


JFAの理念
サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、

人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。

JFAのビジョン
サッカーの普及に努め、スポーツをより身近にすることで、

人々が幸せになれる環境を作り上げる。
サッカーの強化に努め、日本代表が世界で活躍することで、

人々に勇気と希望と感動を与える。
常にフェアプレーの精神を持ち、

国内の、さらには世界の人 と々友好を深め、国際社会に貢献する。

JFAのバリュー
スポーツの楽しさと喜びを原点とすること
選手にとっての最善を考えること
オープンかつ誠実な姿勢で公正を貫くこと
成長への高い志と情熱で挑戦を続けること
関わりのあるすべてを大切に思うこと

エンジョイ
プレーヤーズファースト

フェア
チャレンジ
リスペクト

The JFA Ideal
Through football, we realise the full benefits that sports 

can bring to our lives - the soundness of our bodies, 
the expansion of our minds, and the enrichment of our 

societies.

The JFA Vision
By bringing the football experience closer, 

we bring sport itself closer to all; from this affinity, 
we will create an environment rich in enjoyment and 

happiness.

By strengthening the base of football in Japan, 
we will create world-class National Teams that will move, 

inspire and encourage the people of Japan.

We will always act in a spirit of fair play, fostering friendships 
among the people in Japan and beyond, to contribute to 

the betterment of the international community.

Joy of Sports :

Players First :
Fairness :

Moving 
Forward :

Respect :

Put the joy and pleasure of sports at 
the heart of everything that we do.
Always act in the best interest of 
players.
Strive to be open, act in good faith, 
and above all be fair at all times.
Continue to grow with high 
aspirations and passion.
Respect and appreciate everyone 
and everything that we engage with.

The JFA Values

日本サッカー協会（JFA）は2021年9月に創立100周年

を迎えました。戦争や自然災害など幾多の苦難に翻
ほん

弄
ろう

されながらも、先人らは歴史と伝統を連綿と紡ぎ、今日

の日本サッカーを築いてきました。その時その時にわれ

われに力を貸してくれた世界各国の仲間たちも決して忘

れてはならない存在です。

これまでに築いてきた有形無形の財産をスポーツや社会

の発展のために有効に活用していくこと、年齢や性別、

障がいの有無にかかわりなく、誰もが生涯にわたってス

ポーツを楽しめる社会をつくっていくこと。すなわち、「サッ

カーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身

の健全な発達と社会の発展に貢献する」ことがわれわ

れの責務です。

新型コロナウイルス感染症の流行や紛争に加え、国際

社会には依然として差別や貧困、地球温暖化など多く

の問題が横たわっており、国際貢献やSDGs（持続可

能な開発目標）の達成のための各種活動もますます重

要になっています。

登録制度の改革や新たなメンバーシップ制度の導入な

ど新たな施策を打ち出す一方で、変えてはならないもの

はしっかりと継承し、次の時代につなげていかなければ

なりません。

サッカーの社会的意義や存在価値を指標に据え、これ

からもグラスルーツからトップレベルのサッカー、組織の

ガバナンスに至るまで全てにおいて“世界基準”を追求し

ながら、JFAの理念の実現にまい進してまいります。

The Japan Football Association marked its 100th 
anniversary in September 2021. Despite encountering 
numerous difficulties and hardships from wars to natural 
disasters, our predecessors never gave up, weaving 
together threads of history and tradition, and building the 
Japanese football of today. We must also never forget the 
friends from around the world who lent us a helping hand 
during those difficult times.
It is our mission to use the tangible and intangible assets 
that we have built up to date in effective ways to benefit 
the development of sports and society, and to create a 
society where everyone can enjoy sports throughout their 
lives regardless of age, gender or disabilities. In other 
words, this is our responsibility: “Through football, we 
realise the full benefits that sports can bring to our lives - 
the soundness of our bodies, the expansion of our minds, 
and the enrichment of our societies.”
In addition to the novel coronavirus disease (COVID-19) 
pandemic and conflicts, many problems such as 
discrimination, poverty, and global warming still lie ahead 
of the international community. In view of that, it is 
becoming increasingly important to work closely with 
the global community and undertake various activities to 
achieve Sustainable Development Goals (SDGs).
Even as we set out new measures in areas such as the 
reform of the registration system and the introduction of 
new membership system, we will continue to inherit the 
traditions that must remain unchanged, ensuring that they 
are passed on to future generations.
Going forward, we will position the social significance and 
raison d'etre of football as our indicators and strive toward 
realising the JFA Ideal while pursuing global standards 
in everything we do, from grassroots to elite football and 
organisational governance.

公益財団法人日本サッカー協会
会長

TASHIMA Kohzo
President, Japan Football Association

日本サッカーの新たな未 来に向けて
メッセージ Message

Realising the development of Japanese football



サッカーファミリーのために For the football family

全てのサッカーファミリーが生涯途切れなくサッカーとつながる

特定のチームに
所属しない

趣味でサッカーを
する人

Football players who 
play as a hobby 

but do not belong in 
a specific team

チームに
参加する

Join a team

チームを離れても
サッカーに関わり続ける
Continued involvement 

in football even after
 leaving the team

保護者
Parents/Guardians

ファン・サポーター
Fans and supporters

未経験のこどもたち
Children with no prior 

experience

選手
Players

サッカーに
興味をもつ
接点をもつ

Take interest in 
football

Have contact 
with football

All members of the football family can build a life-long connection to football

する人
みる人
支える人

People who 
play/watch/support 

football

メンバーシップ制度 
Membership System

2050

2030

2022

2018

2015

2005
「JFA2005年宣言」（2005年1月1日） The JFA Declaration 2005 （１ January 2005）

普 及
2030年までに、サッカーファミリーが800万
人になる。
■普及目標 ： 2018年 サッカーファミリー560万人
■普及目標 ： 2022年 サッカーファミリー640万人

強 化
日本代表チームは、FIFAワールドカップに出
場し続け、2030年までにベスト4に入る。
■強化目標 ： 2018年 FIFAランキングトップ20
■強化目標 ： 2022年 FIFAランキングトップ10
※上記「日本代表チーム」はSAMURAI BLUEを指す

上記のふたつの目標を達成するために、基盤整備に
努め、2030年までに、世界でトップ3の組織になる。

JFAの目標2030　The JFA Objective for 2030

Popularisation
To steadily increase the football family members to 8 
million by 2030.
■Target for 2018  5.6 million football family members
■Target for 2022  6.4 million football family members

Strengthening Japan
To have the Japan National Team continue to qualify 
for the FIFA World CupTM final competition and finish 
among the Best 4 teams by 2030.
■Target for 2018 Among the top 20 in the FIFA World Ranking
■Target for 2022  Among the top 10 in the FIFA World Ranking
※The abovementioned Japan National Team refers to 

Samurai Blue (men’s national team)

In order to achieve the above two targets, the JFA shall 
make efforts to improve its foundation and become one of 
the top three football associations in the world by 2030.

JFA2005年宣言　The JFA Declaration 2005

JFA2005年宣言　The JFA Declaration 2005

2015年には、世界でトップ10の組織となり、
ふたつの目標を達成する。
1. サッカーを愛する仲間＝サッカーファミリーが

500万人になる。
2. 日本代表チームは世界でトップ10のチームと
なる。

By 2015, we will become one of the top 10 football 
associations of the world, and realise the following 
two objectives:

1. The Football Family of Japan, the fans with a true 
love for football, will number 5 million strong.

2. The Japan National Team will be ranked among 
the top 10 teams of the world.

「JFAの約束2050」　“The JFA Pledge for 2050”

「JFAの約束2015」　The JFA Pledge for 2015

2050年までに、すべての人々と喜びを分か
ちあうために、ふたつの目標を達成する。
1. サッカーを愛する仲間＝サッカーファミリーが

1000万人になる。
2. FIFAワールドカップを日本で開催し、日本代
表チームはその大会で優勝チームとなる。

By 2050, we will realise two key objectives that will 
allow all to share a special joy:

1. The Football Family of Japan, the fans with a true 
love for football, will number 10 million strong.

2. We will host the FIFA World CupTM in Japan, and 
the Japan National Team will be the Champion.

JFAは、2005年1月に行った「JFA2005年宣
言」において、「JFAの約束2015」と「JFAの約束
2050」という2つの中長期目標を掲げました。
2015年、JFAは「JFA2005年宣言」からの10

年間の取り組みを総括するとともに、「JFAの約
束2050」の実現に向けて、新たに「JFAの目標
2030」を設定しました。

In “The JFA Declaration 2005” announced in 

January 2005, JFA set out “The JFA Pledge 

for 2015” and “The JFA Pledge for 2050” as its 

medium and long-term goals. 

In 2015, JFA summarised its decade of initiatives 

since “The JFA Declaration 2005”, and newly 

established “The JFA Objective for 2030” toward 

the realisation of “The JFA Pledge for 2050.” 

「JFA2005年宣言」の実現に向けて
Toward the realisation of “The JFA Declaration 2005”

メンバーシップ制度 Membership System

「JFA2005年宣言」に記している、サッカーファミリーを1000万人にするという「約束」に向け、JFAは2022年に「メンバー
シップ制度」の運用を開始しました。誰もが加入できる永年のメンバーシップサービスで、あらゆるサッカーファミリーとJFA
との長期的なつながりを実現します。

JFA launched a new membership system in 2022, with a view to realising the pledge set out in “The JFA Declaration 2005” to 
make the Football Family of Japan 10 million strong. Through a permanent membership service that any Football Family can 
join, this system aims to create long-term connections between all members of the Football Family and JFA. 

登録制度
Registration System

競技会をとりまく“チーム・選手・指導者・審判員”
“Teams, players, coaches, referees” 

involved in competitions

登録指導者
Registered 

coaches

登録審判員
Registered 

referees

登録チーム
（=活動の場）

Registered teams
（=Activity space）

登録選手
特定のチームに
所属する選手

Registered players
Players who 

belong in 
a specific team

公式戦
Official games
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日本代表チーム Japan National Teams

日本代表は、日本サッカーを象徴する存在です。
その活躍が、日本のサッカーをけん引し、全国各地でプレーする選手たちの
指標となります。だからこそ、日本代表は、強く、魅力にあふれ、勝利を追い続
ける集団でなければなりません。
しかし、ただ勝つことだけで満足はしません。
スポーツの尊厳を守るという、気高い志と使命感を持ち、フェアな戦いで勝利
を目指します。そして、名実ともに、世界に誇れるチームになることを追い求
めていきます。

The success of the Japan National Team is the driving force for Japanese 
football and serves as a benchmark for football players across Japan. For this 
reason, the Japan National Team must be a strong and inspirational team that 
continues to pursue victory.
However, winning is not everything.
The Japan National Team also has the noble ambition and sense of commitment 
to preserve the dignity of sports, and aims to win through fair competition.

The Japan National Team made their first international appearance in 1923. 
Since then, they have competed in more than 600 international “A” matches. 
The Japan National Team made their first appearance at the 1998 FIFA World 
Cup France™. Since then, they have successfully qualified for the FIFA World 
Cup™ seven consecutive times. At the 2002 tournament that Japan co-hosted 
with Korea Republic, the 2010 tournament in South Africa, the 2018 tournament 
in Russia, and the 2022 tournament in Qatar, they advanced past the group 
stage to reach the round of 16.

日本代表が初めて世界舞台に立ったのは、1923年の第6回極東選手権大会。
それから、600を超える国際Aマッチを戦ってきました。
初めてFIFAワールドカップに出場したのは、1998年のフランス大会。以来、
7大会連続出場を果たしています。韓国との共同開催となった2002年大会、
2010年の南アフリカ大会、2018年のロシア大会、2022年のカタール大会で
はグループステージを突破し、ベスト16の成績を収めました。AFCアジアカッ
プでは、1992年の初優勝以降、最多となる4度の優勝を成し遂げています。
2006年のドイツ大会からは、SAMURAI BLUEの愛称で活動しています。

Japan National Team
（日本代表）

SAMURAI BLUE（2022、2023年）
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日本代表チーム Japan National Teams

なでしこジャパン（2023年）

「なでしこジャパン」の愛称で親しまれている日本女子代表は、1991年にFIFA女子ワールドカップが創
設されて以降、全8大会で本大会出場を果たしています。2011年のドイツ大会では、強豪・アメリカをPK

戦の末に下して世界女王の座を獲得。この年、東日本大震災で苦しむ日本に大きな希望と勇気をもた
らしたとして、団体としては初となる国民栄誉賞を受賞しました。
また、女子サッカーがオリンピック競技種目となった1996年以降は、5回のオリンピックに出場。2012年
のロンドン大会では銀メダルを獲得しました。
※「なでしこジャパン」は日本の神話に登場する女神、櫛稲田姫の愛称である「大和撫子」からつけられたもの。なでしこの花のように美し
く、強い日本人女性を表現しています。

※1996年のアトランタ大会からは、各チーム3人までの24歳以上の選手の出場を認めるオー
バーエイジ枠が採用されています。

オリンピックを目指す若き日本代表。1992年のバルセロナ大会から男
子サッカー競技に「23歳以下」という年齢制限が設けられ、U-23日本代
表が編成されました（※）。
日本サッカーがオリンピックに初出場したのは1936年のベルリン大
会。優勝候補のスウェーデンを破りベスト8に進出しました。1968年の
メキシコ大会では、銅メダル獲得の快挙を成し遂げました。以後、長い
低迷期を経て、再びオリンピックの舞台に立ったのは28年後のアトラ
ンタ大会。日本代表の躍進とともに若い世代も成長し続け、Jリーグ誕
生以降は7大会連続でオリンピック出場を果たしています。

FIFA U-20ワールドカップは1977年に第1回大会が開催され、
以来、2年に一度開催されています。この舞台に立つには、前年
に開催されるAFC U-19選手権で上位に進出し、出場権を獲得
しなければなりません。
U-20日本代表は、FIFA U-20ワールドカップに10度の出場を
果たし、1999年のナイジェリア大会では準優勝に輝きました。
2009年大会以降はしばらく出場権を逃していましたが、5大会
ぶりに出場した2017年大会と2019年大会では16強入りを果た
しました。

The Japan National Team first qualified for the Olympics in 1936 at the 
Berlin Games, where they defeated Sweden, the favourite to win, and 
reached the quarterfinals. At the Mexico City 1968 Olympic Games, 
they achieved the remarkable feat of winning the bronze medal. After 
a prolonged slump, the Japan National Team returned to the Olympic 
stage in the 1996 Atlanta Games. After the launch of the J.League, the 
Japan National Team has successfully qualified for the Olympics seven 
consecutive times. 

The U-20 Japan National Team has qualified for FIFA U-20 World 
CupTM 10 times. They finished as runners-up in the FIFA World 
Youth Championship Nigeria 1999TM. Although they failed to 
qualify for a number of tournaments since the 2009 edition, they 
qualified in 2017 for the first time in five edtions and reached the 
round of 16 at the 2017 and 2019 tournaments. 

“Nadeshiko Japan” has appeared in all eight editions of the FIFA Women's World Cup™. They were 
crowned champions at the 2011 tournament in Germany, bringing great hope and courage to Japan amidst 
the aftermath of the Great East Japan Earthquake.
Since 1996, Nadeshiko Japan has qualified for five Olympic Games, winning the silver medal at the London
Games in 2012.

※“Nadeshiko Japan” takes its name from “Yamato Nadeshiko,” the nickname of Kushinada-hime, a goddess in 
Japanese mythology. It describes Japanese women who are as strong and beautiful as the nadeshiko flower (dianthus 
superbus).

Japan Women’s National Team

 （日本女子代表）

U-23日本代表
U-23 Japan National Team

U-20 日本代表
U-20 Japan National Team

U-24日本代表（2021年）

U-20日本代表（2023年） U-20日本女子代表（2022年）

2002年以降、2年に一度開催されているFIFA U-20女子ワー
ルドカップ。日本はこれまで7回の出場を果たしており、2018年
のフランス大会で初優勝、2022年のコスタリカ大会では準優
勝を果たしました。
アジア予選を兼ねたAFC U-19女子選手権では、2019年に3大
会連続6度目の優勝を成し遂げています。

To date, Japan has qualified for the FIFA U-20 Women’s World 
CupTM seven times. They won the title for the first time at the 
2018 tournament held in France, making Japan the first country 
in history to conquer all three different age levels of women’s 
international tournaments organised by FIFA. They finished as 
runners-up at the 2022 tournament held in Costa Rica.

U-20 日本女子代表
U-20 Japan Women’s National Team

©2023 AFC ©2022 FIFA
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日本代表チーム Japan National Teams

2019年、国際サッカー連盟（FIFA）は人気のサッカー
ゲーム「FIFA」シリーズで争う「FIFAeネーションズ
カップ」を創設しました。JFAは同大会への出場に向
け、2019年11月にサッカーe日本代表を編成してeネー
ションズカップオンライン地域予選に出場することを
決定。2020年4月から本格的に活動をスタートさせ
た代表チームは、2021年4月から5月にかけて行われ
たアジア・オセアニア予選で優勝し、本大会出場権を
手にしました（その後、大会は中止）。

FIFA launched the FIFAe Nations CupTM 

in 2019 as an esports tournament of the 
football video game series “FIFA”. To 
qualify for this tournament, JFA began 
preparations in 2020 to form the Japan 
eNational Team. The team commenced 
activities from April 2020, and won the 
FIFAe Nations Online Qualifiers Play-Ins 
for Asia and Oceania in 2021 to qualify 
for the tournament (*FIFAe Nations 
Series 2021 was cancelled).

>>サッカー e日本代表 Japan eNational Team

ビーチサッカー日本代表　Japan Beach Soccer National Team

2005年に創設されたFIFAビーチサッカー
ワールドカップ。日本は同大会に招待チーム
として出場し、ベスト4進出の躍進を見せま
した。2008年大会以降は2年に一度開催さ
れており、日本はこれまで全11大会に出場。
2021年のロシア大会では準優勝しています。
2006年にスタートしたビーチサッカー選手
権（現、AFCビーチサッカーアジアカップ）で
は、全10大会に出場し、3度の優勝、6度の準
優勝に輝いています。

The FIFA Beach Soccer World CupTM was 
launched in 2005. Japan qualified for this 
tournament as the invitational team and 
finished fourth. To date, Japan has qualified for 
all 11 editions of the FIFA Beach Soccer World 
CupTM, and finished as runners-up at the 2021 
tournament held in Russia.
Japan has qualified for the AFC Beach Soccer 
Asian Cup, which was launched in 2006, all ten 
times. They have performed brilliantly, winning 
the title three times and finishing as runners-
up in six tournaments. 

ビーチサッカー日本代表（2023年）

サッカー e日本代表（2022年）

フットサル日本代表 Japan Futsal National Team

1989年に創設されたFIFAフットサルワール
ドカップに出場するために、同年、フットサル
日本代表が編成されました。本大会は1992

年以降、4年に一度開催されており、日本はこ
れまで5大会に出場しています。2012年タイ
大会、2021年リトアニア大会ではベスト16の
成績を収めています。
1999年にスタートしたAFCフットサル選手権
（現、AFCフットサルアジアカップ）には全16

大会に出場し、4度の優勝を果たしています。
また、年代別のチームも編成し、若い世代か
らトップへつながる体制を整えています。

The FIFA Futsal World CupTM was launched in 
1989, and has been held every four years since 
1992. Japan has qualified for five tournaments 
to date, and reached the round of 16 at the 
2012 tournament in Thailand and the 2021 
tournament in Lithuania.Japan has qualified 
for all 16 tournaments of the AFC Futsal 
Championship (now the AFC Futsal Asian 
Cup), launched in 1999, and won the title on 
four occasions.フットサル日本代表（2022年）

U-20フットサル日本代表 U-20 Japan Futsal National Team

2017年に初開催となったAFC U-20フット
サル選手権（現、AFC U20フットサルアジア
カップ）に出場するため、2015年に編成され
ました。Fリーグの選手や大学生選手を主体
に臨んだ同大会ではベスト8の成績を残しま
した。第2回大会となった2019年のイラン大
会で初優勝を果たしました。

The U-20 Japan Futsal National Team was 
formed in 2015 to participate in the inaugural 
AFC U-20 Futsal Championship in 2017, where 
it reached the quarterfinals. They went on to 
win their first title at the second edition held in 
Iran in 2019.

U-20フットサル日本代表（2019年）

フットサル日本女子代表 Japan Women's Futsal National Team

2007年に結成したフットサル日本女子代表
は、同年のアジアインドア・マーシャルアーツ
ゲームズで初優勝を果たすと、2013年大会
まで3連覇、2017年大会では銀メダルを獲得
しました。2015年にはAFC女子フットサル選
手権（現、AFC女子フットサルアジアカップ）
がスタート。同大会および2018年大会で2大
会連続の準優勝を成し遂げました。

The Japan Women’s Futsal National Team was 
formed in 2007 and clinched their first title in 
the same year at the Asian Indoor and Martial 
Arts Games. They won three consecutive 
tournaments until 2013, and received the silver 
medal in 2017. In 2015, the AFC Women’s Futsal 
Championship (now the AFC Women’s Futsal 
Asian Cup) was launched. The Japan Women’s  
Futsal National Team finished as runners-
up for two consecutive tournaments, at the 
inaugural 2015 tournament and in 2018.

フットサル日本女子代表（2019年）
FIFA U-17女子ワールドカップは2008年に新設され、2年に一
度開催されています。日本は全7大会に出場し、世界で唯一、全
大会でノックアウトステージに進出。2010年大会と2016年大
会では準優勝に輝きました。2014年のコスタリカ大会では悲
願の初優勝を果たし、なでしこジャパンに続いて世界一の称号
を手にしました。
Japan has qualified for the FIFA U-17 Women’s World CupTM on 
all seven occasions, and finished as runners-up in the 2010 and 
2016 tournaments. They won the title for the first time at the 2014 
tournament in Costa Rica.

