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公益財団法人  東京都サッカー協会

Ⅰ．公益目的事業（公１）

　①　競技会開催事業

　　１．直轄事業

(1) 東京都トーナメント

準決勝 味の素フィールド西が丘

第１試合 クリアソン新宿　 0-2　駒澤大学 （観客： 395 人）

第２試合 東京武蔵野ユナイテッドシティFC　1-1(PK6-7)　法政大学 （観客： 402 人）

決勝 味の素フィールド西が丘

駒澤大学　2-2(PK4-3)　法政大学 （無観客試合）

(2) 東京国際ユース（U-14)サッカー大会 9月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

　　２．２種委員会関連事業

(1) 高円宮杯サッカーリーグ2021東京 Ｔ1リーグ 4月1日～11月28日 参加　10チーム

1位:関東第一高等学校　2位:成立学園中学・高等学校　3位:実践学園中学・高等学校

　※関東第一高等学校がプリンスリーグ関東２部へ昇格

(2) 高円宮杯サッカーリーグ20210東京 Ｔ2リーグ 4月1日～11月28日 参加　10チーム

1位:修徳高等学校　2位:早稲田実業学校　3位:東海大高輪台高等学校

　※修徳高等学校、早稲田実業学校がT1リーグへ昇格

(3) 高円宮杯サッカーリーグ2021東京 Ｔ3リーグ 4月1日～12月25日 参加　20チーム

Aブロック　1位:関東第一高等学校(B)　2位:都立石神井高等学校　3位:駿台学園中学校・高等学校

Bブロック　1位:FC町田ゼルビアユース(B)　2位:日本大学豊山高等学校　3位:成立学園中学・高等学校(B)

　※関東第一高等学校(B)、FC町田ゼルビアユース(B)がT2リーグへ昇格

(4) 高円宮杯サッカーリーグ2021東京 Ｔ4リーグ 4月1日～2022年1月6日 参加　20チーム

Aブロック　1位:東京高等学校　2位:東海大高輪台高等学校(B)　3位:実践学園中学・高等学校(C)

Bブロック　1位:早稲田大学高等学院　2位:東京農業大学第一高校　3位:都立狛江高等学校

　※東京高等学校、早稲田大学高等学院、東海大高輪台高等学校(B)がT3リーグへ昇格

(5) 地区トップリーグU-18 4月3日～2022年1月31日 参加　40チーム

A1位:昭和第一学園高等学校　B1位:帝京高校(B)　C1位:多摩大学目黒高等学校(B)　D1位:堀越高等学校(B) 

　※昭和第一学園高等学校、帝京高校(B)、多摩大学目黒高等学校(B)、堀越高等学校(B)がT4リーグへ昇格

　　３．３種委員会関連事業

(1) 高円宮杯 JFA 全日本ユース（U-15）選手権大会　東京予選8月～10月 都内各グラウンド 参加　120チーム

予選通過6チーム　三菱養和調布、STFC、FC杉野、東京SC、ジェファ、トッカーノ

(2) 高円宮杯東京都ユース（U-15）サッカーリーグ 参加　139チーム

T1リーグ　1位:三菱養和調布　2位:tfa　3位:STFC　他に、T2～4リーグ、全都リーグ、地域リーグを実施

　　４．フットサル委員会関連事業

(1) 全日本フットサル選手権大会 東京都大会 11月6日～11月23日 武蔵野の森総合スポーツプラザ　サブアリーナ　他

優  勝 府中アスレティックFCサテライト 参加　90チーム

第２位 FC NAKAI （観客延べ： 500 人）

第３位 BRB/TANTALUS FUTSAL CLUB

(2) 全日本U-18フットサル選手権大会 東京都大会 小金井市総合体育館

優  勝 ZOTT WASEDA JUVENIL 参加8チーム

第２位 フウガドールすみだファルコンズ （観客延べ： 150 人）

第３位 リガーレ東京U18

(3) 全日本Ｕ-15フットサル選手権大会 東京都大会 9月20日～9月26日 駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場　他

