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社団法人千葉県社団法人千葉県社団法人千葉県社団法人千葉県サッカーサッカーサッカーサッカー協会審判委員会協会審判委員会協会審判委員会協会審判委員会                                 July     2011201120112011    

 

５月１４日（土）に永年表彰及び決勝審判員表彰を行いました 

 

 永年表彰を受賞された皆様は 

３０年表彰 原田 毅八郎氏 

２０年表彰 清水 賢一郎氏、遠藤 二夫氏、鈴木 一秀氏、五十嵐 孝夫氏 

１０年表彰 森 義也氏、山田 純也氏、松本 力氏（※）、武石 智之氏（※） 

※印の方は都合により当日欠席されました。 

永年表彰の受賞者を代表して３０年表彰を受けられた原田 毅八郎氏から、 

「３５年前にチーム

を創り、活動を始めました。私が審

判を怒るのは『低学年だからといっ

ていい加減な審判をする。大切な試

合じゃないからいい加減な審判を

する。』ことです。ただ子供たちの

ために、そして指導者として『（サ

ッカーは）厳しく、ルールのある戦

いをすることだ』と活動し、３０年

が経っていました。今後とも、子供

たちを育てていくにあたって、大切

なことを指導者に教えていく立場

にあることを忘れずにいきたいと

思います。」とのご挨拶をいただき

ました。 

今後とも健康に留意され、ますま

す審判活動（サッカー？）を盛り立て、親しんでください。 
 

Well Done 

永年表彰に先立ち、２０１０年度各種別大会の決勝審判員の表彰を行いました。表彰された方々は次のと

おりです。（敬称略） 

 

１１１１種種種種：：：：天皇杯千葉県予選決勝天皇杯千葉県予選決勝天皇杯千葉県予選決勝天皇杯千葉県予選決勝    

   主審：昆 雄大  副審：鈴木 悠介  副審：石原 美彦  ４ｔｈ：清水 賢一郎 

２２２２種種種種：：：：全国高校全国高校全国高校全国高校サッカーサッカーサッカーサッカー千葉県予選決勝千葉県予選決勝千葉県予選決勝千葉県予選決勝    

   主審：桜井 大介  副審：五十嵐 泰之  副審：大川 直也 

３３３３種種種種：：：：全日本全日本全日本全日本クラブユースクラブユースクラブユースクラブユース選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝    

   主審：渡辺 紀承  副審：平野 裕大  副審：右田 智也 

４４４４種種種種：：：：全日本少年全日本少年全日本少年全日本少年サッカーサッカーサッカーサッカー大会千葉県大会千葉県大会千葉県大会千葉県決勝決勝決勝決勝    

   主審：山中 吉一  副審：吉川 智也  副審：新田 孝之  ４ｔｈ：椙岡 浩康 

女子女子女子女子：：：：全日本女子全日本女子全日本女子全日本女子サッカーサッカーサッカーサッカー選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝    

   主審：木川 綾   副審：遠藤 かおり 副審：染井 真美子 ４ｔｈ：松岡 恵美子 

フットサルフットサルフットサルフットサル：：：：全日本全日本全日本全日本フットサルフットサルフットサルフットサル選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝選手権千葉県決勝    

   主審：櫻田 雅裕  第2審判：木村 尚仁  第3審判：榊原 晴彦  ＴＫ：榊原 隆男 

 

今後とも、皆様の益々のご活躍を祈念しております。審判員の皆様、決勝審判員を目指しましょう！ 

大石委員長大石委員長大石委員長大石委員長とととと永年表彰永年表彰永年表彰永年表彰をををを受賞受賞受賞受賞されたされたされたされた皆様皆様皆様皆様    
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日本サッカー協会 松崎康弘審判委員長に聞く 

 

今回、ご多忙の中、時間をとって頂き、色々なお話を聞くことができました。 

《《《《JFAJFAJFAJFA審判部審判部審判部審判部ってってってって？》？》？》？》    

Q Q Q Q 日本協会日本協会日本協会日本協会のののの審判部審判部審判部審判部はどんなはどんなはどんなはどんな仕事仕事仕事仕事をしているのでしょうかをしているのでしょうかをしているのでしょうかをしているのでしょうか？？？？    
A 審判関連だと、日本協会には審判委員会と審判部という組織があります。

審判委員会は審判の育成、強化の方針、研修会等を立案・設定します。審

判部の事務方は１０名で、それを進める業務を行っています。その中には、

登録の管理業務もあります。ＪＦＡハウスにはその他、インストラクタ

ー・フィットネス・ビデオ担当者がいます。 

 

Q JFAQ JFAQ JFAQ JFA審判登録料審判登録料審判登録料審判登録料はははは何何何何にににに使使使使われているのですかわれているのですかわれているのですかわれているのですか？？？？    
A １級審判員に使われていると思われている方がいるようですが、そうで

はなく、競技規則の作成、配布、審判の登録、地域・都道府県トレセン他、

様々な研修会の開催等のために使われています。実際、登録料で賄えない

部分は、JFA全体の予算から捻出されています。 

 

《《《《松崎康弘松崎康弘松崎康弘松崎康弘さんってさんってさんってさんって？》？》？》？》    

Q Q Q Q いつからいつからいつからいつからサッカーサッカーサッカーサッカーをををを始始始始めましたかめましたかめましたかめましたか？？？？    
A 中学生からサッカーをし、部活に入ったのは、高校生からです。 

 

Q Q Q Q 審判審判審判審判をををを始始始始めたきっかけをめたきっかけをめたきっかけをめたきっかけを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    
A 選手を今でも続けていますが、２７歳のとき選手以外でサッカーに関わりたかったので審判の勉強をし、

資格を取得しました。 

 

Q Q Q Q 現役審判活動中現役審判活動中現役審判活動中現役審判活動中ですがですがですがですが、、、、何歳何歳何歳何歳までやりたいとまでやりたいとまでやりたいとまでやりたいと考考考考えていますかえていますかえていますかえていますか？？？？    
A その時の自分の審判レベルにあった試合で続けていきたいと考えています。選手もそうですが、審判の

立場や見方を常に感じていきたいですね。 

 

Q Q Q Q 好好好好んでいるんでいるんでいるんでいる笛笛笛笛、、、、好好好好きなきなきなきな審判服審判服審判服審判服ののののブランドブランドブランドブランドはははは、、、、ありますかありますかありますかありますか？？？？    
A 笛は、よい音が出ればどんなものでも良いです。審判服は、アディダス製を着用していますが、過去に

は、ルコック製ですべてそろえたことがあります。 

 

Q Q Q Q 色色色色々々々々なななな競技場競技場競技場競技場でででで審判審判審判審判をされたこととをされたこととをされたこととをされたことと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、好好好好きなきなきなきなグラウンドグラウンドグラウンドグラウンドはありますかはありますかはありますかはありますか？？？？    
A 「国立競技場」「柏レイソルサッカー場」と好きな会場はいくつかありますが、大学サッカーが好きだ

ったので、大学サッカーでよく使われている「西が丘サッカー場」がいいですね。後は観客がたくさん入

る「埼玉スタジアム」も好きです。何万人のお客様の前で審判するのは楽しかったです。 

☛☛☛☛    次次次次ページページページページへへへへ    
 

目目目目        次次次次    

・・・・永年表彰及永年表彰及永年表彰及永年表彰及びびびび決勝審判員表彰決勝審判員表彰決勝審判員表彰決勝審判員表彰    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１１１    
・・・・３３３３級級級級インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター更新講習会更新講習会更新講習会更新講習会    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０１０１０１０

・・・・松崎松崎松崎松崎 JFAJFAJFAJFA 審判委員長審判委員長審判委員長審判委員長にににに聞聞聞聞くくくく    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２～～～～３３３３    
・・・・２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度もももも審判活動審判活動審判活動審判活動をををを行行行行うためうためうためうため

にににに    

・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０～～～～１１１１

２２２２

・・・・審判員登録料免除措置審判員登録料免除措置審判員登録料免除措置審判員登録料免除措置についてについてについてについて    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３３３～～～～４４４４    ・・・・審判委員会各部活動審判委員会各部活動審判委員会各部活動審判委員会各部活動についてについてについてについて    
・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２～～～～1111

４４４４

・・・・２０１１２０１１２０１１２０１１年度審判講習会年度審判講習会年度審判講習会年度審判講習会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４４４～～～～５５５５    ＜＜＜＜日本日本日本日本サッカーサッカーサッカーサッカー協会通達協会通達協会通達協会通達＞＞＞＞    

・・・・２２２２級級級級、、、、３３３３級昇級試験級昇級試験級昇級試験級昇級試験のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６６６～～～～９９９９    ・・・・サッカーサッカーサッカーサッカー競技中競技中競技中競技中のののの飲水飲水飲水飲水についてについてについてについて    
・・・・・・・・・・・・１４１４１４１４～～～～１１１１

