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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 横河武蔵野FC　1-1（PK7-6）　東京ヴェルディユース （観客： 820 人）

第２試合 東京23FC　2-0　専修大学 （観客： 1,313 人）

決勝 味の素フィールド西が丘

横河武蔵野FC　2-2（PK5-4）　東京23FC （観客： 952 人）

　　２．２種委員会関連事業

(1) 高円宮杯サッカーリーグ2012東京 Ｔ1リーグ 4月2日～10月7日 参加　10チーム

1位:國學院久我山高校　2位:帝京高校　3位:駒澤大学高校

　※参入戦の結果、國學院久我山高校が、2013年度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2012東京 Ｔ2リーグ 4月10日～10月29日 参加　20チーム

1位:修徳高校　2位:都立駒場高校　3位:東海大付属高輪台高校

　※上記3チームが、2013年度T1リーグへ

(3) 高円宮杯サッカーリーグ2012東京 Ｔ3リーグ 4月1日～8月31日 参加　16チーム

1位:大成高校　2位:都立東大和南高校　3位:東京成徳大学高校

　※上記3チームが、2013年度T2リーグへ

　　３．３種委員会関連事業

(1) 高円宮杯全日本ユース（U-15）選手権大会　東京予選 9月15日～10月8日 都内各グラウンド 参加　60チーム

予選通過4チーム　町田JFC、Forza'02、FC多摩、横河武蔵野FC

(2) 東京都ユース（U-15）サッカーリーグ 参加　76チーム

　　関東チャレンジリーグ

1位:Forza'02  2位:FC多摩　3位:横河武蔵野FC

　※参入決定リーグの結果、Forza'02が、2013年度関東ユース(U-15)サッカーリーグへ昇格

　　他に、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) PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 東京都大会 6月17日～12月8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　100チーム

第２位 カフリンガ東久留米 （観客延べ： 1,200 人）

第３位 府中アスレティックＦＣサテライト

(2) 東京都地区フットサル大会 北区滝野川体育館

優  勝 世田谷区代表 参加8チーム

第２位 権之助坂ノックス （観客延べ： 100 人）

第３位 蹴球狂の詩

(3) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月11日・12日 駒沢屋内球技場

優  勝 府中アスレティックFCU-18 参加20チーム

第２位 東京成徳大学高等学校フットサル同好会 （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 25年1月13日・19日・27日 墨田区総合体育館、筑波大学附属高校体育館

優  勝 國學院久我山高校 参加28チーム

第２位 町田ＪＦＣ （観客延べ： 350 人）

第３位 フットボウズフットサルＵ-18、ノレイドデアルタ駒澤

(5) 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ 10月8日～12月30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12チーム

優  勝 フットボウズフットサル （観客延べ： 500 人）

第２位 府中アスレティックFCユース

第３位 東京成徳大学高等学校フットサル同好会

2部リーグ

優  勝 FCバブルユース

第２位 フェニックス自由ヶ丘

第３位 錦城高等学校

(6) 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ 5月13日～12月23日 フットサルステージ多摩他

1部リーグ 参加12チーム

優  勝 フットボウズフットサル （観客延べ： 500 人）

第２位 FC目黒

第３位 ソレイユフットサル

2部リーグ

優  勝 FC駒沢

第２位 伊藤学園フットサル部

第３位 府中アスレティック
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(7) 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 9月23日、10月8日 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝 ラルゴFCU15 参加24チーム

第２位 ファンJrユース （観客延べ： 360 人）

第３位 青山SC、ＦＣ駒沢

(8) 東京都ユース(U-15)フットサル大会 25年1月13日・19日・27日

優  勝 ＦＣ駒沢 参加30チーム

第２位 フットボウズフットサルＵ-15 （観客延べ： 350 人）

第３位 ラルゴＦＣＵ-15、FCトリプレッタJrユース

(9) 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他

優  勝 ヴィト－リア目黒FCA 参加199チーム

第２位 東京ヴェルディ （観客延べ： 1,300 人）

第３位 FCトッカーノ、早稲田ユナイテッドTOC

(10) 6月30日、7月15日、28日 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館他

優  勝 カフリンガボーイズ東久留米 参加37チーム

第２位 ファンレディース （観客延べ： 200 人）

第３位 タパジーダ

(11) 東京都女子ユースフットサル大会2012

優  勝 十文字中学校ターコイズブルー 参加8チーム

第２位 文京ＡＦＣ （観客延べ： 100 人）

第３位 十文字中学校オリエンタルブルー

（東京都女子ユース(U-15)フットサル大会）

優  勝 十文字中学校ターコイズブルー 参加3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 十文字ネイビーブルー 参加7チーム

