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公益財団法人 日本サッカー協会 

2022 年度 第 13 回理事会 

                                       2022年 12月 15日 

報告事項 

  第 68回 EAFF理事会（11月 11日開催）の件 

 第 68回 EAFF理事会が 11月 11日に北マリアナ諸島・サイパンで行われた。主な決定・報告事項は

以下の通り。 

 

(1) 第 18回 EAFF競技会委員会の報告 

(2) 第 32回 EAFF財務委員会の報告 

(3) 第 1回 EAFFマーケティング委員会の報告 

(4) EAFFタスクフォース会議の報告 

(5) Mr.Valentino SAN GIL (グアムサッカー協会会長）を 2023年－2027 年任期の EAFF代表 AFC 

理事の候補者として承認 

(6) EAFF財務委員会委員として中国の Mr.JIN Chenglongを承認 

 

  各国協会/連盟とのパートナーシップに関する覚書更新の件 

 国際交流事業の一環として、以下の内容にてパートナーシップに関する覚書を更新する。 

 

(1)カタールサッカー協会(QFA)  

＜協定内容＞ 

目的  ：両国の各分野におけるサッカーの促進を目的とした各種交流および知識共有 

実施事項：下記事項について可能な限り協力していくこと 

■ユース育成、タレント発掘、試合環境の整備 

■スポーツ医学 

■指導者・審判の養成 

■女子サッカー 

■フットサル 

■各カテゴリー代表チーム間の親善試合 

■施設の建設・マネジメント・運営 

■競技会運営 

■マーケティング 

■組織運営 

期間  ： 5年間(正式な締結日については、カタールサッカー協会と相談した上で決定する) 

 

＜背景及び実施理由＞ 

2017年 10月 25日にカタールサッカー協会（QFA）とパートナーシップを締結しているが、期間

満了を受け、双方で再締結の意思を確認。覚書の内容を精査し、折衝した結果、上記の内容で再

締結する運びとなった。調印式はカタールサッカー協会と日程を調整の上、11月 30日、カター

ルで行った。 
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(2)スペインサッカー連盟(RFEF) 

＜協定内容＞ 

目的  ：両国の各分野におけるサッカーの促進を目的とした各種交流および知識共有 

実施事項：下記事項について可能な限り協力していくこと 

■指導者養成 

■審判フィットネスに関する知識共有 

■審判養成 

■女子サッカー活性化 

■各カテゴリー代表親善試合・交流 

■ユース育成 

■スポーツ科学・スポーツ医学分野交流 

■医学関連施設訪問・人的交流 

■大会運営に関する知識共有 

■マーケティング・メディアに関する知識共有 

■技術分野、アドミニストレーション、マネジメント関連の人的交流 

■施設管理・建設やエキップメント等に関する知識共有 

■トレーニング施設やキャンプ施設の相互利用 

■法務・規制関連に関する知識共有 

■ソフトウェア開発に関する知識共有 

■戦略企画に関する知識共有 

■その他両協会間で合意した分野での交流 

期間  ：3年間(正式な締結日については、スペインサッカー連盟と相談した上で決定する) 

 

＜背景及び実施理由＞ 

2020年 12月 9日にスペインサッカー連盟（RFEF）とパートナーシップを再締結しているが、双

方で再締結の意思を確認。覚書の内容を精査し、折衝した結果、上記の内容で再締結する運びと

なった。調印式はスペインサッカー連盟と日程を調整の上、12月１日、カタールで行った。 

 

(3)イングランドサッカー協会(The FA) 

＜協定内容＞ 

目的  ：両国の各分野におけるサッカーの促進を目的とした各種交流および知識共有 

実施事項：下記事項について可能な限り協力していくこと 

■指導者養成、グラスルーツ施策 

■女子サッカーの活性化 

■ユース育成施策 

■審判交流、審判養成 

■障がい者サッカー 

■IT、デジタル戦略・大会運営、法務管理、戦略企画、組織アドミニストレーション、 

ダイバーシティ＆インクルージョンの情報交換 

■技術要員、アドミニストレーションおよびマネジメント要員の交流プログラム 

■マーケティングにおける情報交換 
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■その他国際協力施策 

■女子プロリーク間の交流および知識共有 (MoU別紙：Women's Super League / WEリーグ) 

期間  ：3年間 

(正式な締結日については、イングランドサッカー協会と相談した上で決定する) 

 

