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やりきった感やりきった感やりきった感やりきった感100％！！％！！％！！％！！ 

～試合は目の前で素晴らしいプレーが繰り広げられ、～試合は目の前で素晴らしいプレーが繰り広げられ、～試合は目の前で素晴らしいプレーが繰り広げられ、～試合は目の前で素晴らしいプレーが繰り広げられ、 

あっという間に時間が過ぎました。～あっという間に時間が過ぎました。～あっという間に時間が過ぎました。～あっという間に時間が過ぎました。～ 

 

 

今回、千葉県初のオリンピック審判員として山岸佐知子さんが派遣されたことは７月号でもお知らせしましたが、今号

ではそんな山岸さんの帰国後すぐの声を聞くことができましたので、レフェリーニュースの紙面をお借りして、つれづれ

なるままにインタビューを掲載いたします！！ 

 
※右から２番目の方が、山※右から２番目の方が、山※右から２番目の方が、山※右から２番目の方が、山岸さんです。岸さんです。岸さんです。岸さんです。    

まず、オリンピックお疲れ様でした！ 

○大会を終えて帰ってきた今を気分指数で表すといくつぐらいですか？？○大会を終えて帰ってきた今を気分指数で表すといくつぐらいですか？？○大会を終えて帰ってきた今を気分指数で表すといくつぐらいですか？？○大会を終えて帰ってきた今を気分指数で表すといくつぐらいですか？？ 
やりきった感100％！！と言わせてください！ 

決して完璧なパフォーマンスという意味ではありませんが。 

デブリーフィング（日本でいう試合後の反省会のようなもの）で自分の担当した試合の映像が何シーンかでてきたので、

今は今後同じミスは繰り返さなぞ！という思いです。 
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○選手村に泊まっていると思われている方もいそうですが、どのような所を活動拠点にして宿泊していましたか？？○選手村に泊まっていると思われている方もいそうですが、どのような所を活動拠点にして宿泊していましたか？？○選手村に泊まっていると思われている方もいそうですが、どのような所を活動拠点にして宿泊していましたか？？○選手村に泊まっていると思われている方もいそうですが、どのような所を活動拠点にして宿泊していましたか？？ 
普段はバッキンガム宮殿から歩いて15分くらい

のところにあるホテルに宿泊していました。 

ただし、割り当てがある場合は2泊3日で会場の

ある場所へ電車や飛行機で移動していました。 

○イギリスといえば食べ物が…○イギリスといえば食べ物が…○イギリスといえば食べ物が…○イギリスといえば食べ物が…というイメージもというイメージもというイメージもというイメージも
ありますが、食べ物はいかがだったのでしょありますが、食べ物はいかがだったのでしょありますが、食べ物はいかがだったのでしょありますが、食べ物はいかがだったのでしょ
う？？う？？う？？う？？ 

ロンドンのホテルは毎食ビュッフェ方式です。こ

れはどのFIFAトーナメントに行っても同じです。 

朝はパン、シリアル、ベークドビーンズ、ポテト、

フルーツ、ハム、チーズ、ヨーグルト、昼夜はサラ

ダ、パスタやライス、肉・魚系、フルーツ、デザート

その中から好きなものを食べます。私は朝食に出

るフレッシュオレンジジュースがお気に入りでした。

試合で他のホテルに泊まった場合、昼夜食はメニ

ューから注文することができました。 

○今回、オリンピックに臨むにあたって心がけ○今回、オリンピックに臨むにあたって心がけ○今回、オリンピックに臨むにあたって心がけ○今回、オリンピックに臨むにあたって心がけたたたた
ことがあれば教えてください。ことがあれば教えてください。ことがあれば教えてください。ことがあれば教えてください。 

「毎日を気持ちよく過ごすこと」です。「病は気か

ら」という言葉があるくらいですから、メンタルと身

体は関係していると思います。物に頼り過ぎたり、

神経質に過ごすよりも明るく自然体で過ごすことが

良いと考えました。 

これは大会に向けてというよりも、日頃からこうあ

りたいと思っています。 

○忙しいスケジュールだったようですね…。○忙しいスケジュールだったようですね…。○忙しいスケジュールだったようですね…。○忙しいスケジュールだったようですね…。 
他の競技の選手に会う機会や、他の競技を見に他の競技の選手に会う機会や、他の競技を見に他の競技の選手に会う機会や、他の競技を見に他の競技の選手に会う機会や、他の競技を見に
行く機会などはあったのでしょうか？？行く機会などはあったのでしょうか？？行く機会などはあったのでしょうか？？行く機会などはあったのでしょうか？？    

残念ながら他競技の選手と会う機会はありませ

んでしたし、見る機会も全くありませんでした。テレ

ビで見ることすら少なかったです。日本人選手の

活躍も帰国後テレビで初めて見ました 

○そんな中で、ゲームとゲームの間はどのようにして過ごされていたのでしょう？？また、山岸さんならではのリフレ○そんな中で、ゲームとゲームの間はどのようにして過ごされていたのでしょう？？また、山岸さんならではのリフレ○そんな中で、ゲームとゲームの間はどのようにして過ごされていたのでしょう？？また、山岸さんならではのリフレ○そんな中で、ゲームとゲームの間はどのようにして過ごされていたのでしょう？？また、山岸さんならではのリフレ
ッシュ法があれば教えてください。ッシュ法があれば教えてください。ッシュ法があれば教えてください。ッシュ法があれば教えてください。 