第２位 ソシオスFCU-15 （観客延べ： 360 人）

第３位 FCラルーチェ

　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) 4月～25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～25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～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9回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－16) 11月～25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・女子) 4月～25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～25年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者97人選手800人

12月22日・23日 指導者40人　選手240人

 ⑤ＧＫﾄﾚｾﾝ（Ｕ-13・14・15） (駒沢補助競技場　他) 6月～25年2月（計8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23人

  *U-12は交流大会

(U－13)（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月23日～25年2月24日 選手20人　東京選抜2位

(U－14)（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月23日～25年2月24日 選手19人　東京選抜1位

(U－15) 9月23日～12月18日 選手18人　東京選抜1位

(U－16) 4月22日～25年2月24日 選手18人　東京選抜2位

　　［参考：指導者登録数（東京）　Ｓ級60名　Ａ級(U-12含む)90名　Ｂ級306名　Ｃ級2,834名　Ｄ級5,016名　キッズリーダー160名(任意登録)］

(2) 公認C級コーチ養成講習会

 ①短期型 25年2月23日～3月17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

 ②中期型 11月23日～12月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

25年1月19日～2月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

8月14日～8月19日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

7月29日～9月2日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

25年1月19日～2月16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) 25年2月28日～3月7日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者24人 受講者計217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） 5月12日・13日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者40人

  ②葛飾区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（葛飾区） 9月1日・2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

  ③荒川区立尾久小学校(荒川区) 9月1日・2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

  ④駒沢公園補助競技場 8月4日・11日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者65人

  ⑤味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘 25年1月19日・20日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

  ⑥大森学園高校（大田区） 25年1月27日・2月3日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

  ⑦ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 25年2月16日・17日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者64人

  ⑧三菱養和会調布グラウンド（6地域） 11月17日・18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者45人

  ⑨日野市立陸上競技場（日野市） 25年2月9日・10日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人 受講者計372人

6月30日～11月10日

10月28日・11月24・25日

(社会人連盟・都立豊島高校)

（三菱養和巣鴨・那須ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）

（早稲田大学)

（都立東久留米総合高校)

(駒沢補助競技場　他)

墨田区総合体育館、筑波大学附属高校体育館

10月8日

駒沢屋内球技場

駒沢屋内球技場25年3月23日

(少年連盟・東京ｶﾞｽ深川・小平武蔵野苑)

 ④地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会

(在日朝鮮・朝鮮大学校)

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

25年3月23日

（清瀬市下宿第三運動公園 他）

（清瀬市内山運動公園 他）
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(4) 公認キッズリーダー養成講習会

  ①U-6対象(東京ｶﾞｽ深川) 12月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者27人

12月16日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者29人

  ③U-6対象(調布市たづくり、三菱養和会調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 25年1月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

  ④U-8・10対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 25年1月27日 指導ｽﾀｯﾌ5人受講者58人 受講者計146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 (U－12) 12月22日～23日 参加者1人(鹿島ﾊｲﾂ)

(U－14) 11月23日～25日 参加者1人(群馬)

(7) ﾄﾚｾﾝ指導ｽﾀｯﾌ海外研修派遣 25年3月26日～4月3日

(8) 公認47FAﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 6月～10月 計6日間 参加者4人（中伊豆）

(9) 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18日～20日 参加者1人(Jステップ)

(10) 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 6月16日～17日 参加者1人(Jステップ)

(11) 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9日 指導ｽﾀｯﾌ5人参加者32人

(12) 関東地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会派遣 7月7日～8日 参加者8人（鹿島ハイツ）

(13) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研修会 (駒沢補助競技場) 25年3月2日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

(14) 地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研修会 (ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ) 25年3月3日 指導ｽﾀｯﾌ18人受講者33人

(15) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研修会 (中央大学杉並高校) 7月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

(拓殖大学) 7月8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

(拓殖大学) 25年2月2日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

(朝鮮大学校) 25年2月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

(駒沢陸上競技場) 25年2月23日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者48人

(駒沢陸上競技場) 25年2月24日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者48人

(十文字高校) 25年3月10日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者26人

(16) 地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ指導者育成研修会 （1地域・港南中学校） 25年3月16日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者11人

