
財団法人東京都サッカー協会

Ⅰ.主催・運営受託等の事業（第１号事業関係）

期日 内容説明

１． 主催試合

(1) 東京都トーナメント  準決勝・決勝 8月29日・9月5日 社会人代表2ﾁｰﾑ･学生代表2ﾁｰﾑ

２． 受託試合 [委託者]

(1) AFC女子サッカーオリンピック予選 （日本協会） 4月18・20･22･24日 日本女子代表他　(4試合)

１次ラウンド(3日間)・決勝ラウンド準決勝

(2) （日本協会） Ｕ－23日本代表(男子)他

(3) 都民体育大会 （都体協） 5月22・29日・6月6日 参加 40 ﾁｰﾑ

(4) 都民生涯スポーツ大会 （都体協） 8月22・29日・9月5日 参加 40 ﾁｰﾑ

(5) 天皇杯全日本選手権大会 3回戦 （日本協会） 各回戦1試合,参加ﾁｰﾑ80ﾁｰﾑ

(6) 天皇杯全日本選手権大会 4回戦 （日本協会） 11月13・14日 2試合

(7) 天皇杯全日本選手権大会 準決勝 （日本協会） 1試合

(8) 天皇杯全日本選手権大会 決勝 （日本協会） 17年1月1日 1試合

(9) 全国高校選手権大会 （日本協会） 12月30日～17年1月10日 参加 48 ﾁｰﾑ

開幕戦・1･2･3回戦・準々決勝･準決勝・決勝

(10) 高円宮杯全日本ユース(Ｕ－18)選手権大会 （日本協会） 参加 16 ﾁｰﾑ

準決勝 2試合

(11) 高円宮杯全日本ユース(Ｕ－15)選手権大会 （日本協会） 12月 参加 16 ﾁｰﾑ

準決勝・決勝

(12) 全日本少年フットサル大会 （日本協会） 17年1月4～6日 参加 48 ﾁｰﾑ

(13) 全日本フットサル選手権 （日本協会） 17年2月 参加 16 ﾁｰﾑ

(14) 全日本女子選手権  準決勝・決勝 （日本協会） 17年1月 参加 23 ﾁｰﾑ

(15) ＦＵＴＳＡＬ地域チャンピオンリーグ （日本フットサル連盟）　 4月9・10・11日 参加 8 ﾁｰﾑ

(16) ティファールカップレディースフットサル大会 （日本フットサル連盟）　 11月 参加 16 ﾁｰﾑ

(17) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 （Ｊリーグ） 16年3月～11月

(18) 関東高専大会 （関東協会） 参加 8 ﾁｰﾑ

(19) 関東自治体職員選手権大会 （関東協会） 10月23・24・25・26日 参加 12 ﾁｰﾑ

(20) 関東少年選抜大会 （関東協会） 12月 参加 20 ﾁｰﾑ

(21) （関東協会）

３． フットサル委員会

(1) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月9・10日 参加 24 ﾁｰﾑ

(2) 全日本フットサル選手権大会 都大会 8月～11月 参加 150 ﾁｰﾑ

(3) 全日本ユース（Ｕ－15）フットサル大会 都大会 9月 参加 24 ﾁｰﾑ

(4) ティファールカップレディースフットサル大会　都大会 10月 参加 12 ﾁｰﾑ

(5) 全日本少年フットサル大会 都大会 10月～11月 参加 80 ﾁｰﾑ

(6) 東京都女子フットサル大会 2月～3月 参加 12 ﾁｰﾑ

(7) 東京都ユース（Ｕ－15）フットサル大会 1月～2月 参加 24 ﾁｰﾑ

(8) 東京都ユース（Ｕ－18）フットサル大会 1月～2月 参加 24 ﾁｰﾑ

(9) 東京都少年少女フットサル教室 11月 参加 100 名

(10) 東京都フットサル指導者講習会 未定 参加 25 名

10月9日

平成１6年度  事業計画書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

10月27日

12月25日

アテネオリンピック壮行試合 7月30日

ティファールカップレディースフットサル大会　関東大会
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Ⅱ. 登録・養成事業（第２号事業関係）

１． 登録 東京都体育協会他2団体

２． 補助 傘下社会人連盟他9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 4月～17年1月 指導スタッフ23人選手150人

    ②東京地域トレセン(Ｕ－16，Ｕ－14，Ｕ－12，女子) 4月～17年3月

    ③ブロックトレセン(U－12) 6月～17年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ指導ｽﾀｯﾌ32人選手480人

