
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]

東京都トーナメント

準決勝 西が丘サッカー場

第１試合 青梅ＦＣ　2-5　法政大学 （観客： 347 人）

第２試合 佐川急便東京ＳＣ　2-3　駒澤大学 （観客： 704 人）

決勝 西が丘サッカー場

法政大学　5-2　駒澤大学 （観客： 760 人）

[受託試合]

1. キリンチャレンジカップ 国立競技場

日本代表　2-0　トリニダード・トバゴ代表 （観客： 47,482 人）

2. フットサル日本代表親善試合　～ＡＦＣフットサル選手権壮行試合～ 5月5日 国立代々木競技場第一体育館

フットサル日本代表　0-3　フットサルブラジル代表 （観客： 8,749 人）

3. TOYOTAプレゼンツFIFAクラブワールドカップジャパン 12月11・13･15日 国立競技場

１回戦 全北現代モータース　0-1　クラブアメリカ （観客： 34,197 人）

準決勝 アハリスポーティングクラブ　1-2　ＳＣインテルナシオナル （観客： 33,690 人）

5位決定戦 オークランドシティFC　0-3　全北現代モータース （観客： 23,258 人）

4 日中韓サッカーU-21代表交流戦 国立競技場

U-21日本代表　2-0　U-21中国代表 （観客： 21,190 人）

5 日中韓サッカーU-21代表交流戦 国立競技場

U-21日本代表　1-1　U-21韓国代表 （観客： 22,115 人）

6 アジア男子サッカー（北京オリンピック）２次予選 国立競技場

U-22日本代表　3-0　U-22香港代表 （観客： 11,909 人）

7 アジア男子サッカー（北京オリンピック）２次予選 国立競技場

U-22日本代表　3-0　U-22シリア代表 （観客： 18,495 人）

8 国立競技場

日本女子代表　2-0　メキシコ女子代表 （観客： 10,107 人）

9. 天皇杯全日本選手権大会 江東区夢の島競技場

２回戦 法政大学　2-0　TDK （観客： 449 人）

10. 天皇杯全日本選手権大会 味の素スタジアム

３回戦 東京ヴェルディ1969　0-1　栃木SC （観客： 3,023 人）

11. 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　7-0　バンディオンセ神戸 （観客： 6,397 人）

12. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

準決勝 浦和レッドダイヤモンズ　2-1　鹿島アントラーズ （観客： 35,782 人）

13. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

決勝 浦和レッドダイヤモンズ　1-0　ガンバ大阪 （観客： 46,880 人）

14. 全国高校選手権大会 12月30日～18年1月9日 西が丘サッカー場・駒沢陸上競技場・国立競技場　他

優  勝 盛岡商業高校（岩手県）

第２位 作陽高校（岡山県）

第３位 八千代高校（千葉県）、神村学園高校（鹿児島県） （観客延べ： 103,499 人）

15. 高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権大会 9月10・16・18・24日、10月7日 西が丘サッカー場・国立競技場

1次ラウンド 第1戦 広島観音高校　1-1　盛岡商業高校 （観客： 300 人）

ヴェルディユース　3-1　旭川実業高校 （観客： 439 人）

第2戦 広島観音高校　2-1　ヴェルディユース （観客： 390 人）

盛岡商業高校　1-0　旭川実業高校 （観客： 464 人）

第3戦 滝川第二高校　5-1　大分トリニータU-18 （観客： 660 人）

盛岡商業高校　0-5　ヴェルディユース （観客： 429 人）

準々決勝 初芝橋本高校　1-1（3PK0）　ヴェルディユース （観客： 902 人）

滝川第二高校　4-1　サンフレッチェ広島FCユース （観客： 1,187 人）

準決勝 初芝橋本高校　0-1　名古屋グランパスエイトU-18 （観客： 1,822 人）

ガンバ大阪ユース　1-2　滝川第二高校 （観客： 2,375 人）

2月28日

11月3日

12月29日

19年1月1日

3月10日

平成18年度  事業報告書 

8月23日

8月9日

3月28日

11月21日

10月25日

8月26日

9月23日

10月8日
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16. 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 FC東京U-15深川　1-4　ガンバ大阪ジュニアユース （観客： 851 人）

