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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 東京23FC　0-3　早稲田大学 （観客： 600 人）

第２試合 FC町田ゼルビア　0-0（PK7-6）　東洋大学 （観客： 1,071 人）

決勝 味の素フィールド西が丘

早稲田大学　1-2　FC町田ゼルビア （観客： 1,371 人）

(2) 東京－ソウル親善定期戦

第1戦 駒沢陸上競技場

第１試合 東京都中体連選抜　0-2　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 264 人）

第２試合 東京都クラブユース連盟U-18選抜　4-1　彦南高校（ソウル） （観客： 396 人）

第2戦 駒沢陸上競技場

第１試合 東京都Ｕ－15選抜　0-0　ソウル特別市中学校選抜 （観客： 225 人）

第２試合 関東第一高校　2-3　彦南高校（ソウル） （観客： 239 人）

　　２．２種委員会関連事業

(1) 高円宮杯サッカーリーグ2015東京 Ｔ1リーグ 2月14日～10月28日 参加　10チーム

1位:関東第一高校　2位:都立東久留米総合高校　3位:横河武蔵野FCユース

　※2016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2015東京 Ｔ2リーグ 2月15日～10月22日 参加　10チーム

1位:東京実業高校　2位:FC東京U-18[B]　3位:FCトリプレッタユース

　※東京実業高校・FC東京U-18[B]が、2016年度T1リーグへ

(3) 高円宮杯サッカーリーグ2015東京 Ｔ3リーグ 4月2日～11月25日 参加　20チーム

1位:暁星高校　2位:國學院久我山高校[B]　3位:三菱養和SCユース[B]

　※暁星高校・國學院久我山高校[B]が、2016年度T2リーグへ

(4) 高円宮杯サッカーリーグ2015東京 Ｔ4リーグ 4月1日～11月26日 参加　16チーム

1位:FC町田ゼルビアユース　2位:私立武蔵高校　3位:実践学園高校[C]

　※上記3チームが、2016年度T3リーグへ

(5) 地区トップリーグU-18 3月21日～28年1月23日 参加　32チーム

1位:日大豊山高校　2位:関東第一高校[B]　3位:國學院久我山高校[C]　4位:小松川高校

　※日大豊山高校・関東第一高校[B]・國學院久我山高校が、2016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12日～10月17日 都内各グラウンド 参加　69チーム

予選通過5チーム　FRIENDLY、FC多摩、横河武蔵野FC、ジェファFC、FC町田ゼルビア

(2) 東京都ユース（U-15）サッカーリーグ 参加　298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:ジェファFC　3位:FC町田ゼルビア

　※三菱養和SC調布が2016年度関東ユース(U-15)サッカーリーグ2部へ

　　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) 全日本フットサル選手権大会 東京都大会 5月24日～11月29日 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館他

優  勝 ASVペスカドーラ町田アスピランチ 参加　93チーム

第２位 ゾット早稲田フットサルクラブ （観客延べ： 1,200 人）

第３位 フトゥーロ

(2) 全日本ユース(U-18)フットサル大会 東京都大会 5月5日、5月23日 小金井市総合体育館、立川市泉市民体育館

優  勝 フットボウズフットサルU-18 参加24チーム

第２位 東京成徳大学高校フットサル部 （観客延べ： 300 人）

第３位 関東第一高校、錦城高校

(3) 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ 5月10日～2016年1月31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15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 ゾットワセダジュベニール

第３位 東京成徳大学高校フットサル部

2部リーグ

優  勝 駿台学園フットサル同好会

第２位 錦城高校

第３位 日本学園アルバトロス

8月26日

8月27日

平成27年度  事業報告書
平成27年度  事業報告書平成27年度  事業報告書
平成27年度  事業報告書

8月20日

8月23日
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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12日、11月3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32チーム

第２位 ラルゴFCU-15 （観客延べ： 360 人）

第３位 練馬FCU-15、FCトリプレッタJrユース

(5) 東京都ユース(U-15)フットサルリーグ 6月7日～11月29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 ＦＣ駒沢