（2地域・駒込学園） 25年2月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者29人

（3地域・江戸川陸上、臨海球技場） 25年1月14日、2月23日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者26人

（4地域・東久留米総合高校） 25年3月9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者50人

（5、7地域・東海大菅生） 25年3月17日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者14人

（6地域・明治大学附属明治高校） 12月9日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者15人

(17) 指導者育成研修会 (駒場高校、東久留米総合高校) 5月～3月（計9回） 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者16人

　　２．審判委員会関連事業

(1) 指導部関係

1) 研修会･講習会

① (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者18人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者18人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者17人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者18人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者16人

② サッカー2級研修会 (大井陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ21人･受講者80人

③ サッカー2級審判員強化研修会（旧ﾄﾚｾﾝ実技大学ｷｬﾝﾌﾟ）

④ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者7人

指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者9人

⑤ 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70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70人

⑥ 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11人･受講者100人

開幕前研修会

⑦ サッカー3級審判ﾙｰﾙ伝達講習会 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者163人

⑧ サッカー3級実技打合せ講習会 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者140人

⑨ サッカー3級実技研修会(東京ｶｯﾌﾟ) (都内各会場) 25年2～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑩ 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30人

（座学） (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

(新宿区スポーツセンター) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(国立競技場会議室) 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4人･受講者30人

⑪ サッカー3級強化審判観戦・実技講習会

⑫ 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5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12人

(国立競技場クラブルーム) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者15人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者27人

⑬ サッカー女子実技研修会

⑭ 女子審判員発掘・育成イベント

6月28日

  ②U-8・10対象(東京ｶﾞｽ深川)

11月29日

25年2月21日

25年3月12日

25年1月12日

4月24日

東京ﾄｯﾌﾟﾚﾌｪﾘｰ強化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 9月27日

10月30日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)
7月27日

25年2月16日

未実施

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

(東京都ｻｯｶｰ協会内) 4月12日

11月1日

12月6日

12月11日

4月11日

9月11日

11月20日

25年3月21日

未実施

5月17日

7月23日

9月26日

11月20日

25年1月29日

未実施

未実施

参加者2人（ｽﾍﾟｲﾝﾋﾞｼﾞｬﾚｱﾙ・海外ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ）

(東京都ｻｯｶｰ協会内)

サッカー2級昇格候補者強化講習会  
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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 25年3月19日～3月21日 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者30人

(イギョラ杯)

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25人

（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7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7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

(駒沢補助競技場) 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35人

③ サッカー2級トレーニングセンター（座学）

④ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15人

（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15人

(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6人･受講者18人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者11人

⑤ 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者85人

⑥ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者50人

（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者70人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者50人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者40人

⑦ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者15人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者18人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者17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7人･受講者80人

同分析会 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

3) その他

関東協会主催研修会派遣 （男子6回・女子3回・フットサル2回・ビーチサッカー1回） 派遣者各2～3人

英会話 （1・2級対象） 参加者5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10人･受講者36人･登録者36人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者35人･登録者26人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者92人･登録者82人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者63人･登録者43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11人･受講者185人

(東京学芸大学) (S3新規ｽﾀｯﾌ兼)受講者159人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者166人

(東京学芸大学) 25年2月3日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者86人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 74回

③ サッカー2級資格更新講習会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者175人

④ サッカー3級資格更新講習会 通信講習

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41人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者27人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者41人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者32人

(東京学芸大学) 25年2月3日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者35人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 63回

(味の素フィールド西が丘他)

12月20日

4月26日

25年1月31日

未実施

サッカー3級強化審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 4月12日

5月29日

5月15日

6月26日

7月10日

10月11日

11月15日

5月8日

6月7日

7月3日

8月7日

9月27日

11月29日

25年1月22日

25年2月21日

25年2月26日

7月17日

9月7日

10月2日

11月6日

12月18日

25年1月10日

25年2月5日

25年3月5日

サッカー女子審判トレーニングセンター 6月19日

9月13日

10月23日

12月13日

25年3月12日

7月4日

7月17日

5月6日

8月5日

11月4日

25年3月3日

6月17日

8月5日

10月8日

通年

12月23日

6月17日

8月5日

10月8日

12月23日

通年

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン（座学） (国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)
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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 (滝野川体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者9人･登録者5人

