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報告事項 

 1. JFAアジア貢献事業 指導者海外派遣の件 (継続)  

 JFAアジア貢献事業の一環として、海外に派遣している指導者 16名を引き続き選任する。 

 

■対象者  

(1) チャイニーズ・タイペイ/女子代表 GKコーチ 

氏  名：大友 麻衣子 

保有資格：JFA C 級コーチライセンス、JFA GKレベル 1コーチライセンス 

(2) モンゴル/U-20女子代表監督 

氏  名：河本 菜穂子 

保有資格：AFC A 級コーチライセンス 

(3) 北マリアナ諸島/代表監督 兼 技術委員長 

氏  名：三田 智輝 

保有資格：AFCプロディプロマコーチライセンス 

(4) 中国四川省成都/アカデミーU-15テクニカルダイレクター 

氏  名：天野 圭介 

保有資格：JFA A級コーチライセンス 

(5) 中国四川省成都/アカデミーU-12テクニカルダイレクター 

氏  名：奥 岳史 

保有資格：JFA B級コーチライセンス 

(6) 香港/U-16代表監督 兼 エリートユースダイレクター 

氏  名：保坂 拓朗 

保有資格：AFC A 級コーチライセンス 

(7) ブルネイ・ダルサラーム/代表アシスタントコーチ、GKコーチ 兼 代表チーム統括 

氏  名：埴田 淳 

保有資格：JFA A 級コーチライセンス、JFA GKレベル 3 コーチライセンス 

(8) カンボジア/U-18アカデミー 兼 U-19 代表監督 

氏  名：行徳 浩二 

保有資格：JFA S 級コーチライセンス 

(9) カンボジア/U-15アカデミー 兼 U-16 代表監督 

氏  名：井上 和徳 

保有資格：JFA A 級コーチライセンス 

(10)カンボジア/技術委員長 

氏  名：小原 一典 

保有資格：スペインサッカー連盟公認プロライセンス 

(11)フィリピン/ユース育成ダイレクター 

氏  名：平田 礼次 

保有資格：JFA A 級コーチライセンス 
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(12)ベトナム/女子サッカー統括 

氏  名：井尻 明 

保有資格：JFA S 級コーチライセンス 

(13)タイ/女子代表 兼 U-20女子代表監督 

氏  名：岡本 三代 

保有資格：JFA S 級コーチライセンス 

(14)タイ/女子代表 兼 U-20女子代表 GKコーチ 

氏  名：轟 奈都子 

保有資格：JFA A 級コーチライセンス、JFA GKレベル 3コーチライセンス 

(15)タイ/女子代表 兼 U-20女子代表フィットネスコーチ 

氏  名：江口 なおみ 

保有資格：NASM 認定パーソナルトレーナー 

(16)ブータン/U-15、U-18アカデミー 兼 U-17代表監督、アカデミーユースダイレクター 

氏  名：高橋 秀治 

保有資格：JFA S 級コーチライセンス 

 

■契約期間：2022年 2月 1日～2023年 1月 31 日 

■派遣先協会の費用負担：指導者の国際航空券、住居、自動車の費用 

上記以外の費用については、派遣先協会と調整の上決定。 

 

 2. 男子代表カテゴリー別ナショナルコーチングスタッフ体制の件 

  （報告）資料 1  

2022年男子ナショナルコーチングスタッフについて、別紙の通り選任した。 

 

 3. 指導者資格審査：S級ライセンス認定に関する特別措置の件 

 S級コーチ養成講習会において、国内外インターンシップを含む全てのカリキュラムを修了した 

今矢直城氏について、指導者に関する規則第 4 条「ライセンスの認定」に基づき、本協会技術委

員会において S級ライセンスを認定した。 

また、同技術委員会にて定めた「S級ライセンス認定に関する特別措置」※1に基づき、インター

ンシップを除くすべてのカリキュラムを修了している時崎悠氏、天野賢一氏については期間限定

で S級ライセンスを認定した。 

 