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 ＧＡＦＣ

第２位 フウガドールすみだウイングスチャレンジ

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 FCトッカーノ 参加235チーム

第２位 城北アスカFC （観客延べ： 1,300 人）

第３位 町田小川FCレッド、本町田フットボールクラブA

(7) 7月20日、8月8日、8月9日 駒沢体育館、小金井市総合体育館

優  勝 ビークス東京レディース 参加41チーム

第２位 カフリンガボーイズ東久留米 （観客延べ： 200 人）

第３位 タパジーダ、ASVペスカドーラ町田バイラリーナス

(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9チーム

第２位 FCラルーチェ （観客延べ： 100 人）

第３位 ソシオスFCU-15

　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～28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～28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～28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～28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～28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～28年3月 16ﾌﾞﾛｯｸ 計 指導者108人選手860人

12月20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) 27年1～3月（計7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）

選手16人　東京選抜2位

(U－13)

（矢田部ｻｯｶｰ場 他） 9月27日～28年2月28日 選手20人　東京選抜1位

(U－14)

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

(U－15)

9月27日～12月13日 選手18人　東京選抜2位

(U－16)

4月26日～28年2月28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 28年2月13日～3月20日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者32人

 ②中期型 11月29日～12月23日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者33人

28年1月9日～30日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者31人

12月12日～28年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者20人

12月12日～12月26日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者36人

12月5日～28年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者20人

(東京都大学連盟・立教大学) 28年3月1日～10日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者17人 受講者計188人

(3) 公認D級コーチ養成講習会

①足立区スポーツセンター（足立区） 6月6日～7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者40人

②横河武蔵野（武蔵野市） 6月6日～7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者33人

③目黒区油面小(目黒区) 8月22日～23日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者30人

④台東リバーサイドスポーツセンター（台東区） 8月29日～30日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者24人

⑤葛飾区総合スポーツセンター（葛飾区） 9月5日～6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人

⑥小野路グラウンド（町田市） 10月10日～11日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者37人

⑦十文字学園女子大学（東京FA） 10月17日～18日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

(女子連盟・十文字学園女子大学)

（早稲田大学)

（都立東久留米総合高校)

（押原公園 他）

5月4日～7月5日

12月5・6日

（フクダ電子スクエア 他）

全日本女子フットサル選手権大会 東京都大会

(少年連盟・東京ｶﾞｽ小平武蔵野苑)

 ④地域ﾄﾚｾﾝ（U-13）交流大会

11月3日

(社会人連盟・赤羽の森、武蔵高校)

(駒沢補助競技場　他)

27年度［参考：指導者登録数（東京）　Ｓ級69名　Ａ級(U-12含む)113名　Ｂ級340名　Ｃ級3,139名　Ｄ級6,163名　キッズリーダー195名(任意登録)］

26年度［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)］

25年度［参考：指導者登録数（東京）　Ｓ級64名　Ａ級(U-12含む)104名　Ｂ級327名　Ｃ級2,867名　Ｄ級5,270名　キッズリーダー149名(任意登録)］

（三菱養和巣鴨・那須ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ）
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⑧尾久ふれあい館、区民運動場（荒川区） 11月7日～8日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑨立川第六中学校（立川市） 11月14日～15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者29人

⑩臨海球技場（2ブロック） 11月14日～15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

⑪港区港南中学校（1地域） 11月21日～22日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者47人

⑫昭和第一学園高校、立川６中（5地域、立川市） 11月28日～29日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者48人

⑬三菱調布（東京FA） 11月28日・12月5日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者44人

⑭片倉高校（八王子市、12ブロック） 12月5日～6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者35人

⑮葛飾区総合スポーツセンター（3地域） 28年1月23日～24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人

⑯味の素フィールド西が丘（東京FA） 28年1月23日～24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

⑰大森学園高校（大田区） 28年1月24日・31日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者31人

⑱中央区佃島小学校（8ブロック） 28年2月6日～7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者28人