５５５５
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・・・・ユースユースユースユース及及及及びびびび若手審判員実技研修会若手審判員実技研修会若手審判員実技研修会若手審判員実技研修会    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９９９９    
・・・・郡市協会郡市協会郡市協会郡市協会だよりだよりだよりだより    

・・・・・・・・・・・・１５１５１５１５～～～～１１１１

６６６６

・・・・シニアシニアシニアシニア審判員宿泊研修会審判員宿泊研修会審判員宿泊研修会審判員宿泊研修会        ・・・・広告募集広告募集広告募集広告募集    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６１６１６１６

・・・・【【【【女子部女子部女子部女子部】】】】初心者更新実技研修会初心者更新実技研修会初心者更新実技研修会初心者更新実技研修会    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１１

００００    
    

QQQQ    国際試合国際試合国際試合国際試合・・・・JJJJリーグリーグリーグリーグ等多等多等多等多くのくのくのくの試合試合試合試合をををを経験経験経験経験されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、印象印象印象印象にににに残残残残っているっているっているっている試合試合試合試合はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？    
A 主審としてJリーグのデビュー戦、副審に大野辰巳さんと大石康さん、第４の審判員に五十川和也さん（全

て千葉 

県所属）のチームで出来たこと。JFLのレイソル戦（カレッカ選手がいた時代）で千葉県所属の岡本守男

さんと組 

めた試合。あと、神戸震災後に行われたチャリティマッチ、世界選抜対南米

選抜の試合の副審が出来たこと 

などが印象に残っています。バルデラマのフェイントに何度もひっかかりま

した。 

 

Q JFAQ JFAQ JFAQ JFA審判委員長審判委員長審判委員長審判委員長になってになってになってになって何何何何年年年年たつのですかたつのですかたつのですかたつのですか？？？？    
A ２００６年７月末に就任しましたので５年目になります。 

 

Q Q Q Q いつもいつもいつもいつも忙忙忙忙しそうですがしそうですがしそうですがしそうですが、、、、年間何日年間何日年間何日年間何日ぐらいぐらいぐらいぐらい海外海外海外海外へへへへ行行行行かれていますかかれていますかかれていますかかれていますか？？？？    
どのどのどのどの地域地域地域地域がががが多多多多いですかいですかいですかいですか？？？？    

A ワールドカップがある年は別ですが、年間３０日～４０日海外に行っていま

す。 

アジア地域が一番多く行っています。ヨーロッパ地域では、イングランドが一番多い    

です。 

 

Q Q Q Q これからこれからこれからこれから審判審判審判審判をするをするをするをする方方方方、、、、上級審判員上級審判員上級審判員上級審判員をををを目指目指目指目指すすすす方方方方にににに伝伝伝伝えたいことはえたいことはえたいことはえたいことは？？？？    
A サッカーを知ることが大切です。選手としてやる、試合を見る、色々なやり方が 

あると思いますが、サッカーとはどんなものなのかを知ることが大事です。 

 

Q Q Q Q 千葉県千葉県千葉県千葉県のののの審判員審判員審判員審判員にににに伝伝伝伝えたいことはありますかえたいことはありますかえたいことはありますかえたいことはありますか？？？？    
A 楽しんで審判をしてください。自分のためであっても、選手のために良い環境を作るためにも、楽しん

で審判を 

やることが第一です。 

 

《《《《最後最後最後最後ににににサッカーサッカーサッカーサッカー仲間仲間仲間仲間にににに伝伝伝伝えたいことをおえたいことをおえたいことをおえたいことをお願願願願いしますいしますいしますいします。》。》。》。》    

 （財）日本サッカー協会は、全国３０万人（多くの）の審判員を目指しています。人数の問題でもない

のですが、多くの方がサッカーを知り、競技規則の事を知り、審判の事を知り、色々な面からサッカーに

関わって頂きたいと考えています。審判を実際に出来なくても、競技規則を理解して、指導者でもいいし、

審判を理解して、サッカーを知ってほしい。 

 そういえば、競技規則を理解し、審判レベルがあれば、小学生でも審判資格取得が可能となりました。

サッカーに興味があり、審判に興味があり、年齢に関係なくそのレベルがあれば昇級も可能ということで

す。 

 審判の事を知り、サッカーを知り、楽しんで出来る環境を作ることが審判委員会の役目だと思っていま

す。 

 

このインタビューの後、県内で審判をするために車で１．５時間かかる会場に向かって行かれました。 

JFA審判委員長 松崎康弘様、お忙しい中取材にご協力頂きまして、ありがとうございました。 

 

《《《《審判員登録料審判員登録料審判員登録料審判員登録料のののの免除処置免除処置免除処置免除処置についてについてについてについて》》》》    

この度の東日本大震災に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

この被災状況をふまえ、(財)日本サッカー協会の復興支援対策に則り、(社)千葉県サッカー協会として

は、下記の通り、登録料の免除を実施いたします。 
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１１１１    免除対象免除対象免除対象免除対象    

① 県外の被災地より県内に転居・転校を余儀なくされた審判員 

② 災害救助法適用市町に住所があり、被災され、転居・転校を余儀なくされた審判員 

③ 災害救助法適用市町に住所があり、被災され、住居・生活基盤が失われ、これにより通常のサッカー

活動が出来ない状況下の審判員 

災害救助法適用市町災害救助法適用市町災害救助法適用市町災害救助法適用市町    

 旭市旭市旭市旭市、、、、香取市香取市香取市香取市、、、、山武市山武市山武市山武市、、、、山武郡九十九里町山武郡九十九里町山武郡九十九里町山武郡九十九里町、、、、千葉市美浜区千葉市美浜区千葉市美浜区千葉市美浜区、、、、習志野市習志野市習志野市習志野市、、、、我孫子市我孫子市我孫子市我孫子市、、、、浦安市浦安市浦安市浦安市    

 

２２２２    免除対象登録料免除対象登録料免除対象登録料免除対象登録料    

 ２０１２年度JFA審判登録料・２０１２年度CFA審判登録料 

３３３３    申請方法申請方法申請方法申請方法    

① 更新講習会受講者 

CFA 主催２０１１年度の更新講習会（９/１１、１２/１１、１/２２、２/２６、観戦講習会）のＷ

ｅｂサイト申込時に 

【被災者用】に申込む。 

② ２０１１年度新規取得者の更新手続き 

Ｗｅｂサイト・メニュー画面の「２０１２年度更新手続き」ではなく、「更新講習会」を選択し、

【被災者用】 

２０１２年度の更新手続きに申込む。 

③ ２０１２年度新規取得者 

２０１２年１月以降に開催される CFA 主催の新規取得講習会（１/２９、２/１２、３/１１、３/１

８および７月末まで 

開催）のＷｅｂサイトと申込時に【被災者用】に申込む。 

 

４４４４    ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂサイトサイトサイトサイト申込時申込時申込時申込時のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    

① 上記１の免除対象者（災害救助法適用市町）以外の方が申込まれた場合は、更新・更新手続き・新規

受講者とせず、返金も致しませんのでご注意ください。 

② 必ず、「審判からのコメント」に被災状況をコメントしてください。コメントが記載されていない場

合も上記４①と同様の処置をいたします。 

 

※不明な点がございましたら、(社)千葉県サッカー協会・審判担当 高山までご連絡ください。 

ＴＥＬ：０４３－３１０－４８８８（平日９時～１８時） 

 

●講習会（新規・更新）当日受付の料金について● 

千葉県主催の講習会で定員に達しなく「当日受付」を行う場合、前年度まではＷｅｂサイトで申し込ま

れた方と同額の受講料を徴収しておりました。 

当日受付者の代わりに「審判員情報の入力・徴収料金の振込・その他事務手数」を事務局が行っていまし

たが、    ２０１１年度からは事務手数料を徴収することとなりました。 

講習会によって事務手数料の金額が多少違いますが、詳しくはＷｅｂサイトの各講習会「その他・留意事

項」をご確認ください。 

Ｗｅｂサイトにて申込みすれば、今までどおりですので、県主催の講習会は、Ｗｅｂサイトからお申し

込みください。 

 

2011年度・新規資格認定講習会のお知らせ（サッカー） 

各郡市協会主催の講習会がありますので、インターネットをご利用頂ける方は、『Kick off』でご確認
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下さい。 
    

2011年度・更新講習会のお知らせ（サッカー） 

 

（社）千葉県サッカー協会主催分のみ掲載してあります。下記以外にも各郡市協会主催の講習会もあり

ます 

ので、インターネットをご利用頂ける方は、審判委員会ホームページ及び『Kick off』でご確認下さい。 

【申込方法・注意事項（登録料免除措置取り扱い）もご参照下さい。】 

※※※※    郡市協会主催郡市協会主催郡市協会主催郡市協会主催のののの更新講習会更新講習会更新講習会更新講習会はははは、、、、別途会場費別途会場費別途会場費別途会場費がかかるがかかるがかかるがかかる場合場合場合場合がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、必必必必ずずずず詳細詳細詳細詳細をををを確認確認確認確認してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。    