U-17 日本女子代表
U-17 Japan Women’s National Team

U-17日本女子代表（2022年）

FIFA U-17ワールドカップは1985年、16歳以下の代表チームに
よる世界大会としてスタートしました。1991年からは17歳以下
に年齢が引き上げられ、2年に一度開催されています。
U-17日本代表はFIFA U-17ワールドカップに9回出場しており、
日本で開催された1993年大会、2011年のメキシコ大会ではベ
スト8の成績を残しています。

The U-17 Japan National Team has qualified for the FIFA U-17 
World CupTM nine times to date. At the 1993 tournament hosted 
by Japan and the 2011 tournament held in Mexico, the team 
reached the quarterfinals. 

U-17 日本代表
U-17 Japan National Team

U-17日本代表（2021年）

©2021 FIFA

©2023 AFC
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FIFAクラブワールドカップ
FIFA Club World CupTM

国際サッカー連盟（FIFA）が主催する、クラブ
チーム世界王者を決する大会です。ACL優勝
チームのほか、南米、ヨーロッパ、アフリカ、北中
米カリブ海、オセアニアの各大陸王者が集結。
また、開催国の国内優勝クラブにも出場権が与
えられ、トーナメント方式で争います。

FIFA Club World Cup™ is a FIFA tournament featuring 

continental champions from each region's club 

tournament. In addition to the winning club from the 

ACL, champions from the respective confederations 

- CONMEBOL, UEFA, CAF, CONCACAF, and OFC, 

as well as the winning club from the host country, 

participate in the tournament.

2022明治安田生命 J1リーグ

2022明治安田生命 J2リーグ

Jリーグ 
J.League

Jリーグは、日本サッカーの強化と地域スポーツの振興を
目的に、1991年に設立された日本初のプロサッカーリーグ
です。2023年現在、J1に18クラブ、J2に22クラブ、J3に20

クラブが加盟しています。1993年に10チームで開幕した
Jリーグは現在、J1、J2、J3リーグそれぞれで順位を争って
います。リーグ間では昇降格が行われ、J2からJ1への昇格
にあたっては、自動昇格枠に加えてプレーオフ制度が導入されています。
また、1992年にスタートしたJリーグヤマザキナビスコカップは、2016年か
ら「JリーグYBCルヴァンカップ」の名称で、リーグ戦と並行して開催されて
います。その年のAFCチャンピオンリーグ出場チームを除くJ1チームと、
前年度にJ2に降格した2チームが参加します。
https://www.jleague.jp/

The J.League, established in 1991, is Japan’s first professional football league. There 

are currently 18 clubs in J1, 22 clubs in J2, and 20 clubs in J3. The J.League was 

launched in 1993 with 10 clubs; today, clubs compete for the top ranks in J1, J2, and 

J3 respectively. The J.League Cup tournament, which commenced in 1992, is also 

held in tandem with the league tournaments.

AFCチャンピオンズリーグ（ACL）
AFC CHAMPIONS LEAGUE

アジア各国のリーグ上位クラブが、
大陸王者の栄冠を目指して、グルー
プステージおよびノックアウトステー
ジを戦います。日本からは、J1リーグ
の年間1位、2位チームと天皇杯優勝
チームに出場権が与えられ、J1リーグ
3位のチームは、予選プレーオフを経
て本選出場を目指します。

The AFC Champions League is a continental club football competition organised 

by the AFC, contested by league champions or cup winners of clubs affiliated 

to AFC member associations. Qualifying rights are awarded to the first- and 

second-ranked clubs from the J1 League as well as the winning club from 

the Emperor’s Cup, while the third-ranked club from the J1 League faces the 

qualifying playoffs. 

AFCチャンピオンズリーグ 2022

J1

J2

J3

日本フットボールリーグ
Japan Football League

地域リーグ（9地域）
Regional Football League（9 regions）

都道府県リーグ（47都道府県）
Prefectural Football League（47 prefectures）

男子サッカー
Men's football

日本フットボールリーグ（JFL）
JAPAN FOOTBALL LEAGUE

The Japan Football League（JFL） is the top amateur league in Japan. 

There are currently 15  teams in the league, including corporate 

teams, clubs aiming to enter the J.League, and regional amateur 

clubs.

国内のアマチュアサッカー最高峰の
リーグです。企業チーム、Ｊリーグ入
りを目指すクラブ、地域のアマチュ
アクラブなど、現在15チームが加盟しています。2回戦総当た
りの1シーズン制（ホーム＆アウェイ方式）で順位を争い、地域
リーグとの入れ替え戦も実施されます。
http://www.jfl.or.jp

http://www.jfl.or.jp/

全国リーグ National league

男子サッカーは、プロリーグであるJリーグを頂点に、アマチュアトップの日本フット
ボールリーグ（JFL）以下、地域リーグ（9地域）、都道府県リーグ（47都道府県）とピラ
ミッド型のリーグ構造を形成しています。それぞれのリーグ間で昇降格があることで
リーグ全体が活性化し、チームや選手個々が高みを目指すサイクルが生まれます。
女子は2021年、ピラミッド型のアマチュアリーグの上位に、プロリーグであるWEリー
グが創設されました。フットサルも男女別に全国リーグが展開されています。

The men’s football league is structured in the form of a pyramid, with J.League, a 
professional league, positioned at the top of the pyramid. Teams move up or down the 
pyramid, in a system of promotion and relegation between leagues, thereby creating 
a cycle that revitalises the league as a whole. For women’s football, Japan's first fully-
professional women's football league, WE League, was established in 2021 as the 
top level of the pyramid-shaped amateur league. A national league has also been 
developed for both men’s and women’s futsal.

10 11



国内サッカー Domestic football

＊第２種、第３種、第４種の場合、それぞれ高校在学中、中学校在学中、小学校在学中の
選手にはこの年齢制限を適応しない。

1種（一般）　Class 1（General）
原則として年齢制限のない選手により構成されるチーム。Jリーグに
所属するクラブや社会人チーム、クラブチーム、大学、専門学校チー
ムなど。
Teams comprising players with no age restrictions. Includes clubs under 

J.League, adult teams, etc. 

女子　Women
女子の選手で構成されるチーム。U-12未満の選手は、第４種チーム
に登録。
Teams comprising female players. Players under 12 years old are 

registered under Class 4 teams. 

シニア　Senior
40歳以上の選手で構成されるチーム。
Teams comprising players 40 years old and above. 

フットサル　Futsal
サッカー同様、第１種から第４種まである（＊）。
Like football, futsal is also categorised into Class 1 to Class 4. 

ビーチサッカー　Beach soccer
ビーチサッカー専門の登録制度はなく、サッカーもしくはフットサル
の登録をした選手で構成されるチーム。
There is no specialised registration system for beach soccer. Teams are 

comprised of registered football or futsal players. 

2種（高校生年代）　Class 2（U-18） 
18歳未満の選手で構成されるチーム（＊）。Jクラブのユースチームや
高校の部活動、各地のクラブチームなど。
Teams comprising players under 18 years old. 

3種（中学生年代）　Class 3（U-15）
15歳未満の選手で構成されるチーム（＊）。Jクラブのジュニアユース
チームや中学校部活動、各地のクラブチームなど。
Teams comprising players under 15 years old.

４種（小学生年代）　Class 4（U-12）
12歳未満の選手で構成されるチーム（＊）。小学生の部活動、各地の
クラブチームなど。
Teams comprising players under 12 years old. 

JFA 第 14回全日本ビーチサッカー大会

第 30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

各種全国大会 Various national competitions 

各年代、各カテゴリーのチームが参加できる各種大会・リーグを整備していま
す。多くの人々がサッカーやフットサル、ビーチサッカーに親しむ環境を広げる一
方で、有能な選手がチャレンジし、ステップアップできる体制を整えています。

Various competitions and leagues are organised to provide players to 
experience football, futsal, and beach soccer as well as improve their playing 
skills. 

2022-2023WEリーグ

Fリーグ 2021-2022ディビジョン 1

©F.LEAGUE

なでしこリーグ
Nadeshiko League

日本女子サッカーリーグ（なでしこリーグ）は1989年にスタートしまし
た。プロリーグであるWEリーグ発足後、女子のア
マチュア最高峰のリーグとして継続され、現在は、な
でしこリーグ1部に12チーム、なでしこリーグ2部に
10チームが参加しています。
http://www.nadeshikoleague.jp/

The Japan Women’s Football League (Nadeshiko League) is an amateur 

women’s football league launched in 1989. There are currently 12 teams 

in Division 1 and 10 teams in Division 2. 

WEリーグ 
WE LEAGUE

WE League is Japan’s first women’s professional football league, 

established in September 2021. There are 11 clubs under the league. In 

league tournaments, rankings are determined through the home and 

away round-robin competition format. 

2021年9月に創設された日本初
の女子プロサッカーリーグで、11

クラブが加盟しています。リーグ
戦は秋に開幕して春に閉幕する
「秋春制」を採用しており、ホーム＆アウェイ方式による総当たり
で順位を決します。当面の間、下部リーグ（なでしこリーグ1部）へ
の降格や入れ替えは実施せず、昇格のみのエキスパンション型を
とっています。
https://weleague.jp/

男子フットサル
Men's futsal

地域リーグ（9地域）
Regional Futsal League（9 regions）

Fリーグ
ディビジョン1

F.LEAGUE 
Division 1

Fリーグ
ディビジョン2

F.LEAGUE 
Division 2

都道府県リーグ（47都道府県）
Prefectural Futsal League（47 prefectures）

女子サッカー
Women's football

なでしこリーグ2部
Nadeshiko League2

なでしこリーグ1部
Nadeshiko League1

WEリーグ
WE LEAGUE

地域リーグ（9地域）
Regional Football League（9 regions）

都道府県リーグ（47都道府県）
Prefectural Football League（47 prefectures）

Classカテゴリー

日本女子フットサルリーグ
WOMEN’S F.LEAGUE

日本女子フットサルリーグは2017年に創設され、現
在、10チームによるリーグ戦が開催されています。
1回戦総当たりのリーグ戦およびプレーオフで順位
を決定します。
https://w-fleague.jp/

The Japan Women’s Futsal League was launched in 2017, and currently 

holds league tournaments with 10 participating teams. 

Fリーグ
F.LEAGUE

The Japan Futsal League (F.League) currently comprises 12 clubs in 

Division 1 and 9 clubs in Division 2. The winning team from Division 1 

qualifies for the AFC Futsal Club Championship. 

日本フットサルリーグ（Fリーグ）はフットサルの
全国リーグで、2018-19シーズンからは2部制が
導入されました。現在、ディビジョン1に12クラブ、
ディビジョン2に9クラブが加盟しています。ディ
ビジョン1の優勝チームには、AFCフットサルクラ
ブ選手権の出場権が与えられます。
https://www.fleague.jp/
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世界をスタンダードとした強化策の推進
Promoting measures to strengthen the 

National Teams based on global standards 

課題の抽出・克服のシナリオ制作

Identification of issues
Creation of a scenario for overcoming issues

各カテゴリー世界大会
International competitions of each category

分析／評価
Analysis / evaluation

課題の克服
Overcoming issues

課題克服へのアプローチ
Approaches to overcome issues

代表強化
Strengthening National Teams

ユース育成
Youth Development

指導者養成
Coach Education

普及
Grassroots

短期的課題
Short-term issues

中期的課題
Medium-term issues

長期的課題
Long-term issues

世界を見据えた強化策 
Measures to strengthen the National Teams to take on the world 

世界のトップ10入りを標榜するJFAは、「世界をスタンダードとした強化策の推進」を掲げています。各年代の
世界大会を分析・評価して課題を抽出して、解決策をまとめ、それを日本サッカー界全体で共有。それぞれの課
題を克服し、再び世界に挑戦する。そのサイクルを徹底することで日本全体のレベルアップを図っています。

In order to become one of the top 10 teams in the world, JFA's player development strategy places a strong 
focus on pursuing global standards. JFA analyses and evaluates international competitions for all age groups, 
and issues are identified and proposed solutions are shared among the Japanese football community. This 
cycle is strictly adhered with a view to raise the overall standard of football in Japan.

JFA主催競技会 Competitions

JFA 第 8回全日本 U-18フットサル選手権大会

JFA 第 16回全日本 O-70サッカー大会

令和 3年度 全国中学校体育大会 第 52回全国中学校サッカー大会

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2022

天皇杯 JFA 第 102回全日本サッカー選手権大会

□国内競技会（1種）
　Class 1 (General)

Jリーグ（J1、J2、J3）
日本フットボールリーグ（JFL）
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会
全国社会人サッカー選手権大会
全国クラブチームサッカー選手権大会
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
全日本大学サッカー選手権大会
全日本大学サッカー新人戦
大学日韓（韓日）定期戦
全日本大学サッカー連盟地域選抜対抗戦
全国高等専門学校サッカー選手権大会
全国専門学校サッカー選手権大会
インディペンデンスリーグ全日本大学サッカーフェスティバル
日本スポーツマスターズ（サッカー競技）
国民体育大会（サッカー競技）成年男子

□国内競技会（2種）
　Class 2 (U-18)

高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル
高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオフ
全国高等学校サッカー選手権大会
全国高等学校総合体育大会サッカー競技
日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会
Jリーグユース選手権大会
国民体育大会（サッカー競技）少年男子

□国内競技会（3種）
　Class 3 (U-15)

高円宮杯 JFA 全日本 U-15 サッカー選手権大会
全国中学校体育大会／全国中学校サッカー大会
日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会
日本クラブユース東西対抗戦(U-15)

□国内競技会（4種）
　Class 4 (U-12)

JFA 全日本 U-12 サッカー選手権大会
全国少年少女草サッカー大会

□国内競技会（女子）
　Women

WEリーグ
日本女子サッカーリーグ（なでしこリーグ）1部・2部
皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会
JFA 全日本 O-30 女子サッカー大会
JFA O-40 女子サッカーオープン大会
全日本大学女子サッカー選手権大会
JFA U-18女子サッカーファイナルズ
JFA 全日本 U-18 女子サッカー選手権大会
高円宮妃杯 JFA 全日本 U-15 女子サッカー選手権大会
全日本高等学校女子サッカー選手権大会
全国高等学校総合体育大会サッカー競技（女子）
国民体育大会（サッカー競技）成年女子・少年女子

□国内競技会（シニア）
　Senior

JFA 全日本 O-40 サッカー大会
JFA 全日本 O-50 サッカー大会
JFA 全日本 O-60 サッカー大会
JFA 全日本 O-70 サッカー大会

□国内競技会
　（フットサル／ビーチサッカー）
　Futsal / Beach Soccer

日本フットサルリーグ（Fリーグ）ディビジョン1・2
日本女子フットサルリーグ（女子Fリーグ）
JFA 全日本フットサル選手権大会
全日本大学フットサル大会
JFA 全日本 U-18 フットサル選手権大会
JFA 全日本 U-15 フットサル選手権大会
JFA 全日本 U-12 フットサル選手権大会
JFA 全日本女子フットサル選手権大会
JFA 全日本 U-15 女子フットサル選手権大会
JFA 全日本ビーチサッカー大会

※その他、JリーグやWEリーグ、なでしこリーグ、Fリーグなどが主催する競技会を共同主催
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選手育成 Players Development

各地のクラブチームや中学校体育連盟（中体連）に所属している選手を対
象にキャンプを行っています。
Training camps are held for players who are members of club teams 

across Japan or the Nippon Junior High School Physical Culture 

Association. 

□U-15タウンクラブ・中体連トレーニングキャンプ 
　  Training Camps for U-15 Clubs and Nippon Jr. High School
　  Physical Culture Association (Chutairen)

各都道府県で活動しているトレセンU-16の選手を集めてキャンプを実施し
ています。
Traning camps are held for National Training Centre U-16 players who are 

active in each prefecture. 

□U-16トレセンキャンプ 
　  Training Camps for U-16 National Training Centre players

JFAは、全国各地で実施されているトレセン活動のうち、一定の基準を満た
したトレセンを認定する制度を設けています。
JFA has an established certification system to accredit training centres 

that have fulfilled certain standards for training centre activities. 

□トレセン認定制度 
　  Training Centre certification system

ナショナルトレセンU-14は、前期と後期で年2回実施しています。ナショナル
トレセンU-12は9地域に分かれており、ナショナルトレセン女子U-14は2地域
（東日本・西日本）で年1回開催しています。

The National Training Centre U-14 is conducted twice a year in two terms. 

The National Training Centre U-12 is divided into nine regions, while the 

National Training Centre Women’s U-14 is divided into two regions (East 

Japan and West Japan). Both of these are conducted once a year. 

□JFAナショナルトレセンU-14・U-12・女子U-14 
　  JFA National Training Centres for U-14 / U-12 / Women's U-14

トレセン制度 National Training Centre System

トレセン制度は、有能な選手を年代ごとに集め、充実した環境の下で一定期間、指導するシステムで、選手育
成の中心的役割を果たしています。
指導は、選手の「個」のレベルアップを主眼に置いて行われており、「ブロック／地区→都道府県→地域→全
国」へとレベルごとに選抜される仕組みになっています。優秀な選手はユース年代の代表チームへと送り出
されます。

The National Training Centre System provides an ideal training environment for gifted players who are selected 

according to their age category. This system plays a central role for JFA's youth development. During training, 

coaches focus on the growth of each individual's abilities. Outstanding players are sent to the National Teams in 

the youth age groups.

日本がワールドカップのトロフィーを掲げるために　Japan's Way
Japan’s Way:  to lift the World Cup Trophy

JFA believes that, in order to realise the dream of “the Football Family 

of Japan numbering 10 million strong and the Japan National Team 

being the Champion of the FIFA World CupTM,” as set out in “The 

JFA Declaration 2005”, Japan must become the happiest footballing 

nation in the world. “Japan’s Way” is a roadmap for achieving that.

To that end, it is important to provide an environment where everyone 

is given the opportunity to enjoy football regardless of their level 

of play, and that they are able to share the fun of football with the 

community.

As part of its player development strategy, JFA will develop players 

to think and make decisions for themselves, along with the required 

techniques, so that they can enjoy football throughout their career.

We will also educate coaches who can convey to players the fun of 

thinking and making decisions for themselves while they play, and 

who can bring out the best of each player’s abilities.

JFA2005年宣言において設定した「2050年までにサッカーファ
ミリーを1000万人にし、FIFA ワールドカップで優勝する」という
夢の実現のためには、世界一サッカーで幸せな国になっている必
要があると考えます。その道筋が「Japan's Way」です。
そのためには､ 全ての人々がレベルに応じてサッカーを楽しむこ
とのできる環境が与えられ、楽しみを共有できる環境があること
が重要です｡
選手に関しては､自分で考え､判断し､それを実現できる技術を身
につけ､どんなステージになってもサッカーが楽しめる選手を育成
していきます。
そして、自分で考え､判断してプレーすることの楽しさを選手に伝
え､選手が持っている能力を最大限に引き出すことができる指導
者を育てていきます。

世界大会における存在感
「個」も組織も強い代表を
Presence in international competitions
Strong national teams- both individually and collectively

世界で活躍できる個の育成
10代でプロの世界に
Developing globally competitive players
Encouraging players to engage in professional football in their teens

世界で通用する実力のある指導者
選手に楽しさや成長の提供を
Coaches with world-class abilities
Coaches who can help players grow and enjoy themselves 

選手の増加と維持
サッカーを身近に心から楽しめる環境を
Grow and retain player numbers
Make football more easily accessible as a fun sport

指導者養成
Coach Education

ユース育成
Youth Development

代表強化
Strengthening National Teams

普及
Grassroots

Japan’s Way
～日本の共通コンセプト～

日本サッカー発展のために 
For the further development of Japanese football

日本サッカーがより発展するために、「代表強化」「ユース育成」「指導
者養成」「普及」の“四位一体”を推し進めています 。
また、ナショナル・フットボール・フィロソフィーとしての「 Japan’s 
Way 」を再定義・発信し、全国の指導者やサッカー関係者と共有し、日
本サッカー界の力を結集できる体制を目指しています 。

To further develop Japanese football, JFA promotes a comprehensive 
four-pillar approach of “strengthening the Japan National Teams”, 
“youth development”, “coach education”, and “grassroots”.

JFA will redefine and communicate “Japan’s Way”, which is Japan’s 
National Football Philosophy, and share the concept with coaches and 
football stakeholders nationwide, with the aim of establishing a system 
that gathers the momentum and strengths of Japanese football.

JFA U-15タウンクラブ・中体連キャンプ
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選手育成 Players Development

女子GKキャンプ Girls GK camp

将来のなでしこジャパンのGKを発掘・育成するプロジェクトで、「強
化」「育成」「普及」の観点から選手を選出し、継続したトレーニングを
行っています。

Continuous training is provided through a project to discover and 

develop future GKs for Nadeshiko Japan. 

フットサルGKキャンプ Futsal GK camp

将来のフットサル日本代表を担うGKの育成・強化を目的に、U-23と
U-18年代のGK選手を招集してキャンプを開催しています。

Futsal GK camps for U-23 and U-18 goalkeepers are held in order to 

develop elite players and identify future Futsal National Team GKs.

フットサルタレントキャラバン Futsal talent caravan

将来のフットサル日本代表を担う選手の育成・強化を目的に実施。F
リーグディビジョン1チームやU18地域・選抜チーム、日本女子フットサ
ルリーグチームを対象として、フットサル日本代表コーチングスタッ
フが訪問し、そのチームの選手に対して直接指導を行っています。

Conducted with the aim of developing and strengthening Futsal players 

to prepare them for a future national team opportunity. Coaching staff 

from the Japan Futsal National Team visit the target teams in person to 

conduct training.

JFAエリートプログラム JFA Elite programme

U-13／14年代の男女選手を対象としたプログラムで、ユース年代
の代表につなげる役割を担っています。男子は、ナショナルトレセン
U-13／14の活動内容と連動し、U-13／14それぞれ年4回、キャンプや
海外遠征などを実施しています。加えて、9月1日以降に生まれた選
手を対象にしたエリートプログラムフューチャーキャンプも行ってい
ます。
女子のエリートプログラムは、地域・都道府県トレセンから選手を選出
し、U-13／14それぞれ年3回、キャンプや海外遠征を実施しています。

This programme is targeted at male and female players in the U-13/14 

age groups, and serves the role of nurturing national players in the youth 

age groups. Male players for both U-13 and U-14 categories participate 

in training camps, overseas camps, and other activities. In addition, the 

Elite Programme Future Camp is conducted for players born after 1 

September. For the women’s Elite Programme, players are selected from 

regional and prefectural National Training Centres to participate in camps 

and overseas camps, among other activities.