今回は移動が多かったため、仲間とホテルの近所にコーヒーを飲みに行っておしゃべりをして過ごすことが多かった

です。 

私にとって生活の中に笑いは必需品です。声を出して笑うことは最高のリフレッシュです。 

それと、今回メディカルスタッフの一員として日本の妻木さんがいらしたので、試合の前後には体のメンテナンスをし

ていただきました。妻木さんの存在は日本人だけでなく全審判員にとって非常に心強い存在でした。 

○今大会は、他の競技で判定に関して色々とあったかと思いますが、期間中の研修で、そういうトピックなどは出たの○今大会は、他の競技で判定に関して色々とあったかと思いますが、期間中の研修で、そういうトピックなどは出たの○今大会は、他の競技で判定に関して色々とあったかと思いますが、期間中の研修で、そういうトピックなどは出たの○今大会は、他の競技で判定に関して色々とあったかと思いますが、期間中の研修で、そういうトピックなどは出たの
でしょうか？同じく試合を裁く立場として、山岸さん自身申したいことがあればぜひ…。でしょうか？同じく試合を裁く立場として、山岸さん自身申したいことがあればぜひ…。でしょうか？同じく試合を裁く立場として、山岸さん自身申したいことがあればぜひ…。でしょうか？同じく試合を裁く立場として、山岸さん自身申したいことがあればぜひ…。    

他競技のことに関しては触れられていませんでした。サッカーでは開幕戦を終えた翌日のデブリーフィングでは「み

んなのパフォーマンスには非常に満足している」というコメントをもらうことができました。良い準備をして臨んでも人間な

ので誰でもミスをする可能性はありますが、それを繰り返さない努力はしなければならないと思います。 

○今回は主審２試合、第四の審判員２試合だったかと思いますが、その中でウエンブリースタジアムを経験した数少○今回は主審２試合、第四の審判員２試合だったかと思いますが、その中でウエンブリースタジアムを経験した数少○今回は主審２試合、第四の審判員２試合だったかと思いますが、その中でウエンブリースタジアムを経験した数少○今回は主審２試合、第四の審判員２試合だったかと思いますが、その中でウエンブリースタジアムを経験した数少
ない日本人として、率直な感想を教えてください。日本のスタジアムと比べて何か違いなどありましたか？？ない日本人として、率直な感想を教えてください。日本のスタジアムと比べて何か違いなどありましたか？？ない日本人として、率直な感想を教えてください。日本のスタジアムと比べて何か違いなどありましたか？？ない日本人として、率直な感想を教えてください。日本のスタジアムと比べて何か違いなどありましたか？？ 

ウエンブリ―は長い歴史の中で初めて女子の試合が行われるという試合で４ｔｈを担当しました。その瞬間に立ち会え

たことはとても感動的でした。 

試合も地元イギリスがブラジルに勝利し、大変盛り上がりました。スタジアムはとにかく大きく、下から見るとまるでビル

に囲まれているかのようでした。7万人超の観客の大歓声は地鳴りがするほどでした。芝も大変素晴らしかったです。 

○オリンピックのグランドに立った時の気持ちはどういったものですか？？やはり普段とは違うものでしょうか？？○オリンピックのグランドに立った時の気持ちはどういったものですか？？やはり普段とは違うものでしょうか？？○オリンピックのグランドに立った時の気持ちはどういったものですか？？やはり普段とは違うものでしょうか？？○オリンピックのグランドに立った時の気持ちはどういったものですか？？やはり普段とは違うものでしょうか？？ 
一番ワクワクしたのは一試合目に主審を担当した試合前のフィールドチェックです。カーペットのような素晴らしい芝

は、この日のために一生懸命準備をしてきたということがすぐにわかりました。すごく緊張するのかとも思っていましたが、

チェックをしているうちに、「早く試合がやりたい！！」という気持ちと、何があっても最後までやりきれる！という自信が自

★山岸さんの大会期間中のスケジュール★ 

7/19 出発 

7/20 セミナー＆トレーニング 

7/21 セミナー＆トレーニング 

7/22 セミナー＆トレーニング 

7/23 セミナー＆トレーニング、オフィシャルディナー 

7/24 トレーニング（マッチプレパレーション 以下ＭＰ） 

移動 グラスゴーへ出発（飛行機） 

7/25 試合 R：アメリカｖｓフランス 

7/26 移動 ロンドンへ戻り 

    トレーニング（アクティブリカバリー 以下ＡＲ）、 

デブリーフィング 

7/27 トレーニング 

移動 カーディフへ出発（電車） 

7/28 試合 ４ｔｈ：イギリスｖｓカメルーン 

7/29 移動 ロンドンへ戻り 

    トレーニング、デブリーフィング 

7/30 トレーニング、 

唯一、観光らしいことをした日～地下鉄で 

オリンピックパークに行きました 

7/31 試合 ４ｔｈ：イギリスｖｓブラジル ウエンブリー 

8/1  トレーニング 

8/2  移動 コベントリーへ出発（電車） 

8/3  トレーニング（ＭＰ） 

試合 R：イギリスｖｓカナダ 

8/4  移動（ロンドンへ戻り）～ホテルで松崎さんに 

お会いしました 

トレーニング（ＡＲ）、デブリーフィング 

フェアウェルパーティー 

8/5  ロンドン出発 

8/6  帰国 
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然にみなぎってきました。 

試合は目の前で素晴らしいプレーが繰り広げられ、あっという間に時間が過ぎました。試合後はやりきったという気持

ちと同時にもう終わってしまったのか、という気持ちでした。 

○今大会中、一番印象に残っている出来事はありますか？？ゲームのことでも、その他のことでも。○今大会中、一番印象に残っている出来事はありますか？？ゲームのことでも、その他のことでも。○今大会中、一番印象に残っている出来事はありますか？？ゲームのことでも、その他のことでも。○今大会中、一番印象に残っている出来事はありますか？？ゲームのことでも、その他のことでも。 
一試合目終了後、笑顔で両チームの選手と監督ががっちりと握手をしてくれたことです。 