    

４４４４級審判員対象級審判員対象級審判員対象級審判員対象    

開催日開催日開催日開催日    受付時間受付時間受付時間受付時間    講習時間講習時間講習時間講習時間    形式形式形式形式    会場会場会場会場    最寄最寄最寄最寄りりりり駅駅駅駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    
駐車駐車駐車駐車

場場場場    
講習会費講習会費講習会費講習会費    

9月11日（日） 
9:30～

10:00 

10:00～

13:00 
講義 

千葉県スポーツ 

科学センター 

(2～3研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

60名 有り 
一般:\6050 

ﾕｰｽ:\1000 

12月11日（日） 
9:30～

10:00 

10:00～

13:00 
講義 

千葉県スポーツ 

科学センター 

(1研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\6050 

ﾕｰｽ:\1000 

12月11日（日） 
13:00～

13:30 

13:30～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ 

科学センター 

(1研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\6050 

ﾕｰｽ:\1000 

2012年 

1月22日（日） 

9:30～

10:00 

10:00～

13:00 
講義 

千葉県スポーツ 

科学センター 

(1研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\6050 

ﾕｰｽ:\1000 

2月26日（日） 
17:30～

18:00 

18:00～

21:00 
講義 

千葉県スポーツ 

科学センター 

(1研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\6050 

ﾕｰｽ:\1000 

 

３３３３級審判員対象級審判員対象級審判員対象級審判員対象    

開催日開催日開催日開催日    受付時間受付時間受付時間受付時間    講習時間講習時間講習時間講習時間    形式形式形式形式    会場会場会場会場    最寄最寄最寄最寄りりりり駅駅駅駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    
駐車駐車駐車駐車

場場場場    
講習会費講習会費講習会費講習会費    

9月11日（日） 
13:00～

13:30 

13:30～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ 

科学センター 

(2～3研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

60名 有り 
一般:\6850 

ﾕｰｽ:\1500 

2012年 

1月22日（日） 

13:00～

13:30 

13:30～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ 

科学センター 

(1研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\6850 

ﾕｰｽ:\1500 

2月26日（日） 
17:30～

18:00 

18:00～

21:00 
講義 

千葉県スポーツ

科学センター 

(2～4研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

80名 有り 
一般:\6850 

ﾕｰｽ:\1500 

 

2011年度・更新講習会のお知らせ（フットサル） 

３３３３級級級級・・・・４４４４級審判員対象級審判員対象級審判員対象級審判員対象    

開催日開催日開催日開催日    受付時間受付時間受付時間受付時間    講習時間講習時間講習時間講習時間    形式形式形式形式    会場会場会場会場    最寄最寄最寄最寄りりりり駅駅駅駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    駐駐駐駐車場車場車場車場    講習会費講習会費講習会費講習会費    

9/3（土） 9:30-10:00 10:00～17：00 実技 ＊未定 ＊未定 30名 有り ＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照 

2012年１月 9:30-10:00 10:00～17：00 実技 ＊未定 ＊未定 30名 有り ＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照 

※※※※会場等詳細会場等詳細会場等詳細会場等詳細はははは追追追追ってってってってＣＦＡＣＦＡＣＦＡＣＦＡののののホームページホームページホームページホームページ上上上上でででで掲載掲載掲載掲載しますしますしますします【【【【７７７７月以降掲載予定月以降掲載予定月以降掲載予定月以降掲載予定】】】】    

 

各講習会等の申込について（サッカー・フットサル共通） 

申込方法 ●「審判登録Ｗｅｂサイト」 JFA公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）や、（社）

千葉県 

サッカー協会ホームページ（http://www.chiba-fa.gr.jp/）のトップ画面（中央・右

側 ＫｉｃｋＫｉｃｋＫｉｃｋＫｉｃｋ    
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    ｏｆｆｏｆｆｏｆｆｏｆｆ ）にある「キックオフ」から入れますので、各自で行ってください。（毎

日、午前２時頃～ 

午前６時頃まではメンテナンスのためご利用頂けませんので、ご注意下さい。） 

●携帯電話（モバイル）での申込は休止中です。 

●支払完了画面まで画面画面画面画面のののの説明説明説明説明をよくをよくをよくをよく読読読読んでんでんでんで進進進進んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。 

●申込途中で画面が進まなくなり切断・中止された方、支払完了画面まで行かなかった

方、申し込まれたのですが講習会費用を支払っていない方等は、受講確定になってい

ませんので再度最初再度最初再度最初再度最初からからからから（受付整理番号は無視して）やり直してください。 

申込期限 ●「審判登録Ｗｅｂサイト」でのお申込みは、期限を過ぎると申込みが出来なくなりま

すので、ご注意ください。 

注意事項 ●振込みに掛かる手数料については、各自でご負担願います。 

●当日の持ち物や諸注意は、申込みの際に「審判登録Ｗｅｂサイト」上でご確認くださ

い。 

問合せ先 （社）千葉県サッカー協会 ＴＥＬ： ０４３－３１０－４８８８ （審判担当） 

営業時間：月曜日～金曜日の（祝・祭日は除く）１０：００～１７：００まで 

※各会場への問い合わせは厳禁とします。講習会の申込後にキャンセル又は他の講習会

に振替希望の場合も千葉県サッカー協会の審判担当までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

２０１１年度 第２回サッカー２級審判員昇級予備審査のお知らせ    

（（（（２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年４４４４月月月月にににに行行行行われるわれるわれるわれる関東協会関東協会関東協会関東協会２２２２級昇級試験級昇級試験級昇級試験級昇級試験のためののためののためののための推薦審査推薦審査推薦審査推薦審査ですですですです））））    

２級審判員の昇級を希望する方は、次の方法によりチャレンジしてください。 

① 審査申込資格 ２０１１年４月１日現在、１８歳以上の者 

● 通常通常通常通常コースコースコースコース 

・３級審判員昇級後２年を超えていること 

・２０１１年度の（社）千葉県サッカー協会登録審判員であること 

・２００９年度と２０１０年度の審判実績が各年度、２０試合以上  

（サッカー公式試合の主審が各年度、１０試合以上。８人制の審判実績は含まず） 

注意；予備試験合格者は関東試験迄に２０１１年度審判実績が２０試合以上（内、主審１０試合）必

須 

    ● 特例特例特例特例コースコースコースコース    

・国民体育大会本大会、天皇杯中央大会、関東リーグ（社会人、大学）に出場又は登録（監督、コ

ーチを含む）された者で３級審判員昇級ご１年以上あること 

・２０１１年度の（社）千葉県サッカー協会登録審判員であること 

② 審査方法 

● 第１次審査 郵送された書類で審査します。 

１）通常コース：審判実績（審判記録ダイアリのコピーによる）を郵送して下さい。 

２）特例コース：各大会への出場または登録の証明を郵送して下さい。  

● 第２次審査 第１次審査通過者に対して、２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１０１０１０１０月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））に野田市陸上競技場にて筆

記審査と体力 

審査を実施。 

 ・筆記審査（競技規則等に関するもの） ８０点以上 

・体力審査 ４０ｍ走×６本 各６．９秒以内。インターバル走[１５０ｍは４０秒以内、５０ｍは

５０秒以内]×２０本 
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● 第３次審査 第２次審査通過者に対して、１０月９日以降、審判委員会の指定した試合において、 

       実技審査を基本３試合実施する。 

・２試合共個別評価８．０以上/３試合の総合評価平均８．０以上 《合格》 

・１試合個別評価７．５以下/２試合個別評価７．８以下/３試合総合評価平均７．９以下《不合格》 

③ 審査料：２，０００円 

       （徴収方法はＷｅｂの指示通り、事前支払いのみですので、当日、現地での徴収は行いません） 

    *２級昇級本試験（関東協会）には、別途受験費用が必要 

④ 申 込 み：Ｗｅｂでの申込手続きを完了させてください（特例コース及び前回再チャレンジの方も

同様です） 

   Kｉｃｋ ｏｆｆサイトはメニュー画面その他の研修申込から入ってください。 

   ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ申込期間申込期間申込期間申込期間    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月１７１７１７１７日迄日迄日迄日迄 

   第１次審査書類は以下の事項を記載して下記まで郵送してください。 

※※※※    郵送郵送郵送郵送〆〆〆〆切切切切        ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年    ９９９９月月月月２４２４２４２４日必着日必着日必着日必着とし、返却は致しません。 