＜背景及び実施理由＞ 

2018年 9月 24日にイングランドサッカー協会（The FA）とパートナーシップを再締結している

が、期間満了を受け、双方で再締結の意思を確認。覚書の内容を精査し、折衝した結果、上記の

内容で再締結する運びとなった。調印式はイングランドサッカー協会と日程を調整の上、11月 28

日、カタールで行った。 

 

なお、現在パートナーシップを締結している団体は以下の通り。 

＜アジア＞ 

  東地域 ：チャイニーズ・タイペイ、香港、モンゴル 

  東南地域：インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、ラオス 

  中央地域：イラン、ウズベキスタン 

  西地域 ：アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、ヨルダン 

＜ヨーロッパ＞ 

  イングランド、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ロシア、 

FC バイエルン・ミュンヘン 

＜南米＞ 

  南米サッカー連盟、アルゼンチン、パラグアイ、ベネズエラ 

 

  JFA Passport（メンバーシップ・アプリ）本番リリースの件 

  （報告）資料１ 

 

登録制度改革の一環として推進している JFA Passport（メンバーシップ・アプリ）は、個人情報管

理の対策のため 2段階に分けてリリースを計画していた。予定通り必要な対応が完了したことか

ら、2022年 11月に正式にリリースした。 

 

  2023年度 JFA審判ディベロップメント体制の件 

  （報告）資料２ 

 

2023年度の JFA審判ディベロップメント体制は、下記の通り。 

 

■審判委員長：扇谷健司 

■Jリーグ担当［統括：東城穣］ 

J1     ：東城穣、宮島一代、佐藤隆治(VAR)（※） 

J2     ：廣瀬格、宮島一代 

J3     ：廣瀬格、名木利幸 

アドバイザー：Raymond OLIVIER 
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映像担当  ：柿沼亨 

■強化・育成・指導者・普及・RDO［統括：宮島一代］ 

審判強化 ：上川徹、泉弘紀、太田潔、名木利幸 

審判育成 ：名木利幸、高橋武良、泉弘紀 

審判普及 ：山田修平、高橋武良 

審判指導者：山崎裕彦、伊藤力喜雄、山田修平、高橋武良、黛俊行、廣瀬格、 

名木利幸、山口博司 

■国際担当［統括：東城穣］ 

国際：佐藤隆治(※)、小川佳実、Raymond OLIVIER、山岸佐知子、延本秦一 

■女子担当［統括：山岸佐知子］ 

女子：山岸佐知子、山口博司 

■フットサル・ビーチサッカー［統括：延本泰一］ 

フットサル・ビーチサッカー：延本泰一 

■競技規則・テクニカルハウス［統括：小川佳実］ 

電子コンテンツ：柿沼亨 

■地域担当（RDO業務) 

北海道：山崎裕彦 

東北 ：伊藤力喜雄 

関東 ：高橋武良 

北信越：佐幸欣治 

東海 ：山田修平 

関西 ：村上伸次 

中国 ：江角直樹 

四国 ：名木利幸 

九州 ：泉弘紀 

 

※新任 

  

5． 競技会開催申請の件 

 申請者  ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名  ：首里城再建支援チャリティマッチ 

開催日  ：2022年 11月 19日（土）14：00 キックオフ 

対戦カード：FC琉球 2022 vs. 沖縄レジェンド 

会場   ：タピック県総ひやごんスタジアム 

主催   ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管   ：琉球フットボールクラブ株式会社 

後援   ：一般社団法人沖縄県サッカー協会、沖縄県、沖縄市（予定） 

入場料金 ：大人 3,500円 小中 1,500円 

 

申請者  ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名  ：西部洋平・田中佑昌引退試合 THE LAST MATCH 2022 -Forever soldiers- 
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開催日  ：2022年 11月 26日（土）11：00 キックオフ 

対戦カード：カターレ富山 vs. 富山新庄クラブ 

会場   ：富山県岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 

主催   ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管   ：株式会社カターレ富山 

入場料金 ：メインスタンド 2,000円 芝生席 1,000円 

 

申請団体 ：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

大会名  ：第 6回 日本クラブユースサッカー（U-18）Town Club CUP 2022 

主催   ：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

主管   ：関西クラブユースサッカー連盟 

協力   ：株式会社 共同写真企画 

後援   ：公益財団法人日本サッカー協会（申請） 

開催期日 ：2022年 12月 26日（月）～29日（木） 

会場   ：J-GREEN 堺 

参加チーム：全国 9地域の代表 16チーム 

入場料金 ：無料 

 

