
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]

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 ＴＦＳＣ　0-1　東京学芸大学 （観客： 466 人）

第２試合 ＦＣ町田ゼルビア　0-1　明治大学 （観客： 844 人）

決勝 西が丘サッカー場

東京学芸大学　0-0（PK3-4）　明治大学 （観客： 621 人）

2. 東京－ソウル親善サッカー定期戦

第1戦 駒沢陸上競技場

第１試合 東京都中体連選抜　1-0　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 225 人）

第２試合 帝京高校　0-1　ソウル特別市高校選抜 （観客： 321 人）

第2戦 駒沢陸上競技場

第１試合 東京都Ｕ－15選抜　2-1　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 309 人）

第２試合 東京ヴェルディユース　2-0　ソウル特別市高校選抜 （観客： 390 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

アルイテハド　1-2　浦項スティーラーズ （観客： 25,743 人）

2. 東アジアサッカー選手権　決勝大会 味の素スタジアム・国立競技場

なでしこジャパン（日本女子代表）　2-0　中国女子代表 （観客： 7,459 人）

日本代表　0-0　中国代表 （観客： 25,964 人）

韓国女子代表　4-0　チャイニーズ・タイペイ女子代表 （観客： 684 人）

韓国代表　5-0　香港代表 （観客： 2,728 人）

中国女子代表　2-1　韓国女子代表 （観客： 714 人）

中国代表　3-0　韓国代表 （観客： 3,629 人）

なでしこジャパン（日本女子代表）　3-0　チャイニーズ・タイペイ女子代表 （観客： 3,774 人）

日本代表　3-0　香港代表 （観客： 16,368 人）

チャイニーズ・タイペイ女子代表　0-3　中国女子代表 （観客： 728 人）

なでしこジャパン（日本女子代表）　2-1　韓国女子代表 （観客： 3,132 人）

香港代表　0-2　中国代表 （観客： 16,439 人）

日本代表　1-3　韓国代表 （観客： 42,951 人）

3. キリンカップ 国立競技場

日本代表　4-0　ベルギー代表 （観客： 42,520 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 サンパウロ

第２位 東京ヴェルディジュニアユース

第３位 ソウル （観客延べ： 12,440 人）

5. 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　4-0　カマタマーレ讃岐 （観客： 7,203 人）

東京ヴェルディ　0-1　ホンダロック （観客： 1,696 人）

6. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

準決勝 ガンバ大阪　2-1　ベガルタ仙台 （観客： 25,878 人）

7. 天皇杯全日本選手権大会 国立競技場

決勝 ガンバ大阪　4-1　名古屋グランパス （観客： 42,140 人）

8. 全国高校選手権大会 12月30日～22年1月11日

優  勝 山梨学院大学附属高校（山梨県）

第２位 青森山田高校（青森県）

第３位 矢板中央高校（栃木県）、関西大学第一高校（大阪府） （観客延べ： 228,457 人）

9. 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 大阪桐蔭高校　2-2　三菱養和サッカークラブユース （観客： 775 人）

サンフレッチェ広島FCユース　3-2　大分トリニータU-18 （観客： 983 人）

第2戦 大阪桐蔭高校　2-2　サンフレッチェ広島FCユース （観客： 647 人）

三菱養和サッカークラブユース　3-2　大分トリニータU-18 （観客： 961 人）

第3戦 三菱養和サッカークラブユース　5-0　サンフレッチェ広島FCユース （観客： 986 人）

静岡学園高校　1-5　FC東京U-18 （観客： 1,446 人）

ラウンド16 三菱養和サッカークラブユース　2-1　前橋育英高校 （観客： 1,516 人）

ジェフユナイテッド千葉U-18　1-2米子北高校 （観客： 1,817 人）

準決勝 横浜F・マリノスユース　1-1（PK5-4）　三菱養和サッカークラブユース （観客： 3,855 人）

サンフレッチェ広島FCユース　2-2（PK4-5）ジュビロ磐田ユース （観客： 4,698 人）

平成21年度  事業報告書 

8月22日

8月29日

10月11日

5月2～5日

12月29日

22年1月1日

西が丘サッカー場・駒沢陸上競技場・国立競技場　他

9月6・13・19・23日、10月10日

5月31日

8月25日

8月27日

11月7日

22年2月6・7・10・11・13・14日

西が丘サッカー場・江東区夢の島競技場・国立競技場
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10. 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 コンサドーレ札幌ユースＵ-15　3-1　東京ヴェルディジュニアユース （観客： 1,281 人）

ヴィッセル神戸ジュニアユース　3-1　柏レイソルＵ-15 （観客： 1,572 人）

決勝 コンサドーレ札幌ユースＵ-15　1-2　ヴィッセル神戸ジュニアユース （観客： 7,513 人）

11. 全日本女子選手権大会 12月28日、22年1月1日 西が丘サッカー場・国立競技場

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： 1,389 人）

東京電力女子サッカー部マリーゼ　1-2　日テレ･ベレーザ （観客： 1,831 人）

決勝 浦和レッズレディース　0-2　日テレ・ベレーザ （観客： 12,648 人）

12. 全日本少年大会 8月7・8日 西が丘サッカー場

準決勝 川崎フロンターレU-12　2-2（PK5-6）　名古屋グランパスU12 （観客： 2,574 人）

新座片山FC少年団　2-0　横河武蔵野フットボールクラブジュニア （観客： 2,922 人）

決勝 名古屋グランパスU12　2-0　新座片山FC少年団 （観客： 2,301 人）

13. バーモントカップ全日本少年フットサル大会 22年1月4～6日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝 柏レイソルU-12（千葉県）

