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公益財団法人 日本サッカー協会 

2022 年度 第 11 回理事会 

 

                             2022年 10月 13日 

報告事項 

   インドネシアにおけるスタジアムでの暴動の件 

 2022年 10月 1日、インドネシア東ジャワ州マランのサッカー場で行われたインドネシアサッカー

リーグ・リーガ 1のアレマ FC対ペルセバヤ・スラバヤの試合において、負けたアレマ FCのサポー

ターがグラウンドに乱入し、暴動が起きた。警察が発射した催涙ガスを避けようと観客が出口に殺

到、これによる犠牲者は 131人と報道されている（10月 7日現在）。 

インドネシアのジョコ大統領は 10月 5日、現地でけがをした人たちが手当てを受けている病院を

訪れたほか、現場のスタジアムを視察した。 

国際サッカー連盟（FIFA）およびアジアサッカー連盟（AFC）の一行は近くインドネシアを訪問

し、状況を確認する予定。 

インドネシアは 2023 年に開幕する FIFA U-20ワールドカップ 2023™を開催予定となっている。 

  

 ドイツサッカー協会とのパートナーシップに関する覚書更新の件 

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

 

ドイツサッカー協会(DFB)  

 

＜協定内容＞ 

目  的：両国の各分野におけるサッカーの促進を目的とした各種交流及び知識共有。 

実施事項：下記事項について可能な限り協力していくこと。 

・試合運営  

・マネジメント/事務局スタッフによる人的交流  

・マーケティング  

・IT及びデジタル戦略  

・CSR及びファンエンゲージメント  

・サッカーミュージアム  

・各年代代表チームによる親善試合  

・指導者養成  

・タレント発掘 

・フットサル及びビーチサッカー 

期  間：2022 年 9月 22 日の調印日から 2年間 

 

＜背景及び実施理由＞ 

2020年 3月 11日にドイツサッカー連盟（DFB）とパートナーシップを再締結しているが、期間

満了を受け、双方で再締結意思を確認。今般、覚書の内容を精査し、折衝の結果、上記の内容に

て再締結する運びとなった。調印式はドイツサッカー協会と日程を調整の上、DFB Campusにて 9

月 22日に対面で実施。 
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なお、現在パートナーシップを締結している団体は以下の通り。 

 

＜アジア＞ 

  東地域：チャイニーズ・タイペイ、香港、モンゴル 

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

  中央地域：イラン、ウズベキスタン 

  西地域：アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、ヨルダン 

＜ヨーロッパ＞ 

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

FC バイエルン・ミュンヘン 

＜南米＞ 

  南米サッカー連盟、アルゼンチン、パラグアイ、ベネズエラ 

  

 天皇杯実施委員会委員の変更の件 

 天皇杯実施委員を以下の通り変更する。 

 

旧）小河 雄磨（一般社団法人香川県サッカー協会 参与） 

新）秋森 学（一般社団法人四国サッカー協会専務理事） 

 

※一般社団法人四国サッカー協会の役員の改選に伴う交代 

 

  指導者資格審査 S級ライセンス認定の件 

  （報告）資料１ 

 

2020年度 S級コーチ養成講習会の国内外インターンシップを含む全てのカリキュラムを修了した下

記 1名について、指導者に関する規則第 4条「ライセンスの認定」に基づき本協会技術委員会にて

審議し、S級コーチライセンスを認定した。 

 

認定者氏名：三田 光（みた ひかる） 

 

※ 2020年度 S 級コーチ認定者数：1名/16名中（上記 1名含む） 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：498名（上記 1名含む） 2022年 9月 29日現在 

 

  2021GK-A級コーチ養成講習会 合格者の件 

 2021年度ゴールキーパーA級コーチライセンス 合格者名簿（2022年 9月 30日時点） 

 

浜野 征哉 

石野 智顕 

加藤 竜二 

前田 信弘 

松代 直樹 
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大橋 昭好 

佐々木 理 

佐藤 洋平 

白井 淳 

合計 9名 

 

※新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の影響を受け、2022 年 7月に最終コースを実施 

 

  国体感謝状贈呈の件 

 第 77回国民体育大会の開催地に対し、大会運営に多大なる貢献があったことから感謝状を贈呈す

る。  

 

贈呈先：宇都宮市、さくら市、真岡市、下野市、益子町、矢板市、那須塩原市、 

公益社団法人栃木県サッカー協会 

 

  審判員・審判指導者の海外派遣 

 (1)審判員 海外派遣 

①AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023™ - Qualifiers, Group B 

大会期間：9月 10～18日 

場所：アラド／バーレーン 

審判員：山本雄大、西橋勲 

②AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023™ - Qualifiers, Group E  

大会期間：9月 14～18日 

場所：ウランバートル／モンゴル 

審判員：笠原寛貴、武部陽介 

③国際親善試合 香港代表 vs. ミャンマー代表 

試合日：9月 21 日、24日 

場所：香港 

審判員：飯田淳平、山内宏志、聳城巧 

④国際親善試合 オーストラリア代表 vs. ニュージーランド代表 

試合日：9月 22 日、25日 

場所：ブリスベン／オーストラリア、オークランド／ニュージーランド 

審判員：佐藤隆治、荒木友輔、三原純、渡辺康太 

⑤AFC Futsal Asian Cup Kuwait 2022 

大会期間：9月 27～10月 8日 

場所：クウェートシティ 

審判員：小林裕之  

⑥AFC U17 Asian Cup 2023™ - Qualifiers, Group D 

大会期間：10月 1～9日 

場所：ダンマーム／サウジアラビア 

審判員：荒木友輔、浜本祐介、渡辺康太 
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⑦AFC U17 Asian Cup 2023™ - Qualifiers, Group D 