優  勝 フウガドールすみだウイングス 参加18チーム

第２位 ASV PESCADOLA 町田 U-15 （観客延べ： 0 人）

第３位 GAフットボールクラブU15、ＦＣ駒沢フットサル

(4) 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

優  勝 Una Primavera Football Club 参加16チーム

第２位 FCオーパスワン （観客延べ： 0 人）

第３位 鶴牧サッカークラブ

(5) 7月24日～8月9日 駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場　他

優  勝 デウソン東京レディース 参加36チーム

第２位 BALLENA　BLANCA城北レディース （観客延べ： 0 人）

第３位 LIGARE TOKYO LADIES、カフリンガ東久留米

(6) 全日本Ｕ-15女子フットサル選手権大会 東京都大会 9月20日～22日 駒沢オリンピック公園総合運動場　屋内球技場　他

優  勝 十文字中学校 参加6チーム

第２位 ＦＣ駒沢女子フットサル （観客延べ： 0 人）

第３位 SHIBUYA ARTISTA FC、FC町田ボニータ

6月20日

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会
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　②　指導・普及事業
　　１．技術委員会関連事業

(1) トレーニングセンター

 ①東京トレセン (U－12) 11月～12月（計2回） 指導ｽﾀｯﾌ各9人選手延べ140人

(駒沢補助競技場 他) (U－12女子) 10月～12月（計2回） 指導ｽﾀｯﾌ各4人選手延べ150人

(U－13) 10月～2022年1月（計4回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ100人

(U－14) 10月～2022年1月（計4回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ160人

(U－15) 9月～11月（計3回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ160人

(U－16) 11月28日（計1回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ40人

 ②東京地域トレセン(Ｕ-12・13・14・15・女子) 9月～12月 7地域及び女子　計 指導者120人選手900人

 ③ブロックトレセン(Ｕ-12) 9月～12月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者108人選手860人

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 ⑥GKﾄﾚｾﾝ（Ｕ-13・14・15） (駒沢補助競技場　他) 11月～12月（計2回） 指導者8人　選手50人

 ⑦GKﾄﾚｾﾝｸﾘﾆｯｸ（Ｕ-12） (駒沢補助競技場　他) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 ⑧関東トレセンリーグへの参加 (U－12) （鹿島ハイツ） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(U－13) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 11月～12月（計2回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ20人

(U－14) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 11月～12月（計2回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ20人

(U－15) （矢田部ｻｯｶｰ場 他） 11月～12月（計2回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ20人

(U－16) 指導ｽﾀｯﾌ6人選手16人

 ⑨海外トレーニングキャンプ (U－13) 7月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

＜参考＞

年度

2021

2020

2019

2018

2017

2016

(2) 公認B級コーチ養成講習会

（時之栖) 7月～11月 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者22人

（三菱養和会) 6月～11月 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者24人

(3) 公認C級コーチ養成講習会

（三菱養和会) 2月～3月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(4) 公認D級コーチ養成講習会

①FC東京パーク府中 11月21日、23日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

②FC東京パーク府中 12月18日、19日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

③駒沢第２ 2月23日、26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

④駒沢第２ 2月26日、27日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36人

⑤三菱養和会 3月12日、13日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者23人

⑥三菱養和会 3月28日、29日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

⑦稲城市総合グラウンド（7地域） 2月19日、20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑧八王子第二中学校（少年16ブロック） 1月29日、30日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

⑨国分寺市けやき運動場、市民スポーツセンター 1月29日、2月12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者26人

⑩葛飾区総合スポーツセンター（葛飾区連盟） 2月26日、3月5日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑪赤羽スポーツの森（北区協会） 10月23日、24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

⑫清瀬市ひまわり（女子連盟） 9月25日、26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

⑬日野市陸上競技場（日野市連盟） 2月12日、13日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑭コミュニティぷらざ八潮（品川区少年連盟） 3月19日、20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

⑮尾久八幡中学校（荒川区協会） 2月11日、13日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者24人 受講者計445人

(5) 公認キッズリーダー養成講習会

①U-6対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 12月18日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者18人

②U-10対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 1月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人

(6) スカウティングＶＴＲ作成

(7) 公認47FAﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 6月5日

(8) 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 6月4日～ 6日

(9) 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 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(10) JFA公認A級ｺｰﾁジェネラル受講推薦者選考会 12月 指導ｽﾀｯﾌ6人受講者24人

(11) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会 3月 参加者40名（WEB開催）

(12) 東京トレセン指導者研修会 4月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

4月13日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

8 43 223

参加者1人

75 210 461 3,175 8,501 143

東京のユース年代の分析VTR作成

-

2044061558,5563,100
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- 183
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3470 155