(1)氏  名 ： 今矢 直城（いまや なおき） 

指導チーム： 栃木シティフットボールクラブ 

生年月日  ： 1980年 6月 18日 

資  格  ： 2019年 FFA / AFC Aライセンス取得 

S級受講年 ： 2021年度 

指 導 歴  ： 2010年～2017年   早稲田ユナイテッド トップチーム 監督 

2018年        横浜 F・マリノス トップチーム 監督通訳 

2020年        清水エスパルス トップチーム コーチ 

2021年 11月～  栃木シティフットボールクラブ トップチーム 監督 
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(2)氏名   ： 時崎 悠（ときさき ゆう） 

指導チーム： 福島ユナイテッド FC 

生年月日 ： 1979年 6月 15日   

資格   ： 2014年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

S級受講年 ： 2019年度 

指導歴  ： 2007年～           FCペラーダ福島 監督 

2010年～2011年     福島ユナイテッド FCトップチームコーチ 

2012年～2013年   福島ユナイテッド FC 監督 

2014年～        湘南ベルマーレユース（U-18）コーチ 

2015年～2016年 3月 湘南ベルマーレユース 監督   

2016年 4月      湘南ベルマーレトップチーム コーチ 

2017年～2018年   湘南ベルマーレユース（U-18） 監督 

2019年         湘南ベルマーレ U-15EASTコーチ 

2020年         福島ユナイテッド FCトップチームヘッドコーチ 

2021年         福島ユナイテッド FCトップチーム 監督 

2022年～        栃木 SC 監督 

 

(3)氏名   ： 天野 賢一(あまの けんいち) 

指導チーム： ギラヴァンツ北九州 

生年月日 ： 1975年 4月 3日 

資格   ： 2012年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

S級受講年 ： 2021年度 

指導歴  ： 1999年～2000年      筑波大学蹴球部 コーチ 

2001年～2003年      FC東京普及部 コーチ 

2004年～2005年      FC東京 U-15むさし 監督 

2006年          FC 東京 U-15むさし コーチ 

2007年          FC 東京普及部 

2008年～2011年 10月      浦和レッドダイヤモンズ ユースチーム コーチ 

2011年 10月～2018年 4月 浦和レッドダイヤモンズ コーチ 

2018年 8月～2018年 12月  流通経済大サッカー部 コーチ 

2019年～2021年      ギラヴァンツ北九州 コーチ 

2022年～         ギラヴァンツ北九州 監督  

 

※S級ライセンス認定に関する特別措置 

国内外でのインターンシップに行けない状況を踏まえ、条件を満たした場合に限り時限的に S

級ライセンスを認定し、S級ライセンス保有者として活動できることとした。 

 

 4. 2022年度 S級コーチ養成講習会 受講者の件 

  （報告）資料 2 

2022年度 S級コーチ養成講習会受講者について、2021年 12月にトライアルを実施し、指導実
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践・面談（分析試験含む）を行った結果、別紙 20名に決定した。 

 

参考：トライアル申込者数 41名（辞退者 2名除く） 

 

 5. 47都道府県サッカー協会における FAコーチ（技術担当専任者）の件 

  （報告）資料 3 

47都道府県サッカー協会における技術担当者の専任化については、2019年度 10月理事会におい

て 47都道府県サッカー協会（FA）向け補助金交付を決議し、各 FAと協議の上、技術委員会が決

定することとした。これを受け、FAから申請のあった候補者について技術委員会で審査した結

果、添付の通り新たに 4FAで決定した。 

今後、未定となっている FAについて、申請があり次第、随時審査を行う。 

 

既存設置 FA       ： 23FA 

今回決定した FA       ：  5FA 

合計                 ： 28FA 

 

 6. ナショナルコーチングスタッフ[サッカー女子]の件 

  （報告）資料 4 

2022年度ナショナルコーチングスタッフ[サッカー女子] の体制について、別添の通りとする。 

 

 7. フットサルナショナルコーチングスタッフ体制の件 

  （報告）資料 5 

FIFAフットサルワールドカップリトアニア 2021の終了に伴い、フットサルナショナルコーチン

グスタッフ体制を 2021年末に変更した。調整中であったフィジカルコーチを選任した。 

 

・フットサル日本代表フィジカルコーチ：馬場 源徳（ばば もとのり） 

 

