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REFEREE NEWS 
公益社団法人千葉県サッカー協会審判委員会  

 

永年勤続審判員表彰式を実施いたしました

5月12日（土）に千葉市立千葉高等学校視聴覚室において永年表彰式を実施いたしました。

永年表彰を受賞された皆様は

30年表彰：小國勝男氏 高橋富夫氏（※）

20年表彰：山中吉一氏（※） 右田智也氏 山口利男氏 高萩守氏 岡田滋氏 高須賀清司氏（※）

10年表彰：小巻孝嘉氏 福田英二氏 柏木啓司氏 野川亮之氏

※印の方は都合により当日欠席されました。

表彰楯の授与式の後、大石

審判委員長から「今回、30年、

20年、10年表彰された皆様の

ご活躍とご協力があって、多く

の審判員とともに支えられ審判

活動を行ってこられました。こ

れからも、ご健康と益々の審判

活動を続けていただけることを

祈念して、今回の表彰を審判

委員会一同お慶び申し上げま

す。」との挨拶がありました。

また、受賞者の皆様からお

言葉をいただきました。

小國さん「昭和54年に我孫

子市に公式審判員がいなくて、

その時に講習会を受けて審判

資格を取得以来、約30年が経

過して70歳になったのを機会に我孫子市協会の役職をバトンタッチいたしまして、今は小学生低学年を中心に審

判活動を続けております。これからも正しいジャッジができるように頑張っていきたい。」

右田さん「地元松戸の4種チームの指導を始めたので、帯同審判になるため取得しました。他のチームの帯同審

判員の判定に納得がいかないことが多くあり、これでいいのかという思いから上級審判員に挑戦しました。3級になっ

て割り当てをもらうようになって、審判の面白さを知ってのめりこむようになり20年が経ってしまいました。今後、30年、

もっと先の目標を持って頑張っていきたい。」

山口さん「今体調を崩しているので早く体調を回復させて、後方から審判委員会を支援していきたい。」
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高萩さん「サッカー経験が無いまま審判活動に入り20年間やってきました。サッカーの外にフットサル審判とサッカ

ー及びフットサルインストラクターの4つのわらじを履いています。体の続く限り活動していきたいと思います。」

岡田さん「40年位前の学生時代に東京で審判資格を取りましたが、子供がクラブに入ったのをきっかけに千葉県

の審判員として始めました。その後インストラクターにもなり、自分を育ててくれたのは千葉県だと思っています。こ

れからも頑張っていきたいと思います。」

小巻さん「審判員のきっかけは、右田さんと同じ4種のチームにいて、右田さんに感化され審判資格を取りました。

納得できる試合は無いのですが、何時かは素晴らしいレフリングをしたいと思っており、これからも頑張ってまいりま

す。」

福田さん「表彰の連絡を受けたとき、今までやってきたことで反省することばかりでしたが、表彰を受けた先輩方

と一緒に大好きなサッカーと子供たちのために頑張っていきたいと思います。」

柏木さん「自分の子供がサッカーを始めたことがきっかけで地域のチームに参加するようになり、学生時代サッカ

ーをやっていたので楽しくサッカーがしたいと思い、指導の中でも審判の資格を持ってルールを判った上で指導した

いという気持ちで資格を取得し、審判と指導をしているうちに10年が経ちました。表彰式に来て30年、20年、40年と

やられている方を知って、まだまだ、この先頑張っていけるなと思いました。」

野川さん「長い歴史のあるサッカーにちょっとでも参加できる喜びと、子供達がのびのびとやれ

る環境はしっかりとしたジャッジをしながら教育していくのが大事だと思い、審判をしっかりやりな

がら楽しいサッカーをこれからもやっていきたいと思います。」

表彰された皆様、本当におめでとうございます。まだまだ、いろんな影響が残っていますが、

これからもサッカー界発展のために一緒に力を尽くしていきましょう。

オリンピックに選出！～皆で応援しましょう♪～

 アジア最優秀審判員としてもお馴染み、千葉県の山岸佐知子さんが、今夏に行われるロンドンオリンピックに審判員と

して派遣されることになり、先日審判委員会で壮行会を開催致しました。ある人の話では、母の日でカーネーションしか

ない花屋で花束を用意しておいたのに、隠しておいたが為にそのままお店においてきてしまい、本人に花束を渡せずそ

のショックで立ち直れなかったとか…。ロンドンは雨の多い地域ですが、

山岸さんは雨を通り越して嵐にしてしまうパワーの持ち主ですので、そ

の辺の心配はきっといらないでしょうね。

10月号ではそんな山岸さんのオリンピック記が読めるかもしれませ

ん！！期待しておきましょう！！

なでしこジャパンの活躍も気になるかと思いますが、日本人を代表して

千葉県の皆んなでてるてる坊主でも吊るして山岸さんにプレッシャーを

かけずに応援しましょう！

Well Done 

平成23年度千葉県第１種サッカー選手権大会決勝  FC千葉なのはな (0 vs 2) 浦安ジュニアサッカークラブ

日時：2012年3月18日（日）、12:30～ 会場：市原臨海競技場

主審：桜井大介氏、副審1：武石智之氏、副審2：平野裕大氏、第4の審判員：中島智広氏（文中の敬称略）

Q-1 決勝審判の割当が決まった時或いは試合に臨むに当たっての気持ちを教えて下さい。

R：桜井 千葉県のチャンピオン決定にふさわしいゲームになるように、レフェリーチームとしてゲームコントロールしよう

と思いました。

A1：武石 割当をもらった時は、決勝戦だと思っていませんでした。会場に到着して初めて決勝だと知りましたが、普段

通りにやろうと思いました。

A2：平野 平常心を保ちながら、舞い上がらないようにやりたいと思いました。

4th：中島 急な割当だった印象でしたが、いつもどおりにやりたいと思いました。
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左から A2平野さん、4th中島さん、R桜井さん、A1武石さん