申請団体 ：一般社団法人鹿児島県サッカー協会 

大会名  ：「MBC開発 Presents」2022年南日本招待ユースサッカー大会 

主催   ：一般社団法人鹿児島県サッカー協会 

主管   ：一般社団法人鹿児島県サッカー協会 2種委員会（高校連盟） 

協賛   ：MBC開発株式会社 

協力   ：モルテン 

後援   ：（予定）鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市、鹿児島市教育委員会、 

      公益財団法人鹿児島県スポーツ協会、南日本新聞社 

開催日  ：2022年 12月 11日（日）   

会場   ：白波スタジアム 

参加チーム：鹿児島県と他県の 2023高円宮杯 U-18プリンスリーグ九州参入戦出場チーム、 

県トレセンユース 2チーム 

入場料金 ：（当日）一般 1,000円、高校生 500円、中学生 200円 

      小学生以下および敬老パス持参の方は無料  

  

6． 2020/21年度 指導者ライセンス認定の件 

 次の指導者養成講習会を修了し技術委員会が適格と認めた者に対し、ライセンスを認定した。 

 

2020/21年度 Associate-Proコーチ養成講習会（2名） 

■藤巻 藍子 

■柳井 里奈 
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7．JFAシニアフェスティバル in千葉 ～第 2回高校サッカー部 OB・OG交流フェスティバル～開催の件 

 名称    ：JFAシニアフェスティバル in 千葉 ～第 2回高校サッカー部 OB・OG交流フェス 

ティバル～ 

目的    ：シニア年代の健康増進を図り、生涯サッカーを楽しむ仲間づくりを推進する機会と 

する。第 2のサッカー人生のスタートづくり。 

主催    ：公益財団法人日本サッカー協会    

主管    ：公益社団法人千葉県サッカー協会シニア委員会 

期日    ：2023 年 1月 8日（日）  

会場    ：高円宮記念 JFA夢フィールド（人工芝 2面、天然芝 B面を使用） 

参加資格  ：サッカーを楽しむ高校・サッカー部 OB・OG中心のチーム。参加チームは 12名以上 

の選手で申し込む 

カテゴリー ：■O-40（1992年以降卒業生によるチーム。40歳以上）  

■O-50（1982年以降卒業生によるチーム。50歳以上）  

■O-60（1972年以降卒業生によるチーム。60歳以上）  

申込条件  ：サッカー部卒業生によるチーム編成。試合時サッカー継続・非継続・女子選手らが 

必ずピッチ内でプレーしていること（または女性・60代以上選手でも構わない） 

ユニフォーム：出身校のユニフォームをなるべく着用すること 

使用球   ：■O-40、O-50：レギュラーボール 

■O-60   ：軽量ボール使用 

試合形式  ：8人制 1試合 15分（1本） 

1チーム 4試合（予選リーグ 3試合、順位決定戦 1試合） 

参加申込  ：申込書類、事務局宛メールで申し込む。選手は 12名以上（スタッフ 2名まで） 

募集チーム数：各カテゴリー8チーム、合計 24チーム 

参加料   ：1チーム 10,000円 

 

＜2022年度第 1回大会参加校＞ 

1.習志野高校、2.市立船橋高校、3.八千代高校、4.市立千葉高校、5.県立千葉高校、 

6.稲毛高校、7.幕張総合高校、8.検見川高校、9.松陰高校、10.市原緑高校、11.茂原工業高校、 

12.成東高校、13.東金高校、14.九十九里高校、15.千葉経済高校、16.千葉景愛高校、 

17.市立千葉高校、18.千城台高校、19.松戸矢切高校、20.千葉東高校、21.千葉南高校、 

22.佐倉高校、23.千葉北高校、24.県銚子高校 

  

8． 2022/23ビーチサッカー競技規則改正の件 

  （報告）資料３ 

 

2022/23のビーチサッカー競技規則改正を別紙の通り行う。 

  

9．審判員・審判指導者の海外派遣 

 (1) 審判員 海外派遣 

①FIFA World Cup Qatar 2022 

開催期間    ：11月 20日～12月 18日  
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場所      ：カタール  

審判員     ：山下良美  

 

(2) インストラクター・アセッサー・委員 海外派遣 

①AFC Referee Assessors Seminar 2022 

開催期間    ：11月 1日～2日 

場所      ：クアラルンプール／マレーシア  

インストラクター：山岸佐知子 

受講者     ：深野悦子、石山昇、上川徹、岡田正義、松崎康弘、佐藤隆治、山内宏志 

 

②AFC Elite Referee Instructors Certification & Seminar 2022 (Football & Futsal) 