ナショナルGKキャンプ National GK Camp

将来の日本代表を担うGKの育成・強化を目的に、全国からU-15／18

年代のGK選手を招集してキャンプを開催しています。

Goalkeepers (GKs) in the U-15/18 age groups from across Japan are 

invited to participate in a camp aimed at developing and strengthening 

goalkeepers who may join the Japan National Team in the future. 

福　島　Fukushima 熊本宇城　Kumamoto Uki 堺　Sakai 今　治　Imabari

所在地 福島県広野町、楢葉町
静岡県御殿場市、裾野市 熊本県宇城市 大阪府堺市 愛媛県今治市

対象 男子・女子 男子 女子 女子

活動期間 中学1年生～高校3年生 中学1年生～3年生 中学1年生～3年生 中学1年生～3年生

活動概要 寮生活 平日のみ寮生活 平日のみ寮生活 平日のみ寮生活

チーム登録 アカデミーでチーム登録し、
公式戦に出場

各々地元チームに所属し、
その一員として公式戦に出場

各々地元チームに所属し、
その一員として公式戦に出場

各々地元チームに所属し、
その一員として公式戦に出場

JFAアカデミー JFA Academy

ロジング形式（寄宿制）で、長期にわたって選手を教育・指導するエ
リート育成機関です。サッカーのみならず、国際社会にも貢献できる
真のリーダーの育成を目指しています。現在、福島、熊本宇城、堺、今
治の4校が活動しており、アカデミーの選手育成コンセプトを全国に
広めています。

The JFA Academy is an elite youth academy that educates and trains 

players through a lodging (residential) system. It aims to nurture true 

leaders who can contribute not only to the world of football, but also to 

the international community. Four academies are currently in operation 

in Fukushima, Kumamoto Uki, Sakai, and Imabari. 

なでしこジャパン海外強化指定選手
Endorsed International Players System for Nadeshiko Japan 

なでしこジャパンの核となる選手を一定期間、海外のトップクラブで
研さんを積ませる制度で、その間の経済的支援を行っています。

Under this system, core players of Nadeshiko Japan are sent to play and 

train at top clubs overseas for a fixed period of time. Financial support is 

provided to these players during the period of their overseas training. 

JFA・Jリーグ特別指定選手制度
JFA/J.League Special License Player System

JFA・WEリーグ/なでしこリーグ
特別指定選手制度
JFA/WE League/Nadeshiko League 
Special License Player System

Fリーグ特別指定選手制度
F.League Special License Player System 

JFA・Jリーグ特別指定選手制度は、全日本大学サッカー連盟や全国
高等学校体育連盟に所属する大学・高校の選手、Jクラブ以外の日本
クラブユースサッカー連盟加盟の第2種チームに所属する選手が対
象で、JFA技術委員会から認定を受けた選手は、所属チームに登録
したままJリーグなどの試合に出場することができます。
JFA・WEリーグ/なでしこリーグ特別指定選手制度は、JFA女子委員
会の認定を受けて、大学または高校等の所属チームに登録したまま
WEリーグまたはなでしこリーグ加盟チームの活動に参加すること
ができます。
フットサルも同様に、Fクラブ以外のチームに所属するJFA登録の
フットサル選手を対象にした特別指定選手制度を導入しています。

The JFA/J.League Special License Player System allows players from 

universities and senior high schools, and players from Class 2 teams 

that are not a part of the J.League, to participate in J.League and 

other matches, without changing their registration status. The JFA/WE 

League/Nadeshiko League Special License Player System allows players 

from teams that are not a part of the WE League or Nadeshiko League 

to participate in the activities of teams in the WE League or Nadeshiko 

League, without changing their registration status. Similarly for futsal, 

a Special License Player System has been introduced for players from 

teams that are not a part of the F.League.

Improvement of game environment
ゲーム環境の整備

JFAは、選手たちが真剣勝負の中でトライ＆エラーを繰り
返しながら、技術・戦術面のレベルアップや失敗を恐れず
にチャレンジする強い精神力を身に付けられるよう、各年
代の大会のリーグ戦化を推し進めています。また、U-12年
代では多くの選手が試合に出場できるよう少人数制サッ
カーを推奨しており、小学校4年生以下については「JFAス
モールサイドゲーム ガイドライン」を作成するなど、年代
に応じたゲーム形式を示しています。

JFA promotes and supports the development of league 

tournaments for all age groups, with a view to helping players 

improve their techniques and tactical skills as well as build 

resilience and ability to face challengers. JFA also recommends 

playing football in small groups for U-12 age groups. 

フットサル GKキャンプ

JFAアカデミー福島
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指導者 Coaches

フットボールカンファレンス Football Conference

JFAは、国際サッカー連盟（FIFA）やアジアサッカー
連盟（AFC）などから講師を招請し、2年に一度、全
国の指導者を対象にフットボールカンファレンスを
開催しています。世界のトレンドやさまざまな情報、
知見を得られる場で、日本サッカーの現状を踏まえ
た上で日本サッカー全体の取り組みについての発
信を行います。また、アジアのサッカーの発展に寄
与することを目的にAFC加盟協会所属の指導者を
招
しょう
聘
へい
しています。

Once every two years, JFA invites coaches 

around the nation to take part in JFA's 

Football Conference where guest speakers 

from FIFA and AFC are invited to give 

lectures. Reports are also made about the 

latest trends and developments in national 

and international football, followed by an 

open discussion. The objective is to establish 

a common awareness of the future path of 

Japan's football among all coaches, from the 

grassroots to the top level.

インストラクター研修会 
Instructors training courses

JFAは指導者を指導するインストラクターの養成にも取り組んでい
ます。インストラクターは、JFAが開催する指導者養成講習会やリフ
レッシュ研修会で講師を務め、JFAの強化育成方針や具体的な施策
などを全国各地の指導現場に広めていく役割も担っています。

JFA has been making efforts to the education and 

development of instructors who are capable of training 

coaches to improve their competence and become leaders 

in their field. Not only do these instructors lecture at 

coaching courses and refresher workshops organised by 

the JFA, but they are also responsible for disseminating 

JFA's national team development policies and its specific 

enforcement measures to coaches throughout the country.

リフレッシュ研修会 
Refresher training courses

登録指導者が新しい情報や知識を身につけながらレベルアップを図
れるよう、リフレッシュ研修会を実施しています。

JFA conducts refresher training courses to help registered coaches raise 

their standards while acquiring new information and knowledge.

C級

A級
（JSPO公認コーチ4）

B級
（AFC Futsal-Level2/

JSPO公認コーチ3）

C級
（AFC Futsal-Level1/

JSPO公認コーチ1）

フットサル
ゴールキーパー
Futsal Goalkeeper

Futsal

Football

Goalkeeper

Physicalフットサル

ゴールキーパー

フィジカル

レベル1
［旧GK-C級］

（AFC GK-Level1）

レベル2
［旧GK-B級］

（AFC GK-Level2）

レベル3
［旧GK-A級］

（AFC GK-Level3）

C級

B級

（A級）

A級

サッカー

D級
（JFA公認）

キッズリーダー

C級
（JSPO公認コーチ1）

B級
（AFC-B/JSPO公認コーチ3）

A級
（AFC-A/JSPO公認コーチ4）

S級
（AFC-Pro/JSPO公認コーチ4）

A-Pro

ユース
B

エリートユース
A

Kids’ leader

指導者
養成事業

Coach education

指導者養成講習会
Licensed Coaches
 Training courses

リフレッシュ研修会
Refresher training courses

インストラクター研修会
Instructors training courses

指導者養成事業
Coach education

指導者の役割は、対象者の年齢やレベル、成長、目的に合った指
導をすること。選手らが安全に安心してサッカーに打ち込める環
境づくりも重要な責務です。JFAは、未就学児の子どもたちにサッ
カーやスポーツの楽しさを伝える「キッズリーダー」からプロチー
ム/選手を指導できる「S級コーチライセンス」のほか、GKコーチ、
フットサル、フィジカルなどを体系化した指導者資格制度を制定し
ています。指導者自身も生涯にわたって指導を続けられるよう、講
習会や研修会、カンファレンスを実施するほか、オウンドメディア
などを通じて情報共有や学びの機会を提供しています。

The role of a coach is to provide guidance and instruction 
according to the player’s age, level, growth, and objectives. 
They also have the important responsibility of creating a safe 
environment in which players can devote themselves to football. 
JFA has established various qualification systems for coaches, 
from “Kids’ Leaders” who communicate the joy of playing 
football and sports to preschoolers, to “Class-S” licensed coaches 
who are qualified to manage professional players. Other coach 
qualifications include goalkeeper coaches, futsal coaches, and 
physical coaches. To ensure that coaches can maintain a long 
career, JFA holds workshops and conferences as well as provides 
knowledge sharing and learning opportunities through owned 
media and other sources.

□指導者ライセンス体系
　JFA Official Coaches
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審判員 Referees

J1・J2審判研修会

□フットサル Futsal Referee

1級 Futsal Class 1 JFAが主催するフットサル競技の主審・第2審
判を担当

2級 Futsal Class 2 地域サッカー協会が主催するフットサル競
技の主審および第2審判を担当

3級 Futsal Class 3
General・U-18・U-15

都道府県サッカー協会が主催するフットサル
競技の主審および第2審判を担当

4級 
Futsal Class 4
General・U-18・U-15

都道府県サッカー協会を構成する支部およ
び地区/市区郡町村サッカー協会の参加の
団体・連盟等が主催するフットサル競技の主
審および第2審判を担当

□サッカー Football Referee

2級 Class 2 地域サッカー協会が主催する試合を担当

3級 Class 3
General・U-18・U-15

都道府県サッカー協会が主催する試合を担当

4級 Class 4
General・U-18・U-15

都道府県サッカー協会を構成する支部、地区
/市区郡町村サッカー協会の参加の団体、連
盟等が主催するサッカー競技の試合を担当

1級 Class 1
JFAが主催する
サッカー競技を担当

JFAが主催・管轄する女子サッカー
競技、もしくは2種・3種・4種の試合
を担当

女子1級 Women Class 1

審判員のレベルアップ 
Raising refereeing standards

サッカー／フットサルの審判員資格は、対象となる試合のレベルに応じて1級から4級
まであります。審判員は競技規則を理解し、試合はもちろん、研修会や講習会などで研
さんを積んでいます。JFAには現在、約27万人のサッカー審判員と2万2千人のフット
サル審判員が登録しています。

Referee qualifications for football/futsal range from Class 1 to Class 4, corresponding 
to the levels of the matches to be officiated. Currently, JFA has approximately 270,000 
registered football referees and 22,000 registered futsal referees. 

審判員を指導するインストラクターの資格は、サッカーがS級・1級・ 2

級・3級、フットサルが1級・2級・3級です。審判インストラクターは、 審
判員の指導や評価・認定審査や審判インストラクターの指導を行い
ます。

Qualifications for referee instructors are Classes S, 1, 2, and 3 for football, 

and Classes 1, 2, and 3 for futsal. Referee instructors provide guidance 

and instruction to referees, conduct referee evaluation and certification 

reviews, and also educate other referee instructors.

審判インストラクター制度 
Referee instructor system

トップレベルの審判員に審判活動に専念できる環境を提供するた
め、2002年から「プロフェッショナルレフェリー制度」を導入しまし
た。2022年8月現在、14人の主審と4人の副審がプロフェッショナル
レフェリーとして活躍しています。

To provide an environment in which top-level referees can focus on 

referee activities, JFA launched the Professional Referee System in 2002. 

プロフェッショナルレフェリー 
Professional referees

JFAは、審判員／審判インストラクターの育成・強化や審判員指導体
制をさらに充実させるため、2017年から「地域レフェリーアカデミー」
を実施しています。地域レフェリーアカデミーは、前身のJFAレフェ
リーカレッジで蓄積してきたノウハウを用い、優秀な若手審判員を短
期間に集中して、必要な技術や知識を習得させるものです。

JFA's Regional Referee Academy was launched in 2017 with the aim to 

provide a short-term, intensive learning experience to outstanding youth 

referees.

地域レフェリーアカデミー
Regional Referee Academy

JFAは各国サッカー協会と提携し、海外から審判員やインストラク
ターを招

しょうへい
聘したり、日本から派遣したりするなどして、審判員の国際

交流と国際経験の機会の創出を図っています。

The JFA invites referees and referee instructors from various National 

Associations, and also dispatches Japanese referees and referee 

instructors to other countries in order to promote international exchange 

and to provide them with an opportunity to gain international experience.

審判交流プログラム
International Exchange Programme

審判員制度
Referee system

育成年代のリーグ戦化などに伴い、約9万8000人（2021年現在）の
ユース審判員（3級／4級における18歳未満・15歳未満の審判員）が
全国各地で活躍しています。ユース審判員の登録は増加傾向にあ
り、彼らがより高い目標を持って活動できるよう、年数回の集中研修
を開催しています。そのほか、U-20の審判員を対象にした研修会、
将来を嘱望されるU-22の2級／3級審判員の研修会、1級を目指す女
子審判員の育成・強化を目的とした2級女子審判員の研修会なども
行っています。

U-18 Referees make up for approximately 35% of all referees. JFA Referee 

Instructors organise several training and development programmes 

every year for talented youth referees to improve their overall refereeing 

performances.

ユース審判員育成 
Youth Referees

JFAラーニングは、サッカ３級・４級審判員、フットサル３級・４級審判員
向けのeラーニング更新講習会です。サッカーおよびフットサルの審
判員として知っておかなければならないことを中心に、資格の更新
に必要な内容を学ぶことができます。

JFA Learning is an online qualification update workshop for Class 3 and 4 

football referees and Class 3 and 4 futsal referees, accessible at anytime 

and from anywhere,

JFAラーニング 
JFA Learning

2級審判インストラクターと2級審判員のレベル向上を目的に、「地域
審判トレーニングセンター」を実施しています。また、3級審判インス
トラクターと3・４級審判員を対象に「都道府県審判トレーニングセン
ター」を、女子審判員の普及・育成を目的に「女子審判トレーニングセ
ンター」を行っています。

The Referee Instructors Training Centres play a very important role in 

developing referees at all levels. The training centres will continuously 

develop instructors with innovative learning experiences through modern 

training techniques.

審判トレーニングセンター
Referee Instructors Training Centre
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グラスルーツ Grassroots

JFAは2014年5月15日、「Fooball for All　サッカーを、もっとみんなのものへ。」を
合言葉に「JFAグラスルーツ宣言」を行いました。
スポーツの素晴らしさや価値を伝え、誰もが生涯にわたってスポーツを楽しめるよう、
その環境づくりに取り組んでいます。

In 2014, JFA adopted the JFA Grassroots Declaration with the slogan, “Football for All - 
Bringing Football Closer to Everyone.” In line with this declaration, JFA is committed to 
communicating the greatness and value of sports, and to create an environment where 
everyone can enjoy sports throughout their lives.

Football for All ～JFAグラスルーツ宣言～
The JFA Declaration on Grassroots Football

ボールを蹴る楽しさ、体を動かす喜びを多くの人々に味わってもらう
ため、全国各地でさまざまなフェスティバルを開催しています。

·JFAキッズサッカーフェスティバル
·JFAレディース／ガールズサッカーフェスティバル
·JFAファミリーフットサルフェスティバル　など

また株式会社ユニクロの支援のもと、「JFAユニクロサッカーキッズ」
を実施しています。
JFA holds various festivals for children, women, seniors, families, and 

other target groups, so that more people can experience the joy of 

kicking a ball around and exercising. 

個人練習でさまざまな動きやテクニックを身に付けられるように
開発したサポートツールです。8歳までを対象とした「めざせクラッ
キ！」、9歳以上を対象とした「めざせファンタジスタ！」があり、段階を
経てテクニックを習得できるようになっています。「めざせファンタジ
スタ！」は、全国各地で検定会を開催しています。
JFA Challenge Games are educational tools that support the 

development of children so that they can gradually improve and acquire 

various football movements and techniques through individual practice.

「サッカー指導の教科書」刊行
学習指導要領に沿ったサッカーの授業の
展開案を紹介する書籍を発行しています。
体育の授業や部活動指導に有効です。
JFA publishes teaching aids as reference 

tools for teaching football in physical 

education classes.

JFAフェスティバル 
JFA Festival

JFAチャレンジゲーム 
JFA Challenge Games

JFAなでしこひろばは、あらゆる世代の女性が
気軽にサッカーを楽しめる場所です。JFAが認
定した各地域の団体や施設によって運営され、
サッカー／フットサルスクールやゲームなどを
実施しています。小さいお子さんや初心者の
方でも気軽に楽しむことができます。
JFA Nadeshiko Hiroba is a place where girls and women of all ages can 

enjoy playing football freely. 

JFAなでしこひろば  
JFA Nadeshiko Hiroba

JFAは、国連が定めた3月8日の「国際女性デー」に合わせ、この日を
「JFA女子サッカーデー」としています。「世界でいちばんフェアな国
になろう」をスローガンに掲げ、性差や年齢、人種、障がいの有無など
にかかわらず、誰もがサッカーをする、見る、参加する機会を享受で
きる環境づくりに取り組んでいます。
In conjunction with the United Nation's International Women’s Day, JFA 

has designated 8 March as the “JFA Women’s Football Day”. JFA is 

committed to creating an environment where everyone can play, watch, 

and be involved in football regardless of their gender, age, race, or 

disabilities.

JFA女子サッカーデー  
JFA Women’s Football Day

JFAは、学校体育をスポーツと出合う大事な場と考え、小学校にJFA

インストラクター（原則として現役小学校教員）を講師として派遣し、
教員向けに「JFA小学校体育サポート研修会」を開催しています。ま
た、日本独自のスポーツ文化である部活動も日本サッカーの将来を
支える重要な活動のひとつと捉え、部活動指導におけるガイドライ
ンを作成しています。
JFA considers school education an important platform for children to 

experience sports and dispatches JFA instructors to elementary schools to 

conduct workshops for teachers. JFA also perceives club activities, which 

is a sports culture unique to Japan, as an important aspect that supports 

the future of Japanese football and has published guidelines for coaching 

club activities.

学校体育／部活動サポート 
Support for physical education/club activities at elementary schools

2011年にイングランドで発祥した、歩いて行うサッカー。サッカー未
経験者や運動が苦手な人、障がいがある人でも安心してプレーを楽
しめるよう日本独自のルールを加え、全国で講習会や体験会を開催
しています。
“Walking football”, which is a game of football where players walk 

instead of run, originated in England in 2011. Rules that are unique to 

Japan have been added to ensure that everyone can enjoy playing with 

peace of mind, and workshops and trial sessions are held across Japan.

ウォーキングフットボール
Walking Football

2016年4月、JFAが中心となって、7つの障がい者サッカー団体（*）を
統括する組織「日本障がい者サッカー連盟（JIFF）」を設立しました。
障がいの有無にかかわらず誰もがスポーツの価値を享受し、一人ひ
とりの個性が尊重される共生社会の実現に貢献することを目指して
います。
※特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会、一般社団法人日本CPサッ
カー協会、特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会、特定非営利活
動法人日本知的障がい者サッカー連盟、一般社団法人日本電動車椅子サッカー
協会、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会、一般社団法人日本ろう
者サッカー協会

The Japan Inclusive Football Federation (JIFF) was established in 2016 as 

an affiliated member of JFA. JIFF functions as an intermediary and works 

in conjunction with the seven disability football associations in Japan. 

JIFF is committed to creating an inclusive community that ensures equal 

opportunity for all, in which everyone, regardless of his/her disabilities, 

can benefit from the joy of sports.

障がい者サッカー 
Football for people with disabilities

JFAは生涯スポーツとしてのシニアサッカーを普及するため、O-40

からO-70までの全国大会を実施しています。
JFA holds national competitions for seniors in categories ranging from 

O-40 to O-70. With the aim of further popularising and developing 

football for seniors as a lifelong sport, it launched a new initiative, JFA 

Senior Football Ambassador, in September 2021. 

生涯スポーツとしてのサッカー  
Football as a lifelong sport

JFAユニクロサッカーキッズ
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グラスルーツ／メディカル Grassroots／Medical リスペクト Respect

JFAは「JFAグラスルーツ宣言」の下、「JFAグラスルーツ推進・賛同
パートナー制度」を設けています。「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」の
6つをテーマにパートナーを募り、それぞれのテーマに沿った活動を
実施しています。2022年3月末で249団体が認定されています。
JFA has established the JFA Grassroots Promotion Partner System, with 

the aim of expanding its grassroots football activities. Applications are 

open to organisations in line with six themes: no retirement, no players 

with zero playing time, disability football, women’s football, securing 

of facilities, and tackling social issues. Activities are then conducted in 

accordance with each theme. As of 31 March 2022, 249 organisations 

have been accredited as “partners.” 

メディカル Medical

JFAは、選手や指導者、審判員などを医学面からサポートするため、健康管理や傷害予防、救急処置、アンチ・ドーピングや栄養に関する
情報提供など、メディカルに関するさまざまな啓発活動を行っています。
全国の医師を対象とするサッカードクターセミナーや、JFA加盟団体のアスレティックトレーナー向けのJFAアスレティックトレーナーセ
ミナーを開催しています。
To provide medical support to players, coaches, and referees, JFA is engaged in various activities to raise awareness about medical matters, such 
as by providing information on health management, injury prevention, first aid, anti-doping, and nutrition. 

リスペクト Respect

JFA is resolutely opposed to all forms of discrimination and violence in football and 
sports, and is engaged in activities to maintain a safe environment so that everyone can 
be involved in football with peace of mind. 
In April 2008, JFA and J.League launched the “Respect Project”. Showing respect is an 
expression of honour and high regard. JFA will continue engaging in activities to spread 
this spirit widely among all stakeholders in the world of football. 