SSSジュニアユース　0-3　FC東京U-15むさし （観客： 1,009 人）

決勝 ガンバ大阪ジュニアユース　2-1　FC東京U-15むさし （観客： 10,175 人）

17. 全日本女子選手権大会 19年1月1日 国立競技場

決勝 岡山湯郷Belle　0-2　TASAKIペルーレFC （観客： 15,050 人）

18. 全日本大学女子選手権大会 19年1月12・14日 西が丘サッカー場・国立競技場

準決勝 日本体育大学　1-0　早稲田大学 （観客： 496 人）

大阪体育大学　2-1　神奈川大学 （観客： 382 人）

決勝 日本体育大学　0-1　大阪体育大学 （観客： 4,249 人）

19. MOCなでしこリーグオールスター 国立競技場

なでしこEAST　1-2　なでしこWEST （観客： 8,027 人）

20. MOCなでしこリーグ　ディヴィジョン1・2入替戦 江戸川区陸上競技場

スペランツァFC高槻　1-2 大原学園JaSRA女子SC （観客： 342 人）

21. 全日本少年大会 8月11・12日 西が丘サッカー場

準決勝 横浜F・マリノスプライマリー　3-0 ヴェルディジュニア （観客： 2,347 人）

横浜F・マリノスプライマリー追浜　0-2 FC浦和 （観客： 2,573 人）

決勝 横浜F・マリノスプライマリー 1-0 FC浦和 （観客： 4,109 人）

22. ティファールカップ全日本女子フットサル選手権大会 11月3～5日 駒沢体育館

優  勝 FUN Ladies　（関東／東京都）

第２位 PREDATOR URAYASU FUTSAL CLUB Las Bonitas（関東/千葉県）

第３位 大原学園JaSRA女子フットサルクラブ（北信越/長野県） （観客延べ： 2,000 人）

23. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 19年1月3～5日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝 MALVA MITO FC（茨城県）

第２位 ヴェルディジュニア（東京都）

第３位 アヴァンサールFC(岡山県）、AS KOFU FC（山梨県） （観客延べ： 3,000 人）

24. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 19年2月3・4日 駒沢体育館

準決勝 大洋薬品/BANFF 4-2 FIRE FOX （観客： 2,085 人）

府中アスレティックFC 5-4 MAG'S FUTSAL CLUB （観客： 2,223 人）

第3位決定戦 FIRE FOX 4-3 MAG'S FUTSAL CLUB （観客： 1,772 人）

決勝 大洋薬品/BANFF 3-1 府中アスレティックFC （観客： 2,477 人）

25. FUTSAL地域チャンピオンズリーグ(全国大会) 19年3月23～25日 駒沢体育館

優  勝 大洋薬品/BANFF（東海）

第２位 MAG'S FUTSAL CLUB（関西）

第３位 FIRE FOX（関東）、CASCAVEL KANSAI（関西） （観客延べ： 3,000 人）

26. 全日本大学フットサル大会　東日本 8月22・23日 国立代々木競技場第一体育館

優  勝 明治大学

第２位 帝京大学

第３位 早稲田大学、東京経済大学 （観客延べ： 2,000 人）

27. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 3月～11月 49試合

28. 都民体育大会 5月13日～5月28日

優  勝 目黒区 参加32チーム

第２位 清瀬市

第３位 足立区

29. 都民生涯スポーツ大会 8月20、27日、9月3日

参加チームによる交流試合　各１～２試合 参加38チーム

30. 関東女子ユース(U-15)選手権大会 6月10～11日

優  勝 浦和レッドダイヤモンズジュニアユースレディース 参加16チーム

第２位 ＦＣ駒沢女子

第３位 大和シルフィード98

    [フットサル委員会]