⑲駒込学園（2地域） 28年2月14日・21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者42人

⑳日野市陸上競技場（日野市） 28年2月13日～14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

㉑アミノバイタルフィールド（東京FA） 28年2月20日～21日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者63人

㉒江東区立第四砂町中、砂町文化センタ－（江東区） 28年2月20日～21日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人

㉓三鷹市内小学校（三鷹市） 28年2月20日～21日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者32人 受講者計835人

(4) 公認キッズリーダー養成講習会

  ①U-6対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 5月24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

  ②U-8対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 5月31日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

  ③U-10対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 6月7日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

  ④U-6対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 28年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

  ⑤U-8対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 28年2月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

  ⑥U-10対象(FC東京ﾊﾟｰｸ府中) 28年2月14日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者25人

  ⑦U-6対象(砧小学校) 11月3日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者41人

  ⑧U-10対象(砧小学校) 11月15日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者52人

  ⑨U-6対象(狛江高校) 12月12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者23人

  ⑩U-8対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 28年1月24日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者27人

  ⑪U-10対象(三菱養和会巣鴨ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ) 28年2月16日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者34人 受講者計327人

(5) スカウティングＶＴＲ作成 東京のユース年代の分析VTR作成

(6) 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

(7) 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15日～17日 参加者1人(Jステップ)

(8) 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13日～14日 参加者1人(Jステップ)

(9) 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32人

(10) 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5人（鹿島ハイツ）

(11) 公認47FAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成講習会 (十文字学園女子大学) 28年3月4日～6日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者36人

(12)
地域ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ指導者研修会 (駒沢補助)

28年2月27日～28日 指導ｽﾀｯﾌ12人受講者33人

(13) 公認C級ｺｰﾁﾘﾌﾚｯｼｭ研修会 (十文字学園女子大学) 7月11日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者20人

(駒沢補助) 28年1月30日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者62人

(駒沢補助) 28年1月31日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者62人

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ) 28年1月24日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者58人

(ｱﾐﾉﾊﾞｲﾀﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ) 28年2月13日 指導ｽﾀｯﾌ4人受講者67人

(14) 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16人

(15) 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12日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者18人

（2地域・中央大学杉並高校） 12月6日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者2人

（3地域・葛飾総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 11月28日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者14人

（4、5地域・東海大菅生高校） 12月6日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者15人

（6地域・三菱養和調布） 28年1月23日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者8人

（7地域・小野路公園） 10月18日 指導ｽﾀｯﾌ1人受講者6人

(16) 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 (狛江高校） 7月11日 指導ｽﾀｯﾌ2人受講者10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 サッカー2級研修会 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者94人

指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者95人

② 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人

指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者4人

③ 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7人･受講者70人

④ サッカー3級ｱｸﾃｨﾌﾞﾚﾌｪﾘｰ 指導ｽﾀｯﾌ12人･受講者200人

開幕前研修会

12月10日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

4月21日

サッカー2級昇級候補者講習会  (東京都ｻｯｶｰ協会) 4月7日

(東京都ｻｯｶｰ協会) 10月19日

12月1日

28年2月21日

参加者4人（Jｸﾞﾘｰﾝ堺、時之栖、富士教育研修所）

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

7月19日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)
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⑤ サッカー3級審判ﾙｰﾙ伝達講習会 当年度未開催（隔年開催）

⑥ 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150人

⑦ サッカー3級実技研修会(東京ｶｯﾌﾟ) (都内各会場) 28年1～3月 　　　　　　　　 　受講者延べ204人

⑧ サッカー3級強化審判員研修会 (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者20人

（座学） (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者30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4人･受講者17人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4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

⑨ 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

⑩ サッカー女子サポートプログラム 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者30人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者26人

(東京体育館) 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) 28年1月26日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者26人

(東京体育館) 28年3月23日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者29人

⑪ 女子審判員発掘・育成イベント （真如苑） 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者30人

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4人･受講者37人

（実技） (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7人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者29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5人･受講者40人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者30人

(駒沢第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者40人

② (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20人

(駒沢第二球技場) 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25人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者14人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者30人