　  ④トレセン交流大会への参加 17年1月～3月

　　⑤U-13地域トレセン交流大会 12月 各地域選抜7ﾁｰﾑ･U-12選抜1ﾁｰﾑ参加

　　⑥U-13関東広域トレセン交流大会 未定

　　⑦ＧＫキャンプ　2コース 未定 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ6人選手28人

（2）公認Ｃ級コーチ養成講習会

    ①短期型 (Jヴィレッジ)　2コース 8月，17年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

    ②中期型 (都内)  6コース 8月～17年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

（3）公認Ｄ級コーチ養成講習会（23ｺｰｽ） 4月～17年3月 各ｺｰｽ指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

（4）ナショナルトレセン指導者講習（Ｕ-16・14・12） 11月～17年3月 各ｶﾃｺﾞﾘｰ 指導者2人派遣

（5）トレセン指導スタッフ海外研修（ＪＦＡ） 4月・5月･6月（3ｺｰｽ） 参加者2人

（8）公認Ｃ・Ｄ級養成講習会インストラクター研修会（ＪＦＡ） 16年 2月 参加者17人

（9）スカウティングVTR作成 各年代東京都レベルの確認

４． 審判委員会

（1）指導部関係

   1)研修会･講習会

       ①1級昇格候補者強化講習会 年6回 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者3人

       ②2級研修会 (全登録審判員対象) 12月 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者100人

       ③2級強化審判員研修会 通年(月1回) 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者20人（各回）

       ④新2級フォロー研修会 (宿泊) 6月または7月 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者15人

       ⑤2級昇格候補者強化講習会  4月･10月 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者20人

       ⑥3級研修会 (全登録審判員対象) 8月 指導ｽﾀｯﾌ12人受講者700人

　　　⑦3級実技打合わせ講習会 1月 指導ｽﾀｯﾌ8人受講者100人

       ⑧3級実技研修会 (東京カップ) 2月～3月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者200人

       ⑨3級育成コース講習会（Ｕ-30） 年5回（9月～17年1月） 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者30人

9月～10月 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者30人

       ⑪女子3・4級実技研修会 年2回 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者30人

       ⑫女子ステップアップ研修会 年6回 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者30人

   2)トレーニングセンター     

       ①実技研修会 (宿泊)・ｲｷﾞｮﾗ杯・大学強化ｷｬﾝﾌﾟ 年2回 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者40人

       ②トレ-ニングセンター（三菱養和巣鴨）  月2回・全24回 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者50人（各回）

（2）登録部関係

   1)資格認定講習会（サッカー）

       ①3級資格認定講習会 5月･7月･9月･11月・ 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者80人（各回）

17年1月・2月

       ②4級資格取得講習会

         ・審判委員会主催 6月･8月･10月･17年2月 指導ｽﾀｯﾌ16人受講者225人（各回）

         ・依頼､講師派遣 (年間約70回) 4月～17年3月 指導ｽﾀｯﾌ70人受講者6000人

　　　③2級資格更新講習会 奇数隔年（次回17年度）

　　　④3級資格更新講習会 奇数隔年（次回17年度）

       ⑤4級資格継続講習会

         ・審判委員会主催 4月・6月･8月･10月･ 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者100人（各回）

12月・17年2月

         ・依頼､講師派遣 (年間約60回) 4月～17年3月 指導ｽﾀｯﾌ60人受講者5000人

Ｕ-13地域ﾄﾚｾﾝ交流大会優秀選手18人

指導ｽﾀｯﾌ60人選手720人（7地域・女子）

       ⑩3級育成コース実技講習会（都学連3･4部）（Ｕ-30、東京加盟大学）

年代別交流大会 各指導者3人選手18人
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   2)資格認定講習会（フットサル）

       ①フットサル3級資格認定講習会 7月・12月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者100人(各回）

       ②フットサル4級資格取得講習会

         ・審判委員会主催 7月・12月 指導ｽﾀｯﾌ8人受講者50人(各回)

         ・依頼､講師派遣 (年間約10回) 4月～17年3月 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者400人

       ③フットサル2級資格更新講習会 奇数隔年（次回17年度）

       ④フットサル3級資格更新講習会 奇数隔年（次回17年度）

       ⑤フットサル4級資格継続講習会

         ・審判委員会主催 6月･8月･10月･17年2月 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者30人(各回)

         ・依頼､講師派遣 (年間約10回) 4月～17年3月 指導ｽﾀｯﾌ10人受講者30人(各回)