●    郵便番号、住所、氏名 

●    連絡先電話番号 

●    eeee----mailmailmailmailアドレス（持っている方のみ） 

●    ２０１１年度有効の審判員証の写真側のコピー（写真の顔が見える状態でコピーして下さい。） 

●    ２００９年度～２０１０年度の審判実績を記録した『審判記録ダイアリ』のコピー 

 書類郵送先 〒〒〒〒 

※※※※ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂでででで申込申込申込申込のののの際際際際、、、、必必必必ずずずず詳細詳細詳細詳細をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
 

 

 

 

 

２０１１年度 第２回サッカー３級審判員昇級審査のお知らせ 

２０１１年度、第２回目の昇級審査を実施いたします。多くの方がチャレンジして、３級審判員として

活躍されることを期待します。（２０１１年４月１日現在、１５歳以上の者） 

１１１１．．．．審判実績審判実績審判実績審判実績のののの多多多多いいいい方方方方            
① 審査申込資格 

● ４級審判員の資格取得後１０試合以上（うち８試合以上）が主審。 

ただし、４種（少年・少女）の試合については、１日２試合迄で４級取得後の年数は問いません。 

また、８人制サッカー、フットサル並びにビーチサッカーの試合は含まれません。 

● ２０１１年度の千葉県サッカー協会登録審判員であること。  

② 審査方法 

● 第１次審査；書類審査（審判実績確認：審判記録ダイアリのコピーによる） 

● 第２次審査；第１次審査通過者に対して、２０１１年１０月９日（日）、野田市陸上競技にて筆記審

査と体力審査 

を実施。 

   ・筆記審査（競技規則等に関するもの） ７０点以上 

    ・体力審査 ４０ｍ走×６本 各６．９秒以内。インターバル走[１５０ｍは４０秒以内、５０ｍは５

０秒以内]×１６本 

③ 審査料： ２，０００円 （徴収方法はＷｅｂの通り事前支払いのみです。当日現地での徴収は行いま

せん。） 

④ 申 込 み： Ｗｅｂでの申込手続きを完了させてください。 

 ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ申込期間申込期間申込期間申込期間    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月１７１７１７１７日迄日迄日迄日迄    

  第１次審査書類は以下の事項を記載して下記まで郵送してください。 

※※※※    郵送郵送郵送郵送〆〆〆〆切切切切    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月２４２４２４２４日必着日必着日必着日必着とし、返却は致しません。 
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●    郵便番号、住所、氏名 

●    連絡先電話番号 

●    eeee----mailmailmailmailアドレス（持っている方のみ） 

●    ２０１１年度有効の審判員証の写真側のコピー（写真の顔が見える状態でコピーして下さい。） 

●    １０試合以上の審判実績を記録した『審判記録ダイアリ』のコピー 

 書類郵送先  

※※※※ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂでででで申込申込申込申込のののの際際際際、、、、必必必必ずずずず詳細詳細詳細詳細をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
 

２２２２．．．．審判実績審判実績審判実績審判実績がががが少少少少ないないないない方方方方    
① 審査申込資格 

● ４級審判員の資格取得後９試合以下（０試合でも受験可）。 

● ２０１１年度の（社）千葉県サッカー協会登録審判員であること。 

② 審査方法 

● 第１次審査； ２０１１年１０月９日(日)に野田市陸上競技場にて筆記審査と体力審査を実施。 

   ・筆記審査（競技規則等に関するもの） ７０点以上 

・体力審査 ４０ｍ走×６本 各６．９秒以内。インターバル走[１５０ｍは４０秒以内、５０ｍは５

０秒以内]×１６本 

● 第２次審査； 第１次審査通過者に対して、１０月９日以降、審判委員会の指定した試合において、 

    実技審査1試合を実施し、８．０以上の評価を得て合格とします。 

③ 審査料： ２，０００円  （徴収方法はＷｅｂの通り事前支払いのみです。当日現地での徴収は行いま

せん。） 

④ 申 込 み：Ｗｅｂでの申込手続きを完了させてください。 

ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ申込期間申込期間申込期間申込期間    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月１７１７１７１７日迄日迄日迄日迄 

 第１次審査書類は以下の事項を記載して下記まで郵送してください。 

※※※※    郵送郵送郵送郵送〆〆〆〆切切切切    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月２４２４２４２４日必着日必着日必着日必着とし、返却は致しません。 

●    郵便番号、住所、氏名 

●    連絡先電話番号 

● eeee----mailmailmailmailアドレス（持っている方のみ） 

●    ２０１１年度有効の審判員証の写真側のコピー（写真の顔が見える状態でコピーして下さい。） 

書類郵送先  

※※※※ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂでででで申込申込申込申込のののの際際際際、、、、必必必必ずずずず詳細詳細詳細詳細をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度    第第第第２２２２回回回回フットサルフットサルフットサルフットサル２２２２級審判員昇級推薦審査級審判員昇級推薦審査級審判員昇級推薦審査級審判員昇級推薦審査のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

（（（（２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年４４４４月月月月にににに行行行行われるわれるわれるわれる関東協会関東協会関東協会関東協会２２２２級昇級試験級昇級試験級昇級試験級昇級試験のためののためののためののための推薦審査推薦審査推薦審査推薦審査ですですですです））））    

   ２級審判員の昇級を希望する方は、次の方法によりチャレンジしてください。 

 

 ① 審査申込資格  ２０１１年４月１日現在、１８歳以上の者 

   ●サッカー２級審判員以上の資格を有する者（フットサル審判資格は、問わない） 

●フットサル３級審判員の資格認定後２年を超えていること 

   ●２０１１年度の（社）千葉県サッカー協会登録審判員であること。 

   ●２００９年度～２０１０年度の千葉県フットサル社会人２部リーグ以上の主審又は第２審判の実績が

１５試合以上 

あること。 

② 審査方法 

 ●第１次審査：書類審査（審判実績：審判記録ダイアリのコピーによる） 

●第２次審査：第１次審査合格者に対して、２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１０１０１０１０月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））に野田市陸上競技場にて筆記審

査と体力審査 

を実施。 



Chiba Football Association Referees’ Committee           ---- 9 ----    

 ・筆記審査（競技規則等に関するもの） ８０点以上 

  ・体力審査 １０００ｍ走 ４分４０秒以内、１０ｍスピードテスト×２本（１２秒以内/本）、 

         ３０ｍアジリティテスト×２本（２３秒以内/本）  

 ●第３次審査：第２次審査通過者に対して、１０月９日以降、審判委員会の指定した試合において、 

   実技試験３試合を実施する。原則として３試合すべてにおいて、８．０以上の評価で合格と

する 

 ③ 審査料：２，０００円（徴収方法はＷｅｂの通り、事前支払いのみです。当日、現地での徴収は行いま

せん。） 

 ※２級昇級本試験（関東協会）には、別途受験費用が必要 

④ 申込み：Ｗｅｂでの申込手続きを完了させてください（前回、再チャレンジの方も同様です） 

    ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ申込期間申込期間申込期間申込期間    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月１７１７１７１７日迄日迄日迄日迄。 

   第１次試験用の書類については、以下の事項を記載して下記まで郵送願います。 

申込書類申込書類申込書類申込書類はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月２４２４２４２４日必着日必着日必着日必着とし、返却は致しません。 

●    郵便番号、住所、氏名 

●    連絡先電話番号 

●    eeee----mailmailmailmailアドレス（持っている方のみ） 

●    ２０１１年度有効の審判員証の写真側のコピー（写真の顔が見える状態でコピーして下さ

い。） 

●    ２００９年度～２０１０年度の審判実績を記録した『審判記録ダイアリ』のコピー 

書類郵送先     

※※※※ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂでででで申込申込申込申込のののの際際際際、、、、必必必必ずずずず詳細詳細詳細詳細をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
    

２０１１２０１１２０１１２０１１年度年度年度年度    第第第第２２２２回回回回フットサルフットサルフットサルフットサル３３３３級審判員昇級審査級審判員昇級審査級審判員昇級審査級審判員昇級審査のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

２０１１年度、第２回目の昇級審査を実施いたします。 

多くの方がチャレンジして、３級審判員として活躍されることを期待します。 

    
① 審査申込資格：２０１１年４月１日現在、１５歳以上の者 

 ❶－Ａ：フットサル４級審判員資格のみ保有の方・・・４級審判員の資格取得後、主審又は第２審判の

経験が 

  １５試合以上あること。（公式戦でなくてもOKです。） 

 ❶－Ｂ：サッカー３級審判員以上の資格を保有している方・・・フットサル審判資格の有無は問いませ

んが、 

  昇級試験に不合格の場合はフットサル審判員の資格は与えられません。 

 以下からは、共通項目です。 

 ❷フットサル３級審判資格取得後にフットサルの審判割り当てに対して審判活動が行えること。 

 ❸２０１１年度の（社）千葉県サッカー協会登録審判員であること。 

 