サッカーやスポーツの現場で顕在化するさまざまな差別や暴力に断固反対し、誰もが
安心してサッカーに取り組める環境を守るための活動をしています。
JFAとJリーグは2008年4月、「リスペクトプロジェクト」をスタートしました。以来、リ
スペクトを「大切に思うこと」として、 サッカーに関わるすべての人、ものを大切に思う
精神を広く浸透させる活動を続けています。
毎年9月には「JFAリスペクトフェアプレーデイズ」として地域・都道府県サッカー協
会、Jリーグや各種連盟と協働し、各種試合において「リスペクト・フェアプレー宣言」や
バナーの掲出などを行うほか、毎年テーマを決めてシンポジウムを開催しています。

JFAセーフガーティングポリシー

JFAは2021年11月18日、「JFAセーフガーディングポリシー」を策定しました。これは子どもたちがサッカー、スポーツを安心・安全に楽しむ
権利とその環境を守るために、サッカーに関わる全ての人々が順守する指針であり、サッカーファミリーのよりどころとなるものです。
協調性や他者を思いやる心、挑戦する意欲や失敗を恐れない強い精神力など、豊かな人間性や社会性を、楽しみながら涵

かん
養
よう
できるところ

にスポーツの素晴らしさがあります。また、インテグリティが保たれ、誰もが安心して安全に楽しむ環境があってこそスポーツは発展して
いきます。
JFAはいかなる場合でも暴力を容認せず、誰もが生涯を通じて心からスポーツを楽しめる環境をつくっていきます。そして、未来を担う子
どもたちの声を聞き、子どもたちをエンパワーする活動に力を注いでいきます。
The JFA Safeguarding Policy serves as a guideline for everyone involved in football to protect the rights of children to enjoy football in a safe 
and positive environment, while the policy also serves as a beacon of hope for the football family.
JFA will not tolerate violence under any circumstances. JFA will create an environment where everyone can enjoy sports throughout their lives, 
as well as put effort into activities to listen to the voices of children for a brighter future, and help them feel empowered.

JFAセーフガーティングポリシー　JFA Safeguarding Policy

子どもたちの安心・
安全を守る

・子どもたちの喜びを広げ、成長を促す環境をつくる
・子どもたちに選択肢を与える
・子どもたちの声を聞き、対話する
・子どもたちの安全・安心を守る
・健康や環境リスクに対処する

ゼロ・トレランス
私たちは許さない

・あらゆる暴力・暴言を排除する
・あらゆる差別を排除する
・あらゆるハラスメントを排除する
・あらゆる誹謗中傷を排除する
・子ども同士の問題にもアプローチする
・サッカー外の問題にも気づく
・負の連鎖を断ち切る

そのためにも ・適切な人が子どもたちに関わるよう取り組む
・子どもたちを守るためにも、誠実に子どもたちに向き合う大人の安
心・安全も守る
・起こったことへの対処とともに、予防・教育を重視する
・現場をオープンに。リスクの芽に気づき、声を掛け合う、伝え合う文
化をつくる

そしてこれは ・ファミリー全員の役割・責務であり、全員が当事者意識を持つ必要
がある
・定期的に現状や手順を評価し、状況の変化に応じてアップデートす
る必要がある

基本原則

サッカーにおける全てのサッカーファミリー／ステークホルダー

対象

JFA Safeguarding Policy

Protect the safety and security of the children

Zero tolerance - eliminate all forms of physical and verbal abuse, 
discrimination, harassment, and slander

Work to ensure that the right people are involved with the 
children, and protect the safety and security of the adults who 
deal with children in good faith

This is the role and responsibility of all members of the football 
family, and everyone needs to have a sense of ownership 

Basic principles

All football families/stakeholders in football

Target

JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー制度 
JFA Grassroots Promotion Partner System

全ての国内トップリーグでアンチ・ドーピング活動を行うとともに、選
手らに対してアンチ・ドーピングの知識を高めてもらうため、「アンチ・
ドーピングハンドブック」を制作するなどしてその啓発活動に努めて
います。
JFA conducts anti-doping activities at all top leagues and is making 

efforts to raise awareness, such as by creating the Anti-Doping 

Handbook.

アンチ・ドーピング 
Anti-Doping

コンディショニングの基礎となるのは、生活習慣です。特に育成年代
の身体づくりでは食事と栄養が重要な鍵となります。
JFAは「栄養に関するガイドライン」を作成し、各年代の栄養サポート
を行っています。
JFA has created the Guidelines on Nutrition and is providing nutritional 

support for players of all age groups.

食事と栄養 
Nutrition

JFAは「サッカーにおける脳振盪に対する指針」に基づき、脳振盪の
疑いが生じた選手に無理をしてプレーさせ続けることがないよう求
めています。
JFA requires that players suspected of suffering a concussion are 

removed from the field of play so that they do not play on recklessly, in 

line with the Policies for Concussion in Football.

脳
のう

振
しん

盪
とう

 
Concussion

大会や試合を開催する場合はWGBT

（湿球黒球温度）の数値によってス
ケジュールを設定することが重要で
す。JFAは「熱中症対策ガイドライ
ン」を定め、必要に応じた対策を講じるよう呼び掛けています。
また、夏に開催していた大会を冬に移行するなど、夏場の競技会の
環境改善に取り組んでいます。
In recent years, JFA has been working to improve the competition 

environment during the summer months,  such as by moving 

competitions to winter. JFA has also created the Guidelines for Measures 

against Heatstroke and been promoting heat-preventative measures as 

necessary.

暑熱対策 
Measures against heat

ケガをしにくい身体づくりやセルフ
ケアの方法、応急処置などに役立
つ情報を発信しています。消防で開
催している講習会と同レベルの「ス
ポーツ救命ライセンス講習会」や脳

のう
震
しん
盪
とう
、熱中症、アナフィラキシー

などの簡単な講義を行う「JFA＋PUSHコース」などさまざまな学び
の機会を提供しています。
JFA disseminates useful information such as training regimens that help 

reduce the risk of injury, self-care methods, and first-aid techniques, and 

holds seminars on such topics. 

ケガの予防・対応  
Injury prevention
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パートナーシップ協定締結 
Partnering with other countries and regions

国際大会の招致 
Hosting International Competitions

サッカーの発展を目的に、各国協会、大陸連盟、クラブなどとパートナーシップ協定を締結していま
す。その内容は指導者養成やユース育成システムのノウハウ、女子サッカーやサッカー関連施設など
に関する情報の共有、審判員の交流、各年代の代表チームの合宿受け入れなど、多岐にわたります。
2022年6月現在、JFAは南米サッカー連盟やイングランドサッカー協会、スペインサッカー連盟やFC
バイエルン・ミュンヘンといった27の連盟・協会・クラブとパートナーシップ協定を締結しています。

サッカーを通じた国際貢献を目的に、国際サッカー連盟（FIFA）、アジアサッカー連盟（AFC）、東アジ
アサッカー連盟（EAFF）などが主催する各種大会を日本に招致すべく、中・長期的な視野で取り組ん
でいます。

As part of JFA's ongoing efforts to work collaboratively with our global football family, JFA has 
signed Memorandum of Understandings with associations, confederations and clubs for the mutual 
development of football. The MOUs encourage knowledge - sharing in areas such as coach education, 
youth development, women's football and football infrastructure, in addition to promoting joint 
initiatives for technical exchanges, match opportunities and training camps across various national 
team categories.

高円宮記念JFA夢フィールド　Prince Takamado Memorial JFA YUME Field

JFAは、地域スポーツ活動の拠点となる「都道府
県フットボールセンター」を広げるため、都道府県
サッカー協会や地方自治体などが行うサッカー施
設の整備事業に対し、その費用の一部を補助する
助成事業を実施しています。これにより、45都道
府県で107カ所にフットボールセンターなどのサッ
カー場が整備されました（2022年６月現在）。

With the aim of expanding Prefectural Football 

Centres as regional bases for sporting activities, 

JFA operates a grant programme that subsidises 

a portion of facility improvement costs. This 

programme has provided support  for  the 

development of 107 Football Centres in 45 

prefectures. 

JFAヨーロッパオフィス
JFA Europe Office

ナショナルトレーニングセンター　National Football Centre

JFAメディカルセンター
JFA Medical Center

都道府県フットボールセンター 
Prefectural Football Centres

Activity base

日本サッカーの活動拠点

2020年3月、千葉県にJFAの新拠点となる「高円
宮記念JFA夢フィールド」が完成しました。敷地内
には天然芝、人工芝のピッチやクラブハウスに加
えてフットサルアリーナやビーチサッカーピッチを
備えています。
代表チームがトレーニングを行うほか、指導者や
審判員養成などの拠点として活用しています。テ
クニカルやスカウティングの知見、コンディショニ
ング、メディカルなどの医科学的データ、サッカー
先進国の取り組みやノウハウなど、サッカーに関わ
るさまざまな情報を収集・分析し、それを全国、ひ
いては日本のスポーツ界、アジア、そして世界へと
発信していく拠点となります。

In March 2020, the Prince Takamado Memorial JFA 

YUME Field opened in Chiba Prefecture. As a new 

national football centre, it is equipped with natural 

and artificial turf pitches, a club house, a futsal 

arena, and a beach soccer pitch.

JFA YUME Field provides an ideal training 

environment for Japan's national football teams, 

and it is also the home of coach education and 

referee development. In addition, it also serves as a 

centre for gathering, analysing, and disseminating 

various information on football, including technical 

and scouting knowledge, conditioning and medical 

data, and initiatives and knowhow of countries that 

are advanced in football.

現在、Jヴィレッジ（福島）、J-STEP（静岡）、J-GREEN堺（大阪）と
3つのサッカーナショナルトレーニングセンターがあります。サッ
カーやフットサルに専念できる環境が整っており、日本代表チーム
はもちろんスポーツ愛好家も利用できる場所になっています。
Jヴィレッジは東日本大震災後に原発事故対応拠点となり、一時的
に活動を休止していましたが、2018年7月に一部再開し、翌2019年
4月20日に全面再開となりました。

An environment where players can focus fully on football and 

futsal has been developed at three Football National Training 

Centres, namely, J-Village (Fukushima), J-STEP (Shizuoka), 

and J-GREEN (Osaka). 

J-Village was temporarily closed for use in response to the 

nuclear accident in the aftermath of the Great East Japan 

Earthquake, but it is now fully reopened. 

JFAメディカルセンターは2009年、国際サッカー
連盟（FIFA）の助成を受けた初の医療施設として 
Jヴィレッジ内に開設されました。選手のけがの治
療やリハビリテーションのほか、スポーツ医学や障
害予防などに関する研究も行っています。また、地
域の人々に対しても高度な医療を提供していま
す。
東日本大震災の影響で一時的に休止していました
が、2021年に再開しました。

The JFA Medical Center was established in 2009 

inside J-Village. In addition to providing treatment 

and rehabilitation services to injured players, it also 

conducts research into sports medicine and injury 

prevention. It also offers sophisticated medical 

services to the local community.

The Medical Center was temporarily closed in the 

aftermath of the Great East Japan Earthquake, but 

was reopened in 2021. 

ヨーロッパでプレーする日本人選手のサポートや
所属クラブとの調整を円滑にすべく、2020年、ド
イツのデュッセルドルフにJFAヨーロッパオフィス
を開設しました。常駐のスタッフがおり、コーチン
グスタッフがヨーロッパ視察に訪れる際の活動拠
点としても機能しています。

In 2020, the JFA Europe Office was established in 

Düsseldorf, Germany. Resident staff at the office 

provides support to Japanese players in Europe 

and coordinates with their respective clubs. 

東南アジア選抜チームを招いた
JapaFunCup（2019年）

JFA公認指導者の海外派遣

To realise international contribution though football, JFA has a mid to long-term initiative to host 
various competitions organised by FIFA (Federation Internationale de Football Association), AFC 
(Asian Football Confederation), EAFF (East Asian Football Federation) and other organisations in 
Japan. To date, JFA has hosted the 2002 FIFA World Cup Korea/JapanTM, as well as the 1979 FIFA 
World Youth ChampionshipTM, 2012 FIFA U-20 Women's World CupTM, and FIFA Club World CupTM 
(2005-2008, 2011-2012, 2015-2016), among others. Japan's operational capabilities and warm 
hospitality have been highly appraised by countries around the world.

' '

国際活動 International Cooperation
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アジア協力事業
Cooperation with Asian member associations

日本サッカーは長い歴史の中で、アジアをはじめとする世界の国々から多くを学び、成
長してきました。JFAは、アジアサッカーの発展があるからこそ日本サッカーの進歩が
あると考え、47の国と地域が加盟するアジアサッカー連盟（AFC）のモデル協会として
アジアサッカーの発展に力を注いでいます。

During the course of its long history, Japanese football has learnt a lot from Asia 
and other countries around the world. JFA recognises that there can be progress in 
Japanese football only with the development of football in Asia. JFA is committed 
to the development of Asian football as a model association of the Asian Football 
Confederation (AFC).

指導者や審判インストラクターなどの海外派遣

AFC加盟協会対象の指導者研修会を開催
（JFA インターナショナルコーチングコース 2019）

JFAは、サッカーを通じた社会貢献活動や「持続可能な
開発目標（SDGs）」の達成に向けた取り組みを「アスパス！
（＊）」と称し、「環境」「人権」「健康」「教育」「地域」の5つを
重点領域において戦略的に各施策を推進しています。長
年、取り組んできた活動のほか、環境負荷の少ない大会
運営や誰一人取り残さない観戦体験の機会づくり、社会
課題解決に取り組むさまざまなパートナーや団体との連
携など新たな活動にも積極的に取り組み、サッカーファミ
リーと共にサステナブルな社会の実現を目指します。
＊「アスパス！」は“地球（earth）の未来（明日）のために私たち（us）がつなぐパス”の
意を込めた造語で、サッカーファミリーが世代や時代を超えて”パスをつないで
いく”という強い決意を表現しています。

＊ “Aspas!” is a word coined from “our (us /ʌs/) desire to pass the ball for 
a better tomorrow (pronounced /asɯ/ in Japanese) for the planet Earth 
(/aːsɯ/ in Japanese)” and expresses the determination of the football 
family to “pass the ball” across generations and time.

"Aspas!" is a term given to JFA's wide range of social 
activities and its commitment to achieve the Sustainable 
Development Goals (SDGs). JFA aims to strategically 
promote initiatives in five key areas: environment, human 
rights, health, education, and community.

アスパス！ 
Aspas!

各国のサッカーの発展を支援するため、日本の指導者や審判インス
トラクター、フィジオセラピストなどを海外に派遣しています。豊富
な知識と経験、向上心と責任感に裏打ちされた日本の指導者養成
は、アジアで高い評価を得ています。

In order to enhance the further development of Asian football, JFA 

has been dispatching licensed coaches, referee instructors and 

physiotherapists etc. to various countries and regions for more than 

20 years. JFA's high coach education standards, backed by the wealth 

of knowledge, aspiration and strong sense of responsibility of the 

dispatched coaches, continue to make a significant impact in Asia.

代表監督、
テクニカルダイレクター、
審判インストラクターの海外派遣
Overseas dispatch of licensed coaches, 
technical directors, referee instructors

海外代表チームのトレーニングキャンプ（宿泊、車両手配、トレーニン
グマッチのアレンジ）などのほか、日本の育成システムや大会運営な
どを学びたいという視察団などを受け入れています。

As part of our commitment to building strong ties with our fellow Asian 

member associations, JFA hosts national teams for training camps in 

Japan. JFA also caters to requests from delegations that wish to gain 

insight into various areas of Japanese football, including JFA’s youth 

development programmes and competition operations.

海外代表チーム、視察団の受け入れ
Hosting national teams and delegations from 
overseas 

JFAは、AFC加盟協会を対象に、指導者研修会および審判インスト
ラクター研修会、各国協会職員向けのアドミニストレーション研修会
を開催。日本サッカーが構築してきたノウハウや最先端の情報を提
供しています。

In an effort to encourage knowledge-sharing and provide up-to-date 

information, JFA offers educational courses to AFC Member Associations 

such as the "International Coaching Course", "International Referee 

Instructor Course", and "International Administration Course".

各種研修会の開催
Holding various workshops

サッカーを通じた健やかな人間形成への寄与及び環境や人権をはじ
めとした社会課題への啓発の両面が実行されていること
To contribute to the healthy development of individuals through football and 

to raise awareness of social issues such as the environment and human rights

■JFAこころのプロジェクト
JFA Kokoro Project

■JFAスポーツマネジャーズカレッジ
JFA Sports Managers College

■フットボールカンファレンス
Football Conference

教育　Education

センサりールームの設置 「アスパス ！ グッズ」

■センサリールームの設置
Sensory Room Project

■多様な人々のスポーツ観戦に役立つ「アスパス ！ グッズ」
"Aspas!" branded sports merchandise for people with special needs

■JFA・WEリーグ女性リーダーシッププログラム
JFA / WE League Women's Leadership Programme

人種や性別などに関係なく誰もがサッカーを楽しめるサッカー界の
「内部環境」が制度、運用の両面で整っていること

A well-regulated “internal environment,” both in terms of structure and 

operation, in which everyone can enjoy football, regardless of their race 

or gender

人権　Human rights

サッカーファミリーの一人ひとりのニーズに合わせて、誰もがサッ
カーを楽しめる環境を提供できていること
The ability to adapt to the individual needs of the football family and 

provide an environment where everyone can enjoy football

■JFAセーフガーディング
JFA Safeguarding Workshop

■障がい者サッカーの推進
Promote football for people with disabilities

■ウォーキングフットボール講習会
Seminars on Walking Football

健康　Health

「アスパス」の各種活動が、多くの関係者を巻き込み持続可能な形で
全国各地で展開されていること
To develop and promote activities of “Aspas!” across the country in a 

sustainable manner, involving many stakeholders

■復興支援活動
Reconstruction Support

■JFAグリーンプロジェクト
JFA Green Project

■「文京区こども宅食プロジェクト」協力
Cooperation with "Bunkyo city Kodomo-Takushoku Project"

地域　Community

JFAは2003年度から「JFAユース育成資金援助」をスタートさせ、ア
ジア各国の男女ユース育成事業や競技会の開催などを資金面から
サポートしています。

JFA Youth Development Programme was launched in 2003, providing 

financial support to youth development projects and operation of youth 

competitions in various Asian countries

JFAユース育成資金援助
JFA Youth Development Programme 

サッカーを楽しむための前提となる気候や自然などの「外部環境」の
健全性が十分に保たれていること
A healthy “external environment,” such as climate and nature, is a 

prerequisite for the enjoyment of football

■ペットボトルの水平リサイクル推進
Promotion of Bottle to Bottle recycling of PET bottles

■競技会において排出される温室効果ガスの算定
Calculation of greenhouse gases emitted at competitions

環境　Environment

ペットボトルの水平リサイクル推進 競技会で温室効果ガスを算定

国際活動 International activities
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復興支援活動 
Reconstruction Support

JFA carries out reconstruction support activities through football, in regions that have been 

affected by natural disasters. In addition to organising charity matches and football classes in 

response to the Great East Japan Earthquake and the 2016 Kumamoto Earthquake, JFA also 

supports football activities in the affected regions. With cooperation from the global football 

family, including the Federation International de Football Association (FIFA) and Asian Football 

Confederation (AFC), JFA also supplies equipment and works on improving football facilities.

JFAは自然災害によって被災した地域のサッカーを通じた復興
支援に取り組んでいます。東日本大震災や熊本地震などを受け
てのチャリティーマッチやサッカー教室の開催のほか、被災地に
おけるサッカー活動の再開を支援。国際サッカー連盟(FIFA) や
アジアサッカー連盟(AFC)をはじめ世界中のサッカーファミリー
の協力も得て、用具の提供やサッカー施設の整備も実施しています。

JFAグリーンプロジェクト 
Promoting Natural Grass across the Country

The JFA Green Project is conducted with the aim of encouraging children 

to play outside, while also creating more opportunities to bring men 

and women of all ages together to deepen communication. Under this 

project, JFA implements a model project to grow grass from potted 

seedlings, aimed at promoting grass growing in school yards and public 

facilities. JFA also implements the JFA grant programme to support 

the development of football facilities, by providing subsidies to improve 

municipal sporting facilities and football centres managed by the 

Prefectural Football Associations.

子どもたちの外遊びを促し、また、老若男女が集いコミュニ
ケーションを深める場や機会を増やしていこうと、「JFAクリー
ンプロジェクト」の一環として、校庭や公共施設などの芝生化を
進める「ポット苗方式・芝生化モデル事業」と、都道府県サッカー
協会が管理するフットボールセンターや地方自治体などのス
ポーツ施設を整備補助する「JFAサッカー施設整備助成事業」
を行っています。
2022年5月現在、ポット苗方式・芝生化モデル事業によってピッ
チ約301面分(2153297m2相当)が芝生化。サッカー施設につ
いては、JFAのサッカー施設助成事業とFIFAワールドカップ記
念事業（2004年～2006年）の助成を合わせて45都道府県で
107カ所が整備されました。

JFAこころのプロジェクト 
The JFA Kokoro Project

"I want to convey the wonder of having a dream to as 

many children as possible."

With that in mind, the JFA Kokoro Project was launched in 2006.