Q-２ レフェリーチームとして今日の試合の感想を教えて下さい。

R：桜井 来年度から関東（2部）リーグへの昇格が決まっている「浦安」に対して「なのはな」がどんな、戦い方をするか

ゲームが動き出した時にコントロ－ルが難しくなると予想しながら、前向きなプレーには、常にアドバンテージ

を念頭に置くことを心掛けました。オフサイドの判定等で、選手の認識の違いを感じましたが、理解を得るよう

にコミュニケーションを取りました。審判チームとしては、特に難しくもなくやり終えることができました。

A1：武石 対戦としては、力の差が出てくるかなとも思いましたが、両チームの懸命なプレーにより拮抗した戦いとなり、

緊張感を持って試合に集中できました。得点と思われたシーンもオフサイドの見極めができました。

自分の近くでのファールサポートができれば、より良かったかなと思いました。

A2：平野 準決勝を見ていたので、決勝での両チームの戦いをイメージしていました。「なのはな」は、オフサイドラインの

上げ下げが、激しかったので、集中を切らさないようにラインキープを心掛けました。ファールサポートのタイミ

ングが難しく感じました。ボールが2個入る等、予期せぬ状況を早く察知できるように周囲の状況を見極めて、

主審をサポートできるようになること等、課題も見つかりました。

        4th：中島 交代とロスタイム表示等、幾つかの事象が重なった時のコントロールが難しいと思いました。主審への気配り

が必要なことを再認識しました。

Q-3 主審の桜井さんから、これから上級を目指す審判員に何かアドバイスをお願いします。
審判されている方は、仕事や家庭を持っていたり、学生だったりと、自分のベースとなる環境をお持ちだと思います。ま

ずは、その基盤をしっかり整えて、精神的に安定できる状況であることが大事だと考えます。その基盤の中で、試合に向

けて100％の準備をすることが、上達できるポイントだと思います

日本クラブユース（U-15）サッカー選手権大会千葉県大会決勝  ラルクヴェール（2 vs 0）SP-FUTE 

日時：2012年5月27日（日）、14:15～ 会場：フクダ電子スクエア

主審：矢埜真二氏、副審1：坂井曜児氏、副審2：難波寿治氏（文中の敬称略）

試合は、ラルクヴェールが個々の力とパス回しで押し気味に支配し、フッチがカットから素早い逆襲という展開が続き

ました。前半の得点は右サイドからのセンタリングを左サイドから折り返し、中央左からシュートしたものです。後半の得

点は中央を突破して自らシュートするというものでした。

パスカットやミスパスにより攻守が頻繁に入れ替わり、時々ゴール近くまで迫るという審判泣かせの試合だったのでは

ないかと思います。
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試合終了後、準優勝のフッチと優勝したラルクヴェールの表彰の後に決勝審判団の表彰が行われました。

審判控室に帰って反省会の前に取材させていただきました。

矢埜さんは今年4月の昇級審査で2級となったのですが、まだ2級ワッペ

ンが届かないため3級のワッペンを付けての主審でした。

矢埜さん「オファーをもらった時は決勝戦と思わなかったが、2級昇級し

て3試合目の主審だったので、いい緊張感を持って試合に臨めました。た

だ、1試合目（5位決定戦）の副審で80分とPKの後、1試合休んで3試合目

の主審だったので、できれば80分ゲームの決勝の主審は1試合の方がよか

った。とは言っても、初めて顔を合わせた審判員同士であったが、1試合目

があったから意思の疎通は良かったと思います。今大会は通過点であると

考えており、これからは1部のレフリーもあるのでもっとレベルアップしてい

きたい。」

前日は一杯飲んで緊張をほぐして就寝されたそうです。

坂井さん「決勝は初めてだったので、楽しみにしていました。大きなミスもなく決勝の舞台を楽しめました」と嬉しそうに

していました。今後とも次のステップを目指して1試合1試合頑張ってください。

難波さん「今年は審判員を始めて20年目の節目の年に決勝審判員に割り当てを受けられるとは何かの（審判委員会

の？）縁かと思いました。割り当てを受けた時は決勝と思っていなかったのでビックリしました。決勝戦は普段どおりでき

たと思います。」とのことでした。U-15ということで70分ゲームと思っていたそう

ですが、80分ゲームとのことで、とくに1試合目は主審として80分間ゲームをコ

ントロールしPK戦までもつれた為、決勝戦は2試合目でもあり疲れたとのことで

した。

取材の後、反省会が行われインストラクターの谷口氏から指導を受けていま

した。

今後とも、更に激しくタフな試合が待っていると思いますので1試合1試合を

大切に審判できるよう、日頃のトレーニング（イメージトレーニングも）を欠かさず

上位の審判を目指されるよう期待しています。

 