1. 東京都フットサルチャレンジＵ－18

優  勝　： ガロＦＣトウキョウＵ-18 8月5・6日

第２位　： ＦＣバブルユース 駒沢屋内球技場

第３位　： 筑附ＯＢ 参加 16 チーム （観客延べ： 180 人）

8月27日

11月11日
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2. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会東京都大会 

優  勝　： シャークス立川 6月10日～11月11日

第２位　： フトゥーロ 府中市立総合体育館、駒沢屋内球技場

第３位　： ゾット 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館　他

参加 97 チーム （観客延べ： 1,200 人）

3. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会

優  勝　： ＦＣバブルジュニアユース 9月17・24日

第２位　： サッカーコミュニティＦＣ目黒 フィスコフットサルアレナとしまえん、江東区亀戸スポーツセンター

第３位　： 参加 24 チーム （観客延べ： 360 人）

4. ティファールカップ全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

優  勝　： ファンレディース 7月22・23日、8月12・13日

第２位　： うー魚 駒沢屋内球技場、小金井市総合体育館

第３位　： カスカヴェウ　バイラリーナス 参加 21 チーム （観客延べ： 270 人）

5. バーモントカップ全日本少年フットサル東京都大会

優  勝　： ヴェルディジュニア 9月24日、10月28日、11月11日

第２位　： 高島平ＳＣ 立川市泉市民体育館

第３位　： コレーガＳＣ、ミッキーＳＣ 参加 124 チーム （観客延べ： 1,300 人）

6. 東京都レディース（Ｏ-30） フットサルフェスティバル

駒沢屋内球技場

参加 16 チーム （観客延べ： 150 人）

7. 東京都ユース(U-15)フットサル大会

優  勝　： サッカーコミュニティＦＣ目黒 19年1月13・14・28日

第２位　： 町田ＪＦＣ 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

第３位　： 十条ＦＣ Ｕ-15、ＦＣ駒沢Ｕ-15 参加 32 チーム （観客延べ： 330 人）

8. 東京都ユース(U-18)フットサル大会

優  勝　： フォッズＦＣ 19年1月13・14・28日

第２位　： 志村高校Ａ 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

第３位　： セイシンＦＳ、成立高校Ａ 参加 28 チーム （観客延べ： 330 人）

9. バーモントカップフットサル教室

工学院大学八王子キャンパス体育館 （参加者： 160 人）

10. 運営スタッフ登録事業 通年 （登録者： 60 人）

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

サッカー18,679名　(内訳：1級12名・女子1級3名・2級179名・3級4,301名・4級14,184名)

フットサル1,175名　（内訳：1級9名・2級67名・3級363名・4級736名）

(3) フットサル登録

688チーム (延27大会)

個人登録6,582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）

7

1,346

1,439

19年3月25日

12月2日

322

674

59

52

808

186

958

合　計 2,057 78,243

55

32

ＦＣバブルジュニＦＣトリプレッタジュニアユース、レッドスタージュニアユース

14,582

13,354

13,380

32,190

504

352
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２．補助

(1) 交付金＝社会人連盟他１３団体に交付

(2) 普及費＝高校体育連盟以下７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～19年1月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各10人選手延べ320人

(駒沢補助競技場 他) (U－13) 5月～19年2月（計5回） 指導ｽﾀｯﾌ各5人選手延べ300人

(U－14) 5月～12月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各5人選手延べ300人

(U－15) 5月～12月（計6回） 指導ｽﾀｯﾌ各5人選手延べ300人

(U－16) 9月～11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～19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～19年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人

 4）関東トレセン交流大会への参加 (U－12) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 選手22人　東京選抜ｸﾞﾙｰﾌﾟ5位

(U－13) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 19年2月24日・25日 選手16人　東京選抜ｸﾞﾙｰﾌﾟ1位