69 2077,558
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キッズリーダー
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3

7 34

フットサルB級

366

フットサルC級

450

参加者1人（WEB開催）

 ④ゆりーとｶｯﾌﾟ 地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会

 ⑤地域ﾄﾚｾﾝU-14交流大会

B級 C級

（SFAフットボールセンター）

S級 A級(U12・15含む)
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6,847

(スロバキア)
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74
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11月28日
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(13) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研修会 通年 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(14) 指導者育成研修会 通年 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(15) 地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ指導者育成研修会 11月21日、27日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人

(16) ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ伝達研修会 9月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(17) ｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会 6月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

　　２．審判委員会関連事業

(1) 審判統括部関係

1) 研修会･講習会

① サッカー2級全体研修会

（開幕前） （オンライン） 3月21日、27日、30日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者延べ159人

（競技規則改正伝達） （オンライン） 7月17日、18日、22日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者延べ152人

② （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者11人

③ （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者30人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者30人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者13人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

④ サッカー2級フィットネステスト （駒沢補助競技場） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者70人

（南豊ヶ丘フィールド） 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者40人

⑤ サッカー2級昇級候補者研修会  （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者7人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者11人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者11人

⑥ （駒沢補助競技場） 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者55人

（駒沢第二球技場） 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者41人

⑦ サッカー3級アクティブ審判員実技研修会 (東京カップ) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑧ サッカー3級アクティブ審判員必須研修会 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者36人

（オンライン） 2月19日、26日 指導ｽﾀｯﾌ各5人･受講者延べ184人

⑨ サッカー3級審判競技規則伝達講習会 （オンライン） 7月30日、31日、8月9日 指導ｽﾀｯﾌ各3人･受講者延べ187人

⑩ サッカー3級審判セミナー座学 （オンライン）グループＡ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者23人

（オンライン）グループＡ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者34人

（オンライン）グループＡ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

（オンライン）グループＢ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者33人

（オンライン）グループＢ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者40人

（オンライン）グループＢ 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者31人

（オンライン）グループＢ・Ｃ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者54人

（オンライン）グループＣ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者44人

（オンライン）グループＣ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者39人

（オンライン）グループＣ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者33人

⑪ サッカー3級審判セミナー実技

駒沢第二球技場 グループＡ 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者19人

駒沢補助競技場 グループＢ・Ｃ 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者41人

駒沢補助競技場 グループＡ 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者17人

⑫ サッカー3級ユース審判コース座学 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑬ サッカー3級ユース審判コース実技 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑭ サッカー女子サポートプログラム （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者33人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者24人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者22人

⑮ 女子審判員発掘・育成イベント 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑯ 副審研修会（実技） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

2) トレーニングセンター     

① フィジカルトレセン 駒沢第二球技場 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者35人

駒沢第二球技場 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者38人

駒沢補助競技場 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者32人

② 駒沢第二球技場 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

③ サッカー2級座学トレーニングセンター （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者60人

（オンライン） 5月29日、30日 指導ｽﾀｯﾌ各6人･受講者延べ85人

（オンライン） 9月12日、19日 指導ｽﾀｯﾌ各3人･受講者延べ87人

（オンライン） 1月16日、29日 指導ｽﾀｯﾌ各3人･受講者延べ83人

（オンライン） 2月19日、20日 指導ｽﾀｯﾌ各2人･受講者延べ61人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ各3人･受講者延べ40人

④ サッカー女子審判トレーニングセンター 駒沢補助競技場 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者13人

駒沢補助競技場 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者45人

指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者45人

4月25日

3月6日

7月1日

10月15日

12月22日

9月4日

3月26日

4月7日

7月7日

11月18日

サッカー2級プラクティカルトレーニングセンター 6月24日

6月26日

10月30日

10月15日

11月11日

12月16日

6月9日

2月6日

5月22日

9月24日

11月13日

1月18日

5月9日

サッカー3級アクティブ審判員フィットネステスト 11月25日

1月19日

4月24日

6月13日

9月17日

7月28日

10月21日

11月23日

4月4日

11月10日

12月1日

サッカー２級昇級審判員フォロー研修会 2月27日

サッカー2級関東カテゴリー審判員強化セミナー 5月11日

5月27日

7月20日

3



3) グラスルーツ審判員育成

① 傘下連盟内審判員・インストラクター向けトレセン

駒沢第二球技場 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者65人

② 傘下連盟等主催講習会等へのインストラクター派遣 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

③ 市区町村ＦＡ審判員向け競技規則改正説明会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④ 市区町村ＦＡ担当者会議、登録説明会 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ8人･参加者45人