平成23年度千葉県社会人1部リーグ最優秀審判員 

として松田卓磨さんが表彰されました。表彰式は、次のとおりに行われました 

1 種委員会表彰式 日時：2012 年 3 月 18 日(日）18:00～、場所：フクアリ記者会見室 

益々のご活躍を期待しています！ 

 

更新講習会のお知らせ（サッカー） 

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、『Kickoff』でご確認下さい。 

★4級審判員対象 

開催日 受付時間 講習時間 形式 会場 最寄駅 
募集人

数 
駐車場 講習会費 

9月9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   

(2～4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:\6,050 

ﾕｰｽ:\1,000 

2013年 

2月24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:\6,050 

ﾕｰｽ:\1,000 

2月予定 

 
未定 未定 

観戦 

講義 
未定 未定   未定 無し 

一般:未定 

ﾕｰｽ:未定 
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★3級審判員対象 

開催日 受付時間 講習時間 形式 会場 寄駅 募集人数 駐車場 講習会費 

12月9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 

(2～4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:\6,850 

ﾕｰｽ:\1,500 

2013年 

2月24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:\6,850 

ﾕｰｽ:\1,500 

※講義更新講習会は、上記予定のみです。3級審判員の方は、できる限り実技研修会にて更新して下さい。 

 

更新講習会のお知らせ（フットサル） 

開催日 受付時間 講習時間 形式 会場 寄り駅 募集人数 駐車場 講習会費 

8/26（日） 9:00-9:30 9:30～15:00 講義
都賀コミュ  

ニティセンター
JR都賀駅 4級30名 有り ＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照 

10/8（祝日） 9:00-9:30 9:30～15:00 実技
大網白里   

アリーナ 
JR大網駅

全ての級

30名 
有り ＊ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照 

※会場等詳細は追ってCFAのホームページ上で掲載します【7月以降掲載予定】 

 

2012年度ビーチサッカー講習会 

● 開催日時： 7月15日（日） 17:00～19:00、都賀コミュニティセンター ※詳細はCFAのホームページに掲載予定。 

 

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、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 ）にある「Kick 

off」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の説明をよく読んで進んでください。 

●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 初から（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 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）10:00～17:30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。 

 

実技講習会修了者には、トスコインをお渡しします！ 
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２０１２年度 第２回 サッカー２級審判員推薦審査のお知らせ 

（この推薦予備試験は2013年4月に行われる関東協会2級昇級試験のための予備テストです） 

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．資格要件   
（１） 受験資格： 2012年度の千葉県サッカー協会サッカー3級審判員として登録していること。 

（２） 次の審判実績のどちらかを有していること 

   ① サッカー3級審判員として30試合以上の審判を行っていること。 

a.  30 試合のうち、20 試合以上主審を務めていること。 

b.  4 種の試合について（8 人制を含む）は、1 日 2 試合まで審判実績として計上できる。 

c.  フットサル・ビーチサッカーの試合は含まないものとする。 

② サッカー2級審判員として活動するにあたる顕著なサッカー歴を有している者。 

  注意：顕著なサッカー歴については千葉県サッカー協会が判断する 

（３） 健康など 

① 認定審査受験日前 1 年以内に健康診断を受診していること。（職場や学校などの定期健康診断を含む） 

② スポーツ障害保険等の保険に加入していることが望ましい。 

（４） 審判活動 

2級審判員に昇級後は、日本協会や関東協会、千葉県サッカー協会の審判活動に積極的に従事できること。 

 

２．資格審査   

（１） 関東サッカー協会が主催する試合の主審を務める技能を有するかを審査する。 

（２） 参加者は、昇級認定審査参加にあたって、不慮の事故や疾患に関する一切の責任を自己で負う。 

（３） 申込み時、18歳以下の者が昇級認定審査に参加するには、親権者の同意がなければならない。 

 

３．推薦審査   

 （１） 第1次審査； 書類審査 

① 審判実績確認：審判手帳のコピー提出による。 

② 昇級認定審査参加申込書による。 

※審判委員会ホームページの推薦審査（S2）申込書を使用して提出 

（２） 第 2 次審査； 第 1 次審査合格者に対して、 筆記試験と体力試験を実施 

2012 年 10 月 14 日（日） 野田市陸上競技場 

・筆記試験 競技規則等に関するもの 合格点 80 点以上 

・体力試験 40ｍ走（6.9 秒以内）×6 回、150ｍ（40 秒以内）+50ｍ（50 秒以内） 

インターバル走、16 回連続で走ること 

・講義『第2次審査当日合否発表後』合格者に2級審判員として必要な講義を約2時間実施する 

（３） 第 3 次審査； 2 次審査合格者に対して、実技審査を 2 試合以上実施する。 

2試合共に審判アセッサー評価で8.0以上を合格とする。 

 