○最後に、レフェリーニュースを読んでいる千葉県の審判員の皆さんに一言！！○最後に、レフェリーニュースを読んでいる千葉県の審判員の皆さんに一言！！○最後に、レフェリーニュースを読んでいる千葉県の審判員の皆さんに一言！！○最後に、レフェリーニュースを読んでいる千葉県の審判員の皆さんに一言！！ 
この度は多くの励ましの言葉をいただき本当にありがとうございました。皆様の声援が私の心を支えてくれましました。

サッカーを通じて人と人とのつながりの大切さ、努力し続けることの大切さを学ぶことができました。これからも初心を忘

れずに活動していきますので、どうぞご指導の程よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。今後のご活躍にも期待しておきましょう！！ 

今頃山岸さんもどこかのグランドで笛を吹いていることでしょう。 

  
 

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。 

■登録更新はお済みですか？■■登録更新はお済みですか？■■登録更新はお済みですか？■■登録更新はお済みですか？■ 

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、更新講習会を受講する方（２０１１年以前に登録した方）１、更新講習会を受講する方（２０１１年以前に登録した方）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２４日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）２、更新手続きを行う方（２０１２年に登録した方）２、更新手続きを行う方（２０１２年に登録した方）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
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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。「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」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」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。 

■登録更新できなかった場合は、新規に■登録更新できなかった場合は、新規に■登録更新できなかった場合は、新規に■登録更新できなかった場合は、新規に4444級審判員資格を取得することになります■級審判員資格を取得することになります■級審判員資格を取得することになります■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●カテゴリー研修に参加している審判員の更新講習会●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ている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≫≪住所変更について≫≪住所変更について≫≪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年度審判証の発行について≫≪２０１３年度審判証の発行について≫≪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） 

 

≪≪≪≪JFAJFAJFAJFAラーニングの開設について≫ラーニングの開設について≫ラーニングの開設について≫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２３日まで申込予定 

フットサル ４級：２０１２年１０月初旬～２０１３年２月２３日まで申込予定 

申込期間、受講期間は、Kickoffの講習会情報をご確認ください。 

●●●●JFAJFAJFAJFAラーニングについてラーニングについてラーニングについてラーニングについて    

（公財）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。つまり、更新できないことになります。つまり、更新できないことになります。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。 
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★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（公財）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（公財）日本サッカー協会審判部 TEL０３－３８３０－２００４（代）にお願いします。 

 

更新講習会のお知らせ（サッカー） 

（公社）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、『Kickoff』でご確認下さい。（申込方法・注意事項は１０ページを参照下さい。） 

４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    最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    駐車場駐車場駐車場駐車場    講習会費講習会費講習会費講習会費    

12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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

80名 有り 
一般:\6050 

ﾕｰｽ:\1000 

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\6050 

ﾕｰｽ:\1000 

 

３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    最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    駐車場駐車場駐車場駐車場    講習会費講習会費講習会費講習会費    

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

80名 有り 
一般:\6850 

ﾕｰｽ:\1500 

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

80名 有り 
一般:\6850 

ﾕｰｽ:\1500 

 

  

実技講習会（女子審判員強化研修会）風景 
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２０１３年度資格新規取得講習会のお知らせ（サッカー） 

（公社）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、『Kickoff』でご確認下さい。（申込方法・注意事項は１０ページを参照下さい。） 

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    最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    駐車場駐車場駐車場駐車場    講習会費講習会費講習会費講習会費    

2013年 

1月27日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7050 

ﾕｰｽ:\1000 

2月7日(日) 
9:30～

10:00 

10:00～

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

80名 有り 
一般:\7050 

ﾕｰｽ:\1000 

3月10日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7050 

ﾕｰｽ:\1000 

3月17日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7050 

ﾕｰｽ:\1000 

3月24日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

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

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7050 

ﾕｰｽ:\1000 

但し、２０１３年度資格（審判証が届き、２０１３年４月から有効扱いとなりますので注意してください。） 

 

２０１３年度資格新規取得講習会のお知らせ（フットサル） 

（公社）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、『Kickoff』でご確認下さい。（申込方法・注意事項は１０ページを参照下さい。） 

 

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    最寄駅最寄駅最寄駅最寄駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    駐車場駐車場駐車場駐車場    講習会費講習会費講習会費講習会費    

2013年 

3 月 31 日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
講義 

千葉県スポー

ツ科学センタ

ー 

千葉都市ﾓﾉ

ﾚｰﾙ「天台ｽ

ﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

駅」徒歩１0分 

80名 有り 
一般:\8050 

ﾕｰｽ:\2000 

但し、２０１３年度資格（審判証が届き、２０１３年４月から有効扱いとなりますので注意してください。） 

 

３級審判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２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。先の第１回更新講習会を受講されてい

ない方で、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、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１２月下旬の日曜日  半日程度（予定） 

◆ 場  所 後日連絡 

◆ 講習形式 講義（新規取得及び更新講習会に向けた講義） 

◆ 講習会費 審判資格有 ￥４，０００  審判資格なし ￥６，５００ 

 （第1回更新講習会で既に更新済の方は無料） 

 