開催期間    ：11月 3日～5日 

場所      ：クアラルンプール／マレーシア  

インストラクター：山岸佐知子 

受講者     ：深野悦子、石山昇、上川徹、五十川和也、小崎知広、名木利幸、 

延本泰一、佐藤隆治 

 

③FIFA MA Referee Course  

開催期間    ：11月 7日～12日 

場所      ：カトマンドゥ／ネパール  

インストラクター：山岸佐知子 

  

10．2022年度新規 1級審判員認定の件 

 審判委員会で新規 1級審判員の認定審査を実施し、次の 7名を 1級審判員として認定した。 

 

■中川 愛斗  （なかがわ よしと）  東北／岩手県 

■西田 裕貴  （にしだ ゆうき）   関東／神奈川県 

■椎野 大地  （しいの だいち）   関東／神奈川県 

■小林 健太朗（こばやし けんたろう）北信越／新潟県 

■安藤 康平  （あんどう こうへい）  東海／愛知県 

■足立 正輝  （あだち まさき）    関西／兵庫県 

■大藤 翔平  （おおとう しょうへい）中国／広島県 

  

11．天皇杯実施委員会 委員選任の件 

 天皇杯実施委員会の委員を、以下の通り選任したい。 

 

新）樋口 順也（フットボール本部長就任予定） 

現）黒田 卓志 

※公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）の 1月 1日付け人事異動に伴う交代 

 

新）中村 譲二（東海地域選出・公益財団法人愛知県サッカー協会事業委員長） 
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現）檮原 渉 （東海地域選出・一般社団法人三重県サッカー協会） 

※一般社団法人東海サッカー協会の改選による交代 

  

12．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］ 

・長野県 

(1)申請者   ：長野県高森町 

(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：人工芝（新設）、夜間照明（新設） 

(4)施設名   ：長野県フットボールセンター高森/山吹ほたるパーク（仮称） 

(5)計画地   ：長野県下伊那郡高森町山吹 4536 他 15筆 

(6)総事業費  ：600,446,000円 

(7)助成金申請額：50,000,000円  

(8)完了時期  ：2023年 12月（予定） 

  

13．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）：滑川市 

施設名：フットボールセンター富山（富山県滑川市高月町 129） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ EXⅡ-55T 

公認期間：2022年 12月 15日～2025年 12月 14日 

公認番号：第 146号 

 

申請者（施設所有者）：公益社団法人福岡県サッカー協会 

施設名：福岡フットボールセンターDピッチ（福岡県福岡市香椎浜ふ頭 1－2－16） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ EW-55 

公認期間：2022年 12月 12日～2025年 12月 11日 

公認番号：第 239号 

 

 14．海外遠征申請の件 

 (1)公益財団法人埼玉県サッカー協会 

チーム ：浦和レッドダイヤモンズジュニアユース（第 3種） 

遠征期間：2022年 12月 24日～12月 31日 

遠征先 ：タイ／ムアントン 

 

(2)公益財団法人愛知県サッカー協会 

チーム ：刈谷 JY（第 3種） 

遠征期間：2023年 1月 1日～1月 10日 

遠征先 ：スペイン／マドリード 



報告事項 

  ・ 

(3)一般社団法人大阪府サッカー協会 

チーム ：セレッソ大阪（第 1種） 

遠征期間：2023年 1月 11日～1月 20日 

遠征先 ：タイ／バンコク 

 

(4)一般社団法人大阪府サッカー協会 

チーム ：JFAアカデミー堺(中 3)（女子） 

遠征期間：2023年 2月 1日～2月 8日 

遠征先 ：アメリカ／カリフォルニア 

 

(5)一般社団法人大阪府サッカー協会 

チーム ：JFAアカデミー堺（中 2）（女子） 

遠征期間：2023年 2月 22日～3月 1日 

遠征先 ：アメリカ／カリフォルニア 

 

【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかったため、事後申請分として報告する。 

 

(1)公益財団法人北海道サッカー協会 

チーム ：北海道コンサドーレ札幌（第 1種） 

遠征期間：2022年 11月 9日～11月 17日 

遠征先 ：タイ／バンコク 

 

(2)一般財団法人静岡県サッカー協会 

チーム ：アスルクラロ沼津（第 1種） 

遠征期間：2022年 11月 24日～11月 29日 

遠征先 ：韓国／全州 

 

(3)一般社団法人熊本県サッカー協会 

チーム ：JFAアカデミー熊本宇城（第 3種） 

遠征期間：2022年 11月 25日～11月 28日 

遠征先 ：韓国／ソウル 

  

15．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 2件及び懲罰解除に関する件 1件につい

て報告する。  

 

 

 