４．申込方法   

  （１）Webでの申込手続きを完了させてください。※ 詳細等が決定し次第、Webサイトに掲載致します。 

    Webの申込期間は、9/1～9/28です。推薦審査（S2）申込書と、 審判証の写真側のコピー、審判実績 

30試合分以上のREFEREE’S DAIARY審判記録用紙コピーを添付し、郵送で申込みをしてください。 

申込書類は9/28必着とし、書類は返却いたしません。 

〒278-0055 野田市岩名2-10-2 高須賀 清司  

（２）審査費用：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） 
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２０１２年度 第２回 サッカー３級審判員昇級認定審査のお知らせ 

 

2012年度、第2回目の昇級試験を実施いたします。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．資格要件   
（１） 受験資格： 2012年度の千葉県サッカー協会サッカー4級審判員として登録していること。 

（２） 次の審判実績のどちらかを有していること 

  ① サッカー4級審判員として10試合以上の審判を行っていること。 

a. 10 試合のうち、8 試合以上主審を務めていること。 

b. 4 種の試合について（8 人制を含む）は、1 日 2 試合まで審判実績として計上できる。 

c. フットサル・ビーチサッカーの試合は含まないものとする。 

  ② サッカー3級審判員として活動するにあたる顕著なサッカー歴を有している者。 

     注意：顕著なサッカー歴については千葉県サッカー協会が判断する 

（３） 健康など 

① 認定審査受験日前１年以内に健康診断を受診していること。（職場や学校などの定期健康診断を含む） 

② スポーツ障害保険等の保険に加入していることが望ましい。 

（４） 審判活動 

3級審判員に昇級後は、千葉県サッカー協会の審判活動に積極的に従事できること。 

 

２．資格審査   

  （１） 千葉県サッカー協会が主催する試合の主審を務める技能を有するかを審査する。 

  （２） 参加者は、昇級認定審査参加にあたって、不慮の事故や疾患に関する一切の責任を自己で負う。 

  （３） 申込み時、15歳以下の者が昇級認定審査に参加するには、親権者の同意がなければならない。 

 

３．認定審査   

   （１） 第1次審査； 書類審査 

① 審判実績確認：審判手帳のコピー提出による。 

② 昇級認定審査参加申込書による。 

※審判委員会ホームページの昇級認定審査（S3）申込書を使用して提出 

 

（２） 第 2 次審査； 第１次審査合格者に対して、 筆記試験と体力試験を実施 

2012 年 10 月 14 日（日） 野田市総合体育館／野田市陸上競技場 

・筆記試験 競技規則等に関するもの 合格点 80 点以上 

・体力試験 150ｍ（50 秒以内）+50ｍ（60 秒以内）インターバル走、12 回連続で走ること 

・講義 第 2 次審査当日合否発表後、合格者に 3 級審判員として必要な講義を約 2 時間実施する 

 

４．申込方法   

（１）Webでの申込手続きを完了させてください。（詳細等が決定し次第、Webサイトに掲載致します。） 

Webの申込期間は、9/1～9/28です。昇級認定審査（S3）申込書と、審判証（現在）の顔写真側のコピー、

審判実績10試合分以上のREFEREE’S DAIARY審判記録用紙コピーを添付し、郵送で申し込みをしてくだ

さい。申込書類は9/28必着とし、書類は返却いたしません。 

〒278-0055 野田市岩名2-10-2 高須賀 清司  

（２）審査費用： 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） 

 

２０１２年度 第２回フットサル２級審判員昇級推薦審査のお知らせ 

（2013年4月に行われる関東協会2級昇級試験のための推薦審査です） 

   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  2012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） 



Chiba Football Association Referees’ Committee     - 8 - 

●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 

   ●2012年度の千葉県サッカー協会登録審判員であること。 

   ●2010年度～2011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、2012年10月14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 1,000ｍ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14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：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） 

     Web申込期間 2012年8月1日～2012年9月28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。 

申込書類は2012年9月28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 

● e-mailアドレス（持っている方のみ） 

● 2012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。） 

● 2010年度～2011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 〒299-4345 千葉県長生郡長生村本郷884 金子一博 

※Webで申込の際、必ず詳細を確認してください。 
 

２０１２年度 第２回フットサル３級審判員昇級審査のお知らせ 

2012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：2012年4月1日現在、15歳以上の者 

 ①－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。） 

 ①－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。 

 ②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。 

 ③2012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、10月14日 （日）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点以上で合格。 

・体力審査 1,000ｍ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）  
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（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 

Web申込期間 2012年8月1日～2012年9月28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。 

申込書類は2012年9月28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 

● e-mailアドレス（持っている方のみ） 

● 2012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 

書類郵送先 〒299-4345 千葉県長生郡長生村本郷884 金子一博 

※Webで申込の際、必ず詳細を確認してください。 
 

第8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！― 

 いよいよロンドンオリンピックまであとわずか！そして2014年ブラジルワールドカップアジア最終予選も白熱してき

ました！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！ 

若い審判員の皆さん！ぜひ参加してください！ 

●日時：9月1日（土）、2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14～22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・千葉市立朝日ヶ丘中学校（予定） 

●費用：ユース5,500円、大学生以上8,500円（宿泊・食事含む） 

●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。夜間はワールド 

カップのビデオを使った研修を予定しています。 

●更新：更新研修にできます。更新費用は別途徴収します。 

●申込先：育成部 野崎克哉 090-2569-7925  

メール katsuya-nozaki@jcom.home.ne.jp 

 