※今後の予定 第３回更新講習会 ２０１３年３月上旬  ３級インストラクター認定講習会と兼ねて実施します。 

 



Chiba Football Association Referees’ Committee           ---- 7 ----    

３級審判インストラクター認定講習会（試験）のお知らせ（サッカー） 

２０１２年度の３級インストラクター認定講習会（試験）を実施いたします。 

つきましては、受験を希望される方は下記の要項により申し込みをして下さい。 

 

【第１次審査】 書類審査 

◆ 応募資格 年齢３５歳以上で、３級以上の審判暦５年以上 

◆ 応募要領 受験申込期限  ２０１２年１２月３１日（必着） 

住所、氏名、生年月日、電話番号、E－mailアドレス、３級以上の審判員暦（年数・年間試合数等）

を記載したものに、生年月日を証明する書類のコピーを添えて下記へ送付して下さい。 

◆ 受験費用 ２,０００円 

 

《第１次審査 書類送付先》 

〒２６３－００４３ 千葉市稲毛区小仲台１－４－１－２－１７０５  岡田 滋 宛 

 

【第２次審査】 認定講習会の受講及び認定テスト 

◆ 開催日時 ２０１３年３月上旬の日曜日 

◆ 場  所 後日連絡 

◆ 講習形式 講義及びプラクティカル（終日）  講習会終了後に認定テストを実施 

◆ 合否基準 ①講習会の受講（途中参加・退出は認めない） ②認定テスト（８０点以上） 

◆ 合否判定 【２次審査】の結果等を総合的に判断し、審判委員会で決定する。 

◆ 認定日 ２０１３年４月１日 

 

なお、認定試験に合格した者については、認定初年度において、新任インストラクター研修会を受講後、インストラ

クター部の指導の下、講義講習会又は実技講習会の講師を担当することとなります。 

 

突然ですが、ワンポイントレッスンです・・・。 

●試合球は大事に扱いましょうね。チームからお預かりしているボールです。ハーフタイム、４ｔｈ席に座っているとき、ボ

ールを蹴ったりしていませんか？？ 

試合前に主審が第２条の要件に適合していることを確認しています。暇だからといってリフティングをしたりすれば

その要件に合わなくなってしまうかもしれません。 

あくまで試合球は試合で使うためのボールです。審判服を着ている時にはボールを蹴りたい気持ちはグッと抑えま

しょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣審判員体力テスト風景 
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≪２０１３年度 第１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１０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．資格要件１．資格要件１．資格要件            
（１） 受験資格： ２０１３年度の（公社）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（公社）千葉県サッカー協会が判断する。 

（３） 健康など 

①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、（公財）日本協会や関東協会、（公社）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２．資格審査２．資格審査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３．推薦審査３．推薦審査３．推薦審査         

   ●第１次審査：書類審査 

①審判実績確認：審判手帳（REFEREE’S ＤＩＡＲＹ）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 

●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 

・２０１３年４月実施予定 

・筆記試験（競技規則等に関するもの） 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『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 

●第３次審査：２次審査合格者に対して、実技審査を実施 

・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。） 

※ 開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。 

    
※写真は試験会場ではありません。※写真は試験会場ではありません。※写真は試験会場ではありません。※写真は試験会場ではありません。    
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≪２０１３年度 第１回 サッカー３級審判員昇級認定審査のお知らせ≫ 

 

２０１３年度、第１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．資格要件１．資格要件１．資格要件            
（１） 受験資格： ２０１３年度の（公社）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（公社）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、（公社）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２．資格審査２．資格審査２．資格審査            
（１） （公社）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３．認定審査３．認定審査３．認定審査            
● 第１次審査：書類審査 

①審判実績確認：審判手帳（REFEREE’S ＤＩＡＲＹ）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 

●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 

・２０１３年４月実施予定 

・筆記試験（競技規則等に関するもの） 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（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。 

※※※※    開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。開催日時、試験会場等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。    
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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、（公

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    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の説明をよく読んで進んでください。画面の説明をよく読んで進んでください。画面の説明をよく読んで進んでください。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

ませんので再度最初から再度最初から再度最初から再度最初から（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 （公社）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）１０：００～１７：３０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（公社）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。 

    

【女性審判員限定】初心者研修会のお知らせ 

サッカー仲間を作りませんか？今年も習志野市茜浜グランドで初心者研修会を行います。 

昨年は中学生から、主婦の方まで約７０名もの４級の女性審判員が参加しました。今年もすでに女性の４級取得者の

皆様には案内を出していますが、参加に悩んでいる方はぜひ、参加してみてくださいね。その１歩が新しい世界、新し

い仲間へ繋がっているかもしれません！ 

更新希望の方は、実技更新になるのでグッズも貰えますよ！ 

日時：１１月２４日(土) 

場所：茜浜グラウンド 

更新：可能 

内容：小学生の試合を使用しての講義＆実技研修会 

 

お手元に届いております、案内を１１月２日までに返送してください。 

皆さんのご参加、お待ちしております。 

 

〈第８回シニア審判員宿泊研修のお知らせ〉 

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ェリーの皆様。 

年齢４０歳以上の３級審判員。（４０歳以下及び４級も可。） 

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。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。 

更新：可能。 

費用：８，５００円（宿泊費・食費込。更新料は別途徴収。） 

申込先：育成部 野崎 克哉 

メール：katsuya-nozaki@jcom.home.ne.jp 
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《休止・降級の方法》 
審判資格を休止したい方、２級から３級または３級から４級など降級を希望する方は、下記の手順で申請をしてくださ