大会期間：10月 1～9日 

場所：ダンマーム／サウジアラビア 

審判員：荒木友輔、浜本裕介、渡辺康太 

⑧AFC U17 Asian Cup 2023™ - Qualifiers, Group F 

大会期間：10月 5～9日 

場所：ハノイ／ベトナム 

審判員：笠原寛貴、武部陽介 

 

(2)インストラクター・アセッサー・委員 海外派遣 

①AFC Men Referee Recruiting 2022: 1st Assessment Visit  

試合日：9月 8日、9日 

場所：クウェートシティ 

インストラクター：石山昇 

②AFC U20 Asian Cup 2023 - Qualifiers, Group F  

大会期間：9月 14日～18日 

場所：スラバヤ／インドネシア  

インストラクター：山岸佐知子 

③AFC Football Referees Recruitment 2022: 3rd Assessment Visit 

試合日：9月 18 日 

場所：タシュケント／ウズベキスタン  

インストラクター：上川徹 

 

  2022年度フットサル 1級審判員特別認定の件 

 審判委員会で新規フットサル 1級審判員特別認定審査を実施し、下記 1名をフットサル 1級審判員

として認定した。 

 

井口 朋恵 （いぐち ともえ） 関東／東京都 

 

※特別認定審査：サッカー１級・サッカー女子１級審判員の資格保持者に対し、通常のフットサル

１級審判員認定審査とは別に審査を行い、合格者にフットサル１級審判員の資格を付与するもの 

 

  海外遠征申請の件 

 (1)一般財団法人神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ（第 1種） 

遠征期間 11月 9日～11月 16日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

(2)一般財団法人神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ（第 1種） 

遠征期間 11月 16日～11 月 20日 

遠 征 先 ベトナム/ビンズン 
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【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかったため、事後申請分として報告。 

 

(1)JFA アカデミー今治 

チ ー ム JFAアカデミー今治（女子）（第 2種） 

遠征期間 9月 20日～9月 28日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

 

  JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

 申請者（施設所有者）：遠野市 

施設名：遠野市国体記念公園市民サッカー場（岩手県遠野市松崎町白岩字地森 80番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社ドリームターフ PT2050RS+SSL 

公認期間：2022 年 10 月 13 日～2023年 10月 12日 

公認番号：第 167 号 

 

申請者（施設所有者）：北斗市 

施設名：北斗市運動公園フットボール場（北海道北斗市添山 458番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U-05ACS90-CF（Br) 

公認期間：2022 年 11 月 14 日～2025年 11月 13日 

公認番号：第 237 号 

 

  名義使用申請の件 

 (1) 

行事名称 ：日越外交関係樹立 50周年記念 川崎フロンターレ＆ビンズン FC特別親善試合 

場所   ：ベトナム社会主義共和国 ビンズン省 

事業期間 ：2022年 11月 20日 

主催   ：株式会社川崎フロンターレ 

後援   ：在ベトナム日本国大使館、ベトナム日本商工会議所、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、 

ベトナムサッカー協会 

行事の目的：日本・ベトナム両国がサッカーを通じて技術的・精神的に向上を目指すとともに、 

国を超えた相互理解を深めることにより、国際交流を図ることを目的に実施する。 

行事の内容：(1)参加チーム 川崎フロンターレ、ビンズン FC 

      (2)概要 90分の国際親善試合 

 

(2) 

申請団体 ：特定非営利活動法人神戸アスリートタウンクラブフットサルフェスタ実行委員会 

行事名称 ：フットサルフェスタ 2022 

場所   ：グリーンアリーナ神戸他全国各地 

事業期間 ：2022年 10月 1日～2022年 12月 4日 
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名義の種類：後援 

主催   ：フットサルフェスタ実行委員会 

協賛   ：エースコック株式会社、ミズノ株式会社、モルテン株式会社他 

後援   ：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟、神戸市、 

公益財団法人神戸市公園緑化協会、公益財団法人神戸市スポーツ協会、 

一般社団法人兵庫県サッカー協会、 

特定非営利活動法人兵庫県フットサル連盟（予定） 

行事の内容：フットサル愛好者を対象とした全国規模のフェスティバル 

 

(3) 

申請団体 ：公益財団法人熊本市美術文化振興財団 

行事名称 ：MATCH FLAG PROJECT 2022 熊本 

場所   ：熊本市現代美術館内アートラボマーケット、熊本市下通二番街商店街、 

花畑広場（辛島公園）、熊本駅白川口駅前広場（アミュひろば） 

事業期間 ：2022年 10月 10日～2022年 11月 30日 

名義の種類：後援 

主催   ：公益財団法人熊本市美術文化振興財団（熊本市現代美術館指定管理者）、 

熊本市下通二番街商店街振興組合 

共催   ：熊本市（市街地整備課） 

後援   ：公益財団法人日本サッカー協会 

行事の内容：FIFAワールドカップカタール 2022を応援する機運を盛り上げる市民参加型のアート 

プロジェクト 

 

(4) 

申請団体 ：公益財団法人長岡市スポーツ協会 

行事名称 ：ペンギンズカップ in長岡 ウォーキングフットボール体験交流会 

場所   ：ニュータウン運動公園屋根付き多目的コート（新潟県長岡市陽光台５－３） 

事業期間 ：2022年 10月 16日 

名義の種類：後援 

主催   ：長岡地域定住自立圏スポーツ振興部会（長岡市 小千谷市 見附市 出雲崎町）、 

公益財団法人長岡市スポーツ協会 

共催   ：一般社団法人日本ウォーキングフットボール連盟 

後援   ：公益財団法人日本サッカー協会 
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