4) 指導者トレーニングセンター（イントレ）

① イントレ・チュータリング 滝野川会館 8月21日、22日 指導ｽﾀｯﾌ2人･参加者6人

② イントレ・プラクティカル座学 滝野川会館 指導ｽﾀｯﾌ2人･参加者9人

③ イントレ・プラクティカル実技 南豊ヶ丘フィールド 指導ｽﾀｯﾌ4人･参加者9人

④ イントレ・ＩＴスキル 滝野川会館 6月20日、7月25日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人

5) レフェリーアカデミー

① 定期研修会 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ2人･参加者22人

茨城県波崎 12月24日～27日 指導ｽﾀｯﾌ5人･参加者19人

② 各種大会への指導者派遣 茨城県波崎 12月24日～27日 指導ｽﾀｯﾌ5人

6) 審判インストラクター研修会・講習会

① サッカー審判インストラクター研修会

（規則改正伝達） （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ2人･参加者48人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･参加者48人

(開幕前） （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ9人･参加者67人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ10人･参加者49人

② サッカー3級審判インストラクターセミナー（座学）

（オンライン）グループＢ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者35人

（オンライン）グループＣ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者17人

（オンライン）グループＣ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者9人

（オンライン）グループＢ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者37人

（オンライン）グループＢ・Ｃ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者33人

③ サッカー3級審判インストラクターセミナー（実技） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④ ＳＩ３スキルアップセミナー （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者21人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者21人

⑤ ＳＩ２候補者研修会 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者3人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者3人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者3人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者3人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者3人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者3人

7) 審判員・審判インストラクター派遣

① サッカー審判員派遣 通年　     主審 2,085人・副審 2,075人・第4審判 52人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度)　主審 990人・副審 930人・第4審判 37人

② フットサル審判員派遣 審判員1,468人 (前年度)　1,448人

　　　〈主な派遣大会〉

③ 関東協会主催研修会派遣 （男子3回・フットサル2回、ビーチサッカー1回）

派遣者各2～4人

④ サッカー審判インストラクター（アセッサー）派遣 派遣者571人

⑤ フットサル審判インストラクター（アセッサー）派遣 派遣者8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 （オンライン） 5月16日午前 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者32人･登録者20人

（オンライン） 5月16日午後 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者14人･登録者14人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者25人･登録者16人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者32人･登録者25人

東京学芸大学 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者70人･登録者28人

東京学芸大学 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者55人･登録者26人

東京学芸大学 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者97･登録者59人

（オンライン）女子限定特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者24人･登録者24人

（オンライン）女子限定特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者12人･登録者12人

（オンライン）女子限定特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者29人･登録者29人

（オンライン）女子限定特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者30人･登録者30人

（オンライン）女子限定特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者27人･登録者27人

（オンライン）女子限定特別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者6人･登録者6人

（オンライン）関東学連 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者227人･登録者268人

（オンライン）都学連 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者331人･登録者307人11月26日

10月22日

1月12日

2月19日

3月5日

3月12日

4月15日

7月4日

9月12日

11月13日

1月9日

3月6日

10月9日

9月23日

9月27日

9月30日

10月1日

東京都社会人チャンピオンシップ、東京都トーナメント、東京都社会人リーグ、関東リーグ、ＴリーグU-18、東京都
大学リーグ、アミノバイタルカップ、東京都女子リーグ、高円宮杯U-18プリンスリーグ、イギョラ杯

東京都フットサルリーグ、全日本フットサル選手権東京都大会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、東京都女子ユース（U-15）フットサル大会、東京都女子フットサルリーグ、全日本女子フットサ
ル選手権東京都大会、関東フットサルリーグ

2月13日

7月4日

10月13日

2月23日

9月1日

9月21日

3月25日

3月26日

5月23日

6月27日

10月17日

11月28日

1月19日

5月15日

5月16日

5月24日

7月10日

7月31日

12月22日
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② サッカー4級資格認定講習会

・審判委員会主催 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者45人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者42人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者47人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者46人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者47人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者45人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者40人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者36人