 8. JFAサッカー施設整備助成事業の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「JFAサッカー施設整備助成金 交付要項」に基づき、助成金交付要望のあった次の案件につい

て、審査し交付を決定した。 

 

［申請概要］ 

1.石川県 

(1)申請者   ：宝達志水町(石川県) 

(2)申請区分  ：[助成区分 2]地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：天然芝（改修）、夜間照明（新設） 

(4)施設名   ：宝達志水サッカー場 

(5)計画地   ：石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ミ 1番地 15 

(6)総事業費  ：32,085千円 

(7)助成金申請額：16,564,221円 

(8)完了時期  ：2022年 3月末(予定) 
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(9)交付決定日 ：2022年 12月 21日 

2.富山県 

(1)申請者   ：滑川市(富山県) 

(2)申請区分  ：[助成区分 3]施設改修助成事業 

(3)助成対象事業：人工芝（改修） 

(4)施設名   ：フットボールセンター富山 

(5)計画地   ：富山県滑川市高月町 129番地 

(6)総事業費  ：133,100千円 

(7)助成金申請額：30,000千円 

(8)完了時期  ：2022年 10月末(予定) 

(9)交付決定日 ：2021年 12月 21日 

3.新潟県 

(1)申請者   ：特定非営利活動法人新潟スポーツコミュニティ（新潟県） 

(2)申請区分  ：[助成区分 3]施設改修助成事業 

(3)助成対象事業：人工芝（改修） 

(4)施設名   ：新潟聖籠スポーツセンター・アルビレッジ（人工芝 E ピッチ） 

(5)計画地   ：新潟県北蒲原郡聖籠町 

(6)総事業費  ：53,000千円 

(7)助成金申請額：15,658,932円 

(8)完了時期  ：2022年 4月末(予定) 

(9)交付決定日 ：2021年 12月 21日 

4.宮城県 

(1)申請者   ：一般社団法人宮城県サッカー協会 

(2)申請区分  ：[助成区分 1]都道府県フットボールセンター整備助成事業 

(3)助成対象事業：クラブハウス（改修） 

(4)施設名   ：松島フットボールセンター 

(5)計画地   ：宮城県松島町手樽字大蓬沢 13-1 

(6)総事業費  ：20,000千円 

(7)助成金申請額：10,000千円 

(8)完了時期  ：2022年 4月中旬（予定） 

(9)交付決定日 ：2021年 12月 27日 

5.群馬県 

(1)申請者   ：公益社団法人群馬県サッカー協会 

(2)申請区分  ：[助成区分 2]地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：天然芝（改修） 

(4)施設名   ：コーエィ前橋フットボールセンターＣ面 

(5)計画地   ：群馬県前橋市下増田町 244 

(6)総事業費  ：35,750千円 

(7)助成金申請額：13,830千円 

(8)完了時期  ：2022年 7月（予定） 

(9)交付決定日 ：2021年 12月 27日 
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6.群馬県 

(1)申請者   ：公益社団法人群馬県サッカー協会 

(2)申請区分  ：[助成区分 2]地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：天然芝（新設） 

(4)施設名   ：旧前橋市立 春日中学校跡地 

(5)計画地   ：群馬県前橋市上佐鳥町 207番地 

(6)総事業費  ：31,790千円 

(7)助成金申請額：13,830,625円 

(8)完了時期  ：2022年 7月（予定） 

(9)交付決定日 ：2021年 12月 27日 

7.群馬県 

(1)申請者   ：公益社団法人群馬県サッカー協会 

(2)申請区分  ：[助成区分 2]地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：天然芝（新設） 

(4)施設名   ：旧前橋市立 広瀬中学校跡地 

(5)計画地   ：群馬県前橋市後閑町 437-1 

(6)総事業費  ：31,790千円 

(7)助成金申請額：13,830,625円 

(8)完了時期  ：2022年 7月（予定） 

(9)交付決定日 ：2021年 12月 27日 

8.群馬県 

(1)申請者   ：公益社団法人群馬県サッカー協会 

(2)申請区分  ：[助成区分 2]地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：天然芝（新設） 

(4)施設名   ：大渡緑地グラウンド C面 

(5)計画地   ：群馬県前橋市総杜町総社地内 

(6)総事業費  ：31,790千円 

(7)助成金申請額：13,830,625円 

(8)完了時期  ：2022年 7月（予定） 

(9)交付決定日 ：2021年 12月 27日 

 