(U－14) （埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ 他） 19年1月6日･7日 選手18人　東京選抜1位

12月17日・23日 指導者28人　選手160人

 6）東京都ＧＫﾄﾚｾﾝ（Ｕ-13・14・15・16） (駒沢補助競技場) 5月～11月（計4回） 指導者4人　選手84人

 7）東京都ＧＫｸﾘﾆｯｸ（Ｕ-12） (FC東京深川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他) 指導ｽﾀｯﾌ各15人　選手60人

 8）東京都ﾄﾚｾﾝﾘｰｸﾞU-15 (小金井一中 他) 9月10日～12月24日 7地域及び中体連　計 指導者50人選手400人

 9）関東トレセンリーグへの参加 (U－14) （波崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他） 9月10日～19年2月25日 選手18人　東京選抜3勝1分1敗

(U－15) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 9月10日～19年1月5日 選手18人　東京選抜4位

(U－16) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 4月29日～19年2月25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5日～26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

 2）中期型 （都立武蔵野北高校・都立多摩工業高校) 11月23日～12月10日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

（三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ） 19年3月3日～3月25日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

 3）連盟実施型 (少年連盟東地区・城山小学校他) 8月19日～9月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者27人

(少年連盟西地区・日大第三高校他) 8月20日～10月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者22人

(社会人連盟・都立大山高校他) 19年1月13日～2月11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) 19年2月27日～3月9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36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） 4月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者28人

 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） 7月31日・8月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者21人

 3）都立南葛飾高校・修徳高校（葛飾区） 10月14日・15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

 4）三鷹市立三鷹第2小学校（三鷹市） 12月16日・17日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

 5）味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ・ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 19年1月20日・21日 指導ｽﾀﾂﾌ2人受講者62人

 6）品川区立八潮小学校（少年第8ﾌﾞﾛｯｸ） 19年1月27日・28日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

 7）青梅市立泉中学校（青梅市） 19年2月10日・11日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者21人

 8）東京工学院専門学校・小金井市立南中学校（小金井市） 19年2月10日・11日 指導ｽﾀﾂﾌ1人受講者33人

 9）国立西が丘ｻｯｶｰ場 19年2月10日・11日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

10）日野市立陸上競技場（日野市） 19年2月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者38人

11）多摩市立多摩第1小学校（第7地域） 19年2月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者39人

12）早稲田大学（早稲田大学ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ） 19年2月24日・25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

13）都立立川ろう学校（知的障害者連盟） 19年2月24日・25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者17人

14）国立西が丘ｻｯｶｰ場 19年3月10日・11日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

15）北区立桐ヶ丘中学校・赤羽ふれあい館（北区） 19年3月31日・4月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

(4) 公認キッズリーダー養成講習会

U-6対象 11月25日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者55人

U-8・10対象 11月26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者57人

U-6対象 19年1月27日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

U-8・10対象 19年1月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者53人

U-6対象 19年3月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者26人

U-8・10対象 19年3月18日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

(国立西が丘ｻｯｶｰ場)

(国立西が丘ｻｯｶｰ場)

(駒込学園高校)

(駒込学園高校)

12月21日・19年2月15日（計2回）

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

 5）東京都地域ﾄﾚｾﾝＵ-13交流大会

9月10日・10月1日・11月26日

(駒沢第2球技場・補助競技場)
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(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) (U－14) 19年3月17日～19日 参加者2人(Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

(U－16) 11月22日～24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派遣 6月17日～24日 参加者2人（ﾄﾞｲﾂ）

(8) 公認47FAチーフインストラクター養成講習会（ＪＦＡ） 19年2月3日・4日 参加者34人（鹿島ﾊｲﾂ）

(9) 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） 5月19日～21日 参加者2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 実施なし

② サッカー2級研修会 (国立競技場) 19年2月18日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者125人

