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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 横河武蔵野FC　3-2　FC東京U-18 （観客： 576 人）

第２試合 FC町田ゼルビア　0-3　明治大学 （観客： 1,033 人）

決勝 味の素フィールド西が丘

明治大学　3-0　横河武蔵野FC （観客： 723 人）

(2) 東京-ソウル親善定期戦　（U-18・U-15各2試合） 8月26日～29日

第1戦(8/27) 東京都U-15選抜　3-1　中東（チュンド）中学校 大韓民国・ソウル　考昌運動場

駒澤大学高校　1-3　彦南（オムナム）高校

第2戦(8/28) 東京都U-15選抜　5-2　ソウル中学選抜 大韓民国・坡州市　ナショナルフットボールセンター

駒澤大学高校　0-2　中京（チュンギョン）高校

　　２．２種委員会関連事業

(1) 高円宮杯サッカーリーグ2014東京 Ｔ1リーグ 2月22日～11月23日 参加　10チーム

1位:実践学園高校　2位:駒澤大学高校　3位:帝京高校

　※2015年度プリンスリーグ関東への昇格はなし

(2) 高円宮杯サッカーリーグ2014東京 Ｔ2リーグ 2月19日～11月16日 参加　10チーム

1位:都立東久留米総合高校　2位:多摩大学目黒高校　3位:駿台学園高校

　※上記3チームが、2015年度T1リーグへ

(3) 高円宮杯サッカーリーグ2014東京 Ｔ3リーグ 4月3日～10月17日 参加　20チーム

1位:FC東京U-18[B]　2位:早稲田実業学校　3位:東京成徳大学高校

　※FC東京U-18[B]が、2015年度T2リーグへ

(4) 高円宮杯サッカーリーグ2014東京 Ｔ4リーグ 4月3日～10月17日 参加　16チーム

1位:駒澤大学高校[B]　2位:國學院大學久我山高校[B]　3位:三菱養和SCユース[B]

　※上記3チームが、2015年度T3リーグへ

(5) 地区トップリーグU-18 3月22日～27年1月18日 参加　31チーム

1位:FC町田ゼルビアユース[B]　2位:創価高校　3位:実践学園高校[C]　4位:駒澤大学高校[C]

　※上記4チームが、2015年度T4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14日～10月14日 都内各グラウンド 参加　68チーム

予選通過4チーム　三菱養和SC調布、FC多摩、S.T.FC、AZ`86東京青梅

(2) 東京都ユース（U-15）サッカーリーグ 参加　152チーム

　　トップリーグ ※全都・地域含む

1位:三菱養和SC調布  2位:FC多摩　3位:AZ'86東京青梅

　※2015年度関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部への昇格はなし

　　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 5月31日～11月24日 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館他

優  勝 フウガドールすみだバッファローズ 参加　88チーム

第２位 ASVペスカドーラ町田アスピランチ （観客延べ： 1,200 人）

第３位 リガーレ東京

(2) 全日本ユース(U-18)フットサル大会 東京都大会 5月18日、6月29日 フィスコフットサルアレナとしまえん他

優  勝 関東第一高校 参加18チーム

第２位 府中アスレティックFCU-18 （観客延べ： 300 人）

第３位 フットボウズフットサルＵ-18、自由ヶ丘学園

(3) 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ 5月25日～12月27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13チーム

優  勝 フットボウズフットサルＵ-18 （観客延べ： 500 人）

第２位 府中アスレティックFCU-18

第３位 FCバブルU-18

2部リーグ

優  勝 錦城高校

第２位 日本学園

第３位 セイリツB
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(4) 全日本ユース(U-15)フットサル大会 東京都大会 10月26日、11月2日 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝 ＦＣ駒沢U-15チームフットサル 参加28チーム

第２位 フウガドールすみだウイングス （観客延べ： 360 人）

第３位 FUNJrユース、ラルゴFCU-15

(5) 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ 6月1日～11月30日 フットサルステージ多摩

