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公益財団法人 日本サッカー協会 

2022 年度 第 12 回理事会 

 2022年 11月 10日 

報告事項 

第 20回 FIFAカウンシル会議（10月 22日開催）の件 

第 20回 FIFA カウンシル会議が 2022 年 10月 22日（土）にニュージーランド・オークランドおよび

オンラインで行われた。主な決定・報告事項は以下の通り。

■FIFAクリアリングハウス規則の承認

■選手の地位および移籍に関する規則（RSTP）改正の承認

■FIFA女子ワールドカップオーストラリア＆ニュージーランド 2023TM準備状況の報告

■FIFAワールドカップカタール 2022TM準備状況の報告

■以下の議題については次回 FIFAカウンシル会議への持ち越しを決定

(1)FIFAビーチサッカーワールドカップ 2023のホストの決定

(2)FIFA懲罰規程改正

(3)FIFA倫理規程改正

(4)FIFAフットボールエージェント規則

第 11回 AFC理事会（10月 17日開催）の件 

第 11回 AFC 理事会が 2022年 10 月 17日（月）、マレーシア・クアラルンプールで行われた。 

主な決定・報告事項は以下の通り。 

■AFCアジアカップ 2023のホストをカタールサッカー協会に決定した。

■AFCアジアカップ 2027のホストについては最終候補にインドサッカー連盟およびサウジアラビア

サッカー連盟を選定し、2023 年 2月に開催する第 33回 AFC総会で投票を行って決定することと

した。 

■AFC U23 アジアカップ 2024のホストをカタールサッカー協会に決定した。

■AFCディベロップメント委員会による AFCエンハンスプログラム規則統合案を批准した。

■AFCの加盟協会向け補助金プログラム「AFCエンハンスメンバーアソシエーションプログラム

（AFC Enhance Member Association Programme）」について日本サッカー協会からの申請を承

認し、受給資格を認定した。

■AFC社会貢献委員会委員長の Zaw Zaw氏を AFCドリームアジア基金の理事に任命することを決定

した。

■2022年 9月 14 日に急逝したシンガポールサッカー協会会長の LIM Kia Tong氏に哀悼の意を

表した。

競技会開催申請の件 

申請団体：一般社団法人中国サッカー協会  

大会名：2022第 11回ライフスポーツサッカー大会（50歳以上 11人制） 

主催：一般社団法人中国サッカー協会  

主管：一般社団法人広島県サッカー協会  
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後援：公益財団法人日本サッカー協会、広島県、呉市、共同通信社、 

一般社団法人日本サッカー名蹴会、公益財団法人広島県スポーツ協会、 

呉市体育協会 協賛：キリン株式会社、株式会社住ゴム産業、加茂商事株式会社 

開催期日：2022 年 11 月 18 日(金)～20日(日) 

会場：広島県/ミツトヨスポーツパーク郷原（呉市総合スポーツセンター） 

参加チーム：20チーム 

入場料金；無料 

 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：ヴァンフォーレ甲府レジェンドマッチ 

開催日：2022年 11月 23日（水・祝）14：00キックオフ（予定） 

会場：山梨県/JITリサイクルインクスタジアム 

対戦カード：ヴァンフォーレ甲府レジェンズ vs.山梨レジェンズ 

主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管：山梨県サッカー協会、株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ 

入場料金： 

メイン自由席（前売）大人 2,000円 小中 700円（当日）大人 2,500円 小中 1,000 円 

バック・サイド自由席（前売）1,500 円 小中 500円（当日）大人 2,000円 小中 800円 

 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：ポストシーズンマッチ（仮） 

主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管：株式会社石川ツエーゲン 

開催日：2022年 11月 19日(土)14:00 キックオフ 

会場：石川県/西部緑地公園陸上競技場 

対戦カード：ツエーゲン金沢 vs.セレッソ大阪 

入場料金： 

メイン自由席 3,500 円 小中高 3,000 円 

バック自由席 2,800 円 小中高 2,300 円 

ホーム自由席 2,300 円 小中高 1,800 円 

ビジター自由席 2,300円 小中高 1,800円 

 