（オンライン）女子ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者6人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣

（オンライン）ＤＵＯリーグ 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者19人

（オンライン）クラブユース連盟 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者計210人

（オンライン）女子連盟 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者計145人

（オンライン）都学連 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者計688人

（オンライン）高体連男子 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者計504人

（オンライン）高体連女子 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者計275人

（オンライン）専門学校連盟 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者20人

（オンライン）区市連盟 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者計1,063人

③ サッカー2級資格更新講習会 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者80人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者35人

④ サッカー4級資格更新講習会 (E-Learning)

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 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者43人

調布アクロス 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者42人･登録者27人

東京学芸大学 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者35人･登録者23人

② フットサル4級資格認定講習会 

・審判委員会主催 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者33人

③ フットサル2級資格更新講習会 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者53人

④ フットサル3級資格更新講習会 (E-Learning)

⑤ フットサル4級資格更新講習会 

・審判委員会主催 (E-Learning)

3) 資格認定講習会（インストラクター）

① 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者8人・認定者7人

南豊ヶ丘フィールド 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者7人・認定者7人

② （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者59人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者65人

③ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者3人・認定者3人

④ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者15人

4) 審判登録WEB化関連

① 区市町連盟・協会向け説明会 （オンライン） ｽﾀｯﾌ4人･参加33人

② 講師説明会 東京学芸大学 ｽﾀｯﾌ4人・参加16人

(3) 総務部関係

① 審判交流プログラム （香港） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

② ホームページ運営 通年 ｽﾀｯﾌ1人

③ Zoomアカウントの管理運用 通年 ｽﾀｯﾌ1人

(4) 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 実施なし

② フットサル2級候補審判員予備研修会 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者3人

（駒沢体育館） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者1人

③ （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者51人

④ 女子・フットサル3級育成審判員研修会 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者13人

⑤ フットサル2級・3級審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者26人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者31人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者32人

（小豆沢体育館） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者29人

（小豆沢体育館） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

（小豆沢体育館） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者12人

（小豆沢体育館） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者10人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者24人

（小豆沢体育館） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15人

2月9日

2月23日

3月9日

9月29日

10月27日

11月10日

11月24日

12月8日

1月12日

10月30日

フットサル2級・3級審判員研修会（ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾌｪﾘｰ） 4月18日

（駒沢屋内競技場） 10月17日

8月25日

ﾌｯﾄｻﾙ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会 武蔵野の森 11月28日

1月19日

1月9日

（駒沢屋内球技場） 10月17日

12月18日

ﾌｯﾄｻﾙ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ認定講習会 一次審査 11月23日

二次審査 11月28日

通年

サッカー3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格認定講習会 東京工科自動車大学校 8月1日

10月10日

サッカー3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会 12月12日

5月16日

1月10日

通年

1月15日

1月23日

通年

5月30日

2月13日

3月6日

5回

11回

12回

6回

1回

14連盟27回

9月12日

10月9日午前

10月9日午後

9月19日

7月31日

5回

4月18日午前

4月18日午後

6月6日午前

6月6日午後

7月4日
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⑥ フットサル3級育成審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者37人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者19人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者17人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者10人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者6人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者4人

（オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者7人

⑦ フットサル2級・3級強化審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(強化育成ﾄﾚｾﾝ)

新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者4人

⑧ フットサル競技規則改正伝達講習会 （オンライン） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者44人

⑨ フットサル3級審判員講習会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑩ ビーチサッカー競技規則講習会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑪ フットサル3級審判インストラクター研修会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⑫ フットサル認定講習会講師研修会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

　　３．フットサル委員会関連事業

(1) 東京都地区フットサルフェスティバル 7月18日

参加8チーム （観客延べ： 0 人）

(2) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月7日・9日

参加24チーム （観客延べ： 0 人）

(3) 東京都ユース(U-18)フットサルフェスティバル 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(4) 東京都ユース(U-15)フットサルフェスティバル 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(5) 東京都レディースフットサルフェスティバル 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(6) 10月17日