② 審査方法 

 ●第１次審査：書類審査（審判実績確認：審判記録ダイアリのコピーによる） 

 ●第２次審査：第１次審査通過者に対して、１０１０１０１０月月月月９９９９日日日日（（（（日日日日））））野田市陸上競技場に筆記審査と体力審査

を実施。 

・筆記審査（競技規則等に関するもの） ７０点以上で合格。 

・体力審査 １０００ｍ走 ５分３０秒以内、１０ｍスピードテスト×１本（１４秒以内）、 

３０ｍアジリティテスト×１本（２６秒以内）  

③ 審査料：２，０００円（徴収方法はＷｅｂの指示通り事前支払いのみです。当日現地での徴収は行いま

せん） 

④ 申込方法：Ｗｅｂ（ＫｉｃｋＯｆｆ）からお申し込み下さい 

ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ申込期間申込期間申込期間申込期間    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月１７１７１７１７日迄日迄日迄日迄。 
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  第１次試験用の書類については、以下の事項を記載して下記まで郵送願います。 

申込書類申込書類申込書類申込書類はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年９９９９月月月月２４２４２４２４日必着日必着日必着日必着とし、返却は致しません。 

●    郵便番号、住所、氏名 

●    連絡先電話番号 

●    eeee----mailmailmailmailアドレス（持っている方のみ） 

●    ２０１１年度有効の審判員証の写真側のコピー（写真の顔が見える状態でコピーして下さ

い。） 

●    １５試合以上の審判実績を記録した「審判記録ダイアリ」のコピー 

書類送付先書類送付先書類送付先書類送付先            

※※※※ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂでででで申込申込申込申込のののの際際際際、、、、必必必必ずずずず詳細詳細詳細詳細をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
 

第７回ユース及び若手審判員実技研修会  めざそう！ワールドカップ審判員 

―審判に燃えているユース＆若手審判員集まれ！― 
 日頃から審判に興味を持っているあなた！是非この研修に参加して、さらに上級を目指しましょう！ 

●日程：８月２７日（土）、２８日（日）宿泊研修（１日だけの参加も可）。 

●対象：上級を目指し、審判技術をさらに向上したいと思っているユース及び若手審判員（年齢１４～２

２歳）。 

●資格：３級及び４級取得者（初心者の方も大歓迎です）。 

●場所：市原スポレクパーク他（予定） 

●費用：ユース５，０００円 一般７，０００円（宿泊費・食費込。更新料は別途徴収。） 

●内容：昼間は実際にＵ－１５の試合を使用した実技研修や主審・副審の動き方についてのトレーニング。

夜間は 

ビデオを使った研修を予定しています。 

●申込先：育成部 中間 敏雄 ０８０－６６０１－０９６８、 メール fwja3585@mb.infoweb.ne.jp 

 

第第第第７７７７回回回回シニアシニアシニアシニア審判員宿泊研修審判員宿泊研修審判員宿泊研修審判員宿泊研修    

●対象：郡市で活躍されるお父さん及びお母さんのシニアレフリーの皆様。 

年齢４０歳以上の３級審判員。（４０歳以下及び４級も可。） 

●目的：日頃の審判活動がより向上するように実践による実技研修。また、夜は意見交換や映像を観な

がら楽しく 

研修します。皆様、奮ってご参加下さい。 

●日程：１１月中旬予定 宿泊研修（１日だけの参加も可）。 

●申込受付：１０月中旬予定（詳細はレフリーニュース１０月号にてご確認下さい。） 

●締切：定員（２０名）になり次第。 

●更新：可能。 

●費用：７，０００円（宿泊費・食費込。更新料は別途徴収。） 

●申込先：育成部 中間 敏雄 ０８０－６６０１－０９６８、メール fwja3585@mb.infoweb.ne.jp 

 

フットサルフットサルフットサルフットサル研修会研修会研修会研修会    

次の研修会、会場等詳細は追ってＣＦＡのホームページ上で掲載しま

す。 

●●●●フットサルフットサルフットサルフットサル審判審判審判審判カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー研修会研修会研修会研修会  ８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（日日日日））））    

●●●●フットサルフットサルフットサルフットサル審判審判審判審判フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ研修会研修会研修会研修会 ９９９９月開催予定月開催予定月開催予定月開催予定    

 

 

 

【【【【女子部女子部女子部女子部】】】】    初心者更新実技研修会初心者更新実技研修会初心者更新実技研修会初心者更新実技研修会 

女性の皆さん、もう遠慮はいりません。チャレンジすることが大切です。 

●対 象：女性の方で、審判の資格は取得したがなかなか審判をする  
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機会のない方、実技はまったく初めての方、実技指導を 受けてみたい 方。 

●資 格：女性審判員４級取得者（初心者の方、大歓迎です。） 

●日 時：２０１１年１０月下旬又は１１月上旬。終日予定 

●場 所：習志野市茜浜グラウンド 

●内 容：主審、副審の基本トレーニング、実際に小学４年生の試合を 

使用した実技研修、 初めての方にも判り易く指導致します。 

●更 新：可能 

●申込み：４級の方全員に詳細が決まり次第、案内をお送りいたします。 

 

2011年度第1回 ３級インストラクター更新講習会のお知らせ（サッカー） 

２０１１年度第１回の３級インストラクター更新講習会（講義）を開催いたします。 

２０１２年度も引き続きインストラクターとして活動を希望される方は必ず受講して下さい。 

なお、受付時間・講習会場等の詳細については、後日、該当者宛に直接郵送でお知らせいたします。 

●日時   ：２０１１年９月上旬 終日予定 

●場所   ：後日連絡 

●講習形式：講義 （更新講習に向けた講義技法の講習及び可能ならば実技） 

●講習会費：審判資格有 ￥４，０００  審判資格なし ￥６，５００ 

※今後の予定  

２０１１年１２月：更新講習会（講義）、２０１２年２月：３級インストラクター認定講習会（試験）

及び更新講習会（講義） 

審判割当を希望される３級審判員の皆様へ 

① 現在３級を取得され審判活動をされている方で派遣登録をされたにもかかわらず、月毎に送られる

活動 可能調査や研修会の案内が来ない方。（アドレスの違いで未配信のメールがかなりあり困っ

ています。）         

② やる気はあるけれども未だ派遣登録の葉書を出してない方、あるいは葉書を紛失されてしまった方

。  

③ 最初は派遣を受ける気はなかったけれど、審判活動をしているうちにレベルアップをしたいと思わ

れた方。 

④ 自信は無いけれども、中学生の試合や副審ならやってみたいと思っている方。 

是非派遣審判員への登録をお願い致します。最初は、Ｕ－１５クラブユースの副審からの割当にな

りますが、やる気のある人には、どんどん割当をしていきますのでお気軽にご応募下さい。                   

あて先は、競技部割当 担当 中間 敏雄まで。                                                  

下記アドレスまでテストメールをお送りいただければ、直ちに 登録し各種案内を配信致します。             

 

●２０１２年度も審判活動を行うために！● 

２０１２年度も引き続き審判活動を行うためには、登録更新が必要です。 

□登録更新はお済ですか？□ 

登録更新を行うためには、 

１． 更新講習会を受講する ≪昨年（２０１０年）以前に取得講習会を受講した方（審判登録を行った）

≫ 

２． 更新手続きを行う     ≪今年（２０１１年）取得講習会を受講した方（審判登録を行った）≫ 

のどちらかの手続きが必要です。 

 

●更新講習会を受講する方（２０１０年以前に登録した方）、 

（１） ＪＦＡ公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）の「登録はこちらから【kickoff】」

から「審判」を選択しログインし、 
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（２） 「更新講習会申込み」を選択、 

（３） 「講習会を選択する」→「支払手続き」→「完了（申し込み完了画面の印刷）」まで行い 

（４） 「支払い手続き」に従い、講習会費等をお支払いください 

以上で、更新講習会の受講申込みが完了しますので、申込みを行った更新講習会を受講してください。 

（更新講習会は、２０１２年２月末日までに受講する必要があります。） 

※２０１２年度の登録費は、申込みの際に支払手続きの中で支払うこととなります。 

 

●更新手続きを行う方（２０１１年に登録した方）、 

（１） ＪＦＡ公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）の「登録はこちらから【kickoff】」

から「審判」を選択しログインし、 

（２） 「更新手続き」を選択、 

（３） 「支払手続き」→「完了（申し込み完了画面の印刷）」まで行ってください 

（４） 「支払い手続き」にしたがって登録費をお支払いください。 

以上で、更新手続きは完了です。登録初年度に限り、更新講習会の受講はありません。 

なお、「更新手続き」は現在でも手続き可能です。早めに手続きを行うことをお勧めします。 

（更新手続き２０１２年１月３１日までに行う必要があります。） 

 

●登録更新できなかった場合は、新規に４級審判員資格を取得することになります。 

 

≪≪≪≪カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー研修研修研修研修にににに参加参加参加参加しているしているしているしている審判員審判員審判員審判員のののの更新講習会更新講習会更新講習会更新講習会≫≫≫≫    