大会名：EUROJAPAN CUP 2022（ユーロジャパン・カップ 2022） 

日時：2022 年 11 月 28日（月） 19:30キックオフ（予定） 

対戦カード：横浜 F.マリノス vs. ASローマ 

会場：東京都/国立競技場 

主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管：横浜マリノス株式会社、東京都サッカー協会 

入場料金： 

VIP BOX100,000 円 

VIP シート30,000円 



報告事項 

  ・ 

カテゴリー1（メイン・バック 1階）15,000 円 

カテゴリー2（メイン・バック 2階）12,000 円 

カテゴリー3（メイン・バック 3階）10,000 円 

カテゴリー4（北・南１階）大人7,000円 

カテゴリー4（北・南１階）小中3,500円 

カテゴリー5（北・南２階）大人5,000円 

カテゴリー5（北・南２階）小中2,000円 

カテゴリー5（北・南３階）大人3,000円 

カテゴリー6（北・南３階）小中1,000円 

 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：EUROJAPAN CUP 2022（ユーロジャパン・カップ 2022） 

日時：2022 年 11 月 25日(金)19:30キックオフ（予定） 

会場：愛知県/豊田スタジアム 

対戦カード：名古屋グランパス vs. ASローマ 

主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管：株式会社名古屋グランパスエイト 

入場料金： 

ロイヤル VIP100,000円 ロイヤルシート30,000円 

SS指定席15,000円  S指定席12,000円  A指定席11,000円 

メイン・バック 3皆指定席9,000円  メイン・バック 4皆指定席8,000円 

ゴール裏 1階指定席（大人）5,000円 

ゴール裏 1指定席（小中）2,000円 

ゴール裏 2階指定席（大人）3,000円 

ゴール裏 2階指定席（小中）1,000円 

 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：阿部勇樹引退試合 

開催日：2022年 11月 12日（土）17:00キックオフ（予定） 

会場：埼玉県/埼玉スタジアム２００２ 

対戦カード：浦和レッズ阿部選抜 vs.ジェフ阿部選抜 

主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管：公益財団法人埼玉県サッカー協会、浦和レッドダイヤモンズ株式会社 

入場料金：調整中 

 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：ブンデスリーガジャパンツアー2022 Presented By スカパーJSAT さいたまシティカップ 

開催日：2022年 11月 16日(水)19：30キックオフ 

対戦カード：浦和レッズ vs.アイントラハト・フランクフルト 

会場：埼玉県/埼玉スタジアム２００２ 

主催：さいたま市、スカパーJSAT株式会社、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、 



報告事項 

  ・ 

   社団法人さいたまスポーツコミッション 

主管：公益財団法人埼玉県サッカー協会、浦和レッドダイヤモンズ株式会社 

後援：ドイツ連邦共和国大使館、在日ドイツ商工会議所 

入場料金：調整中 

 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：ブンデスリーガジャパンツアー2022 Presented By スカパーJSAT 

開催日：2022年 11月 19日(土)14：00キックオフ 

対戦カード：ガンバ大阪 vs.アイントラハト・フランクフルト 

会場：大阪府/パナソニック スタジアム 吹田 

主催：スカパーJSAT 株式会社、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管：一般社団法人大阪府サッカー協会、株式会社ガンバ大阪 

後援：大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館（予定） 

入場料金：調整中 

 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：オシム元監督追悼試合 

開催日：2022年 11月 20日(日)16:00 キックオフ（予定） 

対戦カード：オシムジェフレジェンド（ジェフユナイテッド市原・千葉 OB） 

      vs.オシムジャパンレジェンド（日本代表 OB） 

会場：千葉県/フクダ電子アリーナ 

主催：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管：ジェフユナイテッド市原・千葉 

入場料金： 

オシムシート 5,000 円、SAメイン指定席 4,000円、SAバック指定席 3,500円 

ゴール裏自由席 2,500円、ゴール裏自由席小中 1,000 円 

 

  2020/21年度 指導者ライセンス認定の件 

 指導者養成講習会を修了し、技術委員会が適格と認めた以下の 3名に対してライセンスを認定し

た。 

 

2020/21 年度 Associate-Pro コーチ養成講習会（3名） 

■坂尾 美穂 

■福田 あや 

■三上 尚子 

 

  審判員・審判指導者の海外派遣の件 

 (1)審判員 海外派遣 

①国際親善試合 韓国代表 vs.アイスランド代表 

試合日：10月 11 日 

場所 ：京畿道／韓国 
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審判員：飯田淳平、聳城巧、武部陽介、山本雄大、西橋勲 

(2)インストラクター・アセッサー・委員 海外派遣 

①AFC Referee Academy: Batch 4 – Introductory Module 3 

開催期間    ：10月 11日～15日 

場所      ：クアラルンプール／マレーシア  

インストラクター：石山昇 

②FIFA U-17 Women’s World Cup India 2022 

大会期間    ：10月 11日～30日 

場所      ：インド 

インストラクター：深野悦子、山岸佐知子 

 