1部リーグ 参加12チーム

優  勝 フウガドールすみだウイングス （観客延べ： 500 人）

第２位 ソレイユフットサル

第３位 東京ヴェルディフットサルクラブ

2部リーグ

優  勝 ゾットワセダインファンチール

第２位 FCオーレ

第３位 府中アスレティックＦＣＪｒユース

(6) 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 FUNアカデミー 参加225チーム

第２位 東京ヴェルディジュニア （観客延べ： 1,300 人）

第３位 町田小川FCレッド、FCトッカーノ

(7) 7月5日、7月12日、7月19日 駒沢体育館

優  勝 ビークス東京レディース 参加42チーム

第２位 フォレストアネックス （観客延べ： 200 人）

第３位 タパジーダ、ザサンキスト

(8) 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 十文字中学校 参加8チーム

第２位 FCラルーチェ （観客延べ： 100 人）

第３位 17多摩SCミヤカミガールズ

　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～27年2月（計10回） 指導ｽﾀｯﾌ各8人選手延べ660人

(駒沢補助競技場 他) (U－13) 6月～27年2月（計9回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－14) 4月～27年2月（計11回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－15) 5月～12月（計8回） 指導ｽﾀｯﾌ各6人選手延べ300人

(U－16) 11月～26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～27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～27年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者108人選手860人

12月21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) 5月～27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) （富士緑の休暇村 他） 指導者6人　選手23人

  *U-12は交流大会

(U－13)（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月28日～27年2月22日 選手20人　東京選抜5位

(U－14)（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月28日～27年2月22日 選手18人　東京選抜5位

(U－15) 9月28日～12月14日 選手18人　東京選抜5位

(U－16) 4月27日～27年2月22日 選手18人　東京選抜3位

　　［参考：指導者登録数（東京）　Ｓ級67名　Ａ級(U-12含む)114名　Ｂ級350名　Ｃ級3,019名　Ｄ級5,591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 27年2月14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21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

27年1月17日～2月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

11月29日～12月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者38人

27年1月17日～2月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

(東京都大学連盟・立教大学) 27年3月3日～8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者22人 受講者計186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24日・25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

　②赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園球技場(北区) 7月26日・27日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

　③葛飾区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(葛飾区) 9月6日・7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

　④三菱養和会調布ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、調布市たづくり（6地域） 11月1日・9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

　⑤明星大学青梅ｷｬﾝﾊﾟｽ(5地域&青梅市） 11月8日・9日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者60人

  ⑥片倉高校(八王子市) 12月6日・7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

  ⑦十文字高校 12月13日・14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

（都立東久留米総合高校)

（早稲田大学)

(少年連盟・東京ｶﾞｽ小平武蔵野苑)

(社会人連盟・都立豊島高校)

 ④地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会 (駒沢補助競技場　他)

10月26日・11月22・23日

（矢田部ｻｯｶｰ場 他）

（フクダ電子スクエア 他）

（三菱養和巣鴨・那須ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）

6月15日～9月15日

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

11月2日
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  ⑧大森学園高校(大田区) 27年1月25日・2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

  ⑨清瀬第四中学校(4地域) 27年1月31日・2月1日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

  ⑩十文字高校 27年2月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

  ⑪日野市陸上競技場(日野市) 27年2月21日・22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者40人

  ⑫ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ 27年2月14日・15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者62人

　⑬新宿区落合中学校（1地域） 27年3月14日・15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人

　⑭和光高校(7地域) 27年3月7日・8日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者23人

　⑮駒込学園 27年3月1日・8日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者39人 受講者計551人

(4) 公認キッズリーダー養成講習会

  ①U-6対象(都立武蔵高校) 7月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者63人

  ②U-6対象(横河電機ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 11月29日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者48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) 27年1月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者23人

  ④U-8対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 27年1月25日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者38人