い。 

（１）休止申請 

①更新講習会は、受講しないでください。 

②休止する理由（長期療養・長期海外出張・その他）を（公社）千葉県サッカー協会に申請する。 

休止申請書の記載内容（書式はありません） 

a.審判番号 

b.氏名 

c.休止理由 

d.休止期間 

e.休止期間中の連絡先電話番号（必ずつながる電話） 

③休止復活する際は、（公社）千葉県サッカー協会に電話連絡してください。 

（２）降級申請 

①現在の級での更新講習会は、受講しないでください。 

※更新講習会を受講されてしまった場合は、降級できません。 

②降級申請書（書式はありません）を（公社）千葉県サッカー協会に申請する。 

降級申請書の記載内容 

a.審判番号 

b.氏名 

c.降級希望の級 

１級→２級、１級→３級、１級→４級 

２級→３級、２級→４級 

３級→４級 

d.連絡先電話番号（必ずつながる電話） 

※降級申請した後で元の級に戻るには、現状の昇級審査が必要となります。 

１級の方が４級に降級された場合は、３級の昇級審査に合格し、２級の昇級審査に合格し、 

１級の昇級審査に合格いたしませんと元の級（１級）に復活できません。 

（３）申込方法 

①申込期間：2012年10月1日～2013年2月24日 

②申請書送付先 

〒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 

公益社団法人 千葉県サッカー協会 審判担当 宛 

※不明な点がございましたら、直接（公社）千葉県サッカー協会 電話043-310-4888 に 

連絡してください。 

 

Well Done 

第17回千葉県サッカー選手権大会決勝戦 

柏レイソルU―18 １－１ 浦安サッカークラブ（前半：１－０、後半：０－１（延長前半・後半ともに０－０） 
（ＰＫ：５－３）） 
２０１２年８月２５日（土）１６：００キックオフ 

会場：フクダ電子アリーナ 

左からＡ２：中島智広氏、４th：真殿定幸氏、主審：大川直也氏、 

Ａ１：武石智之氏 

 

 試合は、柏レイソルU―18がポゼッションで押し気味に支配し、

浦安サッカークラブがボール奪取後素早い逆襲をするという展

開となりました。前半の得点は右サイドからのセンターリングから

シュートしたものです。 

後半の得点は中央突破からのシュートでした。パスミスやパス

カットなど攻守が激しく入れ替わる展開でしたが、延長戦に突入
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してからは浦安サッカークラブが攻勢を仕掛けたもののPK戦となりました。 

また、ベンチがヒートアップする場面などもありましたが、審判団は冷静に対応していました。 

 

審判控え室に戻って、反省会の前に取材をさせていただきました。 

大 川：いつもどおり平常心で臨み、緊張せず打ち合わせどおりに審判が出来たし、気候や試合の戦術など難しい場面

はあったが、120分間やり遂げることができた。気温も暑いし、試合も緊張感と選手の気迫があり熱かった。また、

4級審判員の頃から指導のために遠方のグランドまで試合を見に来て下さった諸先輩の方々に感謝しています

し、レフリースクールに行ったことなどが糧になっていると思う。今後とも向上心をもって審判に臨みたい。 

武 石：オファーをいただいた時には決勝戦を楽しみにしていた。前夜は3時まで眠れずにいた。浦安SCがどんなチー

ムか、は知っていたが、レイソルU-18の情報はなかったので、試合の開始時は不安であった。ゲームに臨んで

はよくできたと思う。これからも頑張って決勝の旗を振りたい。 

中 島：オファーをいただいた時は、決勝戦ということで鳥肌が立った。春の1種選手権では4thだったが、今回は副審だ

ったので。前夜はよく眠れたし、一生懸命やるだけだった。大川さんが良いリーダーシップを取っていただき上

手くいったと思う。普段から指導頂いたことに対し感謝を忘れず、

これからもご指導よろしくお願いします。 

真 殿：オファーをもらった時は緊張しませんでしたが、その後メールで

4thに対する諸注意や当日に向けた資料を頂き、緊張感が高ま

りました。良い準備のために大会要綱や諸資料を熟読し、当日

は審判団の中で一番早く会場入りしようと早めに自宅を出て、思

い通り一番に到着し試合球の準備等で緊張をほぐしました。今

後も各種別で決勝を任せて頂けるよう 精進して参りますの

で、 ご指導の程よろしくお願い致します。今回は貴重な経験を

させて頂きありがとうございました。次は高校選手権決勝の4thを

担当させて頂きたいですね。 

 

○２０１２年度千葉県女子サッカー選手権大会 決勝戦    

JEF UNITED市原・千葉レディースU-18  5 vs 2 順天堂大学女子蹴球部 

２０１２年７月２９日（日）１３：００キックオフ 

会場：東総運動場 

文字通り猛暑の日中、気温３６度、ピッチレベルでは、それ以上の気

温となりましたが、県内の女子Nｏ.１を決める白熱した戦いを担当した

決勝審判団にインタビューしました。 

左から副審：福井裕子さん 

主審：彦坂由樹子さん 

第4の審判：池田朋代さん 

副審：都間その子さん 

    

今日の決勝戦、どのような思いで試合に臨まれましたか？今日の決勝戦、どのような思いで試合に臨まれましたか？今日の決勝戦、どのような思いで試合に臨まれましたか？今日の決勝戦、どのような思いで試合に臨まれましたか？    
彦 坂：早い時期に割当が決まっていたのと、決勝戦の経験もあったので、決勝審判団のメンバーが決まり、安心した思 