 9. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【更新】 

申請者（施設所有者）：葛飾区 

施設名 ：葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場(東京都葛飾区奥戸七丁目 17番 1号) 

使用製品：奥アンツーカ株式会社 フィールドターフ FTXM-1TE 

公認期間：2021年 7 月 26日～2024年 7月 25日 

公認番号：第 225号 

＜特記事項＞ 

使用製品は JFAロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を完了してい

る。 
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 当該施設は JFAロングパイル人工芝公認規程に基づく現地検査（フィールドテスト）を実施

し、基準を満たしている。 

 

 10. 小学校体育サポート研修会の件 

 ＜目的＞ 

小学校の体育の授業で以前は「サッカー」が必修だったが、今は「ゴール型」（サッカー・バ

スケットボール・ハンドボール・ラグビー）のいずれかを選んで行えばよいとなった。 

この変更に伴い、より多くの学校やクラスでサッカーを選んで授業を行ってもらえるよう、新

学習指導要領に沿った、JFAが推奨する内容（※）を伝える場として、小学校の教員を対象に

「体育授業サポート研修会」を開催している。 

先生自身がサッカーや児童とのふれあいを楽しめる授業ができる内容となっており、特に体育

や運動の苦手な先生、サッカーにあまり関心のない先生に受けていただきたい。 

※「新・サッカー指導の教科書」 http://www.toyokan.co.jp/book/27/b454047.html 

 

＜開催実績＞ 

(1) 日程： 2021年 7月 24日（土）  

   場所： 北陸学院大学（石川県金沢市） 

   講師： 北野孝一氏 

   受講者数：27名 

(2) 日程： 2021年 8月 2日（月）  

   会場： 大野市立開成中学校（福井県大野市）  

  講師： 岡本理生氏 

  受講者数：22名 

  開催レポート：https://www.jfa.jp/news/00027666/ 

(3) 日程： 2021年 8月 17日（火）  

  会場： 各務原市立蘇原第一小学校（岐阜県各務原市）  

  講師： 北野孝一氏 

  受講者数：20名 

  開催レポート：https://www.jfa.jp/news/00027748/ 

(4) 日程： 2021年 9月 28日（火）  

  会場： 金沢市立西小学校（石川県金沢市）  

  講師： 北野孝一氏 

  受講者数：16名 

(5) 日程： 2021年 11月 20日（土）  

  会場： 四国大学（徳島県徳島市）  

  講師： 有持哲治氏 

  受講者数：14名 

  開催レポート：https://www.jfa.jp/news/00028422/ 

(6) 日程： 2021年 12月 25日（土） ※教員免許状更新講習 

  会場： 高円宮記念 JFA夢フィールド（千葉県千葉市美浜区） 

  講師： 中山雅雄氏・北野孝一氏 
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  受講者数：5名 

(7) 日程： 2021年 12月 25日（土） 

  会場： 高松市立下笠居小学校（香川県高松市） 

  講師： 岡本理生氏 

  受講者数：14名 

 

 11. 公認指導者研修会［障がい者サッカーコース］の件 

 ＜目的＞ 

■「障がい者サッカー」の指導の基本を理解する。 

 ＝ サッカー指導の知識・経験を、どのように障がいのある選手に適用できるかを知る。 

■今後の活動において、「障がい者サッカー」に関わりを持つ機会とする。 

 ＝ サッカー指導の知識・経験および情熱にプラスして、どうしたら「障がい者サッカー」 

に役立つかを考える。 

 