  ⑤U-10対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 27年2月7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者45人 受講者計217人

(5) スカウティングＶＴＲ作成 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－14) 11月22日～23日 参加者1人(Jグリーン堺)

(7) 公認47FAﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成研修会（ＪＦＡ）派遣 5月～10月 計6日間 参加者4人（JFAﾊｳｽ、Jグリーン堺、時之栖）

(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 5月16日～18日 参加者1人(Jステップ)

(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 6月14日～15日 参加者1人(Jステップ)

(10) 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7日 指導ｽﾀｯﾌ5人参加者38人

(11) 関東地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ研修会派遣 7月6日～7日 参加者5人（鹿島ハイツ）

(12) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ研修会 (東工大附属) 27年2月28日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者19人

(13) 地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研修会 (私立武蔵高校) 27年3月1日 指導ｽﾀｯﾌ12人受講者33人

(14) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研修会 (私立武蔵高校) 6月28日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者19人

(味の素フィールド西が丘) 7月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者30人

(駒沢補助) 27年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者46人

(拓殖大学) 27年2月1日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者25人

(駒沢補助) 27年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者18人

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ) 27年2月21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者37人

(15) 指導者育成研修会 (東久留米総合高校、私立武蔵高校など) 5月～2月（計16回） 指導ｽﾀｯﾌ3人受講者19人

(16) 地域ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ指導者育成研修会 （1地域・東京農大一高） 12月13日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者11人

（2地域・駒込学園） 12月7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者15人

（4、5地域・東海大菅生高校） 27年3月15日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者15人

（6地域・三菱養和調布） 12月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者11人

（7地域・和光高校） 12月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者6人

(17) 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 (三菱養和巣鴨） 9月3日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者6人

(18) トレセン指導スタッフ海外研修 (マレーシア) 27年3月26日～31日 指導者2人派遣

　　２．審判委員会関連事業

(1) 指導部関係

1) 研修会･講習会

① サッカー2級強化審判員研修会 (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者16人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者12人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者20人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者1２人

② サッカー2級研修会 (味スタ西競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者143人

③ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者4人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者8人

④ サッカー3級研修会 (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者84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8人･受講者60人

⑤ サッカー3級ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾌｪﾘｰ (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者180人

開幕前研修会

⑥ サッカー3級審判ﾙｰﾙ伝達講習会 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者150人

⑦ サッカー3級実技打合せ講習会 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者160人

⑧ サッカー3級実技研修会(東京ｶｯﾌﾟ) (都内各会場) 27年1～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑨ サッカー3級強化審判員研修会 (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者52人

（座学） (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者23人

(国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者15人

(ハイライフプラザ板橋) 12月21日

4月30日

6月24日

9月18日

10月9日

(東京都ｻｯｶｰ協会) 10月6日

12月2日

12月11日

4月8日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 7月18日

11月13日

27年2月12日

12月23日

サッカー2級昇格候補者強化講習会  (東京都ｻｯｶｰ協会) 10月6日

6月12日

9月25日
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(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者25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5人･受講者30人

⑩ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者19人

⑪ サッカー女子サポートプログラム (国立競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者30人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者20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5人･受講者20人

⑫ サッカー女子実技研修会

⑬ 女子審判員発掘・育成イベント

2) トレーニングセンター     

① 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6人･受講者30人

（実技） (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者30人

(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6人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者340人

② (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者50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40人

③ (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20人

(駒沢補助競技場) 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6人･受講者23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7人･受講者28人

④ 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者40人

⑤ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者60人

（実技） (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9人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者60人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者35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8人･受講者45人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者45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) 27年2月・降雪のため中止

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者50人

⑥ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者25人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者25人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者25人

⑦ サッカートレーニングセンター観戦研修(西が丘サッカー場) 指導ｽﾀｯﾌ８人･受講者５０人

同分析会 (国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者80人

3) その他

関東協会主催研修会派遣 （男子6回・女子4回・フットサル3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4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 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ11人･受講者57人･登録者44人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者70人･登録者58人