③ (駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ6人･受講者50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5人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者40人

(駒沢第二球技場) 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50人

(駒沢第二球技場) 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6人･受講者30人

(駒沢補助競技場) 28年2月4日 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6人･受講者30人

④ (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25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

⑤ (西が丘サッカー場) 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者５０人

同分析会（合同トレセン座学） 指導ｽﾀｯ5人･受講者50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64人･登録者54人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者57人･登録者45人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ15人･受講者132人･登録者99人

(東京学芸大学) 28年2月7日 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者127人･登録者69人

（一橋大学） 28年3月5日 指導ｽﾀｯﾌ13人･受講者71人･登録者51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10人･受講者109人

8月9日

12月13日

6月7日

12月15日

28年2月25日

8月23日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

9月16日

5月24日

28年1月14日

28年3月10日

サッカー女子審判トレーニングセンター
6月11日

9月10日

10月15日

6月4日

7月2日

8月6日

10月1日

11月5日

12月3日

28年1月21日

28年2月9日

28年3月3日

ｻｯｶｰ2級・3級強化・女子合同トレセン
4月9日

5月14日

28年1月28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16日

5月21日

9月29日

11月12日

5月28日

6月25日

7月9日

10月22日

11月26日

28年1月7日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

5月19日

7月15日

11月18日

11月29日

4月23日

5月21日

6月30日

9月24日

10月6日

11月24日

サッカー3級強化審判員実技研修会

(東京学芸大学附属小金井中学校)

8月21日

(国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ)

12月20日

サッカートレーニングセンター観戦研修会
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(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者77人

(東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ14人･受講者91人

(東京学芸大学) 28年2月7日 指導ｽﾀｯﾌ17人･受講者84人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 84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29人･受講者151人

④ サッカー3級資格更新講習会 （品川きゅりあん） 指導ｽﾀｯﾌ18人･受講者（AM）921人（PM)849人

（立川RISURU） 指導ｽﾀｯﾌ21人･受講者（AM）964人（PM)630人

（立川RISURU） 指導ｽﾀｯﾌ18人･受講者655人

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22人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者24人

(東京学芸大学) （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者7人

(東京学芸大学) （S3昇級ｽﾀｯﾌ兼）受講者23人

(東京学芸大学) 28年2月7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 47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 （東京体育館） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者１人

② フットサル4級資格認定講習会 

・審判委員会主催

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 12回

③ フットサル2級資格更新講習会 (東京学芸大学) 指導ｽﾀｯﾌ5人･受講者（AM）14人（PM）5人

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 28年1月11日 指導ｽﾀｯﾌ8人･受講者28人

④ フットサル3級資格更新講習会 (東京学芸大学)

(ﾊｲﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ板橋) 28年1月11日 （F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者119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6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5人

(東京学芸大学) （S4級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者1人

(東京学芸大学) 28年2月7日 （S4級認定ｽﾀｯﾌ兼）受講者1人

・各区市協会・連盟依頼､講師派遣 4回

3) 資格認定講習会（インストラクター）

①

（実技・座学） (赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ8人・受講者21人

（座学） (北とぴあ) 指導ｽﾀｯﾌ6人・受講者19人

（認定テスト） (大井第二球技場) 指導ｽﾀｯﾌ8人・受講者20人

② 指導ｽﾀｯﾌ7人･受講者73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7人

4) 審判登録WEB化関連

① 28年1月22日 ｽﾀｯﾌ3人･参加37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404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67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10人・受講者59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56人

(赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者38人

(四谷消防署) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者41人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者46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54人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者41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47人

(夢の島競技場) 指導ｽﾀｯﾌ3人・受講者39人

(東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ2人・受講者47人

④ サッカー講習会講師研修会 上記セミナーに含む

⑤ （泉市民体育館） 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者6人

⑥ 上記インストラクター研修会に含む
フットサル認定講習会講師研修会

9月29日

10月26日

28年1月28日

28年2月14日

28年3月24日

フットサル3級審判インストラクター研修会

5月23日

サッカー3級審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｾﾐﾅｰ

4月25日

5月26日

6月21日

7月28日

8月27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29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)

