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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  

                                                                          年４回（１・４・７・１０月）発行   

 

FIFA Futsal World Cup Thailand 2012 ～観戦記～ 
櫻田 雅裕 

こんばんは。（多くの方がこの誌面をお読みになられるのは夜なのではないかと思いまして。）みなさん、元気に審判

活動をなさっておられますか。 

 今年はFUTSALのワールドカップが東南アジアにあるタイ王国にて開催されるということで、「こんなチャンスは、そうは

来ないだろう！」と思いまして、ワールドカップ研修ツアー（自費）に行って参りました。 

【タイってどんなところ？】 

ご存知の方も多いかもしれませんが、タイ王国は東にカンボジア、北に

ラオス、西にミャンマー、南にマレーシアに囲まれたとても暖かい（暑

い？！）国でした。 

北部の方はこの時期とても過ごしやすいそうですが、この時期は半袖に

半ズボンで歩いていてもすぐに汗が出てくるほどの暑さ。早朝にランニン

グをしましたが、早朝でも30度近い気温があり、日本と違って歩道がない

ため、ランニングには全く向かない地域でした。（毎朝ランニングしている

私の顔を不思議そうに眺めているタイ人がとても印象に残っています。） 

タイの公用語はタイ語で、私の感覚では、多くの方に英語は通じない感じでした。タイ

語はとても難しく文字すら読めない。そして言葉の意味がまるで分からない…それでも

英語で無理やり話しながらの対応をしておりましたが、千葉の誇るスーパーレフェリーの

五十川氏が途中からアテンドして下さり、流暢なタイ語でタイ人とジョークを交えながら会

話をなさっておられ、「さすが！国際人。」と思わずにはいられない。２度もワールドカッ

プに招かれておられる方は違う☆日本語や英語ばかりか、いくつも語学を話せないと世

界にはたどり着かないのかもしれませんね。「私もタイ語

を話したい！」と思わずにはいられない、そんなタイツア

ーとなりました。 

【交通事情】 

 首都バンコクは、私が想像している以上に都会で、モノレールのような高架鉄道から

地下鉄まで通っており、早朝や夕方はラッシュになるので、意外に電車文化が浸透して

いるように感じられました。日本に勝るとも劣らないラッシュアワーですが、タイ人の気質

なのか穏やかな印象で、こちらが「乗りたい。」と申し出るとスペースを空けてくれます。

（日本のように無理やり入らなくても行けちゃいます。） 

車やバイクの数も大変な数で、日本以上に渋滞が生じているように感じられました。

タクシーの料金は日本では考えられないくらい安い料金です。（メータータクシーの場

合、初乗り１０５円位です。）ただし、メーターではないタクシーの場合、多くの場合３倍

以上の料金を要求されたりします。時間を優先するか、費用を優先するかはあなた次第、

といった感じです。さらにこのタクシーは面白くて、こちらが道や言葉が分からないと思

って、遠回りして目的地に向かったり、道が混んでいたりすると行きたくないといった感

じで、「ガソリンがない。」とか「その場所を知らない。」と平気で言います。 
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しかもかなり近い場所でも迂回路がないような場所では、決して乗せてくれません。とても自由度の高い運転手ぞろい