(大井陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者４３人･登録者３５人

(東京学芸大学) 27年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者95人･登録者66人

(東京学芸大学) 27年3月8日 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者86人･登録者64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176人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者119人

12月7日

6月1日

8月3日

12月8日

27年2月26日

6月29日

7月14日

5月24日

8月3日

27年1月8日

27年3月3日

サッカー女子審判トレーニングセンター 6月12日

9月11日

10月16日

6月5日

7月3日

8月7日

10月2日

11月6日

12月4日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン（座学） 9月4日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン 4月10日

5月8日

5月22日

9月25日

11月13日

27年1月22日

27年2月12日

27年3月10日

27年3月19日

サッカー2級トレーニングセンター（座学） 9月4日

3月1日

サッカー3級強化審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 4月17日

5月29日

6月26日

10月23日

11月27日

12月18日

27年1月29日

7月23日

11月20日

27年1月20日

27年3月11日

未実施

未実施

11月25日

27年3月24日

サッカー3級強化審判観戦・実技講習会 (東京学芸大学附属小金井中学校) 8月22日

5月21日
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(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者115人

(東京学芸大学) 2７年2月１日 指導ｽﾀｯﾌ1４人･受講者４５人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 80回

③ サッカー2級資格更新講習会 (味スタ西競技場) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者143人

④ サッカー3級資格更新講習会 S3全員

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18人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者15人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者20人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者55人

(東京学芸大学) 2７年2月１日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者75人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 51回

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 (小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者1１人

(国立競技場) 27年3月8日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者11人･登録者10人

② フットサル4級資格認定講習会 

・審判委員会主催 (小豆沢体育館) （F3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者24人

(東京学芸大学) 27年3月8日 （S3級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者19人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 11回

③ フットサル2級資格更新講習会 (ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ9人･受講者15人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者14人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 27年1月11日 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者20人

④ フットサル3級資格更新講習会 (ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者104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91人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 27年1月11日 （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者70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1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2人

(東京学芸大学) 2７年2月１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） (赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者6人

（座学・実技） (駒沢陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人・受講者6人

（認定テスト） (大井陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者4人

② 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者61人

③ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者1人

④ 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者9人

4) 審判登録WEB化関連

① ｽﾀｯﾌ8人･参加39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483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62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

③ (赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ5人・受講者52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48人

(味の素フィールド西が丘) 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者33人

(四谷消防署) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者31人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者42人

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者44人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者46人

(駒沢陸上競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者50人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者52人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者40人

8月20日

9月21日

10月20日

27年1月18日

27年2月26日

27年3月19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、東京都大学連盟東京都トーナメント予選兼総理大臣杯予選、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

サッカー3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｾﾐﾅｰ 4月12日

5月20日

6月25日

7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 (小金井市民体育館) 11月24日

区市町連盟・協会向け説明会 (国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ) 1月14日

27年1月25日

ｻｯｶｰ3級ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格更新講習会 (東京工業大学) 12月7日

フットサル3級インストラクター認定講習会 (立川市泉体育館) 11月22日

12月13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2日

11月16日

12月21日

12月20日

12月21日

6月1日

8月3日

10月13日

8月9日

8月9日

通年

12月20日

通信講座

6月1日

8月3日

10月13日

12月13日

通年

10月13日

通年

12月23日
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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 上記セミナーに含む

⑥ (小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者3人

⑦ (日野学園) 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者5人

(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2,412人・副審2,390人・第4審判212人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度)　主審2,462人・副審2,570人・第4審判265人

② フットサル競技審判員派遣

　　　各種大会 通年 1,392試合 審判員2,991人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度) 1,307試合 審判員2,838人