(東京学芸大学) 25年3月3日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者19人･登録者14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) 25年3月3日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者5人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 9回

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13人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者14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117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75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90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3人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者6人

(東京学芸大学) （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者3人

(東京学芸大学) 25年2月3日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者3人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 8回

3) 資格認定講習会（インストラクター）

①

（座学） (味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ会議室) 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者10人

（座学・実技） (赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ7人・受講者10人

（認定テスト） (大井ふ頭ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ7人・受講者10人

（最終審査会議） 25年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者7人

② 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者51人

③ (代々木第一体育館) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者3人

(駒沢屋内球技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者3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5人･受講36団体

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 派遣数408人

　　　〈主な派遣大会〉

② フットサル審判アセッサー派遣 派遣数51人

東京都フットサルリーグ、東京都フットサル女子リーグ、東京都フットサル大学リーグ

(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2,590人・副審2,408人・第4審判206人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度)　主審2,406人・副審2,367人・第4審判194人

② フットサル競技審判員派遣

　　　各種大会 通年 1,283試合 審判員2,676人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度)  803試合 審判員1,732人

③ 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者38人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者37人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者30人

(駒沢陸上競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者28人

(東大御殿下ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ付帯教室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者26人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者29人

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者15人

(駒沢陸上競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者26人

(国立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31人

(国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者34人

6月21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、東京都大学春季対抗戦、東京都大学リーグ1・2部、

東京都大学新人大会、Ｔリーグ、イギョラ杯

東京都クラブユースU-17選手権大会、全国シニア大会Ｏ-50東京都予選、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、東京都社会人リーグ、東京都社会人リーグカップ、関東リーグ、

Ｔ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、総理大臣杯全日本大学トーナメント東京都予選、

東京都大学春季対抗戦、東京都大学リーグ、東京都大学新人大会、東京都女子リーグ、

高円宮杯全日本ユース（U-15）選手権大会東京都予選

11月25日

25年1月17日

バーモントカップ全日本少年フットサル大会（全国大会・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、

東京都女子ユース（U-15）フットサル大会、東京都フットサルリーグ、東京都女子フットサルリーグ、

東京都レディースフットサルフェスティバル、関東フットサルリーグ、東京都大学フットサルカップ、

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、

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

5月19日

25年2月19日

25年3月21日

7月31日

8月28日

9月16日

10月24日

7月8日

通年

9月1日

9月2日

9月23日

9月1日

9月2日

9月23日

6月17日

8月5日

10月8日

12月23日

通年

サッカー3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格認定講習会

11月11日

11月18日

25年2月10日

(東京都ｻｯｶｰ協会内)

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園ふれあいﾎｰﾙ)
12月2日

フットサル3級インストラクター認定講習会 11月24日

12月8日

12月8日

11月6日

ｻｯｶｰ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会

サッカー3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｾﾐﾅｰ (赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園ふれあいﾎｰﾙ)
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④ サッカー3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ強化セミナー 上記セミナーに含む

⑤ サッカー講習会講師研修会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者20人

⑥ (小金井総合体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者12人

⑦ (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者5人

(5) 総務部関係

① 審判交流プログラム (東京) 7月19日～22日 参加者80人

② 海外研修(東京－ソウル親善/ソウル） 未実施

(6) 広報部関係

① ホームページ運営 通年 ｽﾀｯﾌ1人

(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 (日野学園) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者5人

③ フットサル2級・3級審判員研修会 (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者45人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者12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4人･受講者23人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者23人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者27人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

(日野学園) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者12人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

(日野学園) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者9人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者21人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

（座学） (国立競技場会議室) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者28人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

(小豆沢体育館) 25年1月9日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

（座学） (国立競技場会議室) 25年2月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者21人

(小豆沢体育館) 25年2月18日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

(小豆沢体育館) 25年3月13日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者17人

　　３．日本サッカー協会普及事業

(1) キッズ（Ｕ-6）プログラム

（全151園） 5月～25年3月

②キッズ（U-6）サッカー大会 （味の素フィールド西が丘） 25年2月17日 参加48チーム588人

（ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 25年2月24日 参加60チーム785人

③キッズ（U-8)サッカー大会 （ﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞはるひ野ｺｰﾄ） 9月15日・16日 参加52チーム480人

（ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ・ﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞはるひ野ｺｰﾄ） 25年2月10日・11日 参加64チーム567人

④キッズ（U-9)サッカー大会 （都立舎人公園ﾌﾟﾚｲｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 7月1日 参加32チーム350人

(2) ユニクロサッカーキッズ （東京ドーム） 9月17日 参加120チーム1,737人による交流試合

(3) ＪＦＡキッズ(Ｕ－6・8・10)サッカーフェスティバル

①Ｕ-8・10対象 （駒沢陸上競技場） 10月8日 参加約2,400人による交流試合

②Ｕ-8・10対象 （味の素スタジアム） 11月11日 参加約1,800人による交流試合

③Ｕ-6対象 （駒沢第２球技場） 10月21日 参加67チーム937人による交流試合

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 25年1月20日 参加60チーム875人による交流試合

（味の素フィールド西が丘） 25年1月27日 参加60チーム801人による交流試合

(4) ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル

①2012東京 in 滝野川 （北区滝野川体育館） 52名による交流試合

②2012東京 in 立川 （立川市泉市民体育館） 28名による交流試合

③2012東京 in 駒沢 （駒沢屋内球技場） 44名による交流試合

(5) 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 （駒沢陸上競技場） 6月9日 　雨天のため中止

②レディース (ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 25年2月23日 参加26チーム＋個人3名　計182人

(6) ＪＦＡフットボールデー

①多摩市 （多摩市立陸上競技場） 9月2日 U-6～一般まで324名参加

②府中市 （府中朝日サッカー場） 9月30日 U-8～一般まで320名参加

(7) 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） 25年3月16日 駒沢屋内球技場

順位付けなし 参加11チーム

（観客延べ： 100 人）

7月15日

①幼稚園・保育園の巡回指導

11月10日

12月23日

5月6日

4月8日

フットサル3級審判インストラクター研修会

フットサル認定講習会講師研修会

3月23日

10月20日

4月8日

9月12日

9月20日

5月16日

4月16日

5月9日

6月19日

7月11日

8月20日

8月28日

10月22日

11月14日

12月6日

12月17日
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　　４．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

　　５．スポーツマネジャー養成事業

(1) 25年2月16日～23日 受講者29人

　　６．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2回 4,500部作成

全加盟チーム・役員、

各区市町協会・連盟等へ配布

(2) ホームページ情報更新 通年

(3) 公共施設の情報整理と利用ネットワーク構築 通年

(4) 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 137人登録

(5) フットサル教室講師派遣 （中央区立佃児童館） 7月11日

（中央区立月島児童館） 9月12日・26日

（中央区立勝どき児童館） 11月14日

(6) 各種会議派遣

          日本協会評議員会､関東協会総会､関東協会代表者会議､全国専務理事会議､全国審判委員長会議、関東審判委員長会議、

          関東社会人連盟運営委員会議､関東学連評議員会議､関東高体連委員長会議、関東中体連委員長会議、

          関東３種委員長会議､日本協会第４種委員長会議、関東少年委員長会議、全国技術委員長会議、関東技術委員長会議、

          関東女子委員長会議､関東フットサル委員長会議　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 (駒沢第2球技場 他) 24年3月18日・25日・4月1日 参加8チーム選手160名

(2) 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

(3) 国民体育大会関東ブロック大会(東京)  

・成年男子 1回戦 東京都選抜 3-2 山梨県選抜 8月18日 駒沢補助競技場

8月19日 駒沢陸上競技場

※関東ブロック大会敗退

・女子 1回戦 東京都選抜 3-0 埼玉県選抜 8月18日 味の素フィールド西が丘

8月19日 味の素フィールド西が丘

※関東ブロック大会敗退

・少年男子 8月18日 江東区夢の島競技場

※関東ブロック大会通過

(4) 国民体育大会(岐阜)  