〈第８回シニア審判員宿泊研修〉

●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級の方も可。） 

●日時：11月3～4日 宿泊研修（1日だけの参加も可）。 

●締切：定員（20名）になり次第。 

●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。夜は意見交換や映像を観ながら研修します。 

●更新：更新研修にできます。更新費用は別途徴収します。 

●費用：8,500円（宿泊費・食費込。） 

●申込先：育成部 野崎克哉 090-2569-7925 メール katsuya-nozaki@jcom.home.ne.jp 

 

フットサル研修会 次の研修会詳細は追ってCFAのホームページ上で掲載します。 

●フットサル審判カテゴリー研修会   

8 月 18 日  （土） 9:00～15:00 東金アリーナ 

10 月 14 日 （日） 9:00～15:00 野田市陸上競技場 

●フットサル審判フォローアップ研修会  

7 月 8 日（日） 9:00～15:00 JEF 体育館 

9 月 8 日（日） 9:00～15:00 東金アリーナ 
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【女子部】  

★女子審判員強化研修会 8月18日（土）～19日（日）、場所：香取市佐原 

この研修会は男子中学生の試合を使用して毎年行っています。インストラクターの指導の下、実技はもちろん、ビデオ研

修なども行います。どちらか１日のみの参加も可能で、両日とも更新をすることも可能です。実技更新なので記念品を貰

えます。興味のある方、ご自身の力を試してみたい方はぜひご連絡ください。 
申し込み先： e-come-un-girasole@nifty.com  木川 
 

★初心者実技更新研修会 

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  

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：2012年10月下旬 

●場 所：習志野市予定 

●内 容：主審、副審の基本トレーニング、実際に小学生の試合を 

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。 

 

 

 

 

 

 

2012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） 

2012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。2013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、日時・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。 

● 開催日時：2012年9月上旬 （全日を予定） 

● 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：2012年12月更新講習会（講義）、2013年3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） 

 

2012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（フットサル） 

2012年度第1回の3級インストラクター更新講習会を開催いたします。2013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、日時・受付時間・講習会場等の詳細については、追ってCFAのホームページ上で掲載いたします。 

● 開催日時：2012年9月2日（日） 9:00～16:00 

● 場 所  ：大網白里アリーナ 

 

 

 

 
 
 



Chiba Football Association Referees’ Committee     - 11 - 

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 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。 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。               

メールアドレス： fwja3585@mb.infoweb.ne.jp 連絡先： 080-6601-0968 

 

２０１3年度も審判活動を行うために！ 

 

2013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（2011年）以前に取得講習会を受講した方（審判登録を行った）≫ 

 ２．更新の手続きを行う 

 ≪今年（2012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。 

 

1.更新講習会を受講する方（2011年以前に登録した方） 

（１）（公財）JFA公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）の「【Kickoff】JFAへの登録はこちらから」、または（公

社）千葉県サッカー協会ホームページ（http://www.chiba-fa.gr.jp/）右上の「【Kickoff】」をクリックし、「審

判」を選択してログイン 

（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 2 月末までに受講する必要があります） 

※2013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。 

 

2.更新手続きを行う方（2012年に登録した方） 

（１）（公財）JFA公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）の「【Kickoff】JFAへの登録はこちらから」、または（公

社）千葉県サッカー協会ホームページ（http://www.chiba-fa.gr.jp/）右上の「【Kickoff】」をクリックし、「審

判」を選択してログイン 

（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。（更新手続きは1月31日までに行う必要があります） 

※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。 
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■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■ 

●カテゴリー研修に参加している審判員の更新講習会 

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 

≪住所変更について≫ 

登録された住所は、ルールの改正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。 

≪2013年度審判証の発行について≫ 

2013年度の審判証は3月下旬に3月1日現在の住所に発送になりますので、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） 

≪JFAラーニングの開設について≫ 

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」、「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：2012年10月初旬～2013年2月末日までの予定 

フ ッ ト サ ル 4 級：2012年10月初旬～2013年2月末日までの予定 

申込期間、受講期間は、Kickoffの講習会情報をご確認ください。 

●JFAラーニングについて 

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（「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「Kickoff」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。 

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 Ｏ Ｓ ：Windows XP以上  

推奨ブラウザ：Microsoft Internet Explorer ver.6、ver.7、ver.8 （ver.９は対応予定） 

＊プラグイン：Adobe®TMReader 7.0（日本語版）以上、または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「Kickoff」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
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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。 

 

●第7回シニア審判員研修会に参加して～（4月号からの続きです） 

◇ 往古 薫 

松戸市在住の往古です。シニア審判員研修は早いもので、今年で３回目の参加となります。3回目ともなります

と、さすがに顔馴染みが増えまして、昨年、一昨年よりはかなり楽しく過ごせませた。1日目は昨年と同様、小学5
年生の8人制サッカーの1人審判での研修となり、主審2試合、補助審判2試合の割り当てをいただき、久しぶりや