第２位 大分トリニータジュニア（大分県）

第３位 鹿島アントラーズジュニア(茨城県）、東京ヴェルディジュニアユースS（東京） （観客延べ： 4,916 人）

14. PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 22年3月12～14日 国立代々木競技場第一体育館

準々決勝 ペスカドーラ町田　2-3　府中アスレティックＦＣ （観客： 921 人）

バルドラール浦安　2-3　湘南ベルマーレ （観客： 1,247 人）

デウソン神戸　5-4　バサジィ大分 （観客： 1,389 人）

シュライカー大阪　3-2　エスポラーダ北海道 （観客： 1,481 人）

準決勝 府中アスレティックFC　1-3 湘南ベルマーレ （観客： 1,268 人）

デウソン神戸　0-1　シュライカー大阪 （観客： 1,534 人）

第3位決定戦府中アスレティックFC　1-4　デウソン神戸 （観客： 1,838 人）

決勝 湘南ベルマーレ　0-4　シュライカー大阪 （観客： 2,793 人）

15. 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CINZA　2-0　なでしこROSA （観客： 3,233 人）

16. Ｊリーグ東京開催試合運営協力 2月～12月 50試合

17. Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 8月22・23日、10月24・25日 10試合

府中アスレティックＦＣホームゲーム　7月～22年 14試合

18. 都民体育大会 5月10日～6月6日 駒沢第2球技場・補助競技場

優  勝 調布市 参加32チーム

第２位 足立区

第３位 練馬区

19. 都民生涯スポーツ大会 8月23・30・9月6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

※20. 全国青年大会フットサル競技 11月14～15日 駒沢体育館

優  勝 Confianca(福島県) 参加21チーム

第２位 JOKARER.CNA/PENALTY（岩手県）

第３位 東風平クラブ（沖縄県）

※22. 区市町サッカー選手権大会 7月5日～8月9日 多摩市立陸上競技場他

優  勝 ＦＣセルブス（杉並区） 参加28チーム

第２位 松が谷クラブ（八王子市）

第３位 ラ・セレクシオーネ世田谷（世田谷区） 

    [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 7月5日～11月7日 駒沢屋内球技場、北区滝野川体育館、

優  勝　： ゾット早稲田FC 立川市泉市民体育館　他

第２位　： ファイルフォックス府中 参加101チーム

第３位　： デルソーレ中野 （観客延べ： 1,200 人）

2. 東京都地区フットサル大会 北区滝野川体育館

優  勝　： ラ・セレクシオーネ世田谷 参加6チーム

第２位　： EST （観客延べ： 100 人）

第３位　： 板橋TOPMAN

3. 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月15・16日 府中市立総合体育館

優  勝　： フットボウズ 参加21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　： FC無我

4. 東京都ユース(U-18)フットサル大会 22年1月16・17・31日 駒沢屋内球技場、筑波大学附属高校体育館

優  勝　： 國學院久我山高校 参加32チーム

第２位　： SEIRITZ　A （観客延べ： 350 人）

第３位　： 筑波A、フットボウズフットサル　U-18

5. 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ 10月10～12月20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

優  勝　： フットボウズフットサル　U-18 参加12チーム

第２位　： 成立学園　A （観客延べ： 500 人）

第３位　： 府中アスレティックFC　U-18

7月25日

8月30日
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2部リーグ

優  勝　： FC目黒

第２位　： FC無我ドラディション

第３位　： 筑附FC

6. 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月27日、10月11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　： 杉並FC （観客延べ： 360 人）

第３位　： コンフィアンサ、バロンピエ

7. 東京都ユース(U-15)フットサル大会 22年1月16・17・31日

優  勝　： 町田JFC 参加36チーム

第２位　： FCトリプレッタJｒユース （観客延べ： 350 人）

第３位　： ＬＡＲＧＯ．ＦＣ ジュニアユース、FC ゴナ

8. 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

優  勝　： 東京ヴェルディジュニア　ユースＳ 参加130チーム

第２位　： FUNフットサルクラブJr （観客延べ： 1,300 人）

第３位　： 城北アスカF.C、FCトリプレッタ渋谷Jr

9. 7月18・19日、8月1日 駒沢屋内球技場

優  勝　： ファンレディース 参加21チーム

第２位　： カフリンガ東久留米 （観客延べ： 200 人）

第３位　： ペスカドーラ町田バイラリーナス

10. 東京都レディースフットサルフェスティバル 22年3月21日 駒沢屋内球技場 参加13チーム

11. バーモントカップフットサル教室 参加119名

12. 東京都フットサル運営スタッフ登録 通年 登録者75名

13. 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

工学院大学八王子キャンパス体育館

9月26日、10月24日・11月14日

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

12月5日
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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

671チーム (延30大会)

個人登録6,806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～22年2月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ320人

(駒沢補助競技場 他) (U－13) 4月～22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～22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～22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－16，Ｕ－14，Ｕ－12，女子) 4月～22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～22年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人

12月19日・20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) 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6日～22年2月21日 選手18人　東京選抜1位

(U－14) （波崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 他） 9月6日～22年2月21日 選手18人　東京選抜3位

(U－15) （武蔵高校 他） 9月6日～12月13日 選手18人　東京選抜1位

(U－16) （鹿島ﾊｲﾂ 他） 4月29日～22年2月21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 8月1日～29日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

22年2月27日～3月22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

 2）中期型 11月29日～12月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

1月9日～30日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

7月4日～23日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者20人

8月22日～9月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

(少年連盟秋冬・ＦＣ東京深川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ) 11月28日～12月23日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

22年1月17日～2月13日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

(東京都大学連盟・東京経済大学) 22年2月22日～3月5日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人 受講者計274人

（都立東久留米総合高校・砂川高校)

（明治大学八幡山グランド・日本大学文理学部)

9月27日・11月22日・23日

(駒沢補助競技場)

フットサル審判登録数(名)

16,709

（三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・那須ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）

サッカー審判登録数(名)

合　計 2,071

(社会人連盟・都立豊島高校・板橋向原小学校)

 4）U-13地域ﾄﾚｾﾝ交流大会

398

317

691

81

32,760

57

4,699 391

-

486

896

81,105

1,473

344

14,583

13,806

4

181 59

244

1,839

14,605

9

50

89936

（中体連・国立2中・立川4中・日本ｴｱﾛﾋﾞｸｽｾﾝﾀｰ）

 (駒沢補助競技場・第2球技場・Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ)

合　計

18 7

855

58 6

(少年連盟夏秋・東京ｶﾞｽ深川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)