参加12チーム （観客延べ： 0 人）

(7) Brilliaカップ第5回東京都少年フットサルフェスティバルＵ-12 12月25日～12月26日

参加24チーム （観客延べ： 800 人）

(8) 公共施設の情報整理と利用ネットワーク構築 未実施

(9) スポーツセーフティ講習会 未実施

(10) 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 192人登録

(11) フットサル教室講師派遣 未実施

　　４．日本サッカー協会普及事業

(1) キッズ（Ｕ-6）プログラム

（全77園） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、6・7・10・11・12・１月のみ実施

②キッズ（U-6）サッカー大会 （アミノバイタルフィールド） 2022年2月23日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

（味の素フィールド西が丘） 2022年2月20日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(2) ユニクロサッカーキッズ （味の素スタジアム） 11月14日 参加144チーム1733人による交流試合

(3) JFAキッズＵ-6サッカーフェスティバル(アミノバイタルフィールド） 2022年1月16日 参加45チーム1556人による交流試合

（味の素フィールド西が丘） 2022年1月23日 参加30チーム841人による交流試合

(4) キッズ(Ｕ－6・8・10)サッカーフェスティバル

①Ｕ-8・10対象 （駒沢陸上競技場） 10月10日 参加231チーム1733人による交流試合

②Ｕ-8・10対象 （アミノバイタルフィールド） 2022年2月6日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

③小学校低学年対象フェスティバル （ブロック提供会場） 7～22年3月 少年連盟ﾌﾞﾛｯｸ6回781人参加

(5) キッズエリート（Ｕ-10）プログラム （都内4会場） 2022年2月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(6) ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル

①2021東京 in 千住 （ミズノフットサルプラザ千住） 52人による交流試合

②2021東京 in 三鷹 （SUBARU総合スポーツセンター） 34人による交流試合

③2021東京 in 三鷹 （SUBARU総合スポーツセンター） 55人による交流試合

④2021東京 in 大田 2022年2月23日 39人による交流試合

(7) ＪＦＡレディース／ガールズフェスティバル

①レディース （駒沢第一球技場） 5月29日 18チーム＋個人参加　計114人

②レディース (AGFフィールド） 2022年3月13日 17チーム＋個人参加　計107人

(8) ＪＦＡフットボールデー （東京多摩ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ南豊ヶ丘フィールド） 9月11日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(9) 女子サッカーデー （駒沢第一球技場） 2022年2月11-12日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(10) JFAグラスルーツフェスティバル (AGFフィールド） 11月28日 U-6：63組126人

U-8：62組124人

（味の素フィールド西が丘） 2022年3月6日 U-6：78組156人

U-7：76組152人

U-8：54組108人

(11) ミニグラスルーツフェスティバル (昭和公園陸上競技場） 11月7日 U-6：29組58人

U-8：47組94人

3月16日

2022/2/16

10月9日

8月18日

9月15日

10月20日

11月17日

1月19日

2月6日

5月19日

6月16日

7月21日

①幼稚園・保育園の巡回指導

世田谷区総合運動場体育館

11月20日

6月6日

6月12日

第9回東京都女子ユースフットサルフェスティバル 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場

小金井市総合体育館

小金井市総合体育館

（大田区総合体育館）
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(12) U-9交流会 （府中サッカー場） 2022年3月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(13) 東京FA会長杯少女ミニサッカー大会 （アミノバイタルフィールド） 2022年2月26-27日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(14) 中学年代の活動推進事業 （駒沢第２球技場） 10月～12月 男子中学3年生対象全10回29人参加

（アミノバイタルフィールド他） 12月～2022年3月 女子中学生3回15人参加

(15) 女子活動推進事業

①東京都ﾚﾃﾞｨｰｽｼﾆｱ（マザーズ）ｻｯｶｰ大会 （駒沢第一球技場） 2022年2月11-12日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

②三菱養和レディース＆ガールズサッカー大会 （三菱養和巣鴨G） 11月3日 ガールズ：15チーム＋個人参加　計134人

レディース：15チーム＋個人参加　計147人

③少女対象フェスティバル (16ブロック提供会場） 12月～2022年3月 ﾆｰﾆｬｽﾘｰｸﾞ、ﾃﾞｨﾉｽｶｯﾌﾟ　参加者約900人

(16) ユースダイレクター活動推進事業 通年

(17) 障がい者サッカー支援事業 （アミノバイタルフィールド） 2022年1月8日 参加選手15人

　　５．サッカー関連施設整備促進事業

施設整備委員会

①各種施設の調査・視察 通年

②施設の充実に関し､区･市･町・地区連盟と連携 通年

③施設整備に対する助成 2022年3月

　　６．スポーツマネジャー養成事業

(1) 受講者12人(平日開催）

受講者11人(土日開催)