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、都女子リーグ、都ﾕｰｽU-15、都民大会

11月15日

28年2月7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6日

フットサル3級インストラクター認定講習会

（世田谷総合体育館） 28年3月20日

10月11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3日

通年

12月13日

12月13日

6月7日

8月9日

10月11日

12月13日

通年

4月13日

開催なし

12月23日

8月2日

8月29日

8月30日

6月7日

8月9日

8月9日

10月11日

通年

（F2級更新ｽﾀｯﾌ兼）受講者（AM)96人（PM)39人
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(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2,329人・副審2,212人・第4審判222人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度)　主審2,412人・副審2,390人・第4審判212人

② フットサル競技審判員派遣

　　　各種大会 通年 1,183試合 審判員2,534人

　　　〈主な派遣大会〉 (前年度) 1,392試合 審判員2,991人

(5) 総務部関係

① 審判交流プログラム (香港) 11月20日～23日 参加者10人

② 海外研修(東京－ソウル親善/ソウル） (東京) 東京開催のため実施なし

(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 (東京体育館) 指導ｽﾀｯﾌ1人･受講者1人

③ フットサル2級・3級審判員研修会(昭島市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ10人･受講者51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30人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者31人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者30人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者26人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者21人

（座学） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者28人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者29人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者28人

(小豆沢体育館) 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者22人

(小豆沢体育館) 28年1月13日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者23人

(小豆沢体育館) 28年2月10日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者27人

(小豆沢体育館) 28年3月9日 指導ｽﾀｯﾌ2人･受講者23人

（座学） （東京体育館） 28年3月30日 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者22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)

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者15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

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者18人

（座学）

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者20人

（武蔵村山市総合体育館） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者19人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者17人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者19人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者17人

（戸塚地域センター） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者20人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ4人･受講者18人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者15人

（新宿ｺｽﾞﾐｯｸｾﾝﾀｰ） 指導ｽﾀｯﾌ3人･受講者18人

12月21日

1月20日

2月15日

8月17日

8月22日

8月24日

9月7日

10月19日

11月16日

10月7日

11月11日

12月9日

5月20日

6月5日

7月21日

5月13日

6月10日

7月8日

8月12日

9月9日

(東京体育館) 9月30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、東京都社会人リーグカップ、関東リーグ、ＴリーグU-18、

総理大臣杯全日本大学トーナメント東京都予選、東京都大学リーグ、東京都大学新人大会、東京都女子リーグ、クラブ選手権東京予

選、都民大会、区市町選手権、イギョラ杯、東京国際ユース、東京都ユース（U-15）リーグ全都リーグ、高円宮杯全日本ユース（U-15）

選手権大会東京都予選、東京都クラブユースU-17選手権大会、Jユースカップ、高円宮杯U-18プレミアリーグ/プリンスリーグ、全国シ

ニア大会Ｏ-50東京都予選、東京都マスターズリーグ、東京都シニアリーグ

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

4月13日

4月5日

4月8日

6
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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 府中市立総合体育館(第2体育室)

優  勝 リガーレ東京ロコス 参加11チーム

第２位 台東区フットサル選抜 （観客延べ： 100 人）

第３位 板橋トプマン

(2) 東京都フットサルチャレンジＵ－18 8月15日・16日 小金井市総合体育館

優  勝 府中アスレティックFCU-18 参加30チーム

第２位 駿台学園フットサル同好会 （観客延べ： 240 人）

第３位 あずさ第一高校、フウガドールすみだファルコンズ

(3) 東京都ユース(U-18)フットサルフェスティバル 28年1月16日・17日・24日 フィスコフットサルアレナとしまえん

優  勝 國學院久我山高校B 参加37チーム

第２位 フットボウズフットサルU-18 （観客延べ： 350 人）

第３位 國學院久我山高校A、町田JFC

(4) 東京都ユース(U-15)フットサルフェスティバル 28年1月16日・17日・24日

優  勝 GAFC 参加28チーム

第２位 FCジュスティ世田谷 （観客延べ： 350 人）

第３位 FC駒沢U-15、BOASCU-15

(5) 東京都レディースフットサルフェスティバル 28年3月20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 アスカ 参加12チーム