です。さらに、日本にはないバイクのタクシーがあります。このバイクがとても面白く、日本で同じことをやっていたら、点

数が何点たまるかわからないほどの無茶苦茶ぶりです。車の間を抜けるのはお手の物で、どのバイクも我先にと、車の

間をガンガン進んでいきます。調子のいい？！ときには、歩道を走ったり、逆走することもしばしば…公共のバスもある

のですが、空調がきかないらしく窓を全開にして走っています。窓だけならいいのですが、時にはドアも全開で走ってい

るバスさえあります。そして忘れてはいけないのは、トゥクトゥク。３人乗車できる車のような、バイクのような３輪車の乗り物

です。運転手の運転はとても上手く道もよく知っておられるので、ス

ムーズに目的地まで移動して下さいました。私は毎回のように五十

川隊長に同行させて頂き、流暢なタイ語でホテルの近くまでタクシー

で連れて帰って頂きました。おかげさまで、「タノン スクンビット ソイ 

シップエッ」という言葉だけは意味が分からないまでも覚えました。ホ

テルに帰りたいときは、タクシーの運転手にこの呪文を唱えれば、帰

ってくることができます。 

【会場】 

一つの会場は、都会にあるのですが、スタンドの大きさがそれほどではないため、決勝戦の会場とはなりませんでし

た。タイのNational Stadiumにあるのですが、会場の周りはとても賑やかで、ワールドカップのイベントばかりではなく、街

の若者が所狭しとダンスの練習をしていたりします。しかも男性や女性ばかりではなく、その中間？！の方々も。。 

もう一つ、私たちが観戦に伺った会場は、フアマークスタジアムという会場で、都心からは少し離れた場所に位置して

おり、近い駅からタクシーかバイクタクシーで移動しなければならない場所でした。こちらの会場はNational Stadiamより

会場も広く、ゲームを見やすい会場でした。私たちが観戦した予選の初日には、会場の主と呼ばれている？！ふくろう

が何度かピッチに飛び降りてきて、ゲームが中断する場面も見られました。「ワールドカップでもこんなことがあるのだな

ぁ～。」と感心？！させられる一場面でした。 

【Game】 

 さすが！ワールドカップ☆というようなハイレベルなゲームが多く、プレーがスピ

ーディーで面白いゲームがたくさんありました。レフェリングについても、新規のポ

ジショニングが取り入れられていたり、プレーの再開を早くするような工夫がなさ

れていたり、とてもフレッシュなものを目の当たりにできて、私にとっては多くを得

られるゲームが多かったと感じております。プレーヤーも国を代表しているプレー

ヤーだけあって、とても紳士であり、判定を受け入れ、プレーに集中して取り組ん

でいる姿は「素晴らしいっ！」と感じさせられる姿勢でした。国内のトップリーグもこ

うあって欲しいと思います。 

【研修会】 

 今回は、日本サッカー協会 審判委員会 フットサル＆ビーチサッカー部会長の五十川和也氏に同行させて頂き、

FIFA FUTSAL WORLD CUP REFEREEのトレーニングと研修会に２日間参加させて頂きました。トレーニングは体育館

で行われ、日本の研修会でも同じように行われているように、アップから始まり、ステップワーク、アジリティーのトレーニ

ングを行い、ダウンで終了するというスタイルで２日間行われました。 

 トレーニングの後に行われる研修会では、前日の試合を分析して、ファウルか否か、懲戒罰は必要か否か、カードの

色はどちらなのか、などを当事者がどのような事象をみて、どのように判断したかを確認し、実際にはどうであったかを映

像を見ながら、分析をして判断の根拠を示して、みんなが同じ意識になるよう伝えていました。 

【感謝】 

 今回は、ワールドカップ研修ツアー（自称）を決行するに当たり、多くの方々の協力を得て、実現することができました。

職場の上司や仲間たちからは現在も多大な協力を受けており、心より感謝しております。家族にも多くの負担をかけてし

まっているかもしれませんが、いつも快く送り出してくれる懐の深さに感謝の気持ちでいっぱいです。家族や職場の仲

間たちばかりではなく、今回多くのすばらしい機会を用意して下さった「世界の」五十川和也ＪＦＡフットサル＆ビーチサ

ッカー部長をはじめ、ともに活動している審判の仲間たち、現場で大活躍をしていた宮谷直樹くんにも快く迎え入れて

頂き、感謝しております。 

この経験をこれからの審判活動に、そして人生に活かして、自分を磨き続け、たくさんの仲間たちとともに審判活動を楽

しんでいきたいと思っております。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します 

 

 

海外の記事に引き続き、国内での櫻田さんの活躍をレポートします 

10月にFリーグ選抜ｖｓブラジル代表の国際親善試合が浦安で行われました。その際に審判を務

められた櫻田さんに興奮冷めやらぬうちに突撃レポートを敢行しました！ 
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Ｑフットサルの国際試合は初めてだと思いますが、靴を履いての国際試合を終えた