＜開催実績＞ 

(1) 日程： 2021年 6月 19日（土） 

   会場： 嘉島町民会館・嘉島町スポーツ交流広場（熊本県上益城郡嘉島町） 

   講師： 上野二郎氏 

   受講者数：12名 

   開催レポート：https://www.jfa.jp/news/00027298/ 

 (2) 日程： 2021年 10月 3日（日） 

  会場： 神奈川県サッカー協会フットボールセンター「かもめパーク」 

（神奈川県横浜市泉区） 

   講師： 上野二郎氏 

   受講者数：25名 

   開催レポート：https://www.jfa.jp/news/00028059/ 

(3) 日程： 2021年 10月 30日（土）- 10月 31日（日） 

   会場： 高円宮記念 JFA夢フィールド（千葉県千葉市美浜区） 

   講師： 上野二郎氏・今泉幸広氏 

   受講者数：36名 

  開催レポート：https://www.jfa.jp/news/00028253/ 

(4) 日程： 2021年 12月 4日（土）- 12月 5日（日） 

  会場： 広島文教大学（広島県広島市安佐北区） 

  講師： 上野二郎氏・北野孝一氏 

  受講者数：17名 

  開催レポート：https://www.jfa.jp/news/00028601/ 

 

 12. JFA グラスルーツ推進・賛同パートナーカンファレンス 2021～誰も取り残さない！スポーツによ

る SDGsを考える～開催の件 

 「JFAグラスルーツ推進・賛同パートナーカンファレンス 2021～誰も取り残さない！スポーツに

よる SDGsを考える～」を下記の通り 4回に分け、オンラインにより開催した。 
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＜第 1回＞2021年 12 月 2日(木)19:00～20:50  【参加者：53名】 

 ①特定非営利活動法人 FC岸和田 理事長 河内 賢一氏（大阪府岸和田市） 

  発表テーマ：「施設の確保」「女子サッカー」 

 ②一般社団法人 IMIZU Regional 代表理事 窪 哲志氏（富山県射水市） 

  発表テーマ：「女子サッカー」「障がい者サッカー」 

 ③桶川 QLS チーム代表 築根 英樹氏（埼玉県桶川市） 

  発表テーマ：「女子サッカー/補欠ゼロ」 

＜第 2回＞2021年 12 月 3日(金) 19:00～20:50 【参加者：65名】 

 ①バルドラール浦安デフィオ 監督兼選手 泉 洋史氏（千葉県浦安市） 

  発表テーマ：「障がい者サッカー」「社会課題への取り組み」 

 ②FC PORT 代表 篠崎安志氏（神奈川県川崎市） 

  発表テーマ：「障がい者サッカー」「社会課題への取り組み」 

 ③NPO法人ダイバーシティサッカー協会 代表理事 鈴木直文氏（大阪府大阪市） 

  発表テーマ：「社会課題への取り組み」 

＜第 3回＞2021年 12 月 9日(木) 19:00～20:50 【参加者：69名】 

 ①アルクオーレ 広報担当 渕上千春氏（東京都中野区･杉並区･足立区） 

  発表テーマ：「引退なし」 

 ②ウォーキングサッカー・イン・ザ・サイレンス 共同代表 日比秀則氏（東京都江東区、 

横浜市） 

  発表テーマ：「障がい者サッカー」「社会課題への取り組み」 

 ③チーム SMiLEサラダ 監督 長谷川 健氏（神奈川県川崎市） 

  発表テーマ：「社会課題への取り組み」 

＜第 4回＞2021年 12 月 10日(金) 19:00～20:30 【参加者：48名】 

 ①株式会社パン・アキモト 専務取締役 秋元信彦氏（栃木県那須塩原市） 

  発表テーマ：「施設の確保」 

 ②Amista FC 代表監督 出頭聡洋氏（北海道苫小牧市） 

  発表テーマ：「女子サッカー」、「施設の確保」 

 

4日間を通して約 100 名が参加。自ら手を挙げていただいた 11の賛同パートナーから、それぞれ

に多様な取り組みが発表された。示唆に富んだ内容が多く、参加者のアセスメントでは満足度の

高い評価を得ることができた。 

 

 13. JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

 下記の団体を「JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー」として新たに認定した。 

※（ ）内は、主な活動場所／賛同テーマ 

 