- -

サッカー審判インストラクター
登録数(名)

フットサル審判インストラクター
登録数(名)

14 2

- -

82

10

1921,611

11

4



(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25日・26日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者28人

9月19日・20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者19人

   3）葛飾区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（葛飾区） 10月3日・4日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

   4）板橋区向原小学校（板橋区） 10月26日・27日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

   5）西が丘サッカー場 22年1月16日・24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

   6）目黒区第十一中学校(目黒区) 22年1月24日・31日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者17人

   7）都立美原高校（大田区） 22年1月30日・31日 指導ｽﾀﾂﾌ1人受講者27人

   8）日野市立陸上競技場（日野市） 22年2月13日・14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人

   9）味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ・ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 22年2月20日・21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者62人

 10）大田区立第十中学校（少年第8ﾌﾞﾛｯｸ） 22年2月20日・21日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者38人

 11）都立松が谷高校（八王子市） 22年2月27日・28日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者41人

 12）多摩市立第一小学校（第7地域） 22年3月6日・7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者42人

 13）世田谷区立玉堤小学校（少年第5ﾌﾞﾛｯｸ） 22年3月6日・7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36人

 14）東京工学院専門学校・小金井市立南中学校（小金井市） 22年3月20日・21日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者21人 受講者計449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) 10月3日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者39人

  2)U-8・10対象(実践女子短期大学日野ｷｬﾝﾊﾟｽ) 10月4日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者40人

  3)U-6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1人受講者30人

  4)U-8・10対象(三菱養和巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 11月29日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者50人

  5)U-6対象対象(世田谷区立玉堤小学校) 22年2月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人

  6)U-8・10対象(世田谷区立玉堤小学校) 22年2月21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者47人

  7)U-6対象(杉並区上井草ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 22年3月21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者35人 受講者計265人

(5) 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6 日 指導ｽﾀｯﾌ6人参加者29人

(6) スカウティングＶＴＲ作成 Ｕ-12・14・16対象ＶＴＲ　1本作成

(7) ナショナルトレセン指導者講習会（ＪＦＡ）派遣 (U－12) 12月27日～28日 参加者1人(：鹿島ﾊｲﾂ)

(8) 公認47FAﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会（ＪＦＡ）派遣 6月～10月 計5日間 参加者4人（Jｳﾞｨﾚｯｼﾞ他）

(9) 関東地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会派遣 7月4日～5日 参加者各ｶﾃｺﾞﾘｰ4人　計12人

(10) 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）派遣 5月15日～17日 参加者2人(：Jステップ)

6月12日～14日 参加者3人(：Jステップ)

(11) 公認ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会（JFA）派遣 6月27日～28日 参加者1人（神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ）

４．審判委員会

(1) 指導部関係

1)研修会･講習会

① ｻｯｶｰﾄｯﾌﾟﾚﾌﾘｰ強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(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13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13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15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13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13人

(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者18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15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10人

(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 22年1月14日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者16人

(東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 22年2月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者14人

② サッカー2級研修会 (味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ) 22年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者81人

③ サッカー2級チームトレセン (駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者21人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22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20人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20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20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者20人

(しんよこﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ) 22年1月21日 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

④ (東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者9人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者7人

⑤ サッカー3級研修会 (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者99人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者95人

⑥ サッカー3級講習会・実技研修会 (東京体育館研修室) 22年1月10日 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者125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) 22年2～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

12月17日

7月23日

9月17日

10月15日

11月12日

11月26日

12月15日

4月9日

5月14日

6月18日

7月30日

8月13日

9月9日

10月22日

11月30日

5月19日

8月9日

10月15日

7月20日

   2）青梅市立吹上小学校（青梅市）

サッカー2級昇格候補者強化講習会  4月14日
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⑦ サッカー3級強化審判員研修会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者39人

（座学） (東京体育館会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者31人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者31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4人･受講者35人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者26人

(東京体育館研修室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者34人

⑧ サッカー3級強化審判ﾄﾚｾﾝ（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者28人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

⑨ サッカー3級Ｔリーグ実技講習 (駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者24人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者28人

⑩ 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

(味の素スタジアム) 22年2月13日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(国立競技場会議室) 22年3月11日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15人

(ルノアール高田馬場駅前店) 22年3月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者4人

⑪ サッカー女子ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修会

⑫ ｻｯｶｰ女子トレセン (駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者13人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者14人

2)トレーニングセンター     

① ｻｯｶｰ1・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5人･受講者25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28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27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28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24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30人

② (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者70人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者70人

(駒沢第二球技場) 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

(しんよこﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者52人

(味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者50人

(しんよこﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者80人

③ サッカー合同トレセン (ESTADIO) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者65人

④ 実技研修（大学キャンプ・宿泊） (静岡県時之栖) 8月26日～8月31日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者28人

　　　　　　（イギョラ杯） (西が丘ｻｯｶｰ場・他) 22年3月20日～22日 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者43人

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80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 (ﾘｺｰ東松山研修ｾﾝﾀｰ) 5月29日～5月31日 派遣者2人（関東高校大会）

7月18日～20日 派遣者4人（韮崎ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

　　　　　　関東男子第3回審判研修会(しんよこﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ他) 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 (市原ｽﾎﾟﾚｸﾊﾟｰｸ) 8月14日～16日 派遣者2人（ミニ国体成年）

11月6日～8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) 22年3月20日～22日 派遣者2人（つくばﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）

　　　　　　関東審判トレセン研修会 (国立競技場会議室) 22年2月21日 派遣者15人

　　　　　　関東女子第1回審判研修会 (ﾌｸﾀﾞ電子ｽｸｴｱ他) 6月12日～14日 派遣者2人（関東高校女子大会）

　　　　　　関東女子第2回審判研修会 (市原ｽﾎﾟﾚｸﾊﾟｰｸ) 8月14日～16日 派遣者1人（ミニ国体成年女子）

　　　　　　関東女子第3回審判研修会(神奈川県立体育ｾﾝﾀｰ他) 10月16日～18日

11月21日～22日

22年1月16日～17日 派遣者2人(全日本ﾌｯﾄｻﾙ関東大会)