第２位 十文字高校 （観客延べ： 100 人）

第３位 二階堂高校フットサル部

(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 （ＪＦＡハウス） 9月16日 受講者36人

(9) 東京都フットサル運営スタッフ登録事業 通年 152人登録

(10) フットサル教室講師派遣 （中央区立月島児童館） 9月9日・9月18日

（中央区立勝どき児童館） 7月8日、12月2日

（中央区立佃児童館） 7月27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134園） 5月～28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） 28年2月21日 参加48チーム512人

（アミノバイタルフィールド） 28年2月28日 参加60チーム740人

③キッズ（U-8)サッカー大会 （アミノバイタルフィールド） 28年2月14日 参加42チーム438人

④キッズ（U-9)サッカー大会 （アミノバイタルフィールド） 28年2月19日 参加36チーム391人

⑤キッズ（U-7)サッカー大会 （アミノバイタルフィールド） 28年2月27日 参加48チーム498人

(2) ユニクロサッカーキッズ （東京ドーム） 10月25日 参加168チーム2,370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11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3日 参加約1,800人による交流試合

③Ｕ-6対象 (アミノバイタルフィールド） 28年1月24日 参加60チーム862人による交流試合

（味の素フィールド西が丘） 28年1月31日 参加60チーム840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

①2015東京 in 駒沢 （駒沢体育館） 50名による交流試合

②2015東京 in MFP味スタ 40名による交流試合

③2015東京 in 江戸川 （江戸川区総合体育館） 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） 7月4日 ガールズ：参加19チーム+個人9名　計132名

レディース：参加23チーム　計159名

②レディース＆ガールズ (駒沢陸上競技場） 28年3月5日 ガールズ：参加14チーム+個人11名　計99名

レディース：参加21チーム　計127名

(6) ＪＦＡフットボールデー

（東京多摩フットボールセンター南豊ヶ丘フィールド） 9月6日 U-6～一般まで約400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29日 U-6：128名

U-8：81名

（味の素フィールド西が丘） 28年3月13日 U-6：151名

U-8：99名

　　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11月

　　６．スポーツマネジャー養成事業

(1) 受講者34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

（ミズノフットサルプラザ味の素スタジアム）

(JFAハウス)JFAスポーツマネジャーズカレッジサテライト講座

2月14日

東京フットボールセンター清瀬内山整備事業へ助成

28年1月9日～11日

8月9日

7月18日・19日

①幼稚園・保育園の巡回指導

12月12日

28年1月24日

フィスコフットサルアレナとしまえん

フィスコフットサルアレナとしまえん

7
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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) 6月17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(埼玉)  

・成年男子 1回戦 東京都選抜　0-0（PK5-3）　神奈川県選抜 8月15日 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

代表決定戦 東京都選抜　0-3　群馬県選抜 8月16日 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

8月17日 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

※関東ブロック大会通過

・女子 1回戦 東京都選抜　1-0　茨城県選抜 8月15日 秋葉の森総合公園サッカー場

代表決定戦 東京都選抜　0-4　埼玉県選抜 8月16日 浦和駒場スタジアム

8月17日 浦和駒場スタジアム

※関東ブロック大会通過

・少年男子 8月15日 埼玉スタジアム2002第2グラウンド

8月16日 埼玉スタジアム2002第2グラウンド

※関東ブロック大会通過

(4) 国民体育大会(和歌山)  

