞｻﾃﾗｲﾄ講座 (国立競技場会議室 他) 24年1月28日～2月5日 受講者19人

3月31日

24年1月12日

24年2月26日

1）幼稚園・保育園の巡回指導

10月22日

7月23日

24年3月8日

9月18日

9月20日

24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

5月21日

11月10日

10月20日

9月15日

8月27日

7月6日

6月29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45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85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47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 3-0 栃木県選抜 8月20日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場

8月21日 ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場

※関東ブロック大会通過

・女子 8月20日 つくばアカデミーセンター

※関東ブロック大会敗退

・少年男子 8月18日 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場

※関東ブロック大会通過

（3）国民体育大会(山口)  

・成年男子 1回戦  東京都選抜 2-3 宮崎県選抜 10月2日 下関市営下関陸上競技場

・少年男子 2回戦  東京都選抜 5-1 香川県選抜 10月3日 おのだｻｯｶｰ交流公園多目的ｽﾎﾟｰﾂ広場

準々決勝 東京都選抜 0-1 千葉県選抜 10月4日 山口きらら博記念公園ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

※第5位入賞

（4）東京国体強化特別事業

・女子強化練習会 10月～24年3月延べ6回 指導ｽﾀｯﾌ3名選手50名

・少年男子（U-14）強化練習会 6月～23年3月延べ8回 指導ｽﾀｯﾌ5名選手70名

24年2月10～12日 指導ｽﾀｯﾌ4名選手27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､全国審判委員長会、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､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) 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2011 7月22日～24日 埼玉スタジアム2002他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　予選リーグ1位　順位トーナメント5位

　　　　　　　　 　ＭＴＭ栃木ジュニアサッカー大会2011 7月22日～24日 栃木県栃木総合運動公園他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　6勝3敗2分

　　　　　［少女］関東女子Ｕ-12・14トレセンリーグ [U-12]10月8日～24年2月18日 各県会場

　　　　　　　　　　　・東京都　［Ｕ-12］　優勝　　　［Ｕ-14］　3位 [U-14]9月11日～24年2月12日 各県会場

　　　　　　　　 　　 少女サッカー都県選抜チーム関東・東北交流大会 24年1月15日 東松山市サッカー場

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　優勝

　　　　　　　　   神奈川県少女選抜招待大会 24年2月4日・5日 神奈川県湘南星槎ｽﾀｼﾞｱﾑ

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　9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

（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

代表決定戦 東京都選抜 3-1 神奈川県選抜

1回戦 東京都選抜 1-1（PK3-5） 茨城県選抜

代表決定1回戦 東京都選抜 3-2 千葉県選抜

(時の栖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園競技場)

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園競技場 他)

・少年男子（U-14）国内ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ
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