今の気分指数はいくつくらいでしょう？ 

櫻田＿＿指数の最大がいくつか分からないのですが、とても満足をしております。そし

てこの機会を与えて下さったJFAの関係者やここまで私を導いてくれた千葉県の審判

指導者や仲間たち、そして家族にも感謝しております。やり残してしまったこともござ

いましたので、もう少しといった感じでしょうか。BEACH SOCCERのブラジル代表も経

験させて頂きましたし、FUTSALのブラジル代表も経験させて頂きましたので、とても

良い経験をさせて頂いたことを関係者の皆様に心より感謝して申し上げます。 

 
Ｑ靴といえば、赤い靴を履かれていましたが、フットサルはそういうものなのです

か？ 

櫻田＿＿ サッカーの審判員とは異なっておりまして、審判員が着用するシューズは黒

が主体ではなく、昨年度まではＦリーグの審判員が白い靴を履いてゲームを担当していた影響もあるのかもしれませ

んが、白い靴を着用している審判員が多いように感じております。 

 ただ、Ｆリーグでは今年は黄色い靴と赤い靴が審判員に支給されており、黒い審判服の場合には赤い靴を着用し、

黄緑の審判服を着用する場合には黄色い靴を原則として着用しています。 

 ちなみにパンツはいつも黒なのですが、ソックスもシャツと同色となっておりますので、最初の頃は違和感を感じて

いたのですが、かなり慣れてきまして、今では違和感なく黒ではないソックスを着用することができます。 

 今回はＦリーグより赤い審判服を使用するので赤い靴を着用するよう指示がございました。 

 
Ｑジャージも大きかったですね。 

櫻田＿＿ 毎年なのですが、体が小さいこともあって、ジャージのサイズがしっくりくることがありません。。 

 ちなみにレフェリーシャツもサイズが大きいものが多く、最初の頃はアセッサーの方々からパンツが長いとか、シャ

ツがだらしない。。などの注意を受けることもあったのですが、事情を話しているうちに、大きなサイズを着用していて

も承認？！されるようになってきまして、アセッサーの皆様からも親しまれる？！ようになってきました。 

 FIFAのジャージもいつも大きいので、海外でもサイズが合っていないことは指摘されます。おかげさまで海外では

すぐに友達ができるようになりました。 

 
Ｑレフェリーニュースを読んでいる方は、サッカーのレフェリーが多いと思うのですが、フットサルのルール

や仕組みなどを簡単に説明して頂けますか？ 

櫻田＿＿ フットサルは、サッカーに比べるととても小さなコートでサッカーの９分の１程度(40m x 20m)のピッチでゲーム

を行います。 

 ボールは４号球を使用し、ローバウンドのものが使用されており、2mの高さから落として50～65cmのバウンドをする

ようなボールを使用します。 

 人数は１チーム５人でプレーし、そのうちの一人がGKを務めます。チームが劣勢の場合には、フィールドプレーヤ

ーがゴールキーパーと代わってゴールキーパーを務め、フィールドプレーヤーの数的優位な状況を作り、攻撃に力

を入れて得点を狙いに行くパワープレーと呼ばれる戦術があります。 

 審判につきましては、サッカーと異なり、主審と第２審判が笛を持って、サッカーの副審のようにタッチライン上を移

動しながら、笛を吹きます。主審と第２審判の判定に不一致があった場合は主審の判定が優先されます。また、主審

と第２審判の他に、第３審判とタイムキーパーがおり、第３審判はサッカーの第４の審判員とほとんど同じ役割を務め、

タイムキーパーは主に時間の管理を行います。 

 試合時間は４０分間のプレーイングタイムで行われます。前後半それぞれのチームが１回ずつ１分間のタイムアウト

を要求することができます。タイムアウトは自分のチームのボールで再開できるアウトオブプレーになったときにとるこ

とができます。また、前後半の終了間際のプレーはバスケットと同じように、ブザーの鳴る前に行ったプレーは、その

プレーを見届けてから主審または第２審判が試合終了の笛を吹きます。 

 ゴールキーパーのプレーには制限があり、自分自身のハーフでは４秒以内しかプレーができなかったり、プレーし

た後に、相手競技者がプレーまたは触れていないにもかかわらずに自分自身のハーフで味方競技者からプレーさ

れたボールに再び触れることができません。また、前後半それぞれ各チームが直接フリーキックとなる反則を犯した

場合、ファウルが累積されチームのファウルが６つ目からはゴールラインの中央から10mの地点にある第２ペナルテ

ィーマークから行う壁なしのフリーキックが与えられます。 

 勝者を決定するためのＰＫにも特徴があるのですが、かなり長くなってしまいましたので、この辺りで終わりたいと思

います。 

 興味のある方は遠慮なく質問して下さいね。 
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Ｑブラジルのシュートはすごかったですね。ボールにぶつかるかと思ってヒヤヒヤしました。ところでブラジ