・成年男子 9月27日 桃源郷運動公園陸上競技場

準々決勝  　東京都選抜　4-2　北海道選抜 9月28日 桃源郷運動公園陸上競技場

準決勝　   　東京都選抜　2-3　宮崎県選抜 9月29日 桃源郷運動公園陸上競技場

3位決定戦　東京都選抜　0-2　奈良県選抜 9月30日 桃源郷運動公園陸上競技場

※第4位入賞

・女子 9月28日 やたがらすサッカー場

準々決勝  　東京都選抜　4-2　広島県選抜 9月29日 やたがらすサッカー場

準決勝　   　東京都選抜　1-0　長野県選抜 9月30日 サン・ナンタンランド多目的グラウンド

決勝　　　　  東京都選抜　0-3　三重県選抜 10月1日 サン・ナンタンランド多目的グラウンド

※第2位入賞

・少年男子 9月27日 上富田スポーツセンター球技場

(5) 国体強化特別事業

1月26日～3月15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　 28年1月27日 国立代々木競技場第一体育館

フットサル日本代表　3-2　フットサルコロンビア代表 （観客： 3,323 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 カイロ（エジプト） （観客延べ：15,943人）

第２位 コリンチャンス（サンパウロ）

第３位 ボカジュニアーズ(ブエノスアイレス)

(3) 天皇杯全日本選手権大会　１回戦 8月29日

東京ヴェルディ　5-1　JAPANサッカーカレッジ （観客： 1,173 人）

(4) 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　2-0　水戸ホーリーホック （観客： 7,294 人）

(5) 天皇杯全日本選手権大会　準決勝 味の素スタジアム

浦和レッズ　1-0　柏レイソル （観客： 22,462 人）

(6) 天皇杯全日本選手権大会　決勝 味の素スタジアム

浦和レッズ　1-2　ガンバ大阪 （観客： 43,809 人）

(7) 皇后杯全日本女子選手権大会　準々決勝 味の素フィールド西が丘

ASエルフェン埼玉　0-2　ＩＮＡＣ神戸レオネッサ （観客： 3,666 人）

日テレ･ベレーザ　4-1　伊賀フットボールクラブくノ一 （観客： 4,087 人）

(8) 高円宮杯全日本ユース（U-15）選手権大会 味の素フィールド西が丘

準決勝

JFAアカデミー福島U-15　　0-1　セレッソ大阪U-15 （観客： 613 人）

鹿島アントラーズジュニアユース　　0-0（PK4-5）　ガンバ大阪ジュニアユース （観客： 1031 人）

決勝

セレッソ大阪U-15　　3-2　ガンバ大阪ジュニアユース （観客： 825 人）

(9) 全国高校選手権大会 12月30日～28年1月5日

優  勝 東福岡高校 （福岡県）

人）

第２位 國學院久我山高校 （東京都）

第３位 星稜高校 （石川県）、青森山田高校 （青森県）

(10) 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 ブリンカールFC(愛知県) （観客延べ：4,657人）

第２位 マルバ千葉fc U-12(千葉県)

第３位 FCバレンティア(和歌山県)、ともぞうサッカークラブ(栃木県)

(11) 全日本フットサル選手権大会 28年3月11～13日 国立代々木競技場第一体育館

準々決勝 府中アスレティックＦＣ 3-2(1-0) シュライカー大阪 参加 8チーム

バルドラール浦安 2-1(2-1) デウソン神戸 （観客延べ：7,838人）

フウガドールすみだ 1-3(0-0)ペスカドーラ町田

エスポラーダ北海道3-4(2-3) 名古屋オーシャンズ

準決勝 府中アスレティックＦＣ 1-3(1-0) ペスカドーラ町田

バルドラール浦安　3-4(3-3)EX0-1 名古屋オーシャンズ

第3位決定戦 府中アスレティックＦＣ2-3(0-1) バルドラール浦安

決勝 ペスカドーラ町田　5-3(3-3) 名古屋オーシャンズ

(12) 全国青年大会フットサル競技 11月14日～15日 東京体育館サブアリーナ 参加 15チーム

優  勝 FCKB（静岡県）

第２位 リガーレ東京ロコス（東京都）

第３位 ＰＣＭＩ（栃木県）

12月25日

12月27日

味の素フィールド西が丘

12月29日

（観客述べ：313,824

1回戦  　　　東京都選抜　6-0　香川県選抜

第3代表決定戦 東京都選抜　1-0　茨城県選抜

代表決定2回戦 東京都選抜 1-0 千葉県選抜

1回戦  　　　東京都選抜　2-0　熊本県選抜

駒沢陸上競技場・味の素フィールド西が丘　他

第3代表決定戦 東京都選抜　1-0　山梨県選抜

代表決定戦 東京都選抜 0-0(PK10-11) 神奈川県選抜

・少年男子 強化練習会 (駒沢第2球技場 他)