③ サッカー2級セレクト研修会 (駒沢補助競技場) 4月～19年3月 計9回 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者各回20人

④ サッカー新2級ﾌｫﾛｰ研修会（宿泊） (ホテル機山館・他) 8月5日～8月6日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者11人

⑤ (国立競技場会議室) 4月19日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人

(国立競技場会議室) 10月12日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者2人

⑥ サッカー3級研修会 (国立競技場) 8月19日 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者計114人

(東京学芸大学) 8月27日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者76人

⑦ サッカー3級講習会・実技研修会 (東京体育館研修室) 19年1月12日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者104人

[ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾌﾘｰ対象､東京ｶｯﾌﾟ] (都内各会場) 19年2～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑧ サッカー3級育成コース講習会 (東京体育館研修室) 4月21日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者34人

(東京体育館研修室) 6月20日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者28人

(東京体育館研修室) 8月29日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者21人

(国立競技場会議室) 9月21日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者26人

(国立競技場会議室) 11/27日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者25人

(東京体育館研修室) 18年3月29日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者23人

⑨ サッカー女子ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修会 (駒沢第２球技場） 6月1日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

(国立競技場会議室) 8月10日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者16人

（静岡県時の栖スポーツセンター） 19年3月28日～31日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者3人

⑩ サッカー女子審判発掘・育成講習会 (駒沢第２球技場） 5月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者5人

(八王子大柳グラウンド） 7月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人

2)トレーニングセンター     

① 実技研修会 (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4人・受講者20人

 (イギョラ杯) 19年3月25日～28日 指導ｽﾀｯﾌ5人・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ4人・受講者50人

② 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、駒沢) 4月～18年3月 計11回 指導ｽﾀｯﾌ各4人・受講者延べ451人

③ ｻｯｶｰ2級・3級強化･女子合同ﾄﾚｾﾝ (駒沢補助競技場他） 4月～18年3月 計10回 指導ｽﾀｯﾌ各6人・受講者延べ約580人

④ サッカートレセン座学 (国立競技場会議室) 7月12日 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者100人

⑤ 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) 5月27日 指導ｽﾀｯﾌ13人・受講者17人･登録者15人

(国立競技場) 7月2日 指導ｽﾀｯﾌ14人・受講者40人･登録者36人

(国立競技場) 9月24日 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者77人･登録者67人

(国立競技場) 11月5日 指導ｽﾀｯﾌ11人・受講者81人･登録者60人

(国立競技場) 19年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ13人・受講者85人･登録者73人

(国立競技場) 19年3月11日 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者93人･登録者80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) 6月11日 指導ｽﾀｯﾌ15人・受講者183人

(東京学芸大学) 8月27日 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者162人

(東京学芸大学) 10月9日 指導ｽﾀｯﾌ18人･受講者252人

(東京学芸大学) 19年 2月4日 指導ｽﾀｯﾌ18人・受講者102人

         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～19年3月 計67回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ5,755人

③ サッカー2級資格更新講習会（臨時）(国立競技場会議室) 19年3月14・16日 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者22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3807人

サッカー2級昇格候補者強化講習会  

(西が丘ｻｯｶｰ場・他)

5



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) 6月11日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者52人

(東京学芸大学) 8月27日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者91人

(東京学芸大学) 10月9日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者161人

(東京体育館研修室) 11月17日 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者82人

(東京学芸大学) 19年 2月4日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者294人

         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～19年3月 計71回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ4,762人

⑥ サッカー3級資格再認定講習会 (国立競技場会議室) 5月7日 指導ｽﾀｯﾌ11人・受講者131人･登録者130人

(国立競技場会議室) 5月18日 指導ｽﾀｯﾌ12人・受講者89人･登録者85人

(国立競技場会議室) 5月27日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者90人･登録者86人

(東京学芸大学) 19年 2月4日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者73人･登録者73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) 7月2日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者10人･登録者10人

19年3月11日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者21人･登録者20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) 7月2日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者35人