いで、今日を迎えました。 

都 間：割当が決まった時は、正直なところ、私で良いの？という思いでしたが、ルールの適用を間違えないように、ルー

ルブックを読み直したり、意識的に体力作りをしました。 

福 井：選手権の決勝ではありますが、いつもどおりの平常心で、チームワークで臨もうと考えていました。また、選手の

頑張りにしっかり応えられるような判定を心掛けようと思っていました。 

池 田：まずは、時間遅れないように会場に着くようにすることを第一の目標にしました。４thの経験は、多くないので、ス

ムースな交代や、主審と副審との連携が上手くできるようなサポートをしようと考えました。 

 

試合を終えての感想をお願いします。試合を終えての感想をお願いします。試合を終えての感想をお願いします。試合を終えての感想をお願いします。    
彦 坂：超、暑い中、「走れるかな？」とも思いましたが、4人で協力して楽しくやろうと、試合前に話したとおりに、大きな

問題もなく、試合が終了できて、良かったです。 

決勝の舞台に立てたのは、これまで一緒に審判した仲間、家族のお陰だと思います。多くの方々に感謝したいと 

思っています。 
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都 間：必要なアイコンタクトもでき、何より怪我なく、試合を終えることができ良かった。 

もっと主審をサポートできるように、これからも頑張りたいと思いました。 

福 井：副審として主審のサポートに心掛けました。暑さに負けない体力作りに励みたいと思いました。 

決勝審判員の担当になったことに感謝しています 

池 田：目標としたスムースな交代、各審判員とアイコンタクトしながら、楽しく試合を終えることができ良かった。 

 

女性審判員の仲間にコメントをお願いします。女性審判員の仲間にコメントをお願いします。女性審判員の仲間にコメントをお願いします。女性審判員の仲間にコメントをお願いします。    
（全員）女性審判は、家庭との両立も大事ですが、

試合に関わり、選手、チーム関係者、運営担当の

方々等話をする中で、新しい発見や出会いがあり、

自分の世界が広がる魅力があります。女性審判員と

して多くの方が、活動してもらいたいですし、一緒に

審判できることを楽しみにしています。 

 

 

 

 

（左から、須田 女子委員会副委員長、福井さん、彦坂

さん、池田さん、都間さん） 

 

女子審判員強化研修会 

８月１８・１９日に行った、女子強化研修会in香取。 

今年は小見川中学校で行いました。お天気はあいにくの雨。しかし、研修に使用した会場だけ雷も雨もたいしたこと

はないという奇跡的に恵まれた環境の中で行うことが出来ました。 

今回は雨男・雨女さんはいなかったようで、その後は真っ赤に燃えた太陽の下、競技規則テストや実技研修、また講

義の時間なども設け、２日間で１７名の参加者が中学生の試合を使用して、いい汗を流し素敵な研修会となりました。参

加者の感想の一部をご紹介致します。（敬称略です。） 

 

●初めての主審を体験でき、勉強になりました。副審のラインキープの難しさを再確認しました。ルールの理解ができて

いないので、ルールブックを読むなど工夫したいと思います。プレーの理解も重要だと思いました。一日ありがとうご

ざいました。           竹内真理 

 

●初めての研修会へ参加させて頂きました。朝のルールテストに始まり、副審、主審をさせていただき、反省会にてご指

導いただきました。たくさんの方のお話を聞き、女子審判の方のレフェリングやジャッジを見て、とても良い経験をさせ

ていただいたと思います。ありがとうございました。      小沢みどり 

 

●毎年進歩がなく申し訳なく思いながら、二度目の参加です。緊張して走るだけで精一杯だった去年よりは、少しゲー

ムが見られるようになりましたが、まだまだ進歩的な部分である笛の吹き方やシグナルの仕方などについてもご指摘

いただきました。良かった点も挙げていただきましたが４級という前提のものだったと思います。次に３級を目指すとし

たら、ひとつひとつ、まだまだ求められる事が沢山あると思います。活動できる時間に制限はありますが、これからも経

験を重ねていかなければと思います。本日も参加させていただけたこと、感謝しています。ありがとうございました。 

栗山知佳子 

 

●一日を通して、ルールテスト。谷口氏による講義。自分の割り当てられた２試合。他の人の試合の観戦。その合間に

試合前の打ち合わせと、試合後の反省会。内容の充実した２日間となりました。２日間サッカーに集中し、サッカーの

ことだけを考える貴重な時間となりました。必ずこの研修をこれからの審判活動にいかさなくてはなりません。研修会

実施のためにお世話くださった運営の方々、インストラクターの皆様、本当にありがとうございました。 松尾美佐子 

 

●今日はありがとうございます。毎回緊張して笛を吹いています。今回は“ファールだと思ったら迷わず吹く”と決めて参

加しました。実際は１回だけの笛でも吹けたのですが、遠くてもう少し近くで見られる様、努力しようと思います。シグ

ナルがきれい、意識してアシスタントと向き合うようなＳ字の走りはできていると褒めていただけた事、これからの活動

に元気、やる気をいただきました。本当にありがとうございました。     山田裕美子 
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●初めての主審でわからないまま担当してしまい、自分自身には勉強になったものの、選手や副審の方々に迷惑をか

けてしまいました。研修も始めてだったので緊張してしまいましたが、いい経験になりました。  鶴澤知江里 

 