ル代表とはポルトガル語で何やらお話していましたね。どういったことを話していたのですか？ 

櫻田＿＿ 私が使っている言葉の多くはスペイン語と英語でしたが、スペイン語の多くはポルトガル語と似ているので理

解してくれていたと思います。 ブラジル代表選手のアピールは 

 「あれはファウルじゃないのか？」とか 「足をけられているから、きちんと見て欲しい。」とか 「マイボールじゃない

のか？」とか 「私たちには次に大事な試合があるので、良く見て欲しい。」などの アピールから始まり、 

 「キックインはここでいいのか？」とか 

 「仲間がナーバスになっているけど、気にしないでほしい。」とか 

 「よく見ていてくれた。ありがとう。」など 確認だったり、感謝の言

葉もあり、日本で行われているゲーム以上に声をかけてくれました。 

その都度、 

 「ノーマルフットボールコンタクトですよ。」 

 「ＯＫ。次は見るようにトライするよ。」 

 「○番がワンタッチしています。」 

 「最善を尽くす。」 

 など、短く簡潔に答えていました。 

 
ＱFリーグ選抜は普段からやられていると思いますが、どうなのでしょう。逆にやりづらくはありませんでした

か？ 

櫻田＿＿Ｆリーグ選抜の選手は普段から担当させて頂いているのですが、私は千葉の人間なので、浦安のゲームはほ

とんど担当することがなかったので新鮮でした。相手がブラジルの代表選手ということもあり、普段以上にフェアーな

プレーで、私たちの判定も素直に受け入れて頂き、とてもスムーズにゲームを運営していくことができました。 

 
Ｑサッカー、フットサル、ビーチと3足の草鞋を履かれていますが、よくルールがごちゃごちゃになりせんね。 

櫻田＿＿ 最初に覚える時が大変でしたが、フットサルのルールを覚えて、サッカーとの違いを認識して、少ししてから

BEACH SOCCERのルールを入れていきましたので、最初のうちはフットサルとBEACH SOCCERを勘違いしてしま

いそうな場面はありましたが、それぞれ経験をさせて頂くうちに、頭の中で住み分けていくことができるようになってき

ました。（まだ完璧ではないと思いますけど。） 

 サッカーをやっているときは、地面が緑で心も落ち着きますし、広いフィールドで行っているので、ゆっくり考えるこ

とができますし、少し気を楽にして取り組むことができます。時折、ゴールキーパーがボールを持つとカウントしたくな

りますが、他の部分はあまり気になりません。 

 サッカーの場合は、副審をしているときには、ハーフウェーラインを越えて追いかけたくなりますが、フィールドも広

いので、走っているうちに気づかされます。 

 BEACH SOCCERは砂の上ですし、海が目の前にあることが多い上に、裸足で砂の上を走るのは心地よい感触で

すので、気分もリフレッシュして取り組むことができます。また、すべてのファウルが直接フリーキックですので、それ

程複雑ではありません。 

 FUTSALは一番多く経験しているので、自然に対応することができているのではないでしょうか。 

 
Ｑコツを踏まえて、フットサルのレフェリーの皆さんへ、またサッカーのレフェリーの皆さんへ一言お願いし

ます。 

櫻田＿＿コツですか。。。 私もコツを教えて頂きたいところですが、ゲームを見ながら色々なことをイメージして、大事

なことから順番に対応していくことが良いのではないでしょうか。フットサルは狭いピッチの中で１０人もの競技者がプ

レーをしますので、多くの接触が生じます。全てを見ることは難しいかもしれませんが、多くのことが近くで見ることが

できるように良いポジションへスムーズに移動することができるようにすることは大切なファクターの一つだと思いま

す。 

 競技者は人間なので感情がありますから、正しいことをおしつけるだけではうまくいかないこともあると思います。私

達、審判員も人間ですから感情があります。感情で対応してしまいますとうまくいくようなケースであっても失敗してし

まうことがあります。ゲームが安全に、そして公平に進むようにするためには、どのように伝えて、どのようにマネージ

メントしていくといいのかを考えて対応していくことができたらいいのではないかと思います。もちろん、なんでも優し

くというわけではなく、時には強く出ることも大事ですし、時には懐柔するような懐の深い対応も大切です。ゲームに

合わせて、ゲームの空気を読んで対応できるようになりたいと私も思っていますが、まだまだその領域には達してお

りません。皆さんと一緒にこれからも楽しく取り組んで行きたいと思っておりますので、これからも宜しくお願い致しま

す。是非、フットサルの会場にも足を運んで観戦して頂き、「面白い！」と感じたらFUTSALやBEACH SOCCERのレ

フェリーも始めて頂けたら、この上ない幸せです。 
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チーム稲葉 

チーム小林 

 

女子審判員初心者研修会  in 茜浜 
 
毎年恒例となっております、初心者研修会です。今年は雨男のインストラクターが数名おりました関係で、晴れの予報に

反して雨天スタート。濡れた地面で走ってはいけないとインストラクターの１人が身を持って教えてくれました。試合を経

験することが初めての方から、普段選手として活動している方。また、中学生から主婦の方までが寒空の下で汗を流し

て走りました。私の初めてもこの研修会です。１時間も迷子になり遅刻してフェンスをよじ登ったのは遠い昔。“私にもあ

んな頃があったはず…”と皆さんの初々しさを見ていて感じました。そんな皆様の感想を一部ですがご紹介致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●３年生ということで、たまに予測できないプレーや団子状