カテゴリーに登録されている方で、カテゴリー研修に参加された方は、更新講習会の中の 

「カテゴリー研修参加者のための更新講習会」を申し込んでください 

 

≪≪≪≪住所変更住所変更住所変更住所変更についてについてについてについて≫≫≫≫    

登録された住所は、ルール改正の情報やレフリーニュース、新たなルールブックをお送りする重要な項

目です。 

これら資料はメール便で送られるため、「アパート名」、「マンション名」、「棟」、「部屋番号」があ

る場合は全て入力してください。（住所が不正確だと各種資料が届かなくなりますので、必ず正確に入力

願います） 

住所が変更となった方は必ず住所の訂正をお願いいたします。 

また、メールアドレスをお持ちの方はメールアドレスを入力してください。至急の連絡や情報をメール

により発信 

することがありますので、入力をお願いいたします。 

 

≪≪≪≪２０１２２０１２２０１２２０１２年度審判員証年度審判員証年度審判員証年度審判員証のののの発行発行発行発行についてについてについてについて≫≫≫≫    

            ２０１２年度の審判員証は、３月下旬に、３月１日時点で登録されている住所へ発送しますので、２月

末までに 

必ず届く住所に修正願います。（３月になると審判情報を修正できません。） 

引越しの予定がある（住所に変更がある）方は、必ず届く住所（実家、会社など）に審判情報を修正して

ください。 

また、審判証はメール便で送られるため、「アパート名」、「マンション名」、「棟」、「部屋番号」

がある場合は全て 

入力してください。（住所が不正確だと審判証が届かなくなりますので、必ず正確に入力願います） 

 

≪≪≪≪JFAJFAJFAJFAラーニングラーニングラーニングラーニングごごごご案内案内案内案内≫≫≫≫ 

更新講習会の受講のほかに、今年度も「サッカー４級審判員向け」に加え、新たに「フットサル４級審

判員向けが開設される予定です。 

※ JFA ラーニングとは、審判員の受講機会を増やすとともに利便性を向上することを目的に JFA が開設

した WEB 上で受講することができる更新講習です。 

サッカー４級 ：２０１１年１０月初旬～２０１２年２月末日までの予定 

フットサル４級：２０１１年１０月初旬～２０１２年2月末日までの予定 
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申込期間、受講期間は、Kick Offの講習会情報をご確認ください。 

 

●●●●JFAJFAJFAJFAラーニングラーニングラーニングラーニングについてについてについてについて●●●●    

日本サッカー協会では、更新講習会などの集合形式での学習が時間の都合等で難しい方でも同等の内容

が学べるよう、インターネットで動画や文字を用いた教材を配信する更新講習会（「JFAラーニング」と

いう）が開始されます。受講者は、自分のペースでインターネットに接続されたパソコンに向かい学習す

ることができます。 

実際に会場に集合して実施される従来の実地講習会とは受講方法は異なりますが、「講習会への申込

み｣は従来の実地形式の講習会と同じように「Kick Off」から行います。 

受講するパソコンやインターネットへの接続環境によって、サンプルの再生に違いが生じるため、受講

申し込みの際にサンプルの再生ができるかどうかの確認をしてから受講申込みを行うことになります。 

JFAラーニングでは、設定された期間内にすべての章の受講を完了する必要があります。設定されてい

る期間内にすべての章の受講が完了できない場合は、期限切れで学習未完了となり、資格の更新等に必要

な条件が整わない事になります。つまり、更新できないことになります。 

千葉県千葉県千葉県千葉県でのでのでのでのJFAJFAJFAJFAラーニングラーニングラーニングラーニングはははは、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年２２２２月末日月末日月末日月末日までまでまでまで（（（（正確正確正確正確にはにはにはには２３２３２３２３時時時時５９５９５９５９分分分分までまでまでまで））））にににに完了完了完了完了するするするする必要必要必要必要

がありがありがありがあり、、、、完了完了完了完了できないとできないとできないとできないと更新講習会受講未了更新講習会受講未了更新講習会受講未了更新講習会受講未了としてとしてとしてとして更新更新更新更新できないことになりますできないことになりますできないことになりますできないことになります。。。。    

受講時間はパソコンやインターネットへの接続環境、学習の個人差にもよりますが、標準として2時間

程度と考えられます。 

● おおまかなパソコンの推奨環境は次のとおりです。 

推奨環境： 

・OS：Windows XP以上、ブラウザ： Microsoft Internet Explorer ver.6、ver.7、ver.8 

・プラグイン：Adobe®TMReader 7.0（日本語版）以上、Adobe®FlashTMPlayer 8.0以上 

（注）JFAホームページより 

なお、詳細についてはJFAラーニングが開始された時に各自のパソコンでインターネットから「Kick 

Off」に接続し、確認してください。 

 

このほかにインターネットへの接続環境も確認する必要があります。 

※JFA ラーニングの受講ができるかどうかは、インターネットへの接続環境やパソコンの動作環境など

により異なりますので、必ず受講する環境で動作環境の確認をして受講申し込みを行いましょう。 

   ※JFA ラーニングは（財）日本サッカー協会が提供する更新講習サービスです。 

JFA ラーニングに関するお問合せは（財）日本サッカー協会審判部 TEL０３-３８３０-２００４（代）

にお願いします。 

 

～～～～審判委員会審判委員会審判委員会審判委員会    各部活動各部活動各部活動各部活動についてについてについてについて～～～～    

【【【【育成部育成部育成部育成部】】】】    活動目標活動目標活動目標活動目標・・・・活動予定活動予定活動予定活動予定    

育成部は強化部、普及部、競技部、インスト

ラクター部、女子部及び各種別審判部と協力を

し、県内で開催されるＵ－１８大会等を利用し、

審判員の技術向上とユース及び若手審判員を広

く育成すること、また、郡市で活躍されるお父

さん及びお母さんのシニアレフリーの審判活動

の向上を活動目標としております。 

活動予定は、８月２７～２８日に「第７回ユ

ース及び若手審判員宿泊研修」を、１１月中旬

に「シニア審判員宿泊研修」を、２月中旬に強

化部と合同で「公募のレフリースクール」予定

しております。その他にプリンスリーグを利用

して大学生・若手審判員の副審登用。全日本少

年全国大会へのユース審判員派遣。ユース・若

手審判員のための競技規則勉強会を予定してお

ります。 
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【【【【強化部強化部強化部強化部】】】】今年度今年度今年度今年度のののの活動活動活動活動テーマテーマテーマテーマ    

千葉県所属のサッカー審判員の皆さまこんにちは。４月から強化部長を務める東京在住(千葉市美浜区

出身、 

千葉県協会所属)の堀川栄多です。 

最初に皆さまに謝る事があります。震災の影響とはいえ３～４月に予定していた研修会や体力測定を

一部実施できず、特に第１回目の体力測定参加者に不公平感を与えたこと、研修を楽しみにしていた方

にご迷惑おかけしたことをお詫び致します。強化部では、月例の日帰りおよび宿泊形式の研修会やサッ

カー２級昇級予備審査を通じて、皆さまの審判技術が少しでも向上するよう活動しており、特にここ数

年は『国体参加審判員の強化・育成（質と量の確保）』を最重要課題に取り組んできました。 

ご存知のとおり昨年、皆さまのご協力をもって千葉国体を無事に終えることができ、強化部の活動も

今年から『質（の向上）』に焦点をあてていきたいと考えています。その第１弾として、審判の胆であ

り試合をコントロールする上で不可欠な“判定基準の確立”をテーマに取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

また、これを通じて一人でも多く、上位カテゴリーへ県所属の審判員を送り出し、１級昇級願わくは

その先を狙える人材の発掘・育成に繋げたいと考えています。欲張ってもう１つ、県内で活動する審判

の雰囲気を明るく、活気あるものに変えていきたいと考えています。 その辺を盛り込んで計画してい

る今年度の研修予定を以下に掲載致します。対象の方にはその都度、担当から連絡していますが、興味

のある方、ご意見・ご要望のある方は是非下記アドレスまでご一報下さい。 歴代部長のように円滑な

運営は程遠いですが、足りない分は“スタッフの協力”と“審判員をサポートする気持ち”で補ってい

こうと思いますので、これからどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に関するご意見・お問い合わせはe.horikawa@jcom.home.ne.jpまで 

    

    ※※※※ごごごご自身自身自身自身ののののカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーがががが不明不明不明不明なななな方方方方はははは、、、、審判委員会審判委員会審判委員会審判委員会H/PH/PH/PH/Pにてごにてごにてごにてご確認願確認願確認願確認願いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【女子部女子部女子部女子部】】】】    