 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64人･登録者54人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者61人･登録者57人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者76人･登録者67人

(国立競技場) 22年1月17日 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者82人･登録者63人

(国立競技場) 22年3月7日 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者92人･登録者78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9人･受講者166人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者144人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者105人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者120人

5月27日

22年1月21日

22年2月25日

22年3月25日

22年2月11日

22年3月9日

6月9日

5月21日

6月25日

4月7日

22年1月21日

22年3月25日

4月16日

6月11日

11月29日

12月17日

4月2日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン

12月15日

4月21日

6月30日

9月29日

5月9日

7月19日

11月8日

11月12日

7月17日

実施なし

7月9日

12月8日

22年1月26日

10月6日

6月2日

7月7日

8月4日

9月8日

6月7日

8月2日

10月4日

2月7日

11月5日

6月28日

(韮崎中央公園陸上競技場他)

　　　　　　関東ﾌｯﾄｻﾙ第1回審判研修会 (山梨県小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園体育館)

　　　　　　関東ﾌｯﾄｻﾙ第2回審判研修会 (山梨県昭和町立総合体育館)

派遣者2人（関東女子選手権兼全日本女子関東予選）

派遣者6人(全日本ﾕｰｽU-15ﾌｯﾄｻﾙ関東大会)

5月12日

　　　　　　関東男子第1回審判研修会 (韮崎中央公園陸上競技場)

　　　　　　関東男子第5回審判研修会
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         ・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43人

(多摩市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者88人

(北区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者129人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者92人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者248人

(女子ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者59人

(渋谷区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者31人

(青梅市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者145人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者96人

(荒川区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者97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62人

(武蔵村山市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者11人

(台東区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者53人

(関東大学ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者170人

(社会人ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者66人

(八王子ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者129人

(杉並区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者59人

(小平市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者93人

(新宿区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者56人

(東京都女子ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者92人

(葛飾区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

(東京都専門学校ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者81人

(清瀬市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者43人

(品川区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者105人

(日野市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者123人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者78人

(中野区少年ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

(町田ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者91人

(江東区少年ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者69人

(社会人ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者73人

(NPO　多摩ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者65人

(調布市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者71人

(中体連（ユース対象）) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者76人

(中体連（一般対象）) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者39人

(目黒区ｻｯｶｰ協会少年連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

(国分寺市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

(豊島区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者61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

(葛飾区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

(社会人ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者62人

(府中市ｻｯｶｰ連盟) 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14人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者85人

(八丈島ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者15人

(小金井市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者50人

(社会人ｻｯｶｰ連盟) 22年1月10日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者64人

(府中市ｻｯｶｰ連盟) 22年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

(稲城市ｻｯｶｰ連盟) 22年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者48人

(昭島市ｻｯｶｰ協会) 22年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 22年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

(社会人ｻｯｶｰ連盟) 22年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者71人

(東久留米市ｻｯｶｰ協会) 22年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

(高体連) 22年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者102人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 22年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者54人

(練馬区ｻｯｶｰ協会) 22年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者106人

(大田区ｻｯｶｰ協会) 22年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

(中体連) 22年2月7日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者30人

(足立区ｻｯｶｰ協会) 22年2月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者130人

(府中市ｻｯｶｰ協会) 22年2月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者50人

(社会人ｻｯｶｰ連盟) 22年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 22年2月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者52人

(中央区ｻｯｶｰ協会) 22年2月22日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者60人

(社会人ｻｯｶｰ連盟) 22年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者84人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 22年3月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者132人

(板橋区ｻｯｶｰ連盟) 22年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者192人

(東京都ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟) 22年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

(東京都大学連盟) 22年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

4月4日

4月4日

6月7日

6月7日

6月14日

6月28日

6月28日

6月28日

7月5日

4月26日

5月6日

5月10日

5月10日

5月10日

5月17日

5月30日

5月31日

6月6日

4月12日

4月12日

4月19日

4月19日

4月26日

5月17日

5月17日

5月17日

5月16日

4月19日

4月5日

4月4日

7月11日

7月11日

7月12日

7月12日

7月12日

7月20日

7月20日

7月26日

8月30日

9月6日

9月12日

9月13日

9月27日

9月27日

10月12日

11月15日
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(調布市ｻｯｶｰ協会) 22年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者87人

(墨田区ｻｯｶｰ協会) 22年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者65人

(DUOﾘｰｸﾞ) 22年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者99人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 22年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者40人

③ サッカー2級資格更新講習会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者166人

④ サッカー3級資格更新講習会 (文京ｼﾋﾞｯｸﾎｰﾙ) 指導ｽﾀｯﾌ21人･受講者1276人

(ｱﾐｭｰたちかわ) 指導ｽﾀｯﾌ23人･受講者1582人

(ｱﾐｭｰたちかわ) 指導ｽﾀｯﾌ20人･受講者1000人

(東京学芸大学) 22年2月7日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者228人

⑤ サッカー4級資格更新講習会

         ・審判委員会主催 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者27人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者52人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者49人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者26人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者83人

(東京学芸大学) 22年2月7日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者80人

(小平市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者146人

(渋谷区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(港区小中学生ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ連合会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(荒川区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者97人

(台東区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者18人

(調布市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者87人

(NPO　多摩ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者31人

(葛飾区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者73人

(世田谷少年ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者190人

(品川区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者151人

(府中市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

(ｼﾆｱ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者6人

(中体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者37人

(目黒区ｻｯｶｰ協会少年連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者102人

(三鷹市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者93人

(日野市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者185人

(多摩ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者41人

(多摩ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(墨田区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者33人

(板橋区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者164人

(板橋区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者68人

(国立市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者60人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

(武蔵村山市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者37人

(江戸川区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者108人

(八丈島ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者34人

(葛飾区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者47人

(立川市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者89人

(墨田区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者39人

(足立区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者114人

(八王子ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者100人

(八王子ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者32人

(北区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者66人

(練馬区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者92人

(東大和市ｻｯｶｰ協会) 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56人

(八王子ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者20人

(府中市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者28人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者59人