った1人審判は、昨年よりは出来たと思うのですが、やはり難しかったです。常に見なければいけない場所が同時

に2箇所3箇所とあり、それから、なるべく争点を近くで見るためには自然と運動量が必要になります、本当に、あ

っちこっちと見ていませんと、オフサイドやファールを見落としてしまいます。そして夜は不得意なルールテスト・・・

これがまた散々でして、本当にへこみます。自分の課題はやはり競技規則を暗記する事だと改めて思いました。

その後はなんと松崎委員長がお見えになりまして、ビデオを使ってのオフサイドの判定、目のトレーニングなど、普

段ではなかなか出来ない事を教えていただきとても勉強になりました。

そしてその後はお決まりの懇親会です、ここでやっとみなさんとざっくばらんに話をして打ち解けたと思います。

本当に楽しい時間でした。2日目は天気が良くなくて雨が降ったり止んだりという状況でして予定していた中学校

の練習試合が中止となる所でしたがなんとか雨が上がりはしましたが、グラウンドコンディションはそれ程良くはな

く水溜まりが数ヶ所点在する状況でした。

この日の自分の割り当ては2試合目の4審と6試合目の主審となりまして、主審の時は30分1本と言う事もあり、

最初からペース配分は考えずに、とにかく運動量を上げて争点に近づきファールを見落とさないようにと思い試

合に挑みました、そして試合後のインストラクターからの言葉は、まだ遠いのと動きが直線的で回り込む動きが必

要、走りの強弱がない、と言う言葉を頂き、自分が思っている行動と客観的に見てもらった行動にだいぶギャップ

がありました。自分にとってやはりインストラクターに見て頂くことはとても重要な事だなと思いました。

普段の審判活動だけでは体験出来ない事が研修ではいろいろで

きますので、今回も研修に参加できてとてもよかったです。中間様を始め審判協会の方々にこの場をお借りいた

しましてお礼申し上げます。ありがとうございました。

◇ 清水 俊行

まず最初に、怪我・負傷者もなく無事メニューが消化出来た事に対して、スタッフの皆様に感謝致します。シニア

研修といえどもそれぞれ参加者の思いは高く、開会式での 「レフリー研修の中で唯一、リラックス出来る．．．」 との

中間様の説明をしても、その笑顔の奥底に皆様の熱い取組の姿勢を感じた次第です。シニアといえば家族、仕事、

等、多くの利害の中で煩悶する身。

しかしながら それ故のタフな筈なオジサンの面々。さすがハードメニューの消化中にも とても体力のピークを越

えたとは思えない軽やかなステップ・ワーク、又、経験に裏打ちされた判断力？そして何よりも切り返し、いや、立ち

直り？の速さに関しては 他には類を見ないのがシニア故の特徴ではなかったでしょうか。

加えて、多忙な中にもかかわらず懇親会ゲストとして参加、そして目からウロコの講義を頂いた松崎委員長。

我々シニアを以てしても、そのトップレフリーとしての人間的資質、奥行き、そして幅を身近で体感出来た事は、感

謝と共に改めてレフリーとしての奥ゆかしさを知る貴重な機会でもありました。

改めてスタッフの皆様に感謝すると共に、同世代のシニアレフリーにエールを送る次第です。

（シニア研修の一コマです。）
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◇ 安藤 隆生 

私（安藤）は、千葉県協会には第2登録の立場で在りながら、協会の広い御心で参加を認めていただき感謝感激。 

初日11/5は、U-11/8人制ということで1人審判を始めて経験し、特にオフイサイドの判定が難しかった反面、主審か

らのオフサイドへの注意の仕方が勉強になりました。 

反スポ（戦術的目的での大きなチャンスの芽を摘むファウルや抑える行為）についてカードを出すべきところで出

せない自分がもどかしい。主審2本・補助審2本の計4試合を担当、都度のインストは本当に濃い研修。 

宿泊先に到着早々、筆記試験の歓迎を受けるが、遅延/警告の策略事例6項目あったけど思い出せず。夕食は、

お刺身・焼き魚・トンカツと自宅より良いかも。 

日本サッカー協会・松崎康弘審判委員長の来訪＝大サプライズ。そしてお宝研修素材満載の講義。ズイズイズッ

コロバシ♪のリズムに合わせて深視力の訓練。そしてシニア恒例の懇親会に松崎委員長も交え突入。 後の就寝

者はAM2時とか。しかしその時まだインスト室は明日の割当てや研修検討がまだ続いていたのか部屋から明かりが

漏れていました。 

当日は、小雨模様なるも千葉大付属中学のご好意もあり予定とおり試合決行となる。 朝食後、昨日の評価（審

判実技+筆記試験）による割当てが発表され、何とか滑り込みセーフで主審割当てを頂く。昨日の反省点であるメリ

ハリのある走り・位置取りを意識しすぎて、プレー位置に突っ込み過ぎとなり、またまた反省。手のファウルもやっぱり

難しい。 

後は研修参加者+インストによる「サッカー」を小雨の中どろどろで楽しんだ。傍で見ていた中学生（サッカー部

員）が不思議そうな顔で見ていたそうだが、同じサッカーが好きなオヤジ達と判り納得していたとのこと。 

2日間の研修の間、空き時間は今更聞けないことや普段の悩みをインストの方に質問・相談し放題で、これまた非

常に有難かった。どんな質問にも真摯に受け答えいただいたインストの方々に改めて御礼御礼御礼です。1日の日

帰り参加も可ですが、是非2日間のフル参加をお勧めします。  

◇ 守屋 高好 

 11月5日と6日の2日間にわたり、シニア審判員宿泊研修を行い中間様と育成部皆様及びインストラクターの皆様