（3）インストラクター部関係

    　 ①インストラクター研修会(サッカー) 8月 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者20人

    　 ②インストラクター研修会(フットサル) 7月・1月 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者10人

     　③インストラクター派遣 通年 9大会約400試合

（4）競技部関係

　　　審判員派遣（サッカー・フットサル） 通年 各種大会

（5）渉外部関係

　　　①交流会(第13回フラタニティカップ/東京） 7月（3泊）

　　　②海外研修（東京―ソウル交流） 未定

（6）広報部関係

　　　広報誌「ハーフタイム」発行 7月・17年3月 各回10000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）研修会・講習会

　　　①フットサル2級研修会　*指導部協業 年2回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者60人（各回）

　　　②フットサル3級研修会　*指導部協業 年2回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者100人（各回）

　　　③フットサル観戦研修会（全日本選手権他） 年2回 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者50人（各回）

   2)フットサル指導者講習会への受講者派遣  

　　　①日本協会主催指導者講習会 1回（7月） 兵庫県

　　　②関東協会主催指導者講習会 1回（3月）

（8）育成部関係

　　　①サッカー資格講習会講師研修会 年1回（1月） 国立霞ヶ丘競技場

　　　②フットサル資格講習会講師研修会　*フットサル部協業 年1回

（9）総務部関係

　　　　・2級昇格者激励会 12月

Ⅲ.指導･調査･研究事業（第３号事業関係）

１． 普及事業

（1）キッズ（Ｕ-６）プログラム 通年

（2）ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル 年3回 参加者各300人

（3）ＪＦＡキッズ（Ｕ-６・８・１０）サッカーフェスティバル 年3～5回 参加者各500人

（4）ＪＦＡレディース・ガールズサッカーフェスティバル 年3回 参加者各300人

２． 技術関連事業

（1）公認Ｃ・Ｄ級コーチ養成講習会インストラクター研究会 12月 参加者24人

（2）地域トレーニングセンター指導者研究会 12月 参加者50人

（3）公認コーチ（Ｄ級除く）リフレッシュ研究会 7月～17年 2月 参加者300人

（4）公認Ｄ級コーチリフレッシュ研究会 4月～17年3月 7地域及び区市　各参加者40人

３． 審判関連事業

    審判インストラクター研究会 9月 参加者30人

４． 試合用品の研究・販売
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Ⅳ.代表チームの選定・派遣事業（第４号事業関係）

１． 全国大会出場補助 通年 各種連盟代表 延47ﾁｰﾑ

２． 関東大会出場補助 通年 各種連盟代表 延61ﾁｰﾑ

３． 競技力向上事業

（1）国体東京都予選会 4月～6月 成年男子指導スタッフ4人選手60人

（2）国体代表練習会 4月～8月 3種別計　指導スタッフ12人選手75人

（3）国民体育大会関東ブロック大会(神奈川)  7月10～11日･ 17～18日 3種別計　指導スタッフ12人選手48人

（4）国民体育大会(埼玉） 9月11日～14日 3種別計　指導スタッフ12人選手48人

Ⅴ.地域間交流､国際交流事業（第５号事業関係）

１． 派遣事業

（1）役員会議派遣

       日本協会評議員会､関東理事会､関東地域都県代表者会議､全国理事長会､関東審判委員長会

       関東社会人連盟運営委員会､関東学連評議員会､都県大学担当者連絡協議会

       関東高体連委員長会､関東中体連委員長会､関東３種委員長会､日本協会第４種委員長会

       関東少年委員長会､全国規律･フェアプレー委員長会､全国技術委員長会､関東技術委員長会

       関東女子委員長会､関東大学女子連絡会､全日本フットサル担当者会､関東フットサル委員長会

（2）チーム派遣

　　東京-ソウル親善定期戦 8月23日～27日 Ｕ-18・Ｕ-15各2試合

　　少年少女チーム地域交流補助

［少年］ ベルリン市少年選抜チーム招聘試合 8月

［少女］ 関東トレセンリーグ 4月～17年3月

関東少女8人制大会 9月

Ⅵ.出版事業（第６号事業関係）

１． 東京都サッカー協会広報発行  年4回 2000部作成，全加盟ﾁｰﾑ・役員 及び

各区市ｻｯｶｰ協会・連盟に送付

２． ホームページ情報更新 通年

Ⅶ.施設・設備の推進事業（第７号事業関係）

１． 施設委員会

（1）各種施設の調査・視察 通年

　　（多摩国体を視野に、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･地区連盟と連携 通年

通年（4）サッカーを中心としたモデル的地域スポーツ環境整備助成金交付推進活動
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