(青梅市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者72人

(青梅市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者116人

(西東京市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者22人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者56人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者10人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者40人

(調布市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者38人

(大田区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者100人

(東久留米市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

(小金井市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(高体連) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者138人

(昭島市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者71人

8月9日

8月15日

8月16日

10月4日

12月19日

12月23日

4月25日

6月7日

8月2日

12月5日

12月4日

11月29日

11月29日

11月28日

11月23日

11月23日

11月8日

11月8日

11月8日

11月15日

11月15日

11月15日

10月25日

10月31日

9月13日

11月15日

11月22日

11月22日

10月31日

11月8日

9月27日

10月4日

10月24日

9月6日

9月12日

10月25日

10月11日

10月12日

10月18日

10月31日

11月1日

6月27日

6月28日

6月28日

7月5日

9月6日

7月12日

7月26日

7月26日

7月26日

9月5日

6月14日         ・依頼､講師派遣 (各区市連盟・協会実施)

7月5日

7月11日

7月26日

9月20日

7月27日

8月30日

8月30日

9月13日
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(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者51人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者23人

(清瀬市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者17人

(新宿区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者51人

(江東区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者62人

(江東区ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者23人

(東京都女子ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者14人

(文京区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者63人

(中野区少年ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者28人

(三鷹市ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者20人

(墨田区ｻｯｶｰ協会) 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50人

(稲城市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者33人

(稲城市ｻｯｶｰ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者25人

(中央区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者24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7人･登録者7人

(国立競技場) 22年3月7日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者13人･登録者13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28人･登録者28人

(国立競技場) 22年3月7日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者45人･登録者45人

指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者34人

(新宿区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者35人

(八王子ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者88人

(東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者100人

(東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者95人

(北区ｻｯｶｰ協会) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者48人

(小平市ｻｯｶｰ協会) 22年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者31人

22年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者43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23人

(府中ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者6人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者22人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者3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129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84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99人

(東京学芸大学) 22年2月7日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者12人

⑤ フットサル4級資格更新講習会 

         ・審判委員会主催 (国立競技場会議室) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者4人

(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4人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者5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) 22年2月7日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者4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5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9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27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22人

(東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者29人

 3)資格認定講習会（インストラクター）

① 22年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者8人

(駒沢第一球技場) 22年2月11日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者6人･登録者6人

② 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者24人

(大井第二球技場) 8月2日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者23人･登録者10人

③ 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者42人

④ 22年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者6人

22年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者4人・認定者4人

⑤ フットサル3級インストラクター資格更新講習会 WEB手続きのみ

⑥ サッカーインストラクター研修会 (駒沢陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者12人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者13人

(あきる野市市民運動広場) 22年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者20人

⑦ （SI3級更新兼）

 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38団体

7月19日

7月19日

22年2月7日

12月20日

12月20日

12月20日

12月20日

(国立競技場会議室)

12月19日

12月13日

12月13日

12月13日

12月12日

12月6日

サッカー3級インストラクター認定講習会

サッカー3級インストラクター資格更新講習会

7月25日

9月23日

7月26日

9月27日

4月25日

12月12日

11月8日

6月14日

4月5日

5月10日

11月22日

9月5日

9月6日

9月27日

9月5日

8月2日

6月7日

11月22日

9月6日

6月28日

7月4日

12月6日

12月6日

9月23日

10月4日

12月19日

5月16日

11月17日

12月6日

12月6日

12月6日

(工学院大学新宿校舎)

12月20日

4月26日

9月26日

12月20日

区市サッカー3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ認定講習会 (国立競技場会議室)

フットサル3級インストラクター認定講習会 (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ)

(府中の森公園総合体育館)

(国立競技場会議室)

         ・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 (目黒区ｻｯｶｰ協会少年連盟)

(府中市ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸﾞ委員会)

ｻｯｶｰ/ﾌｯﾄｻﾙ認定講習会講師研修会
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（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