(3)イングランドとの交流事業における海外派遣 

PGMOL（Professional Game Match Officials Limited=プレミアリーグを担当する審判員とその指

導者が所属する組織）とのパートナーシップ協定をもとに、審判員とインストラクターの派遣お

よび受け入れを相互で実施する。 

 

派遣期間    ：10月 27日～11月 13日 

場所      ：イングランド  

審判員     ：荒木勇輔、小泉朝香、長峯滉希 

インストラクター：廣瀬格 

 

  JOC認定競技別強化センター認定の件 

 日本オリンピック委員会が定めるサッカー競技における認定競技別強化センターとして、新たに以

下の 3施設が認定された。同制度の指定期間は、認定後から次期オリンピック競技大会開催年度末

までとなる。 

■帝人アカデミー富士 ※1 

■清水ナショナルトレーニングセンター J-STEP ※1 

■堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター(J-GREEN堺) ※2 

 

※1 帝人アカデミー富士、清水ナショナルトレーニングセンター（J-STEP）は前回からの継続認 

定。 

※2 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター(J-GREEN堺)は初めての認定。これまで同 

施設はサッカー競技における NTC強化拠点としてきたが、今年度より同機能を Jヴィレッジに 

移転させたことに伴い、今回は JOC認定競技別強化センターとして認定を受けた。 

 

(制度趣旨) 

JOC 認定競技別強化センター事業紹介 

(1)趣旨 

味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC)および NTC競技別強化拠点は、トップレベル競技

者の育成・強化、タレント発掘の中心的な拠点として位置づけられている。 

一方、1カ所での集中的なトレーニングに偏らず、異なった環境でもトレーニングが必要である
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ことから、JOCは、各競技団体の選手強化活動が円滑に行えるよう、NTCおよび NTC競技別強化拠

点以外の国内外既存トレーニング施設を「JOC認定競技別強化センター」として認定して施設活

用を支援していく。 

(2)事業内容 

競技団体から推薦された施設を、基準に基づいて認定するとともに、当該認定施設に対し、競技

団体が行う選手強化活動への協力依頼と認定看板を設置する。 

 

※本制度は、競技団体が直接保有する施設(例:高円宮記念 JFA夢フィールド)は対象外となる。 

 

  JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

 申請者（施設所有者）：北広島町 

施設名：大朝グラウンド 西面（広島県山県郡北広島町新庄 804番地 1） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ ER-60 

公認期間：2022 年 11 月 10 日～2025年 11月 9日 

公認番号：第 261 号 

 

申請者（施設所有者）：北広島町 

施設名：大朝グラウンド 東面（広島県山県郡北広島町新庄 804番地 1） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ ER-60 

公認期間：2022 年 11 月 10 日～2025年 11月 9日 

公認番号：第 262 号 

   

  JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

 申請者（施設所有者）：学校法人国士舘 

施設名：国士舘大学町田キャンパス多目的グラウンド（東京都町田市広袴 1－2－6） 

使用製品：美津濃株式会社 MS Craft AG BB，MS Craft AG-O-BB 

公認期間：2022 年 11 月 10 日～2025年 11月 9日 

公認番号：第 018 号 

 

申請者（施設所有者）：旭川市 

施設名：東光スポーツ公園 A球技場（北海道旭川市東光 23～24条 8丁目） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MV2040 ACS65 

公認期間：2022 年 12 月 19 日～2023年 12月 18日 

公認番号：第 153 号 

 

申請者（施設所有者）：旭川市 

施設名：東光スポーツ公園 B球技場（北海道旭川市東光 23～24条 8丁目） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MV2040 ACS65 

公認期間：2022 年 12 月 19 日～2023年 12月 18日 

公認番号：第 154 号 

申請者（施設所有者）：学校法人国際学園 
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施設名：星槎湘南スタジアム（神奈川県中郡大磯町国府本郷 1805－2） 

使用製品：MCCスポーツ株式会社 アストロピッチ DS N-60EP 

公認期間：2022 年 11 月 14 日～2025年 11月 13日 

公認番号：第 236 号 

 

  海外遠征申請の件 

 以下の通り海外遠征を行った（事後申請）。 

 

(1)一般財団法人岡山県サッカー協会 

チーム ：ファジアーノ岡山 U-14（第 3種） 

遠征期間：10月 23日～11 月 1日 

遠征先 ：マレーシア/パハン 

 

(2)一般社団法人大分県サッカー協会 

チーム：柳ヶ浦高等学校（第 2種） 

遠征期間：11月 9日～11月 17日 

遠征先 ：韓国/済州 

 