に大変お世話になり、ありがとうございました。 

１日目は、8人制（U‐11）サッカー審判員の実技を行い、2日目は、千葉大付属中学校にてU-15の審判技術研修

を行い、大変有意義であり中身の濃い研修会でした。夜は宿舎において日本サッカー協会審判委員長の松崎康弘

様から、直接サッカーの審判方法や競技規則等の解説及び 新のDVDによる映像やルール解説等の講義をして

いただき、普段ではできない夢のようなことが実現したようでした。これも、千葉県でサッカーの審判員として活動を

行っているからであり、千葉県サッカー協会審判委員会に感謝いたします。 

 今回シニア審判員宿泊研修を初めて参加させていただきましたが、あらためて審判員として必要なことを教えて

いただいたと思いました。この研修を忘れることなく、審判活動に励みたいと思います。また、今後も都合のつく限り

参加させていただきます。当日は雨の予報でしたが天候にめぐまれ2日間とも全員が審判員の活動できました。 

 1日目宿泊研修のあと懇親会で審判員の皆様には大変お世話になりありがとうございました。どこかで審判活動し

てお会いした時は宜しくお願いいたします。 

 

●女子初心者研修会より 

★3月31日八千代市総合運動公園 小学3年生の練習試合を使用して7名が参加されました。 

◇ 渡辺多恵子 

レフリーの皆さんはとても真摯で真面目にレフリングを勉強しているんだなぁ、私も生半可な知識でジャッジして

はいけないと感じました。 
 今日のように試合の前後にラフにいろいろな事を話せたら成長できるんじゃないでしょうか。自分達の成長のため

なら聞いちゃいけない事や言っちゃいけない事はないんじゃないでしょうか。 
 選手と審判は敵味方ではなく、良いゲームのために、好きなサッカーのために、お互いのために、もっと話し合った

方がいいんじゃないでしょうか。疑問があったらその場で解決した方がいいんじゃないかと強く感じました。 
 いろいろな方からの注意や改善点は素直に聞き、解決しなくてはいけないと思いました。 

◇ 高村久美子 

初めての主審は終始、緊張していました。しかしながら試合の前後に丁寧なご指導をしてもらい、とても勉強にな

りました。ありがとうございました。 
★4月14日成田中台グラウンド 成田女子サッカーフェスティバルを使用して6名の方が参加されました。。 
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◇ 浅野順子

主審の、大変さを、実感しました。色々、ご指導頂き、勉強になりました。きちんと主審を、するためには、経験と、

もっとルールを理解する事が、必要だと、痛感した、研修でした。ありがとうございました！

◇ 中山邦博、平澤恭子 

先日実施された女子審判委員会の研修会に参加させて頂きました。

女子リーグの帯同審判育成が主旨でしたが、なかなか参加していただける資格保有者がいなかったので今年度新

規で取得した人を誘い自分も参加することになったのです...。
 当日の朝目が覚めたとき結構な雨が降っていて、お？これは中止かななんて思っていましたが、遠藤さんからのメ

ールで、本日決行の連絡。半分いやいや支度をして現地に向かいました。到着するまで、本当にやるのか？やって

いるのか？など思いながら、いざ到着すると元気な女の子たちがピッチを走りまわっていました。これは、やるしかな

いと諦め気持ちを切り替えましたが、雨は酷くなる風でテントは飛ぶ、おまけに気温はどんどん下がっていくで、体と

やる気がマッチしませんでした。 諸先輩方の審判をテント内で見学しつつ自分の番をまち、気持ちを上げましたが、

まあ寒いこと。子供たちも震えだしました。

 結局最後まで子供たちがやりたいとの事で続行決定。覚悟して自分の試合に挑みました。初の主審。副審は何度

かリーグ戦でやっていたので特に気にはならなかったんですが、笛を吹く事の責任感で緊張と寒さで震えが止まりま

せんでした。

 試合の内容は....自己採点...赤点。やはり何度他の方の主審を見ていてもいざ自分がやると思った通りにいかず、

子供たちどころかベンチにもご迷惑をかけてしまうことに...。
試合全体を見ることの難しさ副審とのコミュニケーション、どれをとっても中途半端でした。

事前にイメージトレーニングしたりルールブックを見返したりと準備はしていたんですが、頭と体がついていきません

でした。 終わった後のインストラクターによる講評も恥ずかしいかぎりでした。

やはり、数をこなして一つ一つ勉強して少しでも自信を付けて行くしかなく、また機会が有ったら参加させて頂こうと

思います。いつかは....なんてデカイ事は言わず、公平公正なジャッチが出来るようにこれからも頑張っていきたいで

す。ただし普段はリーグを運営する側なのでガッツリとはいきませんが....。
 参加にあたり女子審判委員会の皆様には大変お世話になりましたこの場をお借りしてお礼を申し上げます。

 またライセンスを持っている女性！宝の持ち腐れもしくは肥やしにしてしまうのはもったいない！ぜひこの研修会に

参加していただき一味違ったサッカーを楽しんでみてはいかがでしょうか！女子審判の益々の発展を祈念します。

☆チーバ君からのワンポイントレッスン☆ 

★ 試合前に指でボールを押していませんか？空気圧計と空気入れの準備をしましょう。 

大会規定に従いましょう。小学生低学年では、低めの空気圧で設定されていることが 

多いです。空気圧の確認は大事なことです。同じ大会では、同じ空気圧に設定して、 

公平な準備をしましょう。 

 