(5) 総務部関係

① 審判交流プログラム (山形) 7月17日～20日 参加者24人

② 海外研修(東京－ソウル親善/ソウル） (ソウル) 8月27日～28日 参加者1人

(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14人

③ フットサル2級・3級審判員研修会 (日野学園他) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者41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17人

(小豆沢体育館) 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21人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者14人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者13人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者13人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

（座学） 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者2人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者9人

（座学） (夢の島競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者22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) 27年1月14日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

(小豆沢体育館) 27年2月18日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者21人

(小豆沢体育館) 27年3月11日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

（座学） （代々木ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｾﾝﾀｰ） 27年3月18日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者30人

⑤ フットサル新2級・2級昇級候補3級審判員ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(実践)

(日野学園) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者9人

(日野学園) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者10人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者11人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者10人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者10人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者16人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者28人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者24人

（戸塚地域センター） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者21人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者21人

（座学） （新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

2月23日

3月27日

8月12日

9月17日

10月6日

11月19日

12月15日

1月19日

10月29日

12月10日

4月21日

5月13日

6月18日

7月8日

8月13日

9月10日

10月8日

(東京体育館) 8月27日

11月12日

10月26日

4月26日

4月9日

5月14日

6月11日

7月9日

フットサル3級審判インストラクター研修会 9月20日

フットサル認定講習会講師研修会 4月26日

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

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
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　　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 小金井市総合体育館

優  勝 権之助坂ノックス 参加7チーム
第２位 ハムトースターズ （観客延べ： 100 人）
第３位 板橋区代表

(2) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月9日・17日 小金井市総合体育館
優  勝 フットボウズフットサルU18B 参加20チーム
第２位 府中アスレティックFCユース （観客延べ： 240 人）
第３位 FCバブルU-18

(3) 東京都ユース(U-18)フットサルフェスティバル 27年1月17日・18日・25日 フィスコフットサルアレナとしまえん
優  勝 フットボウズフットサルＵ-18 参加32チーム
第２位 府中アスレティックFCU-18 （観客延べ： 350 人）
第３位 ＦＣレジスタンス、國學院久我山高校

(4) 東京都ユース(U-15)フットサルフェスティバル 27年1月17日・18日・25日
優  勝 サッカーコミュニティFC目黒 参加26チーム
第２位 FCTRP （観客延べ： 350 人）
第３位 フウガドールスミダウイングス、FCオーレ

(5) 東京都レディースフットサルフェスティバル 27年3月29日 世田谷総合運動場　体育館
(6) 東京都女子ユースフットサルフェスティバル

優  勝 十文字中学校 参加9チーム
第２位 北区さくらガールズ （観客延べ： 100 人）
第３位 筑波大学附属高校

(7) 公共施設の情報整理と利用ネットワーク構築 通年
(8) スポーツセーフティ講習会 （国立代々木競技場） 6月1日 受講者14人
(9) 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 177人登録

(10) フットサル教室講師派遣 （中央区立月島児童館） 6月11日・6月25日
（中央区立勝どき児童館） 7月9日、12月3日

（中央区立佃児童館） 7月31日

　　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138園） 5月～27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） 27年2月15日 参加48チーム591人

（ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ） 27年2月22日 雨天のため中止
③キッズ（U-8)サッカー大会 27年2月28日・3月8日 参加60チーム496人
④キッズ（U-9)サッカー大会 （駒沢陸上競技場） 7月5日 参加48チーム555人
⑤キッズ（U-7)サッカー大会 （都立舎人公園陸上競技場） 12月21日 参加48チーム492人

(2) ユニクロサッカーキッズ （東京ドーム） 9月15日 参加144チーム2,208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12日 参加約2,500人による交流試合
②Ｕ-8・10対象 （味の素スタジアム） 11月9日 参加約1,800人による交流試合
③Ｕ-6対象 (味の素スタジアム西競技場） 27年1月18日 参加60チーム840人による交流試合