19年3月11日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者31人

         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～19年3月 計10回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ478人

③ フットサル3級資格更新講習会 （駒沢屋内球技場） 10月28日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者112人

（立川市泉市民体育館） 11月11日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者120人

（駒沢屋内球技場） 12月2日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者85人

④ フットサル4級WEB対応（資格継続）講習会 

         ・審判委員会主催 (東京学芸大学) 6月11日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者6人

(東京学芸大学) 8月27日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者13人

(東京学芸大学) 10月9日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者17人

(東京体育館研修室) 12月17日 （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者14人

(東京学芸大学) 19年2月4日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者10人

         ・依頼､講師派遣 (各区市協会・連盟実施) 4月～19年3月 計4回 指導ｽﾀｯﾌ各1人･受講者延べ75人

⑤ フットサル3級資格再認定講習会 (国立競技場会議室) 5月7日 （S3級再認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者8人･登録者7人

(国立競技場会議室) 5月18日 （S3級再認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者6人･登録者5人

(国立競技場会議室) 5月27日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者3人･登録者3人

⑥ フットサル2・3級資格再認定講習会 (東京学芸大学) 19年2月4日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者8人

3)審判登録WEB化関連

① 区市町FA向け説明会 (国立競技場会議室) 10月26日 ｽﾀｯﾌ3人・参加者43人

（3） インストラクター部関係

 1）派遣

① 東京都社会人チャンピオンシップ（東京カップ） 2月～4月（87試合） 派遣数41人

② 東京都社会人リーグ1部 4月～9月（58試合） 派遣数49人

③ 東京都社会人リーグカップ 10月～12月（12試合） 派遣数12人

④ 東京都サッカートーナメント都学連予選 4月～5月（16試合） 派遣数9人

⑤ 東京都大学連盟1･2部春季対抗戦 5月～6月（38試合） 派遣数18人

⑥ 東京都大学連盟秋季リーグ1～4部 9月～10月（23試合） 派遣数19人

⑦ 東京都大学連盟新人大会 12月（10試合） 派遣数10人

⑧ 日本クラブユースU-15東京都予選 5月～6月（11試合） 派遣数6人

⑨ 東京都クラブユースU-17 2月（1試合） 派遣数1人

⑩ 全国クラブチーム選手権東京都大会 7月～8月（6試合） 派遣数6人

⑪ Ｔリーグ 4月～7月（20試合） 派遣数19人

⑫ イギョラ杯 18年3月（10試合） 派遣数4人

⑬ 東京都女子リーグ 2月（3試合） 派遣数3人

⑭ 東京都社会人フットサルリーグ 7月（3試合） 派遣数1人

⑮ その他 12試合 派遣数9人

(4) 競技部関係

1）審判員派遣

① サッカー 通年 派遣数延べ3,746人

② フットサル 通年 派遣数延べ1,168人

(5) 育成部関係

   1）ｻｯｶｰ/ﾌｯﾄｻﾙ認定講習会講師研修会 (国立競技場会議室) 19年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人
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(6) 渉外部関係

1）海外交流（第15回ﾌﾗﾀﾆﾃｨｶｯﾌﾟ 山形・香港） （山形） 7月21日～23日 参加者34人

(7) 広報誌発行

　　　「ハーフタイム」発行 9月・19年3月 各回8,000部，登録審判員・役員 及び

各区市ｻｯｶｰ協会・連盟に送付

(8) フットサル部関係

1）観戦研修会 実施なし

(9) 総務部関係

1）2級昇格者激励会 （青山） 19年2月17日

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41園） 5月～19年3月

2)キッズ（U-6）サッカー大会 （明治大学八幡山G） 19年1月21日 参加42チーム

(2) 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）the First in Tokyo （小金井総合体育館） 8月13日 参加8チーム・70名による交流試合