　　　①東京都社会人チャンピオンシップ 5月、22年1～3月（47試合） 派遣数33人

　　　②東京都トーナメント 8月（3試合） 派遣数3人

　　　③東京都トーナメント学生系の部 8月（5試合） 派遣数5人

　　　④東京都社会人リーグ1・2部 4月～11月（58試合） 派遣数57人

　　　⑤東京都社会人リーグカップ 10月～11月（17試合） 派遣数17人

　　　⑥全国社会人大会関東予選 6月～7月（4試合） 派遣数4人

　　　⑦全国クラブチーム選手権東京都大会 6月～7月（11試合） 派遣数11人

　　　⑧東京都大学連盟1･2部春季対抗戦 5月～8月（40試合） 派遣数40人

　　　⑨東京都大学連盟秋季リーグ1・2部 9月～10月（46試合） 派遣数46人

　　　⑩東京都大学連盟新人大会 12月（4試合） 派遣数3人

　　　⑪関東ユースU-15リーグ 5月（1試合） 派遣数1人

　　　⑫関東クラブユースU-15 5月～7月（16試合） 派遣数16人

　　　⑬関東クラブユースU-18 4月～10月（17試合） 派遣数18人

　　　⑭Ｔリーグ 4月～8月（64試合） 派遣数64人

      ⑮イギョラ杯 22年3月（8試合） 派遣数4人

　　　⑯日本クラブユースU-15東京都予選 5月～6月（15試合） 派遣数15人

　　　⑰日本クラブユースU-18関東予選 4月～6月（13試合） 派遣数13人

　　　⑱東京都女子リーグ 5月～12月（21試合） 派遣数21人

　　　⑲全日本女子東京都予選 7月（3試合） 派遣数3人

 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2・3部 9月～22年3月（41試合） 派遣数38人

(4) 競技部関係

1）サッカー競技審判員派遣

　　　埼玉県･東京都選抜定期戦 1月 主審1人･副審 2人・第4審判1人

　　　東京都女子リーグ入替戦 1月 主審4人・副審 8人

　　　東京都クラブユースU-17選手権大会1次リーグ 1月 主審6人

　　　東京都クラブユースU-17選手権大会決勝リーグ 1～2月 主審6人・副審16人

　　　東京都クラブユースU-17選手権大会順位決定戦 2月 主審2人

　　　東京ヴェルディ･トレーニングゲーム 通年 主審4人・副審 8人

　　　全国シニア大会Over50東京都1次予選会 2月 主審27人

3月 主審4人

　　　全国シニア大会Over50東京都2次予選会 3月 主審4人

　　　全国シニア大会Over50東京都決勝大会 3月 主審3人･副審 6人

　　　駐日大韓民国大使杯･東西対抗大会 2月 主審2人･副審 4人

　　　春期シニア選手権大会Over60 3月 主審7人･副審 2人

　　　東京都女子リーグ入替戦 2月 主審3人・副審 6人

　　　東京都ユースU-15リーグ(前期)全都リーグ 3～8月 主審35人・副審 70人

　　　東京都ユースU-15リーグ(後期)全都リーグ 9～12月 主審69人・副審  142人

9～11月 主審15人・副審 30人

　　　三菱養和フェスティバル予選リーグ 3月 主審24人

　　　三菱養和フェスティバル決勝トーナメント 3月 主審17人

　　　三菱養和中学生8人制大会 7月 主審16人

　　　三菱養和招待試合 10月 主審2人・副審 4人

　　　きさらぎ杯東京都少女大会 2月 主審17人・副審 1人

2月 主審1人･副審 2人

　　　関東知的障害者選抜リーグ戦 3月 主審4人･副審 8人

　　　東京都社会人チャンピオンシップ1次戦 1～2月 主審65人・副審130人・第4審判65人

　　　東京都社会人チャンピオンシップ2次戦 3～5月 主審7人・副審14人・第4審判7人

　　　東京都社会人連盟1部リーグ 3～10月 主審99人・副審211人

　　　東京都社会人連盟2部リーグ 4～11月 主審124人

　　　東京都社会人リーグカップ戦 10～11月 主審19人・副審38人

　　　関東リーグ1部 4～8月 　　　　　　　副審14人・第4審判7人

　　　関東リーグ2部 4～6月 　　　　　　　副審 8人・第4審判4人

　　　TFA T1リーグ U-18 4～8月 主審66人・副審12人

　　　TFA T2リーグ U-18 4～8月 主審56人

　　　TFA T3リーグ U-18 4～8月 主審63人

　　　TFA T2リーグ U-18 順位決定戦 8月 主審3人･副審 6人

　　　TFA T3リーグ U-18 順位決定戦 8～9月 主審10人･副審 4人

　　　ＪＦＡプリンスリーグU-18関東1部 4～7月 　　　　　　　副審 32人・第4審判20人

　　　ＪＦＡプリンスリーグU-18関東2部グループリーグ 4～5月 主審3人・副審 6人・第4審判3人

　　　ＪＦＡプリンスリーグU-18関東2部順位決定戦 7月 主審2人・副審 4人・第4審判2人

　　　TCL 東京都マスターズチャンピオンズリーグ 3～10月 主審45人･副審 90人

　　　TML-1 東京都マスターズリーグ1部 3～10月 主審38人

　　　全国シニア大会Over50東京都2次予選会出場チーム決定戦

　　　東京都ユースU-15リーグ(後期)関東チャレンジリーグ

　　　関東審判インストラクター研修会･トレーニングゲーム
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　　　TSL-1 東京都シニアリーグ1部 4～10月 主審45人