★ 時計は必ず2つ持ちましょう！1つはランニングタイム、もう1つはプレーイングタイムを 

計ります。もし1つの時計が動いていなかったら？もし途中で壊れたら？アディショナルタイムの計測は？ 

やっぱり2つ必要ですね。 主審の時は、キックオフの笛を吹く直前に、計測をスタートします。そうすれば、 

スタート後に時計の動きを確認する必要がありません。 

 

●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。 

【 我孫子市 】サッカー協会では、4種を中心に活動しておりますが、世代を超えた1、3種へも審判派遣も積極的

に行っております。4月末に開催した4級審判員の新規取得講習会では100名を超える受講者の参加がありま

した。また、長年お願いしておりました救護用担架が、利根川ゆうゆう公園サッカー場に設置されました。担架

の出動がない事を祈っております。              ＜我孫子市サッカー協会 審判委員長 石山健作＞ 

 

【 市川市 】4月より充実した活動展開が容易に進行できるように、各部の組織変更を行いました。新役員などは

HPで確認願います。 

昨年度の取り組みとして「強化審判制度」が功を奏して、上級チャレンジの成果が出ております。特に女子部

強化で新たに2級が2名誕生しました。次に続く人に喜ばしい限りです。更に多くの人が向上心を忘れず、チャ

ンジするようにより一層頑張って行きたいと思います。DVD研修全体会開催による、判定基準の統一とカード

の適用に対する確認などは勿論ですが、抜き打ちで簡単なルールテストによる指名回答等で競技規則強化



Chiba Football Association Referees’ Committee     - 16 -

を実行しています。 

なお、初級レフリースクールの開催回数を増やし、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、ファールの見極め方・ゲーム展開を読んだ次のポジションへの移動・フリーキ

ックのセレモニー手順等の確認を実行し、底辺の拡大に努めております。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ますが、更なるレベルアップを図ってサッカー発展の為頑張っていきますので県委員

会のご尽力をお願い致します。審判を上達したい方は是非市川でトレーニングしてみませんか！（詳細はＨＰ

参照）事務局の小出（こいで）まで。              ＜市川市サッカー協会審判委員長 東 哲也＞

   

 【 木更津市 】本年度は、4種委員会審判部の主導の元、新規サッカー4級審判員取得講習会、サッカー3・4級

更新講習会を実施いたします。 

このニュースが届くころには終了しているかもしれませんが、新規サッカー4級審判員取得講習は7月1日(日)

に暁星国際学園の視聴覚室で実施いたします。 

また、3・4級サッカー審判員更新講習会を、少年サッカー大会を利用して実技方式にて実施いたします。  

日程及び場所は9月16日(日) 木更津市桜井運動場です。ぜひ、審判打合せ、実技によるレベルアップのた  

めに、参加をお願いいたします。                        ＜木更津市サッカー協会  樋口 彰＞ 

 

【 山武市 】今年度より山武市サッカー協会審判部長を協会より拝命いたしました、阿部政臣と申します。 

どうぞよろしくお願い致します。山武市サッカー協会では、4月15日に引き続き6月3日に今年度2回目の審判

資格新規取得講習会を開催致しました。今回は市内中学校の協力もあり、中学生の参加が多数ありました。 

今後は地域でもユース審判員育成に力を入れ、部活動等を利用しての勉強会などを開催し、ユース年代

からの育成で審判員やサッカー競技の質の向上など裾野を広げていきたいと思っております。 

＜山武市サッカー協会 審判部長 阿部 政臣 ＞ 

 

【 船橋市 】においては、3月に例年行っております4種の船橋招待を開催致しました。昨年は震災により中止と

致しましたが、今年は全国各地より64チームを招き、熱いゲームが繰り広げられました。 

＜船橋市サッカー協会審判委員長 柿沼輝信＞ 

 

編編集集後後記記  

夏場のシーズンは、脱水症状、雷と注意することが増えます。試合前には、気温、天候に十分注意して、審判員も 

小まめに水分を補給して、試合に臨みましょう！ 

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  

 pj.en.ten-os.2ar@af-bhc ： liam-E 敏芳 邉渡

 pj.ro.alalp.egnaro@afcnik ： liam-E 一欽 藤伊

 pj.en.ebolgib.bik@ihsinoo.m ： liam-E 一正 西大

 moc.ytfin@elosarig-nu-emoc-e ： liam-E 綾  川木

  pj.ro.ten-ihasa@rwgs-h3hk ： liam-E 雄英 原菅

公益社団法人 千葉県サッカー協会審判委員会 http://cfa-referee.lolipop.jp/ 

 

 

広告主さま募集しています 
 

・ 千葉県内約8千名の審判員に年4回送られている 

レフリーニュースに掲載する広告を募集して 

います。 

・ 募集枠は、1枠（1枠タテ55mm×ヨコ85mm）。 

・ この枠が１枠の大きさの目安です。 

詳細、お申し込みは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。 

が

んば
ろう！千葉

チーバくん
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