「一人でも多くの子どもたちに夢を持つことの素
晴らしさを伝えたい」
そんな思いから、2006年にこのプロジェクトは
誕生しました。

トークの時間

「国連グローバル・コンパクト」
United Nations Global Compact

ピンクリボン運動
Pink Ribbon Campaign

女性のエンパワーメント原則
「WEPs」

Women’s Empowerment Principles (WEPs) 

「子どもの権利と
スポーツの原則」

Support for Children’s Rights in Sport Principles 

JFAは2009年、スポーツ統括団体として世界
で初めて「国連グローバル・コンパクト」に署名
しました。サッカーを通じて、グローバル・コン
パクトが定める4分野（人権、労働、環境、腐敗
防止）10の原則を実践し、国際の一員として持
続可能な発展を実現するための取り組みを推
進しています。

JFAは、WEリーグ、なでしこ
リーグと共に、乳がんの啓発
活動である「ピンクリボン運
動」に賛同し、「ピンクリボン月
間」となる10月に行われる各種事業において
同活動の啓発に取り組んでいます。

JFAの拠点がある東京都文京
区の「こども宅食プロジェクト」
に協力し、物品の寄附や職員
ボランティアの派遣、普及のためのアンバサ
ダー派遣などを行っています。

JFAは2020年10月、日本女子プロサッカー
リーグ（WEリーグ）とともに、国内の競技団
体として初めて「女性のエンパワーメント原則
（Women's Empowerment Principles／
WEPs）に署名しました。サッカーを通じて女
性の自己成長やキャリアアップを支援しなが
ら、女性の活躍推進やジェンダー平等に積極
的に取り組んでいきます。

JFAは2019年6月、ユニセフ（国連児童基金）
と日本ユニセフ協会が発表している「子ども
の権利とスポーツの原則」に賛同し、同原則を
基に「JFAサッカーファミリー安全保護宣言」
を発表。2021年には安全保護宣言を日常で体
現するために整理した「JFAセーフガーディン
グポリシー」を策定しました。
JFAは、これをあらゆるサッカー活動の指針と
し、子どもから高齢者、障がい者などあらゆる
人々が安全に、安心してサッカー/スポーツを
楽しめる環境を広げていきます。

In 2009, JFA became the first sports governing 

body in the world to sign the United Nations 

(UN) Global Compact. Through football, JFA 

will put into practice 10 principles under four 

areas (human rights, labour, environment, anti-

corruption) set out in the UN Global Compact. 

By doing so, JFA aims to promote initiatives to 

realise sustainable development as a member of 

the international community.

JFA, together with WE League and Nadeshiko 

League, supports the Pink Ribbon Campaign  to 

raise awareness of breast cancer, and engages in 

initiatives to promote the campaign every year  

during the Pink Ribbon Month in October.

The "Kodomo Takushoku Project", launched by 

the city of Bunkyo where JFA is based, is a food 

delivery service to help families living on tight 

finances. As a cooperative partner in this project, 

JFA donates goods and supplies, deploys its staff 

as volunteers, and dispatches ambassadors to 

spread awareness of the project.

In 2019, JFA endorsed the Children’s Rights in 

Sport Principles set forth by the United Nations 

Chi ldren’s Fund (UNICEF) and the Japan 

Committee for UNICEF. Based on the Principles, 

JFA has announced “The Declaration - Ensure 

Safety of Football Family.” Furthermore, in 2021, 

JFA also announced the JFA Safeguarding Policy, 

which sets out how practical examples from 

the Declaration can be integrated into everyday 

life. JFA positions this Policy as a guideline for 

all football-related activities, and will work to 

build an inclusive environment where everyone, 

regardless of age or disabilities, can enjoy 

football safely and with peace of mind.

JFAグリーンプロジェクト（ポット苗方式による芝生化）

復興支援活動 サッカーフェスティバル

JFAは、以下の取り組みに参加・賛同しています。 
JFA supports the following projects.

「こども宅食プロジェクト」
Kodomo-Takushoku Project

JFA,  together  wi th  the  Japan Women’s 

Empowerment Professional Football League (WE 

League), signed the Women’s Empowerment 

Principles (WEPs) in October 2020. While 

supporting the personal growth and career of 

women through football, JFA will also work 

proactively to promote the empowerment of 

women and gender equality. 

JFAこころのプロジェクトの活動で、現役やOB／OGのアスリートなどを
「夢先生」として小中学校に派遣し、夢を持つことの素晴らしさやそれに向
かって努力することの大切さを伝えるものです。学校の正課教育として行
われており、体を動かすことによってコミュニケーションを深めながら、全
力で取り組むことや協力すること、ルールを守ることといった社会性を育む
「ゲームの時間」と、夢先生が実体験を語る中で失敗や挫折からどう立ち
直って夢を達成してきたかを語る「トークの時間」で構成されます。

As part of JFA's Kokoro Project, both current and retired athletes are 

dispatched to elementary and junior high school as “Dream Teachers” to 

convey the importance of having dreams and working hard to achieve 

them. This activity is conducted as a part of regular school education 

and includes “Game Time,” which teaches students to give their best 

efforts, cooperate with others, and observe the rules while learning the 

importance of communication through physical activities. It also includes 

“Talk Time,” during which the Dream Teachers talk about their actual 

experiences and how they have overcome failures and difficulties to 

realise their dreams.

https://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/

■夢の教室 
　  Dream Class

ゲームの時間

社会貢献活動 Social Action Programme
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JFAスポーツマネジャーズカレッジ
JFA Sports Managers College

JFA conducts the JFA Sports Managers College (SMC) targeted towards educating 

staff involved in football management at sporting organisations, clubs, such as JFA 

and the Prefectural Football Associations. SMC consists of a core course conducted 

by JFA, and satellite courses conducted mainly by the prefectures.

JFAは、JFAや都道府県サッカー協会をはじめとするス
ポーツ団体やスポーツクラブ、フットボールセンターなど
の運営に携わる人材の養成を目的に、「JFAスポーツマネ
ジャーズカレッジ(SMC)」を開講しています。JFAが中心
となって行う「SMC本講座(7セッション/約170時間)」と都道府県が主体
で実施する「SMCサテライト講座(6セッション/18時間)」があります。

JFA/WEリーグ女性リーダーシッププログラム
JFA /WE League Women's Leadership Programme

JFA/WE League Women's Leadership Programme is conducted for women working 

in the football sector, and it aims to nurture female executives and managers who 

can drive the sporting world forward. It is co-organised by the Japan Women's 

Empowerment Professional Football League (WE LEAGUE).

サッカー界、スポーツ界をけん引する女性役員／経営人材の養成を目的
として、サッカー界で働く女性を対象に2020年に開設しました。「ジェン
ダーと自己理解」「マインド改革」「経営リテラシーの獲得」といったテー
マを柱とし、研修や課題、オンライン講座などでプログラムを実施してい
ます。本プログラムは一般社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WE

リーグ）との共催で行われています。

国際機関人材選出プロジェクト
International Career Project

JFA launched the International Career Project in 2020 to nurture and develop 

future talent capable of advancing their careers at international organisations such 

as the Federation International de Football Association (FIFA) and Asian Football 

Confederation (AFC). In collaboration with partner corporations, JFA provides 

education and career development programs for staff, coaches, and referees in 

order to increase their global competitiveness.

' '

JFAは国際サッカー連盟（FIFA）やアジアサッカー連盟（AFC）など国際
サッカー機関で活躍する人材を輩出することを目的に、2020年に「国際
機関人材選出プロジェクト」を設置しました。協力企業と連携して職員や
指導者、審判員に学習プログラムを提供するなど、日本サッカー界の国
際力向上に貢献できる人材を養成しています。

JFAシンボルマーク
JFA Symbols

シンボルマークのボールを押さえている鳥は、
中国の古典にある三足烏と呼ばれるもので、日
の神＝太陽をシンボル化したものです。日本で
は、神武天皇東征の際に八咫烏が道案内をした
ということもあり、烏には親しみがありました。
旗の黄色は公正を、青は青春を表し、はつらつと
した青春の意気に包まれた日本サッカー協会の
公正の気宇を表現しています。
このマークをもとに、日本代表エンブレムと日本
代表マスコットが作られています。

日本代表エンブレム
Emblem

シンボルマーク
Symbol

日本代表マスコット カラッペ（兄）とカララ（弟）
Mascot

As the governing body of football in Japan, Japan Football Association 

(JFA) aims to cultivate the healthy body and mind of the community and 

contribute to the further development of the society by building a rich 

sports culture through football. JFA is engaged in the following activities 

to accomplish its objective.

 1 Organisation of national teams in each age group and category, 

dispatching teams to various competitions, and hosting international 

competitions.

 2 Organisation of All-Japan Football Championships and other national 

competitions.

 3 Player development, popularisation of football, and education of 

football coaches and referees.

 4 Registration of players, teams, coaches, and o�cials.

 5 Management of intellectual properties and the licensing of 

trademarks.

 6 Social responsibility activities and international contribution.

 7 All other activities required to accomplish the objective of the JFA.

Federation JAPAN FOOTBALL ASSOCIATION (JFA)
Honorary Patron Her Imperial Highness Princess Takamado
President TASHIMA Kohzo
Address JFA HOUSE, Football Ave, Bunkyo-ku, 
 Tokyo, 113-8311 Japan
 Tel   +81-50-2018-1990 
 Fax  +81-3-3830-2005
Establishment 1921
Affiliated to FIFA 1929
Affiliated to AFC 1954
Official website https://www.jfa.jp/eng/

（from left to right）General Secretary and Chief Executive Officer MIYAMOTO 
Tsuneyasu, Vice President HAYASHI Yoshinori, Vice President OKADA Takeshi, 
President TASHIMA Kohzo, Vice President NONOMURA Yoshikazu, Vice President 
TAKATA Haruna

名称 公益財団法人 日本サッカー協会
名誉総裁 高円宮妃久子殿下
会長 田嶋 幸三
所在地 〒113-8311　東京都文京区サッカー通り
  （本郷3丁目10番15号）JFAハウス
電話 050-2018-1990（代表）
FAX 03-3830-2005
協会創立 1921年
FIFA加盟 1929年
AFC加盟 1954年
公式Webサイト https://www.jfa.jp/

（左から）宮本恒靖専務理事、林義規副会長、岡田武史副会長、田嶋幸三会長、野々村芳和副会長、
髙田春奈副会長

組織概要
General Information

JFAは、日本サッカー界を統括し代表する団体として、サッカーを通
じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の発達と社会の発展
に貢献することを目的に活動しています。この目的を達成するため、
以下の事業を行います。

❶ 日本を代表する各年代、各カテゴリーのサッカーチームを組織し、各
種競技会への参加及び代表チームが参加する競技会を開催する
❷ サッカーの全日本選手権大会その他の競技会の開催
❸ サッカー選手の育成、サッカー競技の普及及びサッカーの指導者
並びに審判員の育成
❹ 選手、チーム、指導者及び審判員等の登録
❺ 知的所有権の管理及び商標提供
❻社会貢献及び国際貢献の実施
❼ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

JFAの目的および事業
Objective and Activities

人材育成 Human resource development 組織概要 General Information
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（2023年4月1日現在）（単位：千円）
(Unit:JPY 1,000)

10000
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25000 支出決算
Expenses

収入決算
Revenue

20222021202020192018
（単位：千円）

 (Unit:JPY 1,000)
年度

Fiscal Year

年度
Fiscal Year 2018 2019 2020 2021 2022

収入決算
Revenue 23,425,442 20,076,879 14,852,199 17,977,108 19,111,495

支出決算
Expenses 22,446,285 19,195,390 13,373,773 19,727,862 23,992,713

財政規模
Financial Scale

JFAは、4年の期間で達成すべき目標とその手法を定めた「JFA中期計画」を策定しています。

「JFA中期計画2023-2026」

【継承】
■日本代表の活躍～Japan’s Wayの推進～
全カテゴリートップ代表が国際大会の最高成績を更新している
● 世界の頂点に向けた挑戦
　ナショナルフィロソフィーに基づく改革活動
● 国内コンペティション、リーグの強化
　日程の最適化とシーズン移行の検討
● 指導者の国際化
　海外経験促進とJFAライセンスの価値向上

■スポーツ・サッカーの拡大～Japan`s Wayの推進～
JFA Passport利用者が350万人に到達している
● 登録制度改革
　新制度およびデジタルプラットフォームの構築
● 重点3領域
　キッズ・4種/女子/シニアへの継続アプローチ
● リスペクト、セーフガーディング
　安心・安全のサッカー界全体での実現
● 審判員育成
　全ての人に、フェアで、安心・安全な試合を
● 施策の最適化
　定量指標に基づく普及施策の検証

■新たな成長モデルの構築
ファン、パートナーと新たな価値を創出し、
サッカーの成長を後押ししている
● ファンエンゲージメント
　新たな体験価値の創出とDX推進
● 価値共創
　パートナーとの価値共創の実現
● 新たな収益の柱
　新規事業による成長原資の確保

■社会課題への挑戦
サッカーの持つ多面的な価値を用い、
持続可能な社会に貢献している
● インクルージョン/アクセス・フォー・オール
　誰もがサッカーファミリーの一員として活躍
● 脱炭素化
　事業における炭素排出量の測定、削減
● 心と体の健康・ウェルビーイング
　関連委員会と連携した情報、施策の展開
● スポーツの場の継続提供
　部活動の地域移行支援と教育行政連携

【革新】
■ガバナンス
中央競技団体における世界最高水準の組織統制を整備している
● 強い組織統制
　意思決定機関、事務執行体制の最適化
● 社会規範、要請
　関連団体含む規定、制度、運営のチェック
● スポーツ団体ガバナンスコード
　適合性審査への対応

■財務
環境変化に応じて事業を最適化し、戦略投資を継続している
● 収支均衡
　定常事業での全体収支均衡の実現
● 収入ポートフォリオのシフト
　事業収入の10％以上を新規事業に
● 計画的な戦略投資
　中長期発展を見据えた戦略投資の実行

■人財
新規事業をはじめとした高水準の業務を実行している
● 企画・推進人財の強化
　当該能力要件に基づく人財開発
● 女性活躍、多様性による価値創出
　女性職位就任者を10％増
● 生産性の向上
　業務水準を維持し総労働時間を10％減

■関連団体連携
国内外の関連団体との協働による相乗効果、成長を実現している
● 9地域47FA等の加盟・関連団体支援
　自立的運営のサポート、地域共生の実現
● Jリーグ/WEリーグ連携強化
　トップリーグ連携による施策効果の最大化
● 国際戦略
　FIFA、AFC等への継続的な人財派遣

JFA中期計画2023-2026
JFA Mid-Term Plan 2023-2026

JFA組織図
Organisation Chart

JFA Mid-Term Plan sets out JFA's goals and the means for achieving them over a four year period. 

評議員会
Congress

理事会
Executive Committee

常務理事会
Board of Executive Managing Directors

事務局
Secretariat

司法機関
Judicial Bodies

・規律委員会　・不服申立委員会　・裁定委員会
・Disciplinary Committee

・Ethics and Mediatory Committee
・Appeal Committee

常設委員会
Standing Committees

・国際委員会　・技術委員会　・フットサル委員会
・競技会委員会　・女子委員会　・医学委員会 
・財務委員会　・審判委員会　・法務委員会
・International Committee  ・Technical Committee 　
・Futsal Committee　・Competitions Committee   
・Women's Committee　・Medical Committee 
・Finance Committee　・Referees Committee　
・Legal Committee

專門委員会
Expert Committees

・施設委員会　 ・コンプライアンス委員会 
・リスペクト・フェアプレー委員会  ・社会貢献委員会
・殿堂委員会  ・アスリート委員会
・表彰委員会
・Facilities Committee 　・Compliance Committee　
・Respect and Fairplay Committee 　
・Committee for Social Responsibility 
・Hall of Fame Committee　・Athletes Committee 
・Awards Committee 

特別委員会
Ad-Hoc Committees

・復興支援委員会 　・部活動推進委員会
・Reconstruction Assistance Committee 
・Extracurricular Activities Promotion Committee

大会実施委員会
Organising Committees for Competitions

・天皇杯実施委員会　・国体実施委員会
・Organising Committee for the Emperor's Cup
・Organising Committee for the National Sports Festival

フットボール本部
Football Division

医学・技術管理・
JFAナショナルフットボールセンター推進部

医学・技術管理グループ
JFAナショナルフットボールセンター

推進グループ
JFAメディカルセンターグループ

Medical・Technical Administration 
and JFA National Football Centre 

Department
Medical and Technical
Administration Group

JFA National Football Centre Group
JFA Medical Centre Group

技術部
強化グループ

指導者養成グループ
育成グループ

フットサル・ビーチサッカーグループ

Technical Department
National Teams Group

Coaches' Group
Youth Development Group

Futsal and Beach Soccer Group

審判部
Refereeing Department

国内競技運営部
Domestic Competitions Department

国際競技運営部
International Competitions Department

女子部
Women's Football Department

コミュ二ケーション本部
Communications Division 

プロモーション部
Promotion Department

JFAこころのプロジェクト推進部
JFA KOKORO Project Department

広報部
Communication Department

マーケティング本部
Marketing Division

ライツ・アセットプロデュース部
放送映像グループ
商品事業グループ

Rights and Assets Department
Broadcasting Group

Retail Business Group

セールス＆ディベロップメント部
Sales and Development Department

パートナープロデュース部
Partnership Department

マネジメント本部
Management Division

戦略企画部
Strategic Planning Department

財務部
Finance Department

情報システム部
IT System Department

47FA普及推進部
普及推進グループ

47FA担当グループ
Grassroots and Membership

Department
Growth Group

Prefectural and Regional FA Group

総務部 
秘書グループ 
総務グループ

Administration Department
Secretary Group

General Affairs Group

法務管理部 
Legal Management Department

人事部 
Human Resources Department

国際部
International Relations Department
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JFAの各種業務などを協議・決定する機関です。評議員会
の決議によって選任された31人の理事および監事で構成さ
れ、会長、副会長、専務理事および常務理事は評議員会後に
開催される理事会での互選で決定します。原則として毎月
開催し、会長が議長を務めています。

役職 名前 備考
会長 田嶋 幸三
副会長 岡田 武史
副会長 野々村 芳和 Jリーグ
副会長 林 義規
副会長 髙田 春奈 WEリーグ
専務理事 宮本 恒靖
常務理事 宗政 潤一郎 中国サッカー協会
常務理事 池田 浩
常務理事 三好 豊
理事 石井 肇 北海道サッカー協会
理事 橋本 善一郎 東北サッカー協会
理事 河瀬 淳 関東サッカー協会
理事 中澤 雄一 北信越サッカー協会
理事 尾関 孝昭 東海サッカー協会
理事 山下 和良 関西サッカー協会
理事 秋森 学 四国サッカー協会
理事 竹田 孝 九州サッカー協会
理事 反町 康治
理事 佐々木 則夫
理事 今井 純子
理事 扇谷 健司
理事 山岸 佐知子
理事 金田 喜稔
理事 中野 雄二
理事 山口 香
理事 日比野 暢子
理事 田中 琢二
監事 佐藤 太郎
監事 西本 強
監事 福田 雅

※2023年3月25日現在

理事会
Executive Committee

法人業務が公正に行われているかを監督するため、役員の選任や定款の変更な
どの重要事項を決議する機関です。47都道府県サッカー協会、Jリーグならびに
Jクラブ、WEリーグ、日本フットボールリーグ、日本フットサル連盟、なでしこリー
グ、JFA所属団体、Jリーグ選手会から選出された79人で構成されています。原則
として毎年3月、および必要に応じて開催しています。

評議員会
Congress

所属 名前
公益財団法人北海道サッカー協会 越山 賢一
一般社団法人青森県サッカー協会 大南 博義
公益社団法人岩手県サッカー協会 森 亮
一般社団法人宮城県サッカー協会 鈴木 雅浩
一般社団法人秋田県サッカー協会 安井 誠悦
特定非営利活動法人山形県サッカー協会 桂木 聖彦
一般財団法人福島県サッカー協会 齋藤 寿
公益財団法人茨城県サッカー協会 木内 敏之
公益社団法人栃木県サッカー協会 鈴木 勇
公益社団法人群馬県サッカー協会 竹沢 豊
公益財団法人埼玉県サッカー協会 柏 悦郎
公益社団法人千葉県サッカー協会 片岡 道夫
公益財団法人東京都サッカー協会 大西 正幸
一般社団法人神奈川県サッカー協会 関 佳史
一般社団法人山梨県サッカー協会 秋山 雅門
一般社団法人長野県サッカー協会 下条 夫美子
一般社団法人新潟県サッカー協会 渡邉 滋
公益社団法人富山県サッカー協会 根塚 武
一般社団法人石川県サッカー協会 小石 一寛
一般社団法人福井県サッカー協会 西村 昭治
一般財団法人静岡県サッカー協会 大石 剛
公益財団法人愛知県サッカー協会 新井 忠
一般社団法人三重県サッカー協会 山本 久徳
一般財団法人岐阜県サッカー協会 森 進一
公益社団法人滋賀県サッカー協会 前田 康一
一般社団法人京都府サッカー協会 乘本 敏宏
一般社団法人大阪府サッカー協会 梶川 哲郎
一般社団法人兵庫県サッカー協会 林 啓司
一般社団法人奈良県サッカー協会 山口 浩
一般社団法人和歌山県サッカー協会 中西 朋子
一般財団法人鳥取県サッカー協会 黒見 博
一般社団法人島根県サッカー協会 金築 弘
一般財団法人岡山県サッカー協会 番場 伸幸
公益財団法人広島県サッカー協会 羽原 靖明
一般社団法人山口県サッカー協会 小林 訓二
一般社団法人香川県サッカー協会 嶋 靖博
一般社団法人徳島県サッカー協会 河野 曉
一般社団法人愛媛県サッカー協会 堀内 久勝
一般社団法人高知県サッカー協会 松木 泰則
公益社団法人福岡県サッカー協会 井手 春芳 ※2023年3月25日現在

所属 名前
一般社団法人佐賀県サッカー協会 本村 正信
一般社団法人長崎県サッカー協会 末吉 成仁
一般社団法人熊本県サッカー協会 藤山 直秀
一般社団法人大分県サッカー協会 大場 俊二
一般社団法人宮崎県サッカー協会 柳田 和洋
一般社団法人鹿児島県サッカー協会 東條 健一
一般社団法人沖縄県サッカー協会 宮城 淳也
株式会社コンサドーレ 三上 大勝
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 小泉 文明
浦和レッドダイヤモンズ株式会社 田口 誠
東京フットボールクラブ株式会社 川岸 滋也
株式会社川崎フロンターレ 吉田 明宏
横浜マリノス株式会社 中山 昭宏
株式会社横浜フリエスポーツクラブ 木村 遼
株式会社湘南ベルマーレ 坂本 紘司
株式会社日立柏レイソル 瀧川 龍一郎
株式会社アルビレックス新潟 中野 幸夫
株式会社名古屋グランパスエイト 小西 工己
株式会社京都パープルサンガ 伊藤 雅章
株式会社ガンバ大阪 小野 忠史
株式会社セレッソ大阪 森島 寛晃
楽天ヴィッセル神戸株式会社 千布 勇気
株式会社サンフレッチェ広島 仙田 信吾
アビスパ福岡株式会社 川森 敬史
株式会社サガン・ドリームス 小柳 智之
公益社団法人日本プロサッカーリーグ 勝澤 健
一般社団法人日本フットボールリーグ 加藤 桂三
一般社団法人日本女子サッカーリーグ 玉田 稔
一般財団法人日本フットサル連盟 原田 理人
一般財団法人全日本大学サッカー連盟 櫻井 友
一般財団法人全国社会人サッカー連盟 鈴木 秀夫
公益財団法人全国高等学校体育連盟 玉生 謙介
一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 堀 祐介
公益財団法人日本中学校体育連盟 秋田 太一
一般社団法人日本プロサッカー選手会 吉田 麻也
一般財団法人日本ビーチサッカー連盟 河原塚 毅
公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 小林 美由紀
一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 山本 康太
特定非営利活動法人日本サッカー指導者協会 石川 慎之助

The Executive Committee is the executive body of JFA that 

deliberates and makes important policy decisions related to 

JFA's activities. It is composed of 31 Executive Committee 

Members selected and appointed through a resolution by the 

Congress. The President, Vice President, General Secretary and 

CEO, and Standing Members of the Executive Committee are 

selected at the Executive Committee Meeting held immediately 

after the Congress. 