（味の素フィールド西が丘） 27年3月22日 参加42チーム515人による交流試合
※3/1雨天の為22日へ延期

(4) ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル
①2014東京 in 府中 （府中市立総合体育館（第二体育室）） 60名による交流試合
②2014東京 in 立川 （立川市泉市民体育館） 50名による交流試合
③2014東京 in 世田谷 （世田谷総合運動場　体育館） 70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28日

②レディース＆ガールズ (駒沢陸上競技場） 27年3月1日 雨天の為中止
(6) ＪＦＡフットボールデー

（多摩市立陸上競技場） 9月7日 U-6～一般まで287人参加
(7) JFAグラスルーツフェスティバル （味の素スタジアム西競技場） 11月30日 U-6幼児初心者94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 27年3月

　　６．スポーツマネジャー養成事業
(1) 受講者30人

　　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2回 4,500部作成
(2) ホームページ情報更新 通年
(3) 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､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

レディース：参加18チーム　計118名

南豊ヶ丘小学校（多摩市）跡地整備事業へ助成

JFAスポーツマネジャーズカレッジサテライト講座 (JFAハウス) 27年1月17日～24日

①幼稚園・保育園の巡回指導

（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）

9月15日
11月22日
3月29日

ガールズ：参加29チーム+個人33名　計244名

7月21日

フィスコフットサルアレナとしまえん

27年3月15日 フィスコフットサルアレナとしまえん
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　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 (味の素フィールド西が丘) 5月14日 参加選手45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　0-2　千葉県選抜 8月23日 栃木県総合運動公園サッカー場
※関東ブロック大会敗退

・女子 1回戦 東京都選抜　3-0　栃木県選抜 8月23日 那須塩原市青木サッカー場
8月24日 那須塩原市青木サッカー場

※関東ブロック大会通過
・少年男子 8月16日 栃木SC宇都宮フィールド

※関東ブロック大会敗退
(4) 国民体育大会(長崎)  

・女子 10月18日 島原市営平成町人工芝グラウンド
準々決勝  　東京都選抜　1-0　長崎県選抜 10月19日 島原市営平成町多目的広場
準決勝　   　東京都選抜　2-4　宮城県選抜 10月20日 島原市営平成町多目的広場
3位決定戦　東京都選抜　3-1　福島県選抜 10月21日 島原市営陸上競技場
※第3位入賞

(5) 国体強化特別事業
1月27日～3月10日 指導ｽﾀｯﾌ7名選手48名
3月26日～31日 指導ｽﾀｯﾌ7名選手20名

Ⅱ．収益事業等
　［１］収益事業（収１）
　　　競技会運営受託事業

(1) 国際親善試合　 12月18日 駒沢体育館
フットサル日本代表　1-1　フットサルクロアチア代表 （観客： 1,912 人）

(2) 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 ボカジュニアーズ(ブエノスアイレス) （観客延べ：26,566人）
第２位 パルメイラス（サンパウロ）
第３位 チェルタノヴォ（モスクワ）

(3) 第21回全国クラブチームサッカー選手権大会 駒沢陸上競技場　他 参加 16チーム
優  勝 ザスパ草津チャレンジャーズ（群馬県） （観客延べ：1,894人）
第２位 関大クラブ2010（大阪府）
第３位 南葛SC（東京都）、三菱養和SC（東京都）

(4) 天皇杯全日本選手権大会　２回戦 7月12日・13日
FC東京　8-0　ブラウブリッツ秋田 （観客延べ：7,247人）
東京ヴェルディ　1-2　ギラヴァンツ北九州