 認定日：2021年 7 月 1日 

  (1) 特定非営利活動法人 greengrass［京都府／障がい者サッカー］ 

 認定日：2021年 7 月 15日 

  (1) 株式会社 Sports Vita［千葉県／社会課題への取り組み］ 
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  (2) 成城チャンプサッカークラブ［東京都／補欠ゼロ］ 

  (3) 一般社団法人チャイルドライフ 

   ［東京都／引退なし･障がい者サッカー･社会課題への取り組み］ 

 認定日：2021年 8 月 15日 

  (1) 猪苗代スポーツ&カルチャークラブ［福島県／補欠ゼロ･施設の確保］ 

  (2) 坂下 FC［沖縄県／補欠ゼロ･女子サッカー］ 

 認定日：2021年 9 月 1日 

  (1) FCグラッソ［山形県／補欠ゼロ］ 

  (2) さいたまホワイトベース SS［埼玉県／補欠ゼロ・障がい者サッカー・社会課題への取り

組み］ 

  (3) アルクオーレ［東京都／引退なし・補欠ゼロ・障がい者サッカー・女子サッカー］ 

  (4) FC Bambina!［大阪府／女子サッカー］ 

  (5) SIEMPRE FUTBOL CLUB［鹿児島県／引退なし・女子サッカー・施設の確保］ 

 認定日：2021年 9 月 15日 

  (1) 株式会社パン・アキモト［栃木県／施設の確保］ 

  (2) 柏央アクセルフットボールクラブ［千葉県／補欠ゼロ･女子サッカー･社会課題への取 

り組み］ 

  (3) うんどう あそび教室 スペシャルクライフコート［東京都／障がい者サッカー］ 

  (4) アモール東京［東京都／引退なし･補欠ゼロ･障がい者サッカー･女子サッカー］ 

 認定日：2021年 10 月 1日 

  (1) TROPICAL ISLAND NIKKO BEACH［栃木県／施設の確保］ 

  (2) 伊那谷おさむカンパニー［長野県／引退なし･補欠ゼロ･障がい者サッカー･社会課題への

取り組み］ 

  (3) コルコバード高岡フットボールクラブ［富山県／引退なし･補欠ゼロ］ 

  (4) 一般社団法人 IMIZU Regional［富山県／障がい者サッカー･女子サッカー･施設の確保･

社会課題への取り組み］ 

  (5) 古堅南 FC［沖縄県／補欠ゼロ］ 

 認定日：2021年 10 月 15日 

  (1) Amista FC［北海道／引退なし･補欠ゼロ･女子サッカー･施設の確保］ 

  (2) FOOTBALL JAM PROJECT［茨城県／引退なし･補欠ゼロ･女子サッカー］ 

  (3) 世田〇くらぶ［東京都／引退なし･女子サッカー］ 

  (4) 一般社団法人 東京都北区サッカー協会［東京都／引退なし･補欠ゼロ･障がい者サッ 

カー]･女子サッカー･施設の確保･社会課題への取り組み］ 

  (5) FC伊勢原フォルティシモ［神奈川県／引退なし］ 

  (6) LFC.CLEMOR［富山県／引退なし･補欠ゼロ･女子サッカー］ 

  (7) Futsal Rondo［愛知県／引退なし］ 

  (8) ジョイオーソ論田 CC［徳島県／補欠ゼロ･社会課題への取り組み］ 

  (9) NPO法人ソレイユ・ヴェルプレット［佐賀県／引退なし･補欠ゼロ･障がい者サッカー･女

子サッカー･施設の確保･社会課題への取り組み］ 

  (10)ペドラディアマンテスガールズ FC［沖縄県／女子サッカー］ 

認定日：2021年 11月 1日 
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  (1) SC-STERN［埼玉県／補欠ゼロ･女子サッカー］ 