2）the Second in Tokyo （拓殖大学八王子キャンパス体育館） 12月3日 参加5チーム・49名による交流試合

3）the Third in Tokyo （駒沢屋内球技場） 19年3月3日 参加9チーム・79名による交流試合

(3) 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29日 参加約2,200人による交流試合

2）Ｕ-8・10対象 （味の素スタジアム） 12月2日 参加約1,800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） 10月22日 参加120チーム1,822名による交流試合

4）Ｕ-6対象 （アミノバイタルフィールド） 19年2月10日 参加42チーム588名による交流試合

（西が丘サッカー場） 19年2月17日 参加42チーム582名による交流試合

（江戸川区陸上競技場） 19年3月4日 参加38チーム551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 （駒沢陸上競技場） 6月10日 参加194名による交流試合

（駒沢陸上競技場） 19年3月31日 参加208名による交流試合

2）ガールズ対象 （駒沢陸上競技場） 6月10日 参加78名による交流試合

（駒沢陸上競技場） 19年3月31日 参加199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（18年度は公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会を代用）

(2) 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) 19年3月3日・4日 指導ｽﾀｯﾌ20人受講者46人

(3) 公認A・B級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 未実施

(4) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 7月1日・8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者16人

19年2月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者54人

19年2月24日・25日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者40人

18年3月4日・5日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者44人

(5) 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（兼更新講習会） (成蹊大学) 9月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者8人

(2) サッカーインストラクター研究会 (駒沢第２球技場) 19年3月24日～25日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者19人

(3) サッカー3級インストラクター研究会 (東京都協会会議ｺｰﾅｰ) 7月20日・26日 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者2人・登録者2人

(国立競技場会議室他) 19年2月25日・3月11日 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者5人・登録者5人

(4) フットサル3級インストラクター研究会 (東京都協会会議ｺｰﾅｰ) 7月7日・14日 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者3人・登録者3人

４．試合用品の研究・販売

選手交代カード・メンバー表・協会バッジ･フェアプレーワッペン等販売

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20大会延べ44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14大会延べ42チーム

(多摩市立陸上競技場)

(都立晴海総合高校 他)

(清瀬市内山運動公園ｻｯｶｰ場)

(駒沢補助競技場)

1）幼稚園・保育園の巡回指導
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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12名選手45名

（2）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 神奈川県選抜 8月12日 壬生町総合公園陸上競技場

・女子 1回戦　東京都選抜 8-0 山梨県選抜 8月12日 栃木県総合運動公園ｻｯｶｰ場

2回戦　東京都選抜 0-2 千葉県選抜 8月13日 栃木県総合運動公園ｻｯｶｰ場

・少年男子 1回戦　東京都選抜 0-5 神奈川県選抜 8月15日 壬生町総合公園陸上競技場

代表決定戦　東京都選抜 2-4 埼玉県選抜8月16日 栃木県ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ

※3種別とも関東ブロック大会敗退

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､関東理事会､関東代表者会､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

　　　1) 東京ーソウル親善定期戦

・第１戦 東京都U-15選抜 2-1 ソウル中学選抜 8月22日 木洞運動場（ソウル）

東京都U-18選抜 1-2 光云電子工業高校

・第２戦 東京都U-15選抜 0-2 ソウル中学選抜 8月24日 木洞運動場（ソウル）

東京都U-18選抜 1-1 光云電子工業高校

　　　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 7月26～30日 埼玉スタジアム2002他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　6位

                    海外都市交流 8月4～11日 ドイツ・ベルリン

　　　　　［少女］関東女子Ｕ-12・15トレセンリーグ 9月10日～19年3月11日 各県会場

　　　　　　　　　　　・東京都　［Ｕ-12］1位　［Ｕ-15］4位

　　　　　　　　 　埼玉県招待6都府県少女大会 19年1月21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 19年2月11日・12日 神奈川県立体育センター

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　5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 通年

（3）多摩国体を視野に入れて、施設の充実に関し､区･市･地区連盟と連携通年
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