　　　TSL-2 東京都シニアリーグ2部 4～11月 主審47人

　　　TML-2 東京都マスターズリーグ2部 4～10月 主審36人

　　　TSL-3 東京都シニアリーグ3部 3～10月 主審42人

　　　CWL 東京都クラウンリーグ 4～10月 主審28人

　　　SML 東京都スーパーマスターズリーグ 5～10月 主審36人

　　　日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(Over40)東京都1次予選会2～4月 主審31人

4月 主審3人

　　　日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(Over40)東京都2次予選 4～5月 主審12人

5月 主審4人・副審 8人

　　　東京都シニア連盟選抜強化試合 5月 主審2人

　　　関東ユース(U-15)リーグ 4～10月 主審18人･副審 36人

4月 主審32人･副審 4人

　　　東京国際ユース(U-14)大会 5月 主審30人・副審 60人・第4審判30人

　　　日本クラブユース選手権U-18関東1次予選 4～5月 主審6人･副審 12人

　　　日本クラブユース選手権U-18関東2次予選 5～6月 主審19人･副審 38人

5月 主審80人

5～6月 主審28人･副審 56人

　　　東京都大学連盟1･2部春季対抗戦予選リーグ 5月 主審28人

　　　東京都大学連盟1･2部春季対抗戦決勝トーナメント6～7月 主審7人･副審 2人

　　　東京都大学連盟3･4部春季対抗戦予選リーグ 5月 主審48人

　　　東京都大学連盟3･4部春季対抗戦決勝トーナメント6月 主審11人･副審 2人

　　　関東医歯薬獣大学春期リーグ 5～6月 主審55人

　　　東京都女子1部リーグ 5～12月 主審37人･副審 78人

　　　東京都女子2部リーグ 6～12月 主審48人

　　　関東女子リーグ 4～11月 　　　　　　　副審 38人

　　　都民体育大会 5～6月 主審32人･副審 32人

　　　筑波大学・中央大学定期戦 6月 主審1人

　　　Ｊサテライトリーグ 6～10月 　　　　　　　副審 16人・第4審判8人

　　　全国社会人選手権大会関東予選 6～7月 主審4人・副審 8人・第4審判4人

6～7月 主審12人・副審 24人・第4審判12人

　　　早慶定期戦 6月 主審2人･副審 4人

　　　東京日･朝スポーツフェスティバル 7月 主審1人･副審 2人

7月 主審13人･副審 1人

　　　ＫＣＹリーグ1次予選 7～8月 主審9人･副審 8人

　　　全日本女子選手権大会東京都予選 7月 主審4人･副審 8人

　　　東京都障害者スポーツ大会 6月 主審9人･副審 18人

　　　東京都シニア連盟Over70's交流試合 7月 主審1人

8月 主審1人

　　　京大・東大定期戦 8月 　　　　　　　副審 1人

　　　東京都区市町選手権大会 7～8月 主審28人･副審 16人

　　　全日本医科学生総合体育大会 8月 主審4人･副審 8人

　　　東京都トーナメント 8月 主審3人・副審 6人・第4審判3人

　　　東京‐ソウル親善定期戦 8月 主審4人・副審 8人・第4審判4人

　　　都民生涯スポーツ大会 8～9月 主審110人

　　　東京都大学リーグ戦1部 8～10月 主審47人･副審 94人

　　　東京都大学リーグ戦2部 8～10月 主審45人

　　　東京都大学リーグ戦3部 8～10月 主審45人

　　　東京都大学リーグ戦4部 8～11月 主審94人

　　　高円宮杯全日本ユース(U-18)選手権大会 9月 　　　　　　　副審 8人・第4審判8人

　　　関東大学女子リーグ1部 9～11月 　　　　　　　副審 12人

　　　関東大学女子リーグ2部 9～10月 　　　　　　　副審 8人

　　　東京都秋期シニア選手権大会 9～11月 主審27人･副審 10人

　　　全国クラブチームアマチュア選手権大会東京大会 5～7月 主審15人･副審 30人

　　　全国クラブチームアマチュア選手権大会関東大会 9月 主審8人・副審 16人・第4審判8人

　　　関東大学女子リーグ3部 9～10月 主審7人

　　　ＫＣＹリーグ2次予選 9～10月 主審12人･副審 24人

　　　首都圏少女選抜交流大会 9月 主審4人

　　　Ｊユースカップ Ｊリーグユース選手権大会 10～11月 　　　　　　　副審 14人・第4審判7人

　　　関東医歯薬獣大学リーグ秋期トーナメント大会 11月 主審14人

9～10月 主審56人･副審 112人

11月 主審3人・副審 6人・第4審判3人

　　　東京都シニアリーグ 40's入替戦リーグ 11～12月 主審6人･副審 12人

　　　東京都シニアリーグ 40's入替戦 12月 主審2人･副審 4人

　　　東京都シニアリーグ 50's入替戦 12月 主審4人･副審 8人

　　　東京都知的障害者大会 11～12月 主審10人･副審 20人

　　　関東U-16トレセンリーグ 12月 主審4人･副審 8人

　　　さわやか杯東京都少女大会 12月 主審11人･副審 3人

　　　日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(Over40)東京都2次予選会出場ﾁｰﾑ決定戦

　　　日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ大会(Over40)東京都代表決定大会

　　　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

　　　東京都シニア連盟Over60'sねんりんピック多摩交流

 　　　高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会東京都予選

　　　日本クラブユース選手権(U-15)大会東京都予選3次リーグ

　　　日本クラブユース選手権(U-15)大会東京都予選決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

　　　関東ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権U-15 兼 日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権(U-15)関東大会

　　　関東少女大会兼JFA関東ガールズエイト大会東京都予選

　　　高円宮杯全日本ユース(U-15)選手権大会関東大会 
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　　　東京都クラブユースU-17選手権大会1次リーグ 12月 主審12人

　　　東京都大学連盟新人大会 12月 主審43人･副審 4人

　　　東京都地域トレセンU-13交流大会 12月 主審25人

2）フットサル競技審判員派遣

　　　バーモントカップ全日本少年フットサル大会 1月 364人

　　　東京都女子フットサル大会予選リーグ 2～3月 68人

　　　東京都レディースフットサルフェスティバル 3月 10人

　　　東京都女子フットサル大会決勝トーナメント 3月 16人

　　　東京都フットサルカップ 2～3月 24人

　　　東京都大学フットサルチャンピオンシップ 3月 2人

　　　東京都大学フットサルリーグ 1～2月 24人

　　　東京都ユース(U-15･18)フットサル大会1次リーグ 1月 204人

　　　東京都ユース(U-15･18)フットサル大会2次リーグ 1月 30人

　　　東京都フットサル1部リーグ 1～2月 33人

　　　東京都フットサル2部リーグ 2月 22人

　　　東京都フットサル3部リーグ 2月 16人

　　　東京都フットサルカップ 2月 6人

　　　東京都フットサル3部リーグ･プレーオフ 2月 2人

　　　東京都フットサル3部リーグ参入戦 3月 60人

　　　東京都フットサル1部リーグ 6～12月 198人

　　　東京都フットサル2部リーグ 6～11月 56人

　　　東京都フットサル3部リーグ 7～11月 130人

　　　東京都フットサル女子1部リーグ 6～11月 44人

　　　東京都フットサル女子1部リーグ 4～5月 12人

　　　東京都フットサル女子2部リーグ 4～5月 6人

　　　東京都フットサル女子2部リーグ 6～11月 25人

　　　東京都フットサル女子2部リーグ参入戦 3月 14人

　　　関東女子フットサルプレリーグ 6～12月 15人

　　　関東フットサルリーグ 6～12月 38人

　　　東京都大学フットサルカップ 7月 14人

7月 132人

7月 58人

7月 54人

8月 36人

7月 30人

　　　東京都フットサルチャレンジU-18 1次ラウンド 8月 40人

8月 96人

　　　東京都フットサルチャレンジU-18 2次ラウンド 8月 70人

　　　東京都大学フットサルリーグ 9～12月 56人

9～10月 184人

10月 72人

10～11月 32人

9月 120人

10月 96人

11月 27人

　　　全国青年大会｢フットサル 11月 66人

　　　トリムカップ全国女子選抜フットサル大会関東大会12月 14人

(5) 渉外部関係

　　　①海外交流（第17回ﾌﾗﾀﾆﾃｨｶｯﾌﾟ 山形・香港） (香港) 11月20日～23日 参加者60人

　　　②海外研修(東京－ソウル親善/東京） 実施なし

(6) 広報誌発行

　「ハーフタイム」発行 38号12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

39号22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 実施なし

　　　②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14人･受講者57人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者46人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者44人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者31人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者34人