  (2) AT夢 SPORT［埼玉県／補欠ゼロ･施設の確保］ 

  (3) エボルテサッカースクール［埼玉県／女子サッカー･社会課題への取り組み］ 

 認定日：2021年 11 月 15日 

  (1) 宝木キッカーズ［栃木県／補欠ゼロ］ 

  (2) 藤枝連合 練蹴会［静岡県／引退なし･補欠ゼロ］ 

  (3) 高浜 FC（特定非営利活動法人 Sansyu-tacoba）［愛知県／引退なし･補欠ゼロ･障がい 

者サッカー･女子サッカー･施設の確保･社会課題への取り組み］ 

  (4) フライア FC［岡山県／引退なし･補欠ゼロ･女子サッカー］ 

  (5) エスフェレッソフットボールクラブ［沖縄県／引退なし･女子サッカー］ 

  (6) UNITYガールズ宮古［沖縄県／補欠ゼロ･女子サッカー］ 

 認定日：2021年 12 月 1日 

  (1) 新町サッカークラブ［群馬県／補欠ゼロ･ 女子サッカー･ 社会課題への取り組み］ 

  (2) PALRABOX［新潟県／障がい者サッカー］ 

 認定日：2021年 12 月 15日 

  (1) 富田西サッカースポーツ少年団［福島県／補欠ゼロ・女子サッカー］ 

  (2) If Levante Futebol Clube 

   ［埼玉県／引退なし・補欠ゼロ・女子サッカー・施設の確保・社会課題への取り組み］ 

  (3) 一般社団法人 S.C.P. Japan 

   ［千葉県／障がい者サッカー・女子サッカー・社会課題への取り組み］ 

  (4) ACミランアカデミー千葉［千葉県／引退なし・補欠ゼロ・障がい者サッカー・女子サッ

カー・施設の確保・社会課題への取り組み］ 

  (5) 東京朝鮮第 4初中級学校サッカー部［東京都／補欠ゼロ］ 

  (6) 東近江 FCレジリエンス［滋賀県／障がい者サッカー］ 

  (7) 長岡京サッカークラブ［京都府／引退なし・補欠ゼロ・女子サッカー・施設の確保］ 

  (8) FC高槻ピンキーズ［大阪府／補欠ゼロ・女子サッカー］ 

  (9) Revelarteフットボールクラブ［岡山県／女子サッカー］ 

  (10)一般社団法人エストレーノスポーツクラブ［愛媛県／補欠ゼロ・女子サッカー・社会課

題への取り組み］ 

   (11)マラガ CF宮古島［沖縄県／施設の確保・社会課題への取り組み］ 

 

 2021年度認定団体数        ：237団体 

  ・2020年度からの更新認定団体数 ：177団体（183団体中）  

※更新は 6月 21日で完了 

  ・2021年度の新規認定団体数   ： 60 団体 

     

 テーマ別 

  ・引退なし           ：138団体 

  ・補欠ゼロ           ：169団体 

  ・障がい者サッカー       ：109団体 

  ・女子サッカー         ：122団体 
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  ・施設の確保          ： 63団体 

  ・社会課題への取り組み     ：109団体 

 

 14. 2022年度特別指定選手制度（女子）の件 

  （報告）資料 6 

2022年度の特別指定選手制度（女子）の概要について、別添の通りとする。 

 

 15. 2022年プロフェッショナルレフェリー契約の件 

    （報告）資料 7 

2022年シーズンのプロフェッショナルレフェリー(以下、PR)として、下記 17 名と契約を締結し

た。 

 

【主 審】 

       年齢(※1)  PR 就任年 

(1) 西村 雄一 (にしむら ゆういち)  49才  2004年 

(2) 松尾 一 (まつお はじめ) 49才 2008年 

(3) 佐藤 隆治 (さとう りゅうじ) 44才 2009年 

(4) 飯田 淳平 (いいだ じゅんぺい) 40才 2011年 

(5) 木村 博之 (きむら ひろゆき)  39才 2012年 

(6) 山本 雄大 (やまもと ゆうだい) 38才 2015年 

(7) 荒木 友輔 (あらき ゆうすけ) 35才 2018年 

(8) 今村 義朗 (いまむら よしろう) 44才 2020年 

(9) 福島 孝一郎 (ふくしま こういちろう) 38才 2020年 

(10) 池内 明彦 (いけうち あきひこ)  38才 2021年 

(11) 笠原 寛貴 (かさはら ひろき) 32才 2021年 

(12) 中村 太 (なかむら ふとし) 43才 2022年(※2) 

(13) 清水 勇人 (しみず はやと) 38才 2022年(※2) 