In principle, the Executive Committee is convened every month 

and is chaired by the President.

The Congress is a decision-making body of JFA that resolves important matters such 

as the appointment of executives and amendment of the articles of incorporation. It 

also supervises JFA's corporate activities in order to ensure that they are conducted 

fairly. It comprises 79 members selected from the 47 Prefectural Football Associations, 

J.League and J.League Clubs, WE League, Japan Football League, Japan Futsal 

Federation, Nadeshiko League, JFA member organisations, and the Japan Pro-

Footballers Association. In principle, the Congress is convened in March every year and 

as necessary.

関連組織図
Organisation Structure

関連施設
Related Facilities

サッカー文化創造拠点（仮） ※2023年秋開業予定
A Communication Plaza for Football Culture (TBC)

In autumn 2023, JFA will open a next-generation "Communication Plaza for Football 

Culture"(TBC). Located inside Tokyo Dome City in Bunkyo-ku, Tokyo, it will offer fans new 

experience-based special content, digital exhibitions, as well as shops and restaurants.

2023年秋、東京都文京区の「東京ドームシティ」内に次世代型の「サッカー文
化創造拠点（仮）」を開業します。筑波大学デジタルネイチャー開発研究セン
ター・落合陽一氏の監修のもと、サッカーをより身近に楽しく感じられる体験
型コンテンツやデジタル展示、飲食や物販エリア等を併設します。

47都道府県体育協会など

全日本大学サッカー連盟/全国社会人サッカー連盟/
全国自治体職員サッカー連盟/全国自衛隊サッカー
連盟/全国専門学校サッカー連盟/全国高等専門学
校サッカー連盟 /全国高等学校体育連盟サッカー部
/日本クラブユースサッカー連盟/日本中学校体育連
盟サッカー部/日本フットサル連盟 /全日本大学女子
サッカー連盟 /日本プロサッカー選手会/日本障がい
者サッカー連盟 /日本ビーチサッカー連盟

日本女子フットサルリーグ
Japan Women's Futsal League

Japanese

日本女子プロサッカーリーグ
Japan Women’s Empowerment 
Professional Football League

日本女子サッカーリーグ
Japan Women's Football League
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   日本は、グループステージを2勝1分けで突破。ラウンド16でト 
   ルコに惜敗するも堂々のベスト16入り。この大会は、“笑顔 

   のワールドカップ”として歴史に刻まれた。また、同年、日本 

   は韓国とともにFIFAフェアプレー賞を受賞。
 7  第10代会長に川淵三郎
 8  小倉純二副会長がFIFA理事に就任
 10  ｢キャプテンズ・ミッション」を策定（後に「プレジデンツ・
  ミッション」）
 11  JFA名誉総裁 高円宮憲仁親王殿下薨去
2003 3  高円宮妃久子殿下が名誉総裁にご就任
 9  JFAハウスが誕生
 12  JFAハウスに日本サッカーミュージアムをオープン
2004 7-8  日本代表、AFCアジアカップ（中国）で2大会連続優勝
2005 1 ｢JFA2005年宣言」（1月1日）
 　    「DREAM～夢があるから強くなる」をスローガンに、  

  JFAの理念、ビジョン、達成目標を発表。

 5 日本サッカー殿堂を設立
 12  TOYOTAプレゼンツFIFAクラブワールドカップを開催 

 （～2008年、2011～12年、2015～16年）
2006 4 JFAアカデミー福島、開校
2007 4  ｢JFAこころのプロジェクト」をスタート
   サッカー選手をはじめ、各競技のアスリートらが「夢先生
      （ユメセン）」として全国の小学校などで「夢の教室」を開催。
 9  日本フットサルリーグ（Fリーグ）開幕
2008 7  第11代会長に犬飼基昭
 8  なでしこジャパン、北京オリンピックで4位入賞
2009 4  JFAアカデミー熊本宇城、開校
 8  JFAメディカルセンターをJヴィレッジにオープン
 9  アジアサッカーの発展を目指す「JFAドリームアジア

プロジェクト」をスタート
2010 6-7  SAMURAI BLUE、FIFAワールドカップ（南アフリカ）で 

 ベスト16
 7  第12代会長に小倉純二
 9  U-17日本女子代表、FIFA U-17女子ワールドカップ（トリ 

 ニダード・トバゴ）で準優勝
2011 1  SAMURAI BLUE、AFCアジアカップ（カタール）で4度 

 目の優勝
 6-7  なでしこジャパン、FIFA女子ワールドカップ（ドイツ）で 

 初優勝
 　   澤穂希が大会MVPと得点王に輝き、チームはFIFAフェアプ 

  レー賞を受賞。
 8  なでしこジャパンが国民栄誉賞を受賞
2012 1  FIFAバロンドール2011で澤穂希がFIFA女子年間最
  優秀選手賞、佐々木則夫監督が女子年間最優秀監督 
  賞を、日本サッカー協会がFIFAフェアプレー賞を受賞

 4  公益財団法人日本サッカー協会に組織変更
 4  JFAアカデミー堺、開校
 6  第13代会長に大仁邦彌
 7-8  U-23日本代表、ロンドンオリンピックで4位
   なでしこジャパン、ロンドンオリンピックで銀メダル
 8-9  FIFA U-20女子ワールドカップを開催／U-20日本女 

 子代表が3位
2014 3-4  U-17日本女子代表、FIFAU-17女子ワールドカップ 

 （コスタリカ）で初優勝
 3  Jリーグ、3部制に（J1・J2・J3）

  Cup Korea/Japan (JAWOC) is established.
1998 Jun.-Jul. Japan appears in the 1998 FIFA World Cup France TM.
 Jul.  OKANO Shunichiro becomes the JFA's ninth president. 
1999 Mar.  J.League introduces a two-division format (J1 and J2). 
 Apr.  U-20 Japan National Team finishes as Runner-up in 
  the 10th FIFA World Youth Championship in Nigeria.
2000 Oct. Japan is crowned champions for the second time
  at the AFC Asian Cup Lebanon 2000.
2001 May-Jun. Japan hosts the FIFA Confederations Cup Korea/Japan 2001TM.
  Japan finishes as runner-up.
2002 May-Jun. Japan co-hosts the FIFA World CupTM with Korea
  Republic and reaches the Round of 16.
 　   The first-ever jointly hosted World Cup 
 　   strengthens the relationship between Japan and
 　   Korea Republic. The warmth and camaraderie
 　   between players and fans earn the tournament
 　   the moniker "The World Cup of Smiles."
 Jul.  KAWABUCHI Saburo becomes the JFA's 10th president.
 Aug. JFA Vice-President OGURA Junji becomes the third Japanese
  to be appointed to the FIFA Executive Committee.
 Oct. The Captain's Mission (later renamed the "President's
  Mission") is implemented to introduce strategies for 
  improving football infrastructure and growing the game.
 Nov. JFA Honorary Patron His Imperial Highness 
  Prince Takamado passes away. 
2003 Mar.  Her Imperial Highness Princess Takamado
  becomes Honorary Patron of the JFA.
 Sep.  JFA House opens in Hongo, Tokyo, housing the 
  new headquarters of the JFA, J.League, and 
  associated groups and organisations.
 Dec. The Japan Football Museum opens at JFA House.
2004 Jul.-Aug.  Japan wins the AFC Asian Cup for two consecutive
  editions.
2005 Jan.  The JFA Declaration 2005 (1 Jan.) is announced.
  The declaration sets out the JFA philosophy and vision
  under the slogan "DREAM - Courage to Achieve."
 May  Japan Football Hall of Fame is established at JFA House.
 Dec. Japan hosts the FIFA Club World Championship TOYOTA 
  Cup (currently FIFA Club World CupTM／also held in 
  2006-2008, 2011, 2012, 2015 and 2016).
2006 Apr. The JFA Academy Fukushima opens.
2007 Apr. The "JFA Kokoro Project" is launched. Both current and
  retired players are dispatched to elementary schools
  to give lectures on the power of dreams and the
  importance of resilience.
 Sep.  The F.League (Japan Futsal League) is launched.
2008 Jul. INUKAI Motoaki becomes the JFA's 11th president.
 Aug. U-23 Japan National Team and Nadeshiko Japan
  participate in the Beijing Olympic Games. Nadeshiko
  Japan places fourth.
2009 Apr. The JFA Academy Kumamoto-Uki opens.
 Aug.  The JFA Medical Center opens in the J. Village in Fukushima.
 Sep. The JFA Dream Asia Project is launched for the further
  development of Asian football.
2010 Jun.-Jul.  SAMURAI BLUE appears in the 2010 FIFA World Cup
  South AfricaTM and reaches the Round of 16.
 Jul.  OGURA Junji becomes the JFA's 12th president.
 Sep.  U-17 Japan Women's National Team finishes as runner-up at the
  FIFA U-17 Women's World Cup Trinidad & Tobago 2010™.
2011 Jan. SAMURAI BLUE is crowned champions for the fourth
  time at the AFC Asian Cup Qatar 2011.
 Jun.-Jul. Nadeshiko Japan wins the FIFA Women's World Cup 
  Germany 2011TM, its first world champion title.
 　   Japan receives the FIFA Fair Play Award and

 　   SAWA Homare wins the awards for Top Scorer and 

 　   Player of the Tournament.

 Aug.  Nadeshiko Japan receives the People's Honour Award for its
  outstanding achievement in the FIFA Women's World CupTM.
2012 Jan.  SAWA Homare is awarded the FIFA Women's World 
  Player of the Year, Head Coach SASAKI Norio is 

1921 9 大日本蹴球協会創立（9月10日）、初代会長に今村次吉
  が就任

    1919年にイングランドサッカー協会（The FA）からFAシル
   バーカップが寄贈されたことを機に大日本蹴球協会が創設さ
   れる。

 11  ア式蹴球全国優勝競技会（現、天皇杯日本サッカー
選手権大会）開催

1929 5 国際サッカー連盟（FIFA）に加盟
1935 5 第2代会長に深尾隆太郎
1936 8 日本代表、ベルリンオリンピックでベスト8
 　   初めて出場したオリンピックで優勝候補のスウェーデンを3-2

   で破る大金星（「ベルリンの奇跡」）。川本泰三がオリンピックに
   おける日本人初ゴールを決める。
1947 4 第3代会長に高橋龍太郎
1950 9 FIFAに再加盟
1954 3 日本代表、FIFAワールドカップ予選（スイス）に初参加
 10 アジアサッカー連盟（AFC）に加盟
1955 4 第4代会長に野津謙
1958 5 市田左右一常務理事がFIFA理事に就任
1960 8  西ドイツサッカー協会からデットマール・クラマーを日本 

 代表初の外国人コーチとして招へい
1964 10 東京オリンピックを開催。日本代表、ベスト8
1965 6 日本初の全国リーグ、日本サッカーリーグ（JSL）が開幕
1968 10 日本代表、メキシコオリンピックで銅メダル
 　   日本代表は、南米やヨーロッパの強豪を打ち破る快進撃を見 

  せ、地元メキシコとの3位決定戦を制して銅メダルを獲 

  得。釜本邦茂が得点王に輝いたほか、この年に新設さ
   れたFIFAフェアプレー賞を受賞。翌年にはユネスコの1968

   年度フェアプレー賞を受賞。
1969 4 野津謙会長がFIFA理事に就任
1970 6 丸山義行審判員が日本人として初めてFIFAワールド
  カップ（メキシコ）に参加
1974 8 財団法人化。財団法人日本サッカー協会に組織変更
1976 3 第5代会長に平井富三郎
1977 8 セントラルトレーニングセンター制度を新設（1980 
  年よりナショナルトレーニングセンター制度「ナショナル 
  トレセン」に）。
1978 5 ジャパンカップ（現、キリンカップサッカー）がスタート
1979 8-9  FIFAワールドユーストーナメント（現、FIFA U-20ワー 

 ルドカップ）を開催
1981 2  第1回トヨタヨーロッパ/サウスアメリカカップを開催（～ 

 2004年）
1986 5  プロ選手の登録「スペシャルライセンスプレーヤー制度」 

 を導入
1987 4 高円宮憲仁親王殿下が名誉総裁にご就任
 4 第6代会長に藤田静夫
1989 9  日本女子サッカーリーグ（現、なでしこリーグ）がスタート
 11  2002FIFAワールドカップの開催地として正式に立候
  補を表明
1991 11  日本女子代表、第1回FIFA女子世界選手権（中国／現、FIFA 

 女子ワールドカップ）に出場
 11  社団法人日本プロサッカーリーグ設立（10クラブが加盟）
1992 5 第7代会長に島田秀夫
 10-11  日本代表、第10回AFCアジアカップ（広島）で初優勝
1993 5 Jリーグ開幕（5月15日）
 8-9  FIFA U-17選手権（現、FIFA U-17ワールドカップ）を開催
1994 5 第8代会長に長沼健
1996 5  2002FIFAワールドカップ、日本と韓国の共同開催が決定
1997 12  財団法人2002年FIFAワールドカップ日本組織委員会 

 (JAWOC）設立
1998 6-7  日本代表、FIFAワールドカップ（フランス）に初出場
 7  第9代会長に岡野俊一郎
1999 3  Jリーグ、1・2部制（J1・J2）を導入
 4  U-20日本代表が第10回FIFAワールドユース（ナイジェ 

 リア／現、FIFA U-20ワールドカップ）で準優勝
2000 10  日本代表、AFCアジアカップ（レバノン）で2度目の優勝
2001 5-6  FIFAコンフェデレーションズカップを韓国と共同開催／
  日本代表、準優勝、FIFAフェアプレー賞
2002 5-6  2002FIFAワールドカップを韓国と共同開催／日本代 

 表、ベスト16。

1921 Sep. The Dai-Nippon Shukyu Kyokai (“Greater Japan
  Football Association”) is founded, with 
  IMAMURA Jikichi as its first president.

   Its founding was prompted by The Football
   Association (The FA) presenting Japan with the FA

   Silver Cup in 1919.

 Nov. The inaugural National Association Football Tournament
  (now known as the Emperor's Cup) is held.
1929 May  The JFA joins FIFA.
1935 May  FUKAO Ryutaro becomes the JFA's second president.

1936 Aug. Japan participates in the Berlin Olympic Games (quarterfinalist).
 　   KAWAMOTO Taizo scores Japan's first Olympic goal as Japan defeats 

   Sweden 3-2, a result that becomes known as the "Miracle of

    Berlin." The team makes it through to the quarter-finals.

1947 Apr. TAKAHASHI Ryutaro becomes the JFA's third president.

1950 Sep. The JFA re-joins FIFA.
1954 Mar. Japan takes part in regional qualifiers for the
  FIFA World CupTM in Switzerland. 
 Oct. The JFA joins the AFC.
1955 Apr. NOZU Yuzuru becomes the JFA's fourth president.

1958 May ICHIDA Soichi becomes the first Japanese to be 
  appointed to the FIFA Executive Committee.
1960 Aug.  Dettmar CRAMER (Germany) is invited
  to coach the Japan National Team.
1964 Oct. Japan participates in the Tokyo Olympic Games
  （quarterfinalist）.
1965 Jun. Japan Soccer League（JSL）kicks off as the Japan's
  first national league.
1968 Oct. Japan participates in the Mexico City Olympic 
  Games （bronze medalist）.
1969 Apr. JFA President NOZU Yuzuru (Vice President of the AFC)
  is appointed to the FIFA Executive Committee.
1970 Jun. MARUYAMA Yoshiyuki becomes the first Japanese referee to
  officiate at the 1970 FIFA World Cup Mexico TM.
1974 Aug. The JFA is incorporated as a juridical foundation.
1976 Mar. HIRAI Tomisaburo becomes the JFA's fifth president.
1977 Aug. The National Training Centre opens, providing an
  elite training programme for outstanding players 
  from around the country.
1978 May The Japan Cup (later known as the Kirin Cup
  Soccer) is held for the first time.
1979 Aug.-Sep. Japan hosts the 2nd FIFA World Youth Championship
  （currently the FIFA U-20 World CupTM）.
1981 Feb. The 1st TOYOTA European/South American
  Cup is held (～2004).
1986 May The Players' Special Licencing System, which allows for a 
  limited number of professional players, is introduced.
1987 Apr. His Imperial Highness Prince Takamado 
  becomes Honorary Patron of the JFA.
 Apr. FUJITA Shizuo becomes the JFA's sixth president. 
1989 Sep. Japan Women's Football League (now known
  as Nadeshiko League) kicks off.
 Nov. Japan officially declares its candidacy as host
  for the 2002 FIFA World CupTM. 
1991 Nov. Japan participates in the 1st FIFA Women's World
  Championship (currently the FIFA Women's
  World CupTM) .
 Nov. The Japan Professional Football League is
  established as a legal corporation (10 clubs).
1992 May SHIMADA Hideo becomes the JFA's seventh president.
 Oct.-Nov.  The 10th Asian Cup is held in Hiroshima. Japan 
  becomes Asian champions for the first time.
1993 May Japan Professional Football League (J.League) 
  kicks off (15 May).
 Aug.-Sep. Japan hosts the 2nd FIFA U-17 World Championship 
  (currently the FIFA U-17 World CupTM ).
1994 May  NAGANUMA Ken becomes the JFA's eighth president.
1996 May  FIFA announces that the 2002 FIFA World CupTM will
  be co-hosted by Japan and Korea Republic.
1997 Dec. Japan Organising Committee for the 2002 FIFA World

年　　　　　   月 年　　　　　   月Year      Month Year      Month
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■カテゴリー別　JFA登録数（2021年度）
　Number of Registration in the year 2021

■指導者／審判員登録数の推移
　Changes in the number of registered coaches / referees

サッカーチーム
Football Teams 26,596 サッカー選手

Football Players 826,906 サッカー監督
Football Head Coaches 9,530 フットサルチーム

Futsal Teams 2,139

フットサル選手
Futsal Players 33,992 フットサル監督

Futsal Head Coaches 1,411 サッカー審判員
Football Referees 267,572 フットサル審判員

Futsal Referees 21,756

サッカー審判
インストラクター
Football Referee 
Instructors

2,819
フットサル審判
インストラクター
Futsal Referee 
Instructors

584 サッカー指導者
Football Coaches 84,929

登録数合計
（チーム登録数は除く） 
Total

1,371,255フットサル指導者
Futsal Coaches 1,848 キッズリーダー（任意登録）

Kid's Leaders 853 協会役員
Officers 1,701

■加盟サッカーチーム数の推移
　Changes in the number of affiliated football teams

1980 1990 2000 2010 2021

第1種
Class 1 3,697 5,186 8,144 6,946 4,510

第2種
Class 2 3,117 3,976 4,295 4,151 3,952

第3種
Class 3 1,718 4,388 6,379 7,142 7,218

第4種
Class 4 2,967 7,469 8,129 8,399 8,257

女子
Women 111 573 993 1,226 1,321

シニア
Seniors ー ー 196 724 1,338

計
Total 11,610 21,592 28,136 28,588 26,596

2007 2009 2011 2013 2021

57,779 61,291 67,483 73,555 84,929

サッカー指導者　
Football Coaches

2007 2009 2011 2013 2021

192,207 203,727 220,459 246,669 267,572

サッカー審判員　
Football Referees

※フットサルチーム・選手（個人）およびフットサル指導者の登録は2014年度よりス
タート

2007 2009 2011 2013 2021

21,150 23,355 23,876 24,752 21,756

フットサル審判員　
Futsal Referees

■加盟サッカー選手数の推移
　Changes in the number of registered football players

1980 1990 2000 2010 2021

第1種
Class 1 74,931 113,786 180,094 167,885 124,552

第2種
Class 2 90,241 139,818 153,840 156,893 167,685

第3種
Class 3 50,739 146,701 204,223 238,713 211,356

第4種
Class 4 91,530 247,674 233,043 292,934 253,410

女子
Women 2,290 11,992 19,147 25,278 28,005

シニア
Seniors ー ー 4,669 19,177 41,898

計
Total 309,731 659,971 795,016 900,880 826,906

第1種：年齢制限のないチーム
第2種：18歳未満の選手で構成されるチーム
第3種：15歳未満の選手で構成されるチーム
第4種：12歳未満の選手で構成されるチーム
女子  ：女性で構成されるチーム（12歳未満の選手は第4種チーム登録）
シニア：40歳以上で構成されるチーム
＊ 第２種、第３種、第４種の場合、それぞれ高校在学中、中学校在学中、小学校在学中
の選手にはこの年齢制限を適応しない。

Class 1: Teams with no age restrictions 
Class 2: Teams comprising players under 18 years old 
Class 3: Teams comprising players under 15 years old 
Class 4: Teams comprising players under 12 years old 
Women: Teams comprising female players (Players under 12 years old are 
registered under Class 4 teams) 
Seniors: Teams comprising players who are 40 years old and above 

＊For Classes 2, 3, and 4, the age restrictions do not apply to players 
currently enrolled in senior high school, junior high school, and 
elementary school respectively.