・少年男子 1回戦  東京都選抜 2-1 島根県選抜 9月30日 飛騨古川ふれあい広場

2回戦  東京都選抜 2-4 福岡県選抜 10月1日 飛騨古川ふれあい広場

(5) 東京国体強化特別事業

・成年男子強化練習会 10月～25年3月延べ6回 指導ｽﾀｯﾌ3名選手50名

・女子強化練習会 10月～25年3月延べ8回 指導ｽﾀｯﾌ3名選手50名

・少年男子強化練習会 25年1月～3月延べ4回 指導ｽﾀｯﾌ5名選手70名

25年3月26日～4月3日 指導ｽﾀｯﾌ6名選手18名

　　２．国際交流事業

(1) 東京-ソウル親善定期戦　（U-18・U-15各2試合） 8月27日～31日 大韓民国・ソウル　考昌運動場

第1戦(8/28) 東京都U-15選抜　4-0　ソウル中学選抜

東京ヴェルディユース　1-3　慶煕（キョンヒ）高等学校

第2戦(8/30) 東京都U-15選抜　4-1　ソウル中学選抜

東京ヴェルディユース　1-1　彦南（オムナム）高等学校

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園競技場 他)

・少年男子海外ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ (ｽﾍﾟｲﾝ・ﾋﾞｼﾞｬﾚｱﾙ)

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園競技場)

代表決定戦 東京都選抜 0-1 栃木県選抜

代表決定1回戦 東京都選抜 5-3 千葉県選抜

代表決定戦 東京都選抜 0-1 千葉県選抜

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園競技場)

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 (駒沢公園陸上競技場会議室)
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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) FIFA U-20女子ワールドカップジャパン2012

グループステージ第3戦 国立競技場

第１試合 韓国　2-0　ブラジル （観客： 16,914 人）

第２試合 スイス　0-4　日本 （観客： 16,914 人）

準々決勝 国立競技場

第１試合 ナイジェリア　1-0　メキシコ （観客： 24,097 人）

第２試合 日本　3-1　韓国 （観客： 24,097 人）

準決勝 国立競技場

第１試合 ナイジェリア　0-2　アメリカ （観客： 28,306 人）

第２試合 日本　0-3　ドイツ （観客： 28,306 人）

３位決定戦／決勝 国立競技場

３位決定戦 ナイジェリア　1-2　日本 （観客： 31,114 人）

決勝 アメリカ　1-0　ドイツ （観客： 31,114 人）

(2) KIRIN CHALLENGE CUP 2012 国立競技場

なでしこジャパン（日本女子代表）　3-0　オーストラリア女子代表 （観客： 22,048 人）

U-23日本代表　1-1　U-23ニュージーランド代表 （観客： 31,307 人）

(3) 国際親善試合　 10月24日 国立代々木競技場第一体育館

フットサル日本代表　3-3　フットサルブラジル代表 （観客： 8,236 人）

(4) 東京国際ユース（U-14)サッカー大会 駒沢陸上競技場・第二球技場・補助競技場

優  勝 サントスFC(サンパウロ)

第２位 東京都トレセン選抜

第３位 宮城県 （観客延べ： 8,779 人）

(5) 全国社会人選手権大会 10月12日～10月17日

優  勝 FC KOREA （東京都）

第２位 福島ユナイテッドFC（福島県） （観客延べ： 8,251 人）

第３位 ファジアーノ岡山ネクスト（岡山県） 参加 32チーム

(6) 天皇杯全日本選手権大会　２回戦

東京ヴェルディ　3-0　HOYO大分 （観客： 1,093 人）

FC町田ゼルビア　1-1（PK5-4）　ギラヴァンツ北九州 （観客： 1,653 人）

FC東京　0-1　横河武蔵野FC （観客： 7,287 人）

(7) 天皇杯全日本選手権大会　準々決勝 味の素スタジアム

ジェフユナイテッド千葉　0-1　鹿島アントラーズ （観客： 12,843 人）

(8) 天皇杯全日本選手権大会　準決勝 国立競技場

横浜F・マリノス　2-4　柏レイソル （観客： 21,267 人）

(9) 天皇杯全日本選手権大会　決勝 国立競技場

ガンバ大阪　0-1　柏レイソル （観客： 46,480 人）

(10) 全国高校選手権大会 12月30日～25年1月19日

優  勝 鵬翔高校 （宮崎県）

第２位 京都橘高校 （京都府）

第３位 星稜高校 （石川県）、桐光学園高校 （神奈川県） （観客延べ： 219,557 人）

(11) バーモントカップ全日本少年フットサル大会 25年1月4～6日 駒沢体育館・屋内球技場

優  勝 鹿島アントラーズジュニア（茨城県）

第２位 ベガルタ仙台ジュニア(宮城県)