【副 審】 

        年齢(※1)  PR 就任年 

(14) 山内 宏志 (やまうち ひろし) 42才 2018年 

(15) 聳城 巧 (たかぎ たくみ) 39才 2018年 

(16) 西橋 勲 (にしはし いさお) 35才 2020年 

(17) 野村 修 (のむら おさむ) 32才  2020年 

【契約期間】 

2022 年 2 月 1 日～2023年 1 月 31 日 

(中村太氏は、2022 年 4月 1 日～2023年 1 月 31 日) 

 

※1 年齢は 2022 年 1 月 1 日現在 

※2 PRとして新規に契約 
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 16. 2021年度新規女子 1 級審判員認定の件 

 審判委員会で新規女子 1級審判員の認定審査を実施し、次の 4名を女子 1級審判員として認定し

た。 

 

勝又 美沙希 （かつまた みさき）  東北／宮城県  

吉田 瑞希  （よしだ みずき）   関東／東京都  

吉永 真紀  （よしなが まき）   関西／兵庫県  

長野 涼華  （ながの りょうか）  中国／山口県  

 

※地域・都道府県順 

 

 17. 審判員・審判指導者 海外派遣の件 

     審判員・審判指導者の国際試合への派遣は次の通り。 

 

＜審判員＞ 

(1) FIFA Arab Cup 2021 

大会日程：11月 30日～12月 18日 

場  所：カタール/ドーハ 

審 判 員：佐藤隆治、三原純、野村修、木村博之 

 

 18. 名義使用申請の件 

 申請団体： NPO法人はらまちクラブ 

行事名称： 第 3回ウォ―キングサッカー全国交流会 in 福島 Jヴィレッジ 

場所  ： Jヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

開催日 ： 2022年 2月 8日 ～ 9日  

主催  ： NPO法人はらまちクラブ／福島県相双地方振興局／株式会社 Jヴィレッジ 

共催  ： 福島民報社 

後援  ： 公益財団法人日本サッカー協会 

協力  ： 一般社団法人福島県総合型スポーツクラグ連絡協議会 

目的  ： ウォーキングサッカーの魅力をとどまることなく発信し続け、『歩ける人ならだ  

      れでもできる！ 走っちゃイケない！！ 笑えるサッカー！！！ 子どもから高齢  

      者まで、初心者からプロまでのみんなで豊かな未来の元気の元：魔法のサッカ 

ー、一度はやってみましょう！』の意識で普及・振興のための大会とする。 

内容  ：  全国交流会・スポーツ講演会・夕食会 

 

申請団体： 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

行事名称： 第 10回日本アンプティサッカー選手権大会 2021 

場所  ： 富士通スタジアム川崎（神奈川県川崎市川崎区）他 

開催日 ： 2022年 2月 19日 ～ 20日 

主催  ： 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

共催  ： 川崎市 
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協賛  ： 株式会社川崎フロンターレ／プーマジャパン株式会社／株式会社協同／ 

      株式会社マネジメントソリューションズ／永伸商事株式会社／富士通株式会社／ 

      日新火災海上保険株式会社／株式会社ミック 

後援  ： 公益財団法人日本サッカー協会／公益財団法人日本パラスポーツ協会／ 

      一般社団法人日本障がい者サッカー連盟／川崎市教育委員会／ 

      公益財団法人川崎市スポーツ協会／川崎市障害者スポーツ協会 

協力  ： イッツ・コミュニケーションズ株式会社 

目的  ： 日本国内におけるアンプティサッカーの技術向上と広くアンプティサ

ッカーの普及振興に寄与することを目的に、協会加盟登録アンプティチームが参加

できる全国大会として実施する 

内容  ： 第 1日 参加全チームをグループ分けし、リーグ戦方式 

      第 2日 グループ順位による順位決定戦 トーナメント方式 

 

 19. 裁定委員会に関する懲罰の件 

 裁定委員会（委員長：本林徹）より報告された懲罰案件について報告する。 

 

 20. 規律委員会に関する懲罰の件 

 

 

規律委員会（委員長：中島肇）より報告された懲罰案件について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 