 5 ｢JFAグラスルーツ宣言」を表明
 5 なでしこジャパン、AFC女子アジアカップ（ベトナム）で 
  初優勝
   宮間あやがMVP、チームはフェアプレー賞を受賞。
2015 3  ｢JFAのバリュー」を策定
 4 一般財団法人日本ビーチサッカー連盟（JBSF）設立
 4 JFAアカデミー今治、開校
 4 田嶋幸三副会長がFIFA理事に就任
 6-7  なでしこジャパン、FIFA女子ワールドカップ（カナダ）で
  準優勝
2016 1 U-23日本代表、AFC U-23選手権（カタール）で初優勝
 3  第14代会長に田嶋幸三
 4  一般社団法人日本障がい者サッカー連盟（JIFF）設立
 11-12 U-20日本女子代表、FIFA U-20女子ワールドカップ 
  （パプアニューギニア）で3位
 12 FIFAクラブワールドカップで鹿島アントラーズが
  準優勝
2017 ５ 日本女子フットサルリーグ開幕
2018 4 なでしこジャパン、AFC女子アジアカップ（ヨルダン）で
  2大会連続優勝 　  
   岩渕真奈がMVP、チームはフェアプレー賞を受賞。
 6-7 SAMURAI BLUE、FIFAワールドカップ（ロシア）でベス 
  ト16
 8 U-20日本女子代表、FIFA U-20女子ワールドカップ（フ
  ランス）で初優勝
   2011年のFIFA女子ワールドカップ優勝、2017年のFIFA

   U-17女子ワールドカップ優勝に続き、世界初の3カテゴリー
   で優勝。
2019 4 Jヴィレッジが復興のシンボルとしてグランドオープン
  （全面営業再開）
 5 国際女性デーに合わせて、3月8日を「女子サッカー 
  デー」とすることを決定
 5 「JFAサッカーファミリー安全保護宣言」を発表
   暴力・暴言等などの根絶、医科学的なサポートなどサッカーファ 

   ミリー全員が安心・安全にサッカーを楽しめるための環境を 

   整備。のちに「JFAセーフガーディングポリシー」に包括
2020 4 高円宮記念JFA夢フィールドが完成
 4 新型コロナウイルス感染症対策 JFAサッカーファミ 
  リー支援事業を開始
 6 一般社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ） 
  設立
 10 WEリーグ参加の11クラブ決定
2021 7-8 U-24日本代表、東京オリンピックで4位
 8 ビーチサッカー日本代表、FIFAビーチサッカーワールド 
  カップ（ロシア）で準優勝
 9 JFA100周年セレブレーションを開催（9月10日）
  WEリーグ開幕（9月12日）
 1 1 「JFAセーフガーディングポリシー」を策定
   子どもたちがサッカーを安心・安全に楽しめる環境を守り、子ど
   もたちをエンパワーするため、サッカーファミリーのよりどころ
   となるポリシーを提示
2022 10 U-20日本女子代表、FIFA U-20女子ワールドカップ（コ 
  スタリカ）で準優勝
 10 国民体育大会に少年女子（U-16）の部が新設
 1 1 JFA初の公式アプリ「JFA Passport」配信開始
 12 「JFA全日本U-15女子サッカー選手権大会」に高円 
  宮妃杯が下賜

  awarded the FIFA World Coach of the Year for the 
  Women's Football and the JFA receives the FIFA
  Fair Play Award at the FIFA Ballon d'Or 2011.
2012 Apr. The JFA becomes a public interest incorporated foundation.
 Apr. The JFA Academy Sakai opens.
 Jun. DAINI Kuniya becomes the JFA's 13th president.
 Jul.-Aug. U-23 Japan National Team and Nadeshiko Japan participate in
  the London Olympic Games. Nadeshiko Japan wins the
  silver medal and Japan's U-23 places fourth.
 Aug.-Sep. Japan hosts the FIFA U-20 Women's World CupTM. 
  U-20 Japan Women's National Team finishes third.
2014 Mar.-Apr.  U-17 Japan Women's National Team wins the FIFA U-17
  Women's World Cup Costa Rica 2014TM and captures 
  its first world champion title.
 Mar.  The J.League adopts a three-tier structure (J1, J2, J3).
 May  JFA announces “The JFA Declaration on Grassroots Football”.
 May Nadeshiko Japan wins the AFC Women’s Asian Cup,
  held in Vietnam, for the first time ever.
2015 Mar. JFA introduces “The JFA Values”.
 Apr. Japan Beach Soccer Federation (JBSF) is established.
 Apr. The JFA Academy Imabari opens.
 Apr. JFA Vice President TASHIMA Kohzo becomes 
  the fourth Japanese to be appointed to the 
  FIFA Executive Committee.
 Jun.-Jul. Nadeshiko Japan appears in the FIFA Women's
  World Cup Canada 2015TM and finishes runner-up.
2016 Jan. U-23 Japan National Team wins the AFC U-23
  Championship Qatar 2016 and is crowned 
  champions for the first time.
 Mar. TASHIMA Kohzo becomes the JFA's 14th president.
 Nov.-Dec. U-20 Japan Women's National Team appears in 
  the FIFA U-20 Women's World Cup Papua New 
  Guinea 2016TM and finishes third.
 Dec. Kashima Antlers finishes runner-up at the
  FIFA Club World CupTM.
2017 May The inaugural Women's F.League  （Japan Women's 
  Futsal League）kicks off.
2018 Apr. Nadeshiko Japan wins its second consecutive AFC 
  Women's Asian Cup, in Jordan.
 Jun.-Jul. SAMURAI BLUE appears in the 2018 FIFA World Cup
  RussiaTM and reaches the Round of 16. 
 Aug. U-20 Japan Women's National Team wins the FIFA
  U-20 Women's World Cup France 2018TM , its first
  world champion title.
2019 Apr. A grand opening is held for J-Village as a symbol of 
  reconstruction, resuming full operation.
 May JFA designates March 8 as “JFA Women’s Football 
  Day”, coinciding with International Women’s Day.
 May JFA announces “The Declaration – Ensure Safety of 
  Football Family”.
2020 Apr. Prince Takamado Memorial JFA YUME Field is completed.
 Apr. JFA launches support projects for members of the JFA Football
  Family in response to COVID-19.
 Jun. Japan Women’s Empowerment Professional Football 
  League (WE LEAGUE) is established.
 Oct. The WE LEAGUE’s 11 inaugural clubs are decided.
2021 Jul.-Aug. U-24 Japan  National Team appears in the Tokyo
  Olympic Games and finishes fourth.
 Aug. Japan Beach Soccer National Team appears in the FIFA Beach
  Soccer World Cup Russia 2021TM and finishes runner-up.
 Sep. The JFA 100th Anniversary Celebration is held
  (10 September).
  WE League kicks off (12 September).
 Nov. JFA establishes the “JFA Safeguarding Policy”.
2022 Sep. U-20 Japan Women's National Team finishes as
  runner-up at the FIFA U-20 Women's World Cup
  Costa Rica 2022™
 Nov. JFA’s official mobile app "JFA Passport" launched

WEリーグ開幕

ー敬称略ー

年　　　　　   月 Year      Month
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開催年 Year 大会名 Competition 監督 Head Coach 成績 Result

1968 メキシコオリンピック 長沼 健 3位（銅メダル）
Olympic Games （Mexico） NAGANUMA Ken 3rd place

1992 AFCアジアカップ（広島） ハンス・オフト 優 勝
AFC Asian Cup Japan 1992 Hans OOFT Champions

1998 FIFAワールドカップ（フランス） 岡田 武史 グループステージ敗退
1998 FIFA World Cup FranceTM OKADA Takeshi Group stage

2000 AFCアジアカップ（レバノン） フィリップ・トルシエ 優 勝
AFC Asian Cup Lebanon 2000 Philippe TROUSSIER Champions

2001 FIFAコンフェデレーションズカップ（日本・韓国） フィリップ・トルシエ 準優勝
FIFA Confederations Cup Korea/Japan 2001TM Philippe TROUSSIER Runner-up

2002 FIFAワールドカップ（日本・韓国） フィリップ・トルシエ ベスト16
2002 FIFA World Cup Korea/JapanTM Philippe TROUSSIER Round of 16

2003 FIFAコンフェデレーションズカップ（フランス） ジーコ グループステージ敗退
FIFA Confederations Cup France 2003TM Zico Group stage

2004 AFCアジアカップ（中国） ジーコ 優 勝
AFC Asian Cup China 2004 Zico Champions

2005 FIFAコンフェデレーションズカップ（ドイツ） ジーコ グループステージ敗退
FIFA Confederations Cup Germany 2005TM Zico Group stage

2006 FIFAワールドカップ（ドイツ） ジーコ グループステージ敗退
2006 FIFA World Cup GermanyTM Zico Group stage

2007 AFCアジアカップ（タイ・ベトナム・マレーシア・インドネシア） イビチャ・オシム 4位
AFC Asian Cup 2007  （Thailand/Vietnam/Malaysia/Indonesia） Ivica OSIM 4th place

2010 FIFAワールドカップ（南アフリカ） 岡田 武史 ベスト16
2010 FIFA World Cup South AfricaTM OKADA Takeshi Round of 16

2011 AFCアジアカップ（カタール） アルベルト・ザッケローニ 優 勝
AFC Asian Cup Qatar 2011 Alberto ZACCHERONI Champions

2013 FIFAコンフェデレーションズカップ（ブラジル） アルベルト・ザッケローニ グループステージ敗退
FIFA Confederations Cup Brazil 2013TM Alberto ZACCHERONI Group stage

2014 FIFAワールドカップ（ブラジル） アルベルト・ザッケローニ グループステージ敗退
2014 FIFA World Cup Brazil 2014TM Alberto ZACCHERONI Group stage

2015 AFCアジアカップ（オーストラリア） ハビエル・アギーレ ベスト8
AFC Asian Cup Australia 2015 Javier AGUIRRE Quarterfinals

2018 FIFAワールドカップ（ロシア） 西野 朗 ベスト16
2018 FIFA World Cup RussiaTM NISHINO Akira Round of 16

2019 AFCアジアカップ（UAE） 森保 一 準優勝
AFC Asian Cup UAE 2019 MORIYASU Hajime Runner-up

2022 FIFAワールドカップ（カタール） 森保 一 ベスト16
2022 FIFA World Cup Qatar™ MORIYASU Hajime Round of 16

■主要国際大会　戦績
　Major international competitions

名前 Name 期間 Period

ハンス・オフト（オランダ） 1992年5月 ～ 1993年10月
Hans OOFT 1992 May 1993 October

パウロ・ロベルト・ファルカン（ブラジル） 1994年5月 ～ 1994年10月
Paulo Roberto FALCÃO 1994 May 1994 October

加茂 周 1995年1月 ～ 1997年10月
KAMO Shu 1995 January 1997 October

岡田 武史 1997年10月 ～ 1998年6月
OKADA Takeshi 1997 October 1998 June

フィリップ・トルシエ（フランス） 1998年10月 ～ 2002年6月
Philippe TROUSSIER 1998 October 2002 June

ジーコ（ブラジル） 2002年7月 ～ 2006年6月
Zico 2002 July 2006 June

イビチャ・オシム（オーストリア／ボスニア・ヘルツェゴビナ） 2006年7月 ～ 2007年12月
Ivica OSIM 2006 July 2007 December

岡田 武史 2007年12月 ～ 2010年8月
OKADA Takeshi 2007 December 2010 August

アルベルト・ザッケローニ（イタリア） 2010年9月 ～ 2014年7月
Alberto ZACCHERONI 2010 September 2014 July

ハビエル・アギーレ（メキシコ） 2014年8月 ～ 2015年2月
Javier AGUIRRE 2014 August 2015 February

ヴァイッド・ハリルホジッチ（フランス） 2015年3月 ～ 2018年4月
Vahid HALILHODZIC 2015 March 2018 April

西野 朗 2018年4月 ～ 2018年7月
NISHINO Akira 2018 April 2018 July

森保 一 2018年7月 ～
MORIYASU Hajime 2018 July

■歴代監督一覧 （1992年のAFCアジアカップ以降）
　List of Head Coaches (since the 1992 AFC Asian Cup)

SAMURAI BLUE（日本代表） なでしこジャパン（日本女子代表）
Nadeshiko Japan

■歴代監督一覧
　List of Head Coaches 

開催年 Year 大会名 Competition 監督 Head Coach 成績 Result

１９９１ FIFA女子ワールドカップ（中国） 鈴木 保 グループステージ敗退
FIFA Women's World Championship （China）※ SUZUKI Tamotsu Group stage

１９９５ FIFA女子ワールドカップ（スウェーデン） 鈴木 保 ベスト8
FIFA Women's World Championship （Sweden）※ SUZUKI Tamotsu Quarterfinals

１９９６ アトランタオリンピック 鈴木 保 グループステージ敗退
Olympic Games （Atlanta） SUZUKI Tamotsu Group stage

１９９９ FIFA女子ワールドカップ（アメリカ） 宮内 聡 グループステージ敗退
FIFA Women's World Cup USA 1999TM MIYAUCHI Satoshi Group stage

2003 FIFA女子ワールドカップ（アメリカ） 上田 栄治 グループステージ敗退
FIFA Women's World Cup USA 2003TM UEDA Eiji Group stage

2004 アテネオリンピック 上田 栄治 ベスト8
Olympic Games （Athens） UEDA Eiji Quarterfinals

2007 FIFA女子ワールドカップ（中国） 大橋 浩司 グループステージ敗退
FIFA Women's World Cup China 2007TM OHASHI Hiroshi Group stage

2008 北京オリンピック 佐々木 則夫 ベスト4
Olympic Games （Beijing） SASAKI Norio 4th place

２０１１ FIFA女子ワールドカップ（ドイツ） 佐々木 則夫 優 勝
FIFA Women's World Cup Germany 2011TM SASAKI Norio Champions

２０１２ ロンドンオリンピック 佐々木 則夫 準優勝（銀メダル）
Olympic Games （London） SASAKI Norio Runner-up

２０１４ AFC女子アジアカップ（ベトナム） 佐々木 則夫 優 勝
AFC Women's Asian Cup Vietnam 2014 SASAKI Norio Champions

２０１５ FIFA女子ワールドカップ（カナダ） 佐々木 則夫 準優勝
FIFA Women's World Cup Canada 2015TM SASAKI Norio Runner-up

２０１８ AFC女子アジアカップ（ヨルダン） 高倉 麻子 優 勝
AFC Women's Asian Cup Jordan 2018 TAKAKURA Asako Champions

２０１９ FIFA女子ワールドカップ（フランス） 高倉 麻子 ベスト16
FIFA Women's World Cup France 2019TM TAKAKURA Asako Round of 16

２０２１ 東京オリンピック 高倉 麻子 ベスト8
Olympic Games（Tokyo） TAKAKURA Asako Quarterfinals

■主要国際大会　戦績
　Major international competitions

名前 Name 期間 Period

市原 聖嚝 1981年6月 ～ 1981年9月
ICHIHARA Seiki 1981 June 1981 September

折井 孝男 1983年11月 ～ 1984年10月
ORII Takao 1983 November 1984 October

鈴木 良平 1986年1月 ～ 1989年1月
SUZUKI Ryohei 1986 January 1989 January

鈴木 保 1989年12月 ～ 1996年7月
SUZUKI Tamotsu 1989 December 1996 July

宮内 聡 1997年6月 ～ 1999年6月
MIYAUCHI Satoshi 1997 June 1999 June

鈴木 保 1999年11月 ～ 1999年11月
SUZUKI Tamotsu 1999 November 1999 November

池田 司信 2000年5月 ～ 2002年4月
IKEDA Shinobu 2000 May 2002 April

上田 栄治 2002年8月 ～ 2004年8月
UEDA Eiji 2002 August 2004 August

大橋 浩司 2004年12月 ～ 2007年9月
OHASHI Hiroshi 2004 December 2007 September

佐々木 則夫 2008年2月 ～ 2016年3月
SASAKI Norio 2008 February 2016 March

高倉 麻子 2016年4月 ～ 2021年8月
TAKAKURA Asako 2016 April 2021 August

池田 太 2021年10月 ～
IKEDA Futoshi 2021 October

※the current FIFA Women's World Cup

FIFA ワールドカップ カタール 2022

AFC女子アジアカップヨルダン 2018

各カテゴリー代表
Underage and other categories

■U-23日本代表　オリンピック競技大会戦績 （1996年以降）
　Olympic Games （since 1996）

※ 1996年のアトランタ大会からは、各チーム3人までの24歳以上の選手を認める
「オーバーエイジ枠」を採用

開催年 Year 大会名 Competition 監督 Head Coach 成績 Result

1996 アトランタ大会 西野 朗 グループステージ敗退
Atlanta NISHINO Akira Group stage

2000 シドニー大会 フィリップ・トルシエ ベスト8
Sydney Philippe TROUSSIER Quarterfinals

2004 アテネ大会 山本 昌邦 グループステージ敗退
Athens YAMAMOTO Masakuni Group stage

2008 北京大会 反町 康治 グループステージ敗退
Beijing SORIMACHI Yasuharu Group stage

2012 ロンドン大会 関塚 隆 ベスト4
London SEKIZUKA Takashi 4th place

2016 ブラジル大会 手倉森 誠 グループステージ敗退
Rio de Janeiro TEGURAMORI Makoto Group stage

2021 東京大会 森保 一 4位
Tokyo MORIYASU Hajime 4th Place

■U-20日本代表　FIFA U-20ワールドカップ　戦績
　FIFA U-20 World CupTM

※第3回大会（1981年）までは19歳以下の選手が出場

開催年 Year 大会名 Competition 監督 Head Coach 成績 Result

1979 日本 松本 育夫 グループステージ敗退
Japan MATSUMOTO Ikuo Group stage

1995 カタール 田中 孝司 ベスト8
Qatar TANAKA Koji Quarterfinals

1997 マレーシア 山本 昌邦 ベスト8
Malaysia YAMAMOTO Masakuni Quarterfinals

1999 ナイジェリア フィリップ・トルシエ 準優勝
Nigeria Philippe TROUSSIER Runner-up

2001 アルゼンチン 西村 昭宏 グループステージ敗退
Argentina NISHIMURA Akihiro Group stage

2003 アラブ首長国連邦 大熊 清 ベスト8
United Arab Emirates OKUMA Kiyoshi Quarterfinals

2005 オランダ 大熊 清 ベスト16
Netherlands OKUMA Kiyoshi Round of 16

2007 カナダ 吉田 靖 ベスト16
Canada YOSHIDA Yasushi Round of 16

2017 韓国 内山 篤 ベスト16
Korea Republic UCHIYAMA Atsushi Round of 16

2019 ポーランド 影山 雅永 ベスト16
Poland KAGEYAMA Masanaga Round of 16

データでみるJFA JFA in numbers

44 45



■U-17日本代表　FIFA U-17ワールドカップ　戦績
　 FIFA U-17 World CupTM

開催年 Year 開催国 Venue 監督 Head Coach 成績 Result

１９９３ 日本 小嶺 忠敏 ベスト8
Japan KOMINE Tadatoshi Quarterfinals

１９９５ エクアドル 松田 保 グループステージ敗退
Ecuador MATSUDA Tamotsu Group stage

２００１ トリニダード・トバゴ 田嶋 幸三 グループステージ敗退
Trinidad and Tobago TASHIMA Kohzo Group stage

２００７ 韓国 城福 浩 グループステージ敗退
Korea Republic JOFUKU Hiroshi Group stage

２００９ ナイジェリア 池内 豊 グループステージ敗退
Nigeria IKEUCHI Yutaka Group stage

２０１１ メキシコ 吉武 博文 ベスト8
Mexico YOSHITAKE Hirofumi Quarterfinals

２０１３ アラブ首長国連邦 吉武 博文 ベスト16
United Arab Emirates YOSHITAKE Hirofumi Round of 16

２０１７ インド 森山 佳郎 ベスト16
India MORIYAMA Yoshiro Round of 16

２０１９ ブラジル 森山 佳郎 ベスト16
Brazil MORIYAMA Yoshiro Round of 16

開催年 Year 開催国 Venue 監督 Head Coach 成績 Result

1989 オランダ 宮本 征勝 グループステージ敗退
Netherlands MIYAMOTO Masakatsu Group stage

2004 チャイニーズ・タイペイ セルジオ・サッポ グループステージ敗退
Chinese Taipei Sergio SAPO Group stage

2008 ブラジル セルジオ・サッポ グループステージ敗退
Brazil Sergio SAPO Group stage

2012 タイ ミゲル・ロドリゴ ベスト16
Thailand Miguel RODRIGO Round of 16

2021 リトアニア ブルーノ・ガルシア ベスト16
Lithuania Bruno GARCIA Round of 16

■フットサル日本代表 FIFA フットサルワールドカップ　戦績
　FIFA Futsal World CupTM

開催年 Year 開催国 Venue 監督 Head Coach 成績 Result

2005 ブラジル ラモス瑠偉 ベスト4
Brazil RAMOS Ruy 4th place

2006 ブラジル 鳥飼 浩之 ベスト8
Brazil TORIKAI Hiroyuki Quarterfinals

2007 ブラジル ネネン グループステージ敗退
Brazil Nenem Group stage

2008 フランス 河原塚 毅 グループステージ敗退
France KAWAHARAZUKA Takeshi Group stage

2009 アラブ首長国連邦 ラモス瑠偉 ベスト8
United Arad Emirates RAMOS Ruy Quarterfinals

2011 イタリア ラモス瑠偉 グループステージ敗退
Italy RAMOS Ruy Group stage

2013 タヒチ ラモス瑠偉 ベスト8
Tahiti RAMOS Ruy Quarterfinals

2015 ポルトガル マルセロ・メンデス ベスト8
Portugal Marcelo MENDES Quarterfinals

2017 バハマ マルセロ・メンデス グループステージ敗退
Bahamas Marcelo MENDES Group stage

2019 パラグアイ ラモス 瑠偉 4位
Paraguay RAMOS Ruy 4th Place

2021 ロシア 茂怜羅オズ 準優勝
Russia MOREIRA Ozu Runner-up

■ビーチサッカー日本代表 FIFA ビーチサッカーワールドカップ　戦績
　FIFA Beach Soccer World CupTM

2023年度　Jリーグ／WEリーグ／JFL／なでしこリーグ／Fリーグ／日本女子フットサルリーグ
クラブ・活動区域一覧　
FY2023  J.League/WE LEAGUE/JFL/Nadeshiko League/F.League/Japan Women’s F.League 
List of clubs and activity areas