どうも皆さんこんにちは。木川です。  

女性審判員の皆さん、サッカーは好きですか？もう少しサッカーの奥を知りたい！選手や観客以外の視

点から見てみたい！と思いませんか？一歩踏み込んでみたその世界は、思っている以上にやみつきにな

る、言葉では言い表せない魅力的なものかもしれませんよ！ 女子部では、４級から徐々にステップアッ

プしていける環境を整えています。 

    現在、４～３級に対しては主に成田市の中台中学校で練習試合を使ったミニ研修会を随時行ってい

ます。８月には４級から２級までの県内で活動している意欲のある審判員に対して香取市での研修会を

予定しています。また、今年度１月３日から行われるU-１８全国大会に向け、２級を対象に毎月第２土

曜日に市立千葉高校で強化研修会を行っています。各審判員に向けて定期的にフィットネステストも行

います。 

    資格をとったけど活動方法がわからない方、県内で活動してみたい方、昇級を目指しているけどフ

ィットネスが未経験で不安な方、もう少し深く審判の勉強をしたい方、審判員はどういうことをしてい

るのか興味がある方、インストラクターから指導を受けてみたい方。 少しでも審判活動に興味を持って

いる女性のあなた！私たちと一緒に活動しませんか？1人では不安な方はお友達を連れてきても大丈夫。

①①①①月例研修会月例研修会月例研修会月例研修会    

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー1111    

開催日時開催日時開催日時開催日時；；；；毎月第毎月第毎月第毎月第2222土曜日土曜日土曜日土曜日（（（（7777月月月月はははは第第第第3333土曜日土曜日土曜日土曜日））））    

17:0017:0017:0017:00～～～～19:0019:0019:0019:00    

開催場所開催場所開催場所開催場所；；；；市立千葉高校市立千葉高校市立千葉高校市立千葉高校（（（（千葉市稲毛区千葉市稲毛区千葉市稲毛区千葉市稲毛区））））    

全全全全カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー    

開催日時開催日時開催日時開催日時；；；；8888月月月月,12,12,12,12月月月月のののの第第第第2222土曜日土曜日土曜日土曜日    

    （（（（時間時間時間時間とととと場所場所場所場所はははは上記上記上記上記とととと同同同同じじじじ））））    
    

②②②②宿泊研修宿泊研修宿泊研修宿泊研修    

    第第第第１１１１回回回回；；；； 8 8 8 8月月月月19191919～～～～20202020日日日日（（（（1111泊泊泊泊2222日日日日））））指名指名指名指名    

    第第第第2222回回回回；；；；10101010月月月月29292929～～～～30303030日日日日（（（（1111泊泊泊泊2222日日日日））））指名指名指名指名    

    第第第第3333回回回回；；；；2222～～～～3333月月月月のののの土日土日土日土日（（（（1111泊泊泊泊2222日日日日））））    公募公募公募公募（（（（予定予定予定予定））））    

5555月度研修会月度研修会月度研修会月度研修会のののの様子様子様子様子(5/21(5/21(5/21(5/21於於於於フクダフクダフクダフクダ電子電子電子電子アリーナアリーナアリーナアリーナ))))    
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小さなお子様がいる方はお子様連れでも構いません。まずは見学だけでも構いません。 

女性の審判活動は、家庭からの理解や生活環境の変化によって審判活動が継続しづらい状況は否めま

せんが、その中でもできる範囲で活動している方ばかりです。 

１０月には習志野市で初心者研修会を予定しています。皆様ぜひ参加してみて下さい。 

   問い合わせは cfarc-05@ezweb.ne.jp 遠藤まで  

 

【【【【フットサルフットサルフットサルフットサル････ビービービービーチサッカーチサッカーチサッカーチサッカー部部部部】】】】    

フットサル審判員皆様へ 

こんにちは。皆さまには日頃の審判活動に於きまして、ご尽力いただき感謝申し上げます。２０１１

年度は下記による千葉県内で行う関東大会が計画されております。（７/２４全日本大学フットサル関東

大会、２０１２.１２.１/１４～１５トリムカップ全国女子関東大会）関東レベルのゲームが県内で開催

されるこの機会を利用し、自己のレフェリング研修に役立ててもらえればと思います。 

また現在、Ｆリーグ所属のバルドラール浦安を筆頭に関東リーグ参戦の千葉県所属チームは５チーム

在籍（女子チーム含）しており、関東の中でも東京の次ぎに多く、選手たちは高い技術レベルによるパ

フォーマンスでプレーされています。こうしたプレーヤーの質の高い千葉県内の環境で、私たち審判レ

ベルも追いてかれないように、常に高いモチベーションを持ち続けてレフェリングに心掛けていきまし

ょう。 

日々のトレーニングやルール理解度チェックを行い、プレイヤーズファースト『Players First』選手

同士が安心して、集中して、プレーできるように環境を整えゲームコントロールすることを目指して審

判活動していただけるよう宜しくお願いいたします。千葉県フットサルリーグは５月２９日から。関東

フットサルリーグは６月１１日からスタートしました。国内最高峰であるＦリーグも７月３０日から開

幕します。多くのフットサルファミリーのために、皆さんのご活躍を期待しております。 

 

【【【【インストラクターインストラクターインストラクターインストラクター部部部部】】】】    

今年度はアセッサー派遣に重点的に取り組んでいく予定です。県内の主要大会の準決勝・決勝戦及び

社会人、大学等のリーグ戦など、出来るだけ多くの試合にアセッサーを派遣し、審判員のレベルアップ

を図っていきたいと思っています。 

また、関東及び千葉県の強化審判員に対する指導についても、強化部を初めとする他部と連携を取り

ながら進めていきたいと考えています。審判員の皆さん、会場にアセッサーが派遣されていましたら、

アドバイスに耳を傾けていただきますようよろしくお願いいたします。 

    

【【【【種別代表種別代表種別代表種別代表    4444種種種種】】】】    審判入門審判入門審判入門審判入門からさらにからさらにからさらにからさらに上級上級上級上級をををを目指目指目指目指すすすす人人人人までまでまでまで    ―４種審判部はあなたとともに― 

「審判を始めたきっかけは？」と問えば、「息子がサッカー始めて、チームのコーチになっちゃってさ、

その挙句、審判資格を取ってほしいって監督に言われてね。」と答える方が何と多いことか！県下８，

０００人ともいわれる審判員の多くは、４種の試合が審判人生のスタートではなかったでしょうか。 

４種では毎月のように大会が開かれ、そこでお父さん・お母さんレフェリーが活躍しています。４種

審判部は、そんな皆さんの支えになればと、毎月、研修を兼ねての定例会議を行い、研鑽を積んでいます。

時には難問奇問も出され、楽しい雰囲気で、すぐに役立つ情報を共有化して各ブロックへ持ち帰っていま

す。県内の各地域（ブロック）では、審判部員が中心となって審判員の皆さんの相談に乗ったり、レフェ

リングについてアドバイスしたりしています。困った時には、いつでもどうぞ！！ 

 

日本サッカー協会からの通達 

2011年5月31日  

地域・都道府県サッカー協会 御中  

各種連盟 御中  

財団法人日本サッカー協会  

副会長/専務理事 田 嶋 幸 三  

 

サッカーサッカーサッカーサッカー競技中競技中競技中競技中のののの飲水飲水飲水飲水についてについてについてについて((((通達通達通達通達))))    
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2011年5月12日の本協会理事会において、改めて「競技中の飲水」に関する協議がなされ、「競技中の飲

料は水に限らないものとし、いわゆる“スポーツドリンク”を摂取すること」が承認されました。  

つきましては、1988年7月26日付で本協会より発信いたしました、「競技者が競技時間中に飲むことができ

る物は水に限られる」との通達（別紙①資料参照）を改定し、本協会が主催、共催、後援する国内競技会

における「競技中の飲水」について下記のとおり実施下さるようお願いいたします。なお、1988年7月26

日付通達中にある「２.すね当ての着用について」は、競技規則に規定されているとおりです。 

記 

 

1. 1. 1. 1. 「「「「競技中競技中競技中競技中のののの飲水飲水飲水飲水｣｣｣｣にににに関関関関するするするする理事会決定事項理事会決定事項理事会決定事項理事会決定事項        

競技者が競技時間内に摂取できる飲料は、水のみならず、水以外の飲料（いわゆる“スポーツドリン

ク”等）であってもよい。  

＜＜＜＜理由理由理由理由＞＞＞＞        

近年の気候変動に伴い、夏季における暑熱下での競技においては、熱中症による事故も社会問題とな

っております。競技中の暑熱対策としては水だけでは不十分であり、熱中症防止のためには水分とミネ

ラル分を効率よく補給することが必要であるため。  

＜＜＜＜いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる““““スポーツドリンクスポーツドリンクスポーツドリンクスポーツドリンク””””とはとはとはとは＞＞＞＞        