　　７．その他指導・普及事業

(1) 東京都サッカー協会広報誌発行 年1回（3月） 3,000部作成

(2) ホームページ情報更新 通年

(3) 各種会議派遣

          JFA評議員会､関東協会社員総会・理事会・代表者会議､全国・関東審判関連会議、全国・関東技術関連会議、

          全国・関東各種別委員会、全国・関東各連盟関連会議、東京都体育協会関連会議　等

　③　代表関連事業

　　１．国民体育大会関連事業

(1) 国体東京都予選会 (駒沢補助競技場　他) 5月～6月述べ6回

(2) 国体代表強化事業 

・国体選抜練習会 (駒沢第2球技場 他) 6～8月述べ12回

2022年2～3月述べ7回 指導ｽﾀｯﾌ6人選手53人

2022年2～3月述べ4回 指導ｽﾀｯﾌ5人選手30人

2022年3月

(3) 国民体育大会関東ブロック大会(栃木)  

・成年男子 1回戦　東京都選抜　0-1　茨城県選抜 8月21日 栃木県グリーンスタジアム（メイン）

※関東ブロック大会敗退

・女子 1回戦　東京都選抜　1-0　栃木県選抜 8月21日 矢板運動公園陸上競技場

決定戦 東京都選抜　3-0　埼玉県選抜 8月22日 矢板運動公園陸上競技場

※関東ブロック大会通過

・少年男子 7月11日 真岡市総合運動公園陸上競技場

※関東ブロック大会敗退

(4) 国民体育大会(三重)  

(5) 国体強化特別事業

・東京-ソウル親善定期戦　（U-18・U-15各2試合）

・海外トレーニングキャンプ（少年連盟）

・海外トレーニングキャンプ（女子連盟）

・海外トレーニングキャンプ（高体連）

・東アジアシニア交流

(3月の1回のみ発行)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

参加選手50名

指導ｽﾀｯﾌ16人選手48人

2022年1月22日～1月30日

JFAスポーツマネジャーズカレッジサテライト講座 (オンライン) 2022年1月12日～2月1日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・強化練習会 少年男子

(駒沢補助競技場 他)・強化練習会 少年女子

清瀬内山運動公園サッカー場A面グラウンド（人工芝改修）

(マレーシア)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

決定戦 東京都選抜　1-4　千葉県選抜

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(駒沢第2球技場)

(集合)

（国内遠征に変更して実施）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・海外トレーニングキャンプ　少年男子 
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Ⅱ．収益事業等