(5) 天皇杯全日本選手権大会　３回戦 味の素スタジアム
FC東京　2-0　松本山雅FC （観客： 9,446 人）

(6) 天皇杯全日本選手権大会　４回戦 味の素スタジアム
FC東京　1-2　清水エスパルス （観客： 8,494 人）

(7) 天皇杯全日本選手権大会　準決勝 味の素スタジアム
ガンバ大阪　5-2　清水エスパルス （観客： 6,708 人）

(8) 皇后杯全日本女子選手権大会　準決勝 味の素フィールド西が丘
日テレ・ベレーザ　2-0　ベガルタ仙台レディース （観客： 3,361 人）
浦和レッズレディース　3-1　ジェフユナイテッド千葉レディース （観客： 4,315 人）

(9) 皇后杯全日本女子選手権大会　決勝 味の素スタジアム
浦和レッズレディース　0-1　日テレ・ベレーザ （観客： 6120 人）

(10) 全国高校選手権大会 12月30日～27年1月3日
優  勝 星稜高校 （石川県） 人）

第２位 前橋育英高校 （群馬県）
第３位 日大藤沢高校 （神奈川県）、流通経済大柏高校 （千葉県）

(11) 全日本ユース（U-18）フットサル大会 27年1月4～6日 墨田区総合体育館・大田区総合体育館
優  勝 聖和学園FC（宮城県） （観客延べ：1,924人）
第２位 名古屋オーシャンズU-18（愛知県）
第３位 藤井学園寒川高等学校（香川県）

(12) バーモントカップ全日本少年フットサル大会 27年1月4～6日 駒沢体育館・大田区総合体育館
優  勝 鹿島アントラーズつくばジュニア（茨城県） （観客延べ：2,735人）
第２位 江南南サッカー少年団（埼玉県）
第３位 ファンアカデミー(東京都）、田宮ビクトリーサッカー少年団（徳島県）

(13) PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 27年3月13～15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 3-3(0-1)PK5-4 府中アスレティックＦＣ 参加 8チーム

フウガドールすみだ 0-3(0-2) バルドラール浦安 （観客延べ：7,450人）
デウソン神戸 3-2(1-0)シュライカー大阪
バサジィ大分2-3(1-2) 名古屋オーシャンズ

準決勝 ペスカドーラ町田 1-1(1-1)PK2-3 デウソン神戸
バルドラール浦安　1-3(1-2) 名古屋オーシャンズ

第3位決定戦 ペスカドーラ町田4-1(2-0) バルドラール浦安
決勝 デウソン神戸　1-3(0-0) 名古屋オーシャンズ

(14) 全国青年大会フットサル競技 11月9日～10日 東京体育館サブアリーナ 参加 16チーム
優  勝 岩槻フットサルクラブ（埼玉県）
第２位 FCKB（静岡県）
第３位 イグアナDON（徳島県）

(15) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 26年2月～12月 43試合
(16) Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 6月27日～29日、8月16日～17日 20試合

12月28日

27年1月1日

駒沢陸上競技場・味の素フィールド西が丘　他
（観客述べ：294,477

5月2日～5日

11月1日～4日

味の素スタジアム・味の素フィールド西が丘

8月20日

9月7日

11月26日

代表決定戦 東京都選抜　1-0　千葉県選抜

代表決定1回戦 東京都選抜 1-1(PK4-5) 栃木県選抜

1回戦  　　　東京都選抜　0-0(PK9-8)　熊本県選抜

・少年男子 強化練習会 (駒沢第2球技場 他)
・少年男子 海外トレーニングキャンプ (ﾏﾚｰｼｱ・ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)
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(17) 都民体育大会 5月10日～6月8日 駒沢第2球技場　他 参加 36チーム
優  勝 青梅市
第２位 板橋区
第３位 八王子市

(18) 都民生涯スポーツ大会 8月24日・31日、9月7日 参加 59チーム
参加チームによる交流試合　各2～3試合

(19) 草津町総合グラウンド 参加 24チーム
優  勝 浦和レッズレディースＪｒ．ユース 下宿第三運動公園サッカー場
第２位 日テレ・メニーナ・セリアス 武蔵野陸上競技場　他
第３位 ジェフユナイテッド市原・千葉レディースＵ-16