体液にほぼ等しい浸透圧を持ち、効率よく水分を補給させ、なおかつ体に負担をかけないように考慮

されている飲料をいう。成分は、カリウムやナトリウムといった電解質やマグネシム、カルシウムとい

ったミネラル分を含んでいて、生理食塩水に近い浸透圧で胃腸に負担をかけないように配慮されている。  

また、運動時に筋肉中に蓄積される乳酸の分解を助け回復を促すとされるクエン酸や、いわゆる疲労

回復の際に最も効率の良いエネルギー源であるブドウ糖やショ糖を含んでいる。  

 

２２２２. . . . 競技運用時競技運用時競技運用時競技運用時におけるにおけるにおけるにおける確認事項確認事項確認事項確認事項        

水以外の飲料を使用するにあたっては、その含有物が競技場のポリウレタン製の全天候型トラックの

表面を汚したり、芝生を傷めたりするおそれもあることから、大会主催者が水以外の持ち込み可否及び

摂取可能エリアについて、使用会場に確認をとり、その運用を決定する。  

以上  

本件に関するお問い合わせ先  

財団法人日本サッカー協会 競技運営部 国内グループ 水野正幸  

電話：03-3830-1809  FAX：03-3830-2005 

 

********************************************************************************* 

【【【【チーバチーバチーバチーバくんくんくんくんトスコイントスコイントスコイントスコイン・・・・プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント】】】】    
  今回、５０名の方に「トスコイン」をプレゼントいたします。 

 官製はがきで下記宛てに応募してください。応募が５０名を超えた場合は、 

抽選とさせていただきます。 

プレゼント当選者の発表は、発送に代えさせて頂きます。 

《《《《応募方法応募方法応募方法応募方法》》》》    官製はがきに「チーバくんトスコイン」希望と明記し、 

郵便番号、住所、氏名、身近で起こった出来事、レフェリーニュースに掲載し

てほしい 

記事、疑問や要望を記載し 

宛先：〒２６０-００１３ 千葉市中央区中央３－９－１６ 三井生命千葉中央ビル４階 

 (社)千葉県サッカー協会・審判委員会プレゼント係 

締切り：２０１１年７月３０日（土）消印有効  当選者の発送は、８月初旬（メール便）を予定して

おります。 

********************************************************************************* 

●郡市委員会だより● 各郡市より毎回ホットな話題を直接お届けします。 

【【【【    市川市市川市市川市市川市    】】】】委員会メンバー５０名に対し、中学総体へ向け今年２回目になるＤＶＤ研修全体会を開催

し、判定基準の統一とカードの適用に対する確認を行いました。指導部主体でテスト形式による指名

回答等で内容も充実した研修会となっております。 

今年は初級レフリースクールに重点を置いて、「アシスタント」へは審判の基本動作である、旗の持

ち方・シグナルの出し方・オフサイドの判定に対する解釈と、「主審」にはファールの見極め方・積

極的なアドバンテージの適用・ゲーム展開を読んだ次のポジションへの移動・フリーキックのセレモ
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ニー手順等の確認を例年より回数を多く開催していく予定です。昨年より新しい試みとしての強化審

判員制度は５月～７月は男性４名を選出して上級を目指しレベルアップを図っております。女子部の

強化も順調に進んで、レベルは確実に上がっており上級をチャレンジしております。レベルアップを

願 っ て い る 方 は 是 非 市 川 で ト レ ー ニ ン グ し て み ま せ ん か ！ （ 詳 細 は Ｈ Ｐ 参 照 ）                        

＜市川市サッカー協会審判委員長 東 哲也＞ 

   

【【【【    柏柏柏柏    市市市市    】】】】サッカー協会は、昨年より法人化に向け準備を進めており、本年４月２日（土）一般社団

法人柏市サッカー協会として正式に設立し、同日（社）千葉県サッカー協会 倉田寛之会長を初め関

係各位の方々をお招きし設立記念式典を開催致した事をご報告させて頂きます。 

協会最初の事業として、現在柏市あけぼの山農業公園芝生広場を協会の管理運営により、日本サッ

カー協会監修による芝生の全面張替え及びスプリンクラー設置の改修工事を行っており本年１０月を

目標にリニューアルオープンする予定です。環境が整備されることにより多くの大会を柏市に招聘す

ることが出来、審判委員会としてそれらの試合に対応すべく、審判員の育成や技術向上を進めてまい

ります。                         

＜（社）柏市サッカー協会審判委員長 小杉 益

朗＞ 

【【【【    木更津市木更津市木更津市木更津市    】】】】昨年度は新規取得講習会、３・４級更新実技講習を実施いたしました。今年度も１１月

に４種の大会を利用して３・４級更新実技講習を開催いたします。 特にユースの方、昨年新規取得の

方には実技での、アドバイスが今後の活動に有意義だと思います。もちろん今活躍されている方はステ

ップアップのために沢山の方の参加を期待しています。  

更新実技講習予定日(３・４級)：２０１１年１１月６日(日)予定、場所：木更津市桜井運動場、使用

予定大会：４種、詳細はWebにて公開予定です。                     ＜木更

津市サッカー協会  樋口 彰＞ 

    

【【【【    流山市流山市流山市流山市    】】】】では、４月３日に、毎年恒例として開催をしています 「審判員のレベルアップ研修会」

を県審判委員 

        会インストラクターの方に講師として御願いをして、近隣の皆様にも声を掛け共に参加をして頂きな

がら開催致しました。４種の全日本大会も８人制へと変更になり、６５名の皆さんが参加し 実技も行

いながら戸惑いを少しでも無くす目的も兼ねての開催でした。４種の審判員が多い為に、例年のように 

３種などの試合を多く経験しながらレベルアップを図る目的を持ち、１種、３種、４種の各種大会への

審判派遣も含めて各種別の交流の活性化を図っています。 

例年、９月・１０月・１１月に開催される審判更新研修に於きましては、実技研修を主として行い、

秋・春のレベルアップ研修会も含め 地域の審判員の皆さんが楽しみながら参加できるように 今後も

継続して研修会を開催していく予定です。県委員会のインストラクターの皆さんからの指導は的確で、

個々のレベルアップに於いての良い教科書になっております。今後とも御指導ご鞭撻の程、宜しくお願

い致します。 

＜流山市サッカー協審判委員会 中村俊人

＞ 

    

【【【【    野田市野田市野田市野田市    】】】】審判委員会では、５月に中学校サッカー大会、６月に第４０回野田市少年サッカー大会、野

田市近隣 

    スポーツ少年団招待交流大会、７月に第１１回野田ライオンズカップ、９月・１０月に第６回野田市シ

ニア大会、１１ 

月に第２３回さわやか杯サッカー大会への審判員派遣を行います。１１月には実技更新講習会、来年２

月に更新講習会を予定しています。                   ＜野田市サッカー協会審

判委員長 高須賀 清司＞ 
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編編編編編編編編集集集集集集集集後後後後後後後後記記記記記記記記        

シーズンイン直前での震災で、サッカー行事にも影響がありました。暑い季節ですが、サッカーができる

こと、 

健康であること、普段通りの生活ができることに改めて感謝しています。 

身近で起こったサッカーの出来事、レフリーニュースへの要望、疑問、投稿などお待ちしています。（Kazu） 

  

レレフフリリーーニニュューースス編編集集員員  

渡邉 芳敏 E-mail ： chb-fa@ra2.so-net.ne.jp 

伊藤 欽一 E-mail ： kincfa@orange.plala.or.jp 

大西 正一 E-mail ： m.oonishi@kib.biglobe.ne.jp 

菅原 英雄 E-mail ： kh3h-sgwr@asahi-net.or.jp 

野口 豪志 E-mail ： hotman@ｙ７.dion.ne.jp 

社団法人 千葉県サッカー協会審判委員会 http://www11.plala.or.jp/cfarc/index.htm 

 

     

広告主広告主広告主広告主さまさまさまさま募集募集募集募集していますしていますしていますしています    
 

・・・・    千葉県内約千葉県内約千葉県内約千葉県内約8888千名千名千名千名のののの審判員審判員審判員審判員にににに年年年年4444回送回送回送回送られているられているられているられている    

レフリーニュースレフリーニュースレフリーニュースレフリーニュースにににに掲載掲載掲載掲載するするするする広告広告広告広告をををを募集募集募集募集してしてしてして    

いますいますいますいます。。。。    

・・・・    募集枠募集枠募集枠募集枠はははは、、、、1111枠枠枠枠（（（（1111枠枠枠枠タテタテタテタテ55mm55mm55mm55mm××××ヨコヨコヨコヨコ85mm85mm85mm85mm）。）。）。）。    

・・・・    このこのこのこの枠枠枠枠がががが１１１１枠枠枠枠のののの大大大大きさのきさのきさのきさの目安目安目安目安ですですですです。。。。    

詳細、お申し込みは（社）千葉県サッカー協会事

務局 

（TEL 043-310-4888）にご連絡をお願いいたしま

す。 