第３位 ブリンカールＦＣ(愛知県）、ＦＣアルマ大垣Ｕ-12（岐阜県） （観客延べ： 4,550 人）

(12) PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 25年3月15～17日 国立代々木競技場第一体育館

準々決勝 エスポラーダ北海道 6-3デウソン神戸 （観客： 906 人）

湘南ベルマーレ 3-3（PK5-4） 府中アスレティックFC （観客： 1,596 人）

フウガすみだ 5-1デリッツィア磐田 （観客： 2,412 人）

名古屋オーシャンズ 2-1 シュライカ―大阪 （観客： 3,047 人）

準決勝 エスポラーダ北海道 2-5 フウガすみだ （観客： 2,540 人）

湘南ベルマーレ　2-6 名古屋オーシャンズ （観客： 3,138 人）

第3位決定戦 エスポラーダ北海道 3-1 湘南ベルマーレ （観客： 3,155 人）

決勝 フウガすみだ　4-4（PK3-4） 名古屋オーシャンズ （観客： 5,090 人）

(13) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 24年3月～12月 43試合

(14) Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 6月16日・17日、12月1日・2日 20試合

(15) 全国青年大会フットサル競技 11月10日～11日 駒沢体育館

優  勝 権之助坂ノックス（東京都） 参加 15チーム

第２位 世田谷区代表（東京都）

第３位 ＦＣＫＢ（静岡県）

8月26日

8月30日

9月4日

9月8日

7月11日

5月2日～5日

味の素スタジアム　他

9月8日・9日 味の素フィールド西が丘・駒沢陸上競技場・味の素スタジアム

12月23日

12月29日

25年1月1日

駒沢陸上競技場・江戸川区陸上競技場・国立競技場　他
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(16) 国民体育大会関東ブロック大会 8月18日・19日 駒沢陸上競技場 他

関東ブロック大会通過（岐阜国体出場）チーム 参加 24チーム

成年男子 茨城県、栃木県

女子 茨城県、千葉県

少年男子 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都

(17) 都民体育大会 5月6日～6月9日 駒沢第2球技場・補助競技場

優  勝 調布市 参加 36チーム

第２位 江東区

第３位 大田区

(18) 都民生涯スポーツ大会 8月26日、9月2日・9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3～4試合 参加 60チーム

(19) 関東自治体職員選手権大会 10月27日～30日

優  勝 東京消防庁（東京都） 参加 16チーム

第２位 さいたま市役所（埼玉県）

第３位 船橋市役所（千葉県）

(20) 全日本女子フットサル選手権大会関東大会 10月6日・13日 駒沢公園体育館

優  勝 カフリンガボーイズ東久留米（東京都） 参加 12チーム

第２位 バルドラール浦安ラスボニータス（千葉県）

第３位 ファンフットサルクラブレディース（東京都）

(21) 関東高等専門学校選手権大会 7月7日・8日 参加 8チーム

優  勝 茨城工業高等専門学校（茨城県）

第２位 東京工業高等専門学校（東京都）

第３位 群馬工業高等専門学校（群馬県）

　［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)

　　女子(小学生)

(2) 審判登録

１級

女子１級

２級

３級

４級

１級

２級

３級

(3) フットサル登録

814チーム (延35大会)

個人登録7,442名

(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加盟分担金納入(5種別・1種～女子)

(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（5種別・1種～女子）

(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

10

2

83 101 18

フットサル審判インストラクター登録数(名) サッカー審判インストラクター登録数(名)

59 73 7

931

11

360

9

H23年度 H24年度 H23年度 H24年度

14 17 2

15,492

38,374

2,266

444

359

356

1263

14,170

1,529

733

97

53

H23年度 H24年度

345

704

89,865

46

16

55

2,159

919

317

453

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

56

40

90

12

50

2,110

サッカー審判登録数(名)

H23年度 H24年度

11

6

8

19合　計

-

63

347

1,128

1,546

フットサル審判登録数(名)

H23年度 H24年度

17

5

193

4,709

17,253

22,177

17

7

209

4,706

19,176

24,115

14,090

14,979 15,523

H23年度 H24年度

選手登録数(名)

7

1,105

-

62

14,984

36,300

2,129

1,469

1083

335

合　計 1,535

361

戸吹スポーツ公園サッカー場・上柚木公園陸上競技場

合　計 86,288
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