5月1日～4日

(ﾏﾚｰｼｱ・ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)

1回戦  　　　東京都選抜　1-2　和歌山県選抜

・少年男子 海外トレーニングキャンプ

11月11日

12月19日

28年1月1日

8
88
8



(13) Ｊリーグ東京開催試合運営協力 27年3月～11月 42試合

(14) Fリーグ東京開催試合運営協力 セントラル開催 5月2日～3日 6試合

(15) 都民体育大会 5月9日～6月7日 駒沢第2球技場　他 参加 33チーム

優  勝 大田区

第２位 小金井市

第３位 練馬区

(16) 都民生涯スポーツ大会 8月23日・30日、9月6日 参加 58チーム

参加チームによる交流試合　各2～3試合

(17) シニア健康スポーツフェスティバルTOKYO 10月31日～11月8日 舎人公園陸上競技場　他 参加 25チーム

Aブロック 優勝 FCマジョール

第２位 セレクシオン・トキオ・ロホFC

Bブロック 優勝 江東五区四十雀SC

第２位 FC羽村ロイヤルズ

(18) Ｊユースカップ 味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ西競技場

準々決勝

FC東京U-18　　1-0　ヴィッセル神戸U-18 （観客： 800 人）

名古屋グランパスU18　　1-0　東京ヴェルディユース （観客： 720 人）

準決勝

名古屋グランパスU18　　3-3（PK4-2）　FC東京U-18 （観客： 672 人）

大分トリニータU-18　　0-2　浦和レッズユース （観客： 262 人）

(19) GAViC CUPユースフットサル選抜トーナメント2016 28年3月19日～20日 墨田区総合体育館

優  勝 U-18新潟県選抜（新潟県）

第２位 U-18東京都選抜（東京都）

第３位 U-18神奈川県選抜（東京都）、U-18静岡県選抜（静岡県）

　［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

S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

122

H27年度

4

7

11

22

5 - - 0

88

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)

- -

7

H25年度

119

13

1,555

H27年度

20

フットサル審判登録数(名)

サッカー審判登録数(名)

H27年度

H27年度

9

-

62

291

1,193

チーム登録数(ﾁｰﾑ)

364

407

444

4,403

H26年度 H27年度

17

630

386

367

22

17

28

3,020

2,276

245

3,046

540

339

355

168

25

24

178

H26年度 H27年度

49

21

128

56

121

6

198

407

－

2,795

447

－

3,096

1,556 1,565

14,447

17,188

17,660

37,065

H25年度

13,969

17,18815,300

H27年度

39,530807 38,675

1,412

駒沢第2球技場・補助競技場

11月1日

1,567

1,470

11月7日

H27年度

93,811

選手登録数(名)

92,898

H26年度

14,050

16,833

349

905

チーム登録数(ﾁｰﾑ) 選手登録数(名)

4,280234

合　計

16

6 -

64

1,645

109

H25年度 H26年度

合　計 90,3762,174

17

6

合　計

17,571

25,466

330

352

214

4,720

19,827

24,783

H26年度

4,502

185

22,281

55

745

114102

57

49

H25年度

436

799

366

22

H26年度

363

431

2,236

8

－

9

2,479

－

401

57

294

-

4

H25年度

17

1,113

3

15,854

17

H26年度

1,27846

2220

8

1,473

H25年度 H26年度

54

18

78 87

1,243

4,702

20,540

18 17 12

9
99
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