  名義使用申請の件 

 申請団体：金花商店会 

行事名称：第 9回サッカー通り夏まつり 

主催  ：金花商店会 

協力  ：高橋酒造、公益財団法人日本サッカー協会、東京ユナイテッド FC、湯島新花町会、 

本三金助町会、株式会社マツオ計画、株式会社 TONEGAWA、湯島小学校太鼓クラブ、 

本郷台中学校吹奏楽部・ダンス部、株式会社マイロジスティクス 

期間  ：2022 年 10 月 22 日(土) 

目的  ： 

近隣住民を対象としたイベント。本年は 2022 年 11月 20日（日）からカタールで開催される

「FIFA ワールドカップカタール 2022」に参加する日本代表チームと、2022年 11月 9日（水）に

インドで開催される IBSAブラインドサッカーアジア選手権 2022に参加するチームにもサッカー

通りからエールを送り、同時に大会への機運を高めるもの。 

内容  ： 

子どもを中心としたサッカーに関連するゲーム、国旗への応援メッセージ、地元小中学生による

ブラスバンドおよび太鼓の演奏、日本代表オフィシャルバスの展示 

行事名称  ：JFAシニアサッカーフェスティバル in 広島 「第 1回全国高校サッカーOB 交流会 

(8 人制)」  

主催    ：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人中国サッカー協会  

主管    ：公益財団法人広島県サッカー協会  

後援    ：広島県、公益財団法人広島県スポーツ協会、一般社団法人共同通信社、 

一般社団法人日本サッカー名蹴会 

協賛    ：キリン株式会社、株式会社住ゴム産業、加茂商事株式会社  



報告事項 

  ・ 

協力    ：株式会社モルテン  

期日    ：2022 年 11 月 18 日(金)～2022 年 11月 20日(日) 

会場    ：ゼロバランスフィールド  

概要    ：全国を対象とした、高校サッカーOBチームによる 8人制サッカーの交流会（フレン 

ドリーマッチ 4試合等） 

参加資格  ：1982(昭和 57)年 4月 1日以前生まれ（40歳以上)の選手によって構成される高校  

サッカーOBチーム。本大会の開催主旨は、シニア世代の普及が目的であるため、申

し込み時の、2022年度の JFA「シニア」種別での加盟登録は問わない。また、男女

混合チームの参加も可とする。 

参加チーム数：20チーム。但し、参加チーム数が満たない場合、開催県で補充する場合がある。 

参加希望数が 20 チームを超える場合は、一般社団法人中国サッカー協会において 

抽選を行い決定する。  

競技方法  ：■試合形式はリーグ戦を原則とする。 

■試合時間は 30 分(15分-5分-15 分)とし、ハーフタイムのインターバル(前半終了

から後半開始まで 5分間とする。 

■試合球は原則として軽量球 5号(約 400g)を使用とする。  

■フレンドリーマッチの試合結果は記録するが、順位決定は行わない。 

参加料   ：1チーム：20,000円 

※交通費、宿泊費は全てチーム負担 

 

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 11 回日本アンプティサッカー選手権大会 2022 

場所  ：富士通スタジアム川崎 

事業期間：2022 年 11 月 19 日(土)～2022年 11月 20日(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 

協賛  ：富士通株式会社、日新火災海上保険株式会社、株式会社川崎フロンターレ、 

株式会社ミック、株式会社シーイーシー、シフトプラス株式会社、永伸商事株式会社 

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  ：一般社団法人神奈川県サッカー協会、特定非営利活動法人川崎市サッカー協会、 

イッツ・コミュニケーションズ株式会社 

内容  ：アンプティサッカー（切断障がい者のサッカー）の全国大会 

 

申請団体：一般社団法人日本サッカー名蹴会 

行事名称：第一回名蹴会シニアカップ御殿場大会 

場所  ：御殿場高原時之栖スポーツセンター 

事業期間：2022 年 11 月 23 日～2022年 11月 24日 

主催  ：一般社団法人日本サッカー名蹴会 

協賛  ：株式会社ミロク情報サービス、キリンビバレッジ株式会社 



報告事項 

  ・ 

後援  ：公益財団法人日本サッカー協会 

協力  ：有限会社エルプランニング 

内容  ：成人のサッカー愛好者を対象とする、参加資格に制限のない 8人制サッカー大会 

 

  裁定委員会に関する懲罰の件 

 

 

裁定委員会（委員長：山田秀雄）より報告された懲罰案件について報告する。 
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