(小豆沢体育館) 22年1月27日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25人

(小豆沢体育館) 22年2月24日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

(小豆沢体育館) 22年3月24日 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者15人

　　　③ビーチサッカー審判研修会(茨城県高松緑地公園体育館) 参加者1人(茨城県ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ審判研修会)

4月11日

6月13日

10月26日

11月11日

12月14日

7月11日

　　　全日本女子フットサル選手権大会東京都大会2次ラウンド

　　　東京都地区ﾌｯﾄｻﾙ大会 兼 全国青年大会東京都代表決定戦

　　　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

　　　PUMA CUP 全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会東京都決勝大会1次ﾗｳﾝﾄﾞ

　　　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一般予選

　　　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決勝大会1次ﾗｳﾝﾄﾞ

　　　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1次ラウンド

　　　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決勝大会2次ﾗｳﾝﾄﾞ

　　　PUMA CUP 全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会東京都決勝大会2次ﾗｳﾝﾄﾞ
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(8) 2級昇格者・功労者表彰会 実施なし

(9) 会議

　　　常任委員会 (国立競技場会議室) 22年2月24日 参加者8人

　　　第1回全体委員会 (国立競技場会議室) 参加者23人

　　　第2回全体委員会 (国立競技場会議室) 参加者25人

　　　第3回全体委員会 (国立競技場会議室) 22年3月16日 参加者36人

　　　HQミーティング (東京都ｻｯｶｰ協会会議ｺｰﾅｰ) 22年1月21日 参加者5人

　　　指導部会

　　　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5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10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) 22年3月23日 参加者9人

　　　第1回インストラクター部会 (工学院大学新宿校舎) 参加者5人

　　　第2回インストラクター部会 (ﾙﾉｱｰﾙ池袋ﾊﾟﾙｺ横店) 22年1月20日 参加者9人

　　　第1回3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

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159園） 5月～22年3月

2)キッズ（U-6）サッカー大会 （ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 22年1月18日 参加54チーム666人

（西が丘サッカー場） 22年1月31日 参加48チーム611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12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） 12月6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） 12月12日 参加120チーム1,815名による交流試合

4）Ｕ-6対象 （江東区夢の島競技場） 11月22日 参加84チーム1,148人による交流試合

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 22年1月17日 参加48チーム618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163人

1）2009東京 in 立川 （立川泉市民体育館） 参加8チーム・72名による交流試合

2）2009東京 in 亀戸 （江東区亀戸スポーツセンター） 参加2チーム・16名による交流試合

3）2009東京 in 駒沢 （駒沢屋内球技場） 22年3月7日 参加8チーム・75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 (ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 22年3月7日 参加予定188人による交流試合【未実施】

2）ガールズ対象 (ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 22年3月7日 参加予定216人による交流試合【未実施】

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

(2) 東京都ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研究会 22年2月27日・28日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者18人

(3) 地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研究会 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

(駒沢陸上競技場) 22年2月27日・28日 指導ｽﾀｯﾌ13人受講者延べ61名

(4) 公認A・B級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会

(5) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研究会 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者37人

指導ｽﾀｯﾌ1人受講者23人

（東京大学） 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

指導ｽﾀｯﾌ3人受講者36人

指導ｽﾀｯﾌ3人受講者32人

指導ｽﾀｯﾌ2人受講者15人

指導ｽﾀｯﾌ1人受講者36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17人

(6) 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 (駒沢競技場） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者12人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者14人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者3人

(2) フットサル3級インストラクター研修会 実施なし

(3) サッカー/フットサル認定講習会講師研修会 未実施

4月26日

12月20日

(駒沢陸上競技場・国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀ )ー

22年2月20日

22年2月21日

(国士舘高校)

(多摩市立陸上競技場)

22年2月27日

6月27日

7月5日

22年2月6日

22年2月7日

22年2月28日

(多摩市立陸上競技場)

(多摩市立陸上競技場)

1）幼稚園・保育園の巡回指導

7月15日

8月17日

(多摩市立陸上競技場)

8月7日

7月21日

12月7日

(都立飛鳥高校)

未実施

(駒沢陸上競技場)

(駒沢補助競技場)

11月21日

8月8日

9月30日

9月26日

10月22日

12月6日

(ティアラ江東・東京ｶﾞｽ深ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)
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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20大会延べ43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18大会延べ67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(千葉)  

・成年男子 1回戦　東京都選抜 1-0 神奈川県選抜 8月15日 市原スポレクパーク

・女子 1回戦　東京都選抜 2-1 茨城県選抜 8月15日 習志野市秋津運動公園サッカー場

2回戦　東京都選抜 0-4 千葉県選抜 8月16日 習志野市秋津運動公園サッカー場

8月17日 市原緑地公園臨海競技場

・少年男子 1回戦　東京都選抜 4-0 山梨県選抜 8月18日 市原スポレクパーク

8月19日 市原スポレクパーク

※3種別とも関東ブロック大会敗退

（3）東京国体強化特別事業

・少年男子強化練習会（U-12） 9月～22年3月延べ7回 指導ｽﾀｯﾌ3名選手50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､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) 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25～26日 埼玉スタジアム2002他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　2位

　　　　　　　　 　ＭＴＭ栃木ジュニアサッカー大会2009 7月24～26日 矢板市運動公園陸上競技場他

　　　　　　　　　　　・東京選抜　3勝4敗1分

　　　　　［少女］関東女子Ｕ-12・15トレセンリーグ 9月13日～22年3月7日 各県会場

　　　　　　　　　　　・東京都　［Ｕ-12］　4位　　　［Ｕ-15］　優勝

　　　　　　　　 　埼玉県招待6都府県少女大会 22年1月17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 22年2月6日・7日 神奈川県立体育センター

　　　　　　　　　　　・東京都選抜　3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

     （東京国体を視野に、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･町・地区連盟と連携 通年

代表決定戦　東京都選抜 0-1 千葉県選抜

代表決定戦　東京都選抜 0-1 埼玉県選抜

(西が丘サッカー場 他)
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