(20) 関東高等専門学校選手権大会 7月12日・13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 小山工業高等専門学校（栃木県）

(21) シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 9月27日・28日、11月8日 舎人公園陸上競技場 参加 21チーム
Aブロック 優勝 FCマジョール

第２位 墨東クラブ
Bブロック 優勝 セレクシオン・トキオロホFC

第２位 江東五区四十雀SC（60）
(22) 夏の高校生フットサル大会 8月16日～8月20日 代々木競技場フットサルコート

優  勝 東大和高校（東京都）
第２位 西武台高校（埼玉県）

(23) Ｊユースカップ　決勝トーナメント 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ西競技場
1回戦

横浜Ｆ・マリノスユース　　3-1　センアーノ神戸ユース （観客： 153 人）
栃木ＳＣユース　　2-2（PK6-7）　横河武蔵野ＦＣユース （観客： 325 人）

準々決勝
FC東京U-18　　1-0　大分トリニータU-18 （観客： 689 人）
清水エスパルスユース　　4-0　アビスパ福岡U-18 （観客： 383 人）

(24) SAYONARA国立競技場　サッカーレジェンドマッチ 国立競技場
LEGEND BLUE　1-1　LEGEND WHITE

(25) なでしこリーグオールスター2014 味の素フィールド西が丘
SELVA　1-3　POLKA （観客： 3,865 人）

(26) 国際女子サッカークラブ選手権　準決勝 味の素フィールド西が丘
浦和レッズレディース　0-1　サン・ジョゼFC（ブラジル） （観客： 965 人）
アーセナル・レディース（イングランド）　2-0　岡山湯郷Belle （観客： 1,339 人）

(27) 国際女子サッカークラブ選手権　３位決定戦 味の素フィールド西が丘
浦和レッズレディース　4-0　岡山湯郷Belle （観客： 1,041 人）

(28) 国際女子サッカークラブ選手権　決勝 味の素フィールド西が丘
サン・ジョゼFC　2-0　アーセナル・レディース （観客： 1,365 人）

(29) JAL CHALLENGE CUP 2015 27年3月31日 東京スタジアム
SAMURAI BLUE（日本代表）　5-1　ウズベキスタン代表 （観客： 46,007 人）

(30) ユースフットサル選抜トーナメント2015 27年3月24日～25日 墨田区総合体育館
優  勝 愛知県選抜U-18（愛知県）
第２位 東京都ユースリーグ選抜U-18（東京都）
第３位 フットボウズフットサルU-18（東京都）、大分県選抜U-18（大分県）

12月6日

12月6日

駒沢第2球技場・補助競技場

11月1日

11月16日

5月31日

8月23日

12月3日

駒沢第2球技場・補助競技場

関東女子ユース（Ｕ-15）選手権大会　兼　全日本女子ユース（Ｕ-15）選手権  関東予選
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　［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

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

17 339
28 355
245 4,280

チーム登録数(ﾁｰﾑ) 選手登録数(名)
178 3,046
22 540

78 87 9 11

合　計 109 121 20 22

18 17 3 4
13 17 8 7

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)

H25年度 H26年度 H25年度 H26年度

19,827 17,571 1,243 1,113

合　計 24,783 22,281 1,645 1,473

214 185 64 57
4,720 4,502 330 294

16 17 8 9
6 6 - -

サッカー審判登録数(名) フットサル審判登録数(名)

H25年度 H26年度 H25年度 H26年度

55 － 905 －

合　計 2,174 2,236 90,376 93,811

46 49 1278 1412
18 22 349 447

102 114 2,479 2,795
54 57 1,567 1,556

352 401 15,300 17,188
745 799 38,675 39,530

436 431 13,969 14,050
366 363 15,854 16,833

チーム登録数(ﾁｰﾑ) 選手登録数(名)
H25年度 H26年度 H25年度 H26年度
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