●今回、初めて県の研修会に参加させていた

だきました。普段は市川市の審判委員会に

お世話になっておりますが、果たして自分

は自分がまったく知らない方達と審判をした

とき、どこまで平常心でいつものレフェリング

ができるか、チャレンジする気持ちもあり、緊

張しつつ現場入りしました。結果、見事に自

分の弱いところや課題が浮き彫りに…。冷

や汗をかきつつも、アセッサーの方始め、

諸先輩方にも色々なご指導をいただき大変

勉強になりました。印象に残ったことは、

『色々な人に同じ事を指摘される事というこ

とは、本当に直さなければいけないことだ』

という事です。あたりまえの言葉かもしれま

せんが、私にはとても響きました。これからも、今日の言葉を意識していきたいと思います。ありがとうございました。 

遠藤万紀 

 

『今回思ったことはいつもの研修と違い、“ごちゃごちゃ考えずにファールかファールでないのか？”という谷口さんの

一言につきると思いました。』…というスタッフでした。 

 

第８回ユース及び若手審判員実技研修会 

実施日：２０１２年９月１日（土）～２０１２年９月２日（日） 

本研修会に参加して頂いた方から、レポートを頂きましたので紹介致します。 

 

●今回のユース研修会に初参加させていただきました亀井です。最初は大学生が多くて少し戸惑いましたが、皆さん

に仲良くしていただいて、とても気が楽になりました。実技研修のときは、インストラクターの方が間違っていたところを

とてもわかりやすく指導してくださり改善することができました。2日間という短い間でしたがたくさんのことをおしえてい

ただきました。ありがとうございました。今回教えていただいたことをこれからの審判活動に活かしていきたいです。 

亀井 環 

 

●こんにちは。９月１日、２日に行われたユース・若手研修に参加した渕上です。今回初めて研修会に参加させていた

だき、インストラクターの皆様や参加した研修生にも恵まれて楽しく２日間を過ごすことができました。私は参加者の中

では最年長でしたが、現在４級の新米レフェリーなので、研修生の中でも経験値の最も浅い一人でもありました。出来

ることも少ないのでせめてと思い、大きな声を出したり積極的にハイタッチをしに行ったりとそういったことで盛り上げた

り、初参加の距離感を詰める努力をしたつもりです。 

肝心の実技研修ではミスが多かったり競技規則の理解度がまだまだ浅いと実感し、色々なことを学べました。直々

に改善箇所を指導してくださったインストラクターの皆様や、一緒に組んだ研修生などと意見を交換したり、大変貴重

な２日間になりました。持ち帰った課題を元に、さらにいい審判員となれるように頑張っていきます。最後になりました

が、インストラクターや研修会を設定してくださった皆様、会場提供をしてくださった朝日ヶ丘中学校の鈴木先生、篠

原旅館の皆様と、共に２日間を過ごした研修仲間に感謝します。ありがとうございました。またよろしくお願いします。

            渕上 祥太 

 

●この研修を通して沢山の人と出会うことができました。またユースの仲間と切磋琢磨しながら研修することでたくさんの

ことを学ぶことができました。また、インストラクターの方々の立ち振る舞いから審判としての自覚を改めて強く感じるこ

とができました。本当にありがとうございました。       原子 智大 

 

●一泊二日の研修会お疲れ様でした。僕は研修会も初めてでしたが、練習試合とはいえきちんとした格好や環境での

審判は初めてだったのでとても緊張しました。スタッフや大学生や社会人の先輩方、そして年下の中学生の人達まで

仲良くしていただき助かりました！そして審判のことでわからない事がたくさんありましたが、先輩方やスタッフが優し

く丁寧に教えてくれて勉強になりましたし、試合事に緊張や技術面でも不安なことが少しずつではありますが、解消さ

れました。 
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今回の研修会で得られたものはものすごく大きいと思います！それを無駄にするのも生かすのも自分自身なんで、

頑張っていきたいです！二日間ありがとうございました！      中畑 友杜 

 

●昨年に続き２回目の参加となりました。今回の研修会では天候が不安定で、多くの雨が降るなかでの実技研修になり

ました。しかしながらインストラクターの方々に丁寧にご指導していただき、楽しく充実した時間を過ごすことができま

した。自分自身の課題を明確にすることができましたのでこれからの審判活動で意識して修正していきたいと思いま

す。２日間素敵な研修会を本当にありがとうございました。      坂井 曜児 

 

●「楽しむ」今回の研修を通じてこの言葉が印象に残っています。「楽しむ」とは、楽しみながら審判をやるということ。こ

の気持ちは基本的なことですが、ものすごく大切だなと思いました。 

時にはプレッシャーを感じて恐れてしまうことがありますが、楽しむことを忘れず、これからは審判活動を行っていき

たいです！他にも勉強になったことがたくさんありました。この経験を活かして２級取得目指して頑張ります！最後に、

ご指導頂いたスタッフの皆様ありがとうございました！      中井 雄士 

 

●今回の研修に行くキッカケは父が

「今度、若手審判の研修がある」と

教えてくれたことでした。４級は中

学校に入学してすぐに取りましたが

今まで公式戦の経験は一度しかな

く、自分でもどういう風にやって良

いのかまったく分かりませんでした

が、これまで先輩の試合に出てい

ると３級や２級の方が笛を吹いてい

る姿に憧れて、実際の試合でも主

審をやってみたいと思っていました

ので参加することに決めました。当

日は国際審判の方も来てくださりとても勉強になりました。 

今回は１日だけの参加でしたが、今では損をした感じですので、来年は泊りで行きたいです。あと高校生になって３

級がとれるように今のうちスキルを身に付けたいと思います。ありがとうございました。   相川 真樹 

 