　［１］収益事業（収１）

　　　競技会運営受託事業

(1) 東京2020オリンピック競技大会

女子 スウェーデン　3-0　アメリカ 7月21日 東京スタジアム （無観客試合）

(GS第1節) オーストラリア　2-1　ニュージーランド

男子 メキシコ　4-1　フランス 7月22日 東京スタジアム （無観客試合）

(GS第1節) 日本　　　1-0　南アフリカ

※女子決勝(8月6日)は試合会場を国立競技場から横浜国際総合競技場へ変更して開催

(2) 国際親善試合 4月11日 国立競技場

なでしこジャパン(日本女子代表)　7-0　パナマ女子代表 （観客： 4,036 人）

(3) 天皇杯 JFA 全日本選手権大会　2回戦 6月9日 味の素フィールド西が丘

ＦＣ東京　1-2　順天堂大学 （観客： 1,682 人）

(4) 天皇杯 JFA 全日本選手権大会　2回戦 6月16日 味の素フィールド西が丘

東京ヴェルディ　0-1　ファジアーノ岡山 （観客： 1,016 人）

(5) 天皇杯 JFA 全日本選手権大会　決勝 12月19日 国立競技場

浦和レッズ　2-1　大分トリニータ （観客： 57,785 人）

(6) 全国高校選手権大会 12月28日～2022年1月10日

優  勝 青森山田高校（青森県） 人）

第２位 大津高校（熊本県）

第３位 関東第一高校（東京都）、高川学園高校（山口県）

(7) 高円宮杯 JFA 第33回全日本U-15サッカー選手権大会 味の素フィールド西が丘

準決勝

名古屋グランパスU-15　　0-0（PK2-4）　サガン鳥栖U-15 （観客： 771 人）

ＦＣラヴィーダ　　4-1　鹿島アントラーズつくばジュニアユース （観客： 1102 人）

決勝

サガン鳥栖U-15　　4-1　ＦＣラヴィーダ （観客： 1,209 人）

(8) バーモントカップ全日本U-12フットサル選手権大会

(9) 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 決勝ラウンド 11月24日～28日

優  勝 クリアソン新宿 人）

第２位 FC.ISE-SHIMA

第３位 おこしやす京都ＡＣ

(10) 全日本フットサル選手権大会 2022年3月19日～21日 駒沢屋内球技場 （無観客）

準々決勝 ペスカドーラ町田 3-5 バルドラール浦安

名古屋オーシャンズ 6-0 デウソン神戸

立川・府中アスレティックＦＣ 4-1 シュライカー大阪

バザジィ大分 2-1 ボルクバレット北九州

準々決勝 バルドラール浦安 0-4 名古屋オーシャンズ

立川・府中アスレティックＦＣ 4-2 バサジィ大分

決勝 名古屋オーシャンズ 0-1 立川・府中アスレティックＦＣ

(11) 全国青年大会フットサル競技 11月13日

(12) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 2月～12月 45試合

(13) WEリーグ東京開催試合運営協力 9月～12月・2022年3月 6試合

(14) Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 受託せず

(15) 都民体育大会

(16) 都民生涯スポーツ大会 9月26日・10月3日・17日

(17) シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 参加 31チーム

　［２］その他事業（他１）

　　　登録事業

チーム及び選手、審判員等の登録並びに日本サッカー協会及び関東サッカー協会と連動したシステムの維持と利用、その他関連事業

(1) 東京都サッカー協会登録加盟一覧表

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)

2021年度

10,968

36,632

1,412

14,67915,813

16,121

14,577

16,48816,188

11,289

12月27日

21

161

806

59

37,045

駒沢補助競技場・第2球技場

1,510

86,282

490507

87,541

2019年度

1,463

94,334

4,730

1,638

2,138合　計 2,241

58

360

2,145

12月25日

2020年度

63

813

325

355

327

59

58

20

41,109

1,541

390

178

356

328

2019年度

385

800

336

13,182

4,353

（観客述べ：145,826

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

2021年度

（観客述べ：5,462

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

2020年度

1,41659

57720

4,429

11月6日・7日・20日・27日

187

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

選手登録数(名)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

国立競技場・駒沢陸上競技場・味の素フィールド西が丘　他

味の素フィールド西が丘

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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(2) 審判登録

１級

女子１級

２級

３級

４級

S級

１級

２級

３級

(3) フットサル登録

第１種

第２種

第３種

第４種

合計

(4) (公財)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分担金納入(1～4種・シニア・女子・フットサル・技術・審判)

(6) (公財)日本サッカー協会にチーム加盟費　個人登録料納入（1～4種・シニア・女子・フットサル）

(7) 東京都サッカー協会所属各連盟に登録業務補助金を支給

フットサル審判登録数(名)

2021年度

78

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

21,175

169

2021年度2020年度

20

2019年度

2019年度

7

5

20

166

17

129

2019年度

2217

20 20

9

8

 サッカー審判インストラクター登録数(名)

5

12

2020年度

23

22

172

2021年度

238

2,993

124

26 599

156

215

167

4,487223

合　計

25

133

151

9

202

122

4

196

合　計

サッカー審判登録数(名)

2019年度

24

30,120 26,116

2019年度

1,876

2020年度

25,707

4,5055,027

24,862

3229 31

261

0

4

4

21,366

4,308

2021年度

3,938

384

433

124

3,814

162

2,873

選手登録数(名)

369

458

379

2,939

2021年度

526

2020年度

1,538

262 241

0

2020年度

1,574

0

2019年度

1,209

5

16

1,547 1,267

5

フットサル審判インストラクター登録数(名)

1515

5

10

214

24

7

2020年度

-

9

58

-

2021年度

58 61

-
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