北海道コンサドーレ札幌 北海道
Hokkaido Consadole Sapporo Hokkaido

鹿島アントラーズ 茨城県
Kashima Antlers Ibaraki

浦和レッズ 埼玉県
Urawa Red Diamonds Saitama

柏レイソル 千葉県
Kashiwa Reysol Chiba

ＦＣ東京 東京都
F.C.Tokyo Tokyo

川崎フロンターレ 神奈川県
Kawasaki Frontale Kanagawa

横浜Ｆ・マリノス 神奈川県
Yokohama F・Marinos Kanagawa

横浜ＦＣ 神奈川県
Yokohama FC Kanagawa

湘南ベルマーレ 神奈川県
Shonan Bellmare Kanagawa

アルビレックス新潟 新潟県
Albirex Niigata Niigata

名古屋グランパス 愛知県
Nagoya Grampus Aichi

京都サンガＦ.Ｃ. 京都府
Kyoto Sanga F.C. Kyoto

ガンバ大阪 大阪府
Gamba Osaka Osaka

セレッソ大阪 大阪府
Cerezo Osaka Osaka

ヴィッセル神戸 兵庫県
Vissel Kobe Hyogo

サンフレッチェ広島 広島県
Sanfrecce Hiroshima Hiroshima

アビスパ福岡 福岡県
Avispa Fukuoka Fukuoka

サガン鳥栖 佐賀県
Sagan Tosu Saga

■Jリーグ ディビジョン1 J1 League

ベガルタ仙台 宮城県
ブラウブリッツ秋田 秋田県
モンテディオ山形 山形県
いわきＦＣ 福島県
水戸ホーリーホック 茨城県
栃木ＳＣ 栃木県
ザスパクサツ群馬 群馬県
大宮アルディージャ 埼玉県
ジェフユナイテッド千葉 千葉県
東京ヴェルディ 東京都
ＦＣ町田ゼルビア 東京都
ヴァンフォーレ甲府 山梨県
ツエーゲン金沢 石川県
清水エスパルス 静岡県
ジュビロ磐田 静岡県
藤枝ＭＹＦＣ 静岡県
ファジアーノ岡山 岡山県
レノファ山口ＦＣ 山口県
徳島ヴォルティス 徳島県
Ｖ・ファーレン長崎 長崎県
ロアッソ熊本 熊本県
大分トリニータ 大分県

ヴァンラーレ八戸 青森県
いわてグルージャ盛岡 岩手県
福島ユナイテッドＦＣ 福島県
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 神奈川県
ＳＣ相模原 神奈川県
松本山雅ＦＣ 長野県
ＡＣ長野パルセイロ 長野県
カターレ富山 富山県
アスルクラロ沼津 静岡県
ＦＣ岐阜 岐阜県
FC大阪 大阪府
奈良クラブ 奈良県
ガイナーレ鳥取 鳥取県
カマタマーレ讃岐 香川県
愛媛ＦＣ 愛媛県
ＦＣ今治 愛媛県
ギラヴァンツ北九州 福岡県
テゲバジャーロ宮崎 宮崎県
鹿児島ユナイテッドＦＣ 鹿児島県
ＦＣ琉球 沖縄県

■Jリーグ ディビジョン2 J2 League ■Jリーグ ディビジョン3 J3 League

（上）2023明治安田生命J1リーグ
（左）2023明治安田生命J2リーグ

※2002年のカナダ大会、2004年のタイ大会まではU-19で開催

開催年 Year 開催国 Venue 監督 Head Coach 成績 Result

2002 カナダ 池田 司信 ベスト8
Canada IKEDA Shinobu Quarterfinals

2008 チリ 佐々木 則夫 ベスト8
Chile SASAKI Norio Quarterfinals

2010 ドイツ 佐々木 則夫 グループステージ敗退
Germany SASAKI Norio Group stage

2012 日本 吉田 弘 3位
Japan YOSHIDA Hiroshi 3rd place

2016 パプアニューギニア 高倉 麻子 ３位
Papua New Guinea TAKAKURA Asako 3rd Place

2018 フランス 池田 太 優 勝
France IKEDA Futoshi Champions

2022 コスタリカ 池田 太 準優勝
Costa Rica IKEDA Futoshi Runner-up

■U-20日本女子代表　FIFA U-20女子ワールドカップ　戦績
　FIFA U-20 Women's World CupTM

開催年 Year 開催国 Venue 監督 Head Coach 成績 Result

2008 ニュージーランド 吉田 弘 ベスト8
New Zealand YOSHIDA Hiroshi Quarterfinals

2010 トリニダード・トバゴ 吉田 弘 準優勝
Trinidad and Tobago YOSHIDA Hiroshi Runner-up

2012 アゼルバイジャン 吉田 弘 ベスト8
Azerbaijan YOSHIDA Hiroshi Quarterfinals

2014 コスタリカ 高倉 麻子 優 勝
Costa Rica TAKAKURA Asako Champions

2016 ヨルダン 楠瀬 直木 準優勝
Jordan KUSUNOSE Naoki Runner-up

2018 ウルグアイ 池田 太 ベスト8
Uruguay IKEDA Futoshi Quarterfinals

2022 インド 狩野 倫久 ベスト8
India KANO Michihisa Quarterfinals

■U-17日本女子代表　FIFA U-17女子ワールドカップ　戦績
　FIFA U-17 Women's World CupTM

データでみるJFA JFA in numbers
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2023年度　Jリーグ／WEリーグ／JFL／なでしこリーグ／Fリーグ／日本女子フットサルリーグ
クラブ・活動区域一覧　
FY2023 J.League/WE LEAGUE/JFL/Nadeshiko League/F.League/Japan Women’s F.League
List of clubs and activity areas

2022-23 Yogibo WEリーグ

日本女子フットサルリーグ2022-2023

マイナビ仙台レディース 宮城県
MYNAVI SENDAI LADIES Miyagi

三菱重工浦和レッズレディース 埼玉県
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
URAWA REDS LADIES Saitama

大宮アルディージャVENTUS 埼玉県
OMIYA ARDIJA VENTUS Saitama

ちふれASエルフェン埼玉 埼玉県
CHIFURE AS ELFEN
SAITAMA Saitama

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 千葉県
JEF UNITED ICHIHARA 
CHIBA  LADIES Chiba

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 東京都
NIPPON TV TOKYO VERDY
BELEZA Tokyo

ノジマステラ神奈川相模原 神奈川県
NOJIMA STELLA 
KANAGAWA  SAGAMIHARA Kanagawa

AC長野パルセイロ・レディース 長野県
AC NAGANO PARCEIRO 
LADIES Nagano

アルビレックス新潟レディース 新潟県
ALBIREX NIIGATA LADIES Niigata

INAC神戸レオネッサ 兵庫県
INAC KOBE LEONESSA Hyogo

サンフレッチェ広島レジーナ 広島県
SANFRECCE HIROSHIMA
REGINA Hiroshima

■WEリーグ 2022-23
　WE LEAGUE

バニーズ群馬ＦＣホワイトスター 群馬県
オルカ鴨川ＦＣ 千葉県
スフィーダ世田谷ＦＣ 東京都
日体大ＳＭＧ横浜 神奈川県
ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ 神奈川県
大和シルフィード 神奈川県
静岡ＳＳＵボニータ 静岡県
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 愛知県
伊賀ＦＣくノ一三重 三重県
スペランツァ大阪 大阪府
ＡＳハリマアルビオン 兵庫県
愛媛ＦＣレディース 愛媛県

■なでしこリーグ1部
　Nadeshiko League Division 1

ラインメール青森 青森県
ソニー仙台ＦＣ 宮城県
ブリオベッカ浦安 千葉県
東京武蔵野ユナイテッドFC 東京都
クリアソン新宿 東京都
Ｈｏｎｄａ ＦＣ 静岡県
ＦＣマルヤス岡崎 愛知県
ヴィアティン三重 三重県
鈴鹿ポイントゲッターズ 三重県
レイラック滋賀 滋賀県
ＦＣティアモ枚方 大阪府
高知ユナイテッドＳＣ 高知県
ヴェルスパ大分 大分県
ミネベアミツミFC 宮崎県
沖縄SV 沖縄県

■日本フットボールリーグ（JFL）
　JAPAN FOOTBALL LEAGUE

エスポラーダ北海道 北海道
バルドラール浦安 千葉県
しながわシティ 東京都
フウガドールすみだ 東京都
立川アスレティックFC 東京都
ペスカドーラ町田 東京都
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 神奈川県
湘南ベルマーレ 神奈川県
名古屋オーシャンズ 愛知県
シュライカー大阪 大阪府
ボルクバレット北九州 福岡県
バサジィ大分 大分県

■Fリーグ　ディビジョン1
　F.LEAGUE Division 1

ヴォスクオーレ仙台 宮城県
マルバ水戸FC 茨城県
リガーレヴィア葛飾 東京都
ボアルース長野 長野県
ヴィンセドール白山 石川県
アグレミーナ浜松 静岡県
デウソン神戸 兵庫県
広島エフ・ドゥ 広島県
ポルセイド浜田 島根県

■Fリーグ　ディビジョン2
　F.LEAGUE Division 2

エスポラーダ北海道イルネーヴェ 北海道
流経大メニーナ龍ケ崎 茨城県
さいたまサイコロ 埼玉県
バルドラール浦安ラス・ボニータス 千葉県
フウガドールすみだレディース 東京都
立川アスレティックFCレディース 東京都
福井丸岡ラック 福井県
SWHレディース西宮 兵庫県
アルコ神戸 兵庫県
ミネルバ宇部 山口県

■日本女子フットサルリーグ
　WOMEN’S F.LEAGUE

ノルディーア北海道 北海道
つくばＦＣレディース 茨城県
FCふじざくら山梨 山梨県
ＪＦＡアカデミー福島 静岡県※

ヴィアティン三重レディース 三重県
岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ 岡山県
吉備国際大学Charme岡山高梁 岡山県
ディアヴォロッソ広島 広島県
福岡Ｊ・アンクラス 福岡県
ヴィアマテラス宮崎 宮崎県
＊ 東日本大震災と原発事故の影響で、福島より一時移転中

＊ 2023-24シーズンよりセレッソ大阪ヤンマーレディース
が参入予定

■なでしこリーグ2部
　Nadeshiko League Division 2

Fリーグ2022-2023 ディビジョン1

©F.LEAGUE

©WF.LEAGUE

団体名 住所 TEL FAX
（一社）東アジアサッカー連盟 　 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F　 03-3830-1848 03-3830-1849
（公社）日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）　 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス9F 03-5805-3300 03-3830-2007
（公社）日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス6F 03-3830-2043
（一社）日本フットボールリーグ（JFL）　 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F 03-3830-1840 03-3830-1847
（一社）日本女子サッカーリーグ 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F　 03-3830-1841 03-3830-1847
（一社）日本フットサルトップリーグ 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F　 03-3830-2925 03-3830-1847
（一財）全日本大学サッカー連盟 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F　 03-3830-1850 03-3830-1851
（一財）全国社会人サッカー連盟　 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F　 03-3830-1845 03-3830-1847
全国自治体職員サッカー連盟 〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1　東京都 水道局 サービス推進部 新渕貴志様気付 03-5320-6425

全国自衛隊サッカー連盟 〒153-8933　東京都目黒区中目黒2-2-1　防衛省 陸上自衛隊 教育訓練研究本部　
                    　総合企画部 総合企画課 総合企画室　山田潤様気付 03-5721-7009（内線7524）

全国専門学校サッカー連盟 〒169-8522　東京都新宿区百人町1-25-4　日本電子専門学校　佐々木善様気付 03-3363-7761 03-3363-7112
全国高等専門学校サッカー連盟 〒916-8507　福井県鯖江市下司町　福井工業高等専門学校　長水壽寛様気付 0778-62-1111 0778-62-2597

（公財）全国高等学校体育連盟サッカー部 〒143-0015　東京都大田区大森西3-2-12　大森学園高等学校内　小川伸太郎様気付 03-3762-7336 03-3766-0314
（一財）日本クラブユースサッカー連盟 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F 03-3830-1844 03-3830-1847
（公財）日本中学校体育連盟サッカー部 〒150-8050　東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館内 03-3481-2425 03-3481-2493
（一財）日本フットサル連盟 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F　 03-3830-1843 03-3830-1847
（一財）全日本大学女子サッカー連盟 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F 03-3830-1984 03-3830-1847
（一社）日本プロサッカー選手会 〒104-0033　東京都中央区新川2-8-4　八重洲長岡ビル2F 
（一社）日本障がい者サッカー連盟 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス6F 03-3818-2030 03-3830-7760
（一財）日本ビーチサッカー連盟 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F 03-3830-1827 03-3830-1847
（一財）日本サッカー後援会 〒113-0033　東京都文京区サッカー通り（本郷3-10-15）JFAハウス7F 03-4455-3339 03-3830-1847

■関連団体 Related Organisations

団体名 住所 TEL FAX
（公財）北海道サッカー協会 〒062-0912　札幌市豊平区水車町5-5-41　北海道フットボールセンター内 011-825-1100 011-825-1101
（一社） 東北サッカー協会 〒981-0901　仙台市青葉区北根黒松2-10 022-220-0803 022-220-0803
（一社）青森県サッカー協会　 〒033-0011　三沢市幸町1-6-27 0176-50-2866 0176-50-2867
（公社）岩手県サッカー協会　 〒028-3318　紫波郡紫波町紫波中央駅前2丁目1-1　岩手県フットボールセンター　 019-681-8010 019-681-8012
（一社）宮城県サッカー協会　 〒981-0103　宮城郡利府町森郷字内ノ目南119-1　宮城県サッカー場内　 022-767-7679 022-767-3076
（一社）秋田県サッカー協会　 〒010-0974　秋田市八橋運動公園1-5　秋田県スポーツ科学センター内3F　 018-896-5665 018-896-5688
NPO法人 山形県サッカー協会　 〒990-2453　山形市若宮4丁目5-14　メゾンドシャルム101号 023-665-5463 023-665-5464

（一財）福島県サッカー協会　 〒963-0204　郡山市土瓜1-230　柳沼ビル1F　 024-953-5626 024-953-5627
（一社）関東サッカー協会　 〒113-0033　文京区本郷3-10-15　JFAハウス7F 03-3816-1060 03-3830-1847
（公財）茨城県サッカー協会　 〒311-4205　水戸市下国井町2201-1　JAグループ茨城教育センター内 029-350-7210 029-350-7211
（公社）栃木県サッカー協会　 〒320-0857　宇都宮市鶴田2-2-10　鈴運メンテック（株）ビル２F　 028-688-8411 028-688-8400
（公社）群馬県サッカー協会　 〒371-0854　前橋市大渡町1-10-7　群馬県公社総合ビル5F　 027-256-7258 027-256-7298
（公財）埼玉県サッカー協会　 〒330-0074　さいたま市浦和区北浦和1-21-18　雁ヶ音ビル204　 048-834-2002 048-834-2004
（公社）千葉県サッカー協会　 〒260-0013　千葉市中央区中央3-9-16　三井生命千葉中央ビル1F　 043-310-4888 043-222-0355
（公財）東京都サッカー協会　 〒113-0033　文京区本郷3-10-15　JFAハウス6F 03-6801-8001 03-5800-5525
（一社）神奈川県サッカー協会　 〒252-0804　藤沢市湘南台1-6-7　小宮ビル4F 0466-46-5602 0466-46-5696
（一社）山梨県サッカー協会　 〒409-3864　中巨摩郡昭和町押越1500-1 押原公園内　 055-267-8885 055-267-8886
（一社）北信越サッカー協会 〒936-0078　滑川市高月町129番　日医工スポーツアカデミー内 076-471-7114 076-471-6119
（一社）長野県サッカー協会　 〒390-8565　松本市深志2丁目6-9　LON BLDG. 3F 0263-87-8565 0263-87-8587
（一社）新潟県サッカー協会　 〒950-1101　新潟市西区山田2307-272　新潟ふるさと村敷地内　時の旅人館2F　 025-233-0100 025-233-0055
（公社）富山県サッカー協会　 〒936-0078　滑川市高月町129番　日医工スポーツアカデミー内 076-476-0403 076-476-0423
（一社）石川県サッカー協会　 〒921-8163　金沢市横川7-50-1　87ビル横川1F 076-218-9000 076-218-9001
（一社）福井県サッカー協会　 〒910-0016　福井市大宮6-17-17 0776-28-2990 0776-28-2998
（一社）東海サッカー協会　 〒420-0031　静岡市葵区呉服町2-1-5　5風来館6F 054-266-3412 054-266-3413
（一財）静岡県サッカー協会　 〒420-0031　静岡市葵区呉服町2-1-5　5風来館5F　 054-266-5280 054-266-5281
（公財）愛知県サッカー協会　 〒467-0066　名古屋市瑞穂区洲山町2-21　啓徳名古屋南ビル5F　 052-846-2320 052-846-2383
（一社）三重県サッカー協会　 〒510-0261　鈴鹿市御薗町1669番地　三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 059-373-5670 059-373-5671
（一財）岐阜県サッカー協会　 〒500-8357　岐阜市六条大溝3-8-13 058-272-4343 058-272-3181
（一社）関西サッカー協会　 〒550-0004　大阪市西区靭本町1-7-25　イトーダイ靭本町ビル8F 06-6445-0011 06-6445-0055
（公社）滋賀県サッカー協会　 〒524-0212　守山市服部町2439　野洲川歴史公園サッカー場内　 077-585-0982 077-585-0983
（一社）京都府サッカー協会　 〒604-8205　京都市中京区新町三条下ル三条町349-2　くろちく六角ビル4F　 075-211-9416 075-211-9417
（一社）大阪府サッカー協会　 〒550-0004　大阪市西区靭本町1-7-25　イトーダイ靭本町ビル6F　 06-6441-5881 06-6441-5882
（一社）兵庫県サッカー協会　 〒651-0085　神戸市中央区八幡通2-1-10　三木記念神戸市立スポーツ会館内　 078-232-0753 078-232-4647
（一社）奈良県サッカー協会　 〒636-0222　磯城郡田原本町法貴寺1371　 0744-47-2212 0744-47-2223
（一社）和歌山県サッカー協会　 〒640-8323　和歌山市太田2-14-9　太田ビル205 073-472-2713 073-472-2714
（一社）中国サッカー協会　 〒730-0015　広島市中区橋本町3-21　コーポ芦屋2F 082-222-0802 082-212-3852
（一財）鳥取県サッカー協会　 〒680-1141　鳥取市蔵田423　鳥取市営サッカー場バードスタジアム内 0857-51-7600 0857-51-7603
（一社）島根県サッカー協会　 〒690-0876　松江市黒田町454-9　 0852-32-4673 0852-32-4683
（一財）岡山県サッカー協会　 〒700-0985　岡山市北区厚生町3-1-15　岡山商工会議所ビル6F　 086-227-5653 086-226-2037
（公財）広島県サッカー協会　 〒730-0015　広島市中区橋本町3-21　コーポ芦屋2F　 082-212-3851 082-212-3852
（一社）山口県サッカー協会　 〒753-0048　山口市駅通り2-7-18　トウヨウビル203　 083-920-5700 083-920-5701
（一社）四国サッカー協会　 〒770-0864　徳島市大和町2-1-6　佐々木ビル2F 088-678-2656 088-678-2657
（一社）香川県サッカー協会 〒761-0104　高松市高松町1367-1　東部運動公園内 087-816-1790 087-816-1791
（一社）徳島県サッカー協会　 〒770-0864　徳島市大和町2-1-6　佐々木ビル2F　 088-655-6190 088-656-8121
（一社）愛媛県サッカー協会　 〒790-0914　松山市三町3-12-13　三町ビル1F 089-990-3663 089-990-3883
（一社）高知県サッカー協会　 〒780-0053　高知市駅前町2-1　高砂ビル301　 088-875-3115 088-872-1151
（一社）九州サッカー協会　 〒812-0037　福岡市博多区御供所町1-18　リビング博多3A号室 092-402-2876 092-402-2877
（公社）福岡県サッカー協会　 〒813-0018　福岡市東区香椎浜ふ頭1-2-16　福岡フットボールセンター内　 092-674-2900 092-674-2911
（一社）佐賀県サッカー協会　 〒849-0923　佐賀市日の出2-1-11　佐賀県スポーツ会館内 0952-33-7609 0952-33-7714
（一社）長崎県サッカー協会　 〒850-0851　長崎市古川町6番35号　タナカビル2F　 095-829-3370 095-829-3371
（一社）熊本県サッカー協会　 〒861-4101　熊本市南区近見6-16-29　 096-247-6980 096-247-6981
（一社）大分県サッカー協会　 〒870-0125　大分市大字松岡6841 097-573-2288 097-573-2290
（一社）宮崎県サッカー協会　 〒880-0878　宮崎市大和町91　タカラムラビル1F　 0985-32-7151 0985-32-7152
（一社）鹿児島県サッカー協会　 〒890-0062　鹿児島市与次郎1-8-10　サンロイヤルホテル4F 099-259-6856 099-259-3478
（一社）沖縄県サッカー協会　 〒900-0026　那覇市奥武山町51-2　406号室（沖縄県体協スポーツ会館内） 098-996-4722 098-996-4733

■地域・都道府県サッカー協会 Regional/Prefectural Football Associations 
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