●船橋市の野尻智樹です。今回９月１、２日のユース研修会に参加させていただきました。これで３回目のユース研修

参加となり、受け身の姿勢ではなく積極的に、更には初めて来た参加者のフォローにも心がけて参加しました。１日目

の実技は主審と第４の審判員をやらせていただきました。 

主審ではプレーに近づけるように運動量をあげるように務めレフェリングを行いましたが、その部分に集中してしま

い、走りの質の部分が悪いことを指摘されました。その後のプラクティカルトレーニングでは、国際副審の五十嵐さん

による攻撃側競技者と守備側競技者のすれ違いでのオフサイドか否かの判断の練習を行い、副審としての立ち位置

や視点をどこに置くかが重要だと思いました。宿舎に行ってからの研修ではグループディスカッションを行い、良い主

審・良い副審にとって大事な要素の優先順位を考えました。 

私のグループがディスカッションした主審の要素では「競技規則の理解、リーダーシップ、サッカーの理解、勇気、

態度、体力」がありその中から優先順位をつけました。（是非皆さんもお考え下さい。）グループには若手でも審判経

験の長い方や、審判経験が全くなくまだ現役でプレーヤーをしている方もいて、様々な視点から意見を出し合うことが

できました。２日目の実技では副審をやらせていただきましたが、短い時間の中でミスをしてしまい、自分に対する「甘

さ」を痛感することとなりました。今回の研修会には２級昇級試験に挑む審判員が私を含め４人いたので、絶対に全員

合格し、今回の研修会に参加した他の若手審判員に良い刺激となればいいなと思います。最後になりましたが、今回

の研修会に参加していただいたインストラクターの方々、または懇親会などでいろいろなお話をして下さった先輩審

判員の方々、ありがとうございました。        野尻 智樹 

 

●私はこのユース研修には今回で4回目の参加となりました。毎回痛感させられるのは審判員は難しいということです。

今回は特にいろいろなことを先生方にご指摘をいただき、より強くそれを痛感させられました。日頃の審判活動では

気づけないこと、見えていないことを多く認識のできた研修だったと思います。 

審判としての実技もさることながら、毎回新しい審判仲間が出来るのもこの研修のすばらしいところであり、今回は研

修帰りにJリーグを見に行くほど仲を深めた?ほどです。最後になりますが会場と試合の提供をしてくださった先生方、

また携わっていただいた千葉県協会の方々、審判員の方々、ありがとうございました。  友成 圭太 
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●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】では、「強化審判制度」が功を奏して、上級チャレンジ者の成果が出ております。女子部強化では2級が2名誕

生しました。年齢を問わず向上心を念頭にチャレンジすることにより、底辺の拡大に繫がると信じております。

若手男子の2級チャレンジも１名が合格し、将来の1級を視野に入れ奮闘中です。今年は市川市サッカー協

会発足50周年の節目の年でもあり、11月10日(土)に式典が予定されております。選手のサッカーレベルは確

実に上がっておりますが、審判技術も更なるレベルアップを図ってサッカー発展共存の為孤軍奮闘頑張って

いきますので、県委員会のご指導ご尽力をお願い致します。なお、市川市以外の方でも審判技術を上達した

い方は是非市川でトレーニングしてみませんか！毎週土・日に中学校・高校の試合を使いレベルアップして

おります。（詳細はHP参照）事務局の小出まで。 

＜市川市サッカー協会審判委員長 東 哲也＞ 

 

【船橋市】では、７月に中学総体の試合で実技研修を行い、個々の審判技術の修正と再確認を行いました。 

＜船橋市サッカー協会審判委員長 柿沼輝信＞ 

 

【野田市】審判委員会では5月『平成24年度中学校市内大会（3種）』、6月『第91回野田市民サッカー大会（1種）・準決

勝』、7月『第12回野田ライオンズカップ（4種）』・『葛北中学校サッカー大会（3種）』・『第91回野田市民さサッカ

ー大会（1種）・3位決定戦／決勝』、8月『第32回千葉県私立高等学校サッカー大会（2種）』への審判派遣を行

いました。また、6月には3種対象の『4級審判員新規取得講習会』を開催し、多くのユース審判員が誕生しまし

た。9月からは『第7回野田市民シニアサッカー大会、第92回野田市民サッカー大会・第24回利根コカコーラさ

わやか杯サッカー大会』等への審判派遣、更新実技講習会実施の予定をしています。 

＜野田市サッカー協会審判委員長 高須賀 清司＞ 

 

Ｆａｉｒ Ｐｌａｙ  ●● ＪＦＡからの通達等について ●●  ＲＥＳＰＥＣＴ 

２０１２年／２０１３年の競技規則の改正が発表されております。 

http://cfa-referee.lolipop.jp/tsutatsu/tsutatsu.htmなどでご確認願います。 

 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

オリンピックでは、各競技の選手の記録の他にも審判の判定も話題に上りました。 

「選手あっての審判」ということを念頭におきながら、技術の向上に努めましょう。 

 

次回は、２０１３年１月発行です。（ｋｉｎ） 

 

レフェリーニュース編集員  

渡邉 芳敏 E-mail ： chb-fa@ra2.so-net.ne.jp 
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菅原 英雄 E-mail ： kh3h-sgwr@asahi-net.or.jp 

木川 綾 E-mail ： girasole@kss.biglobe.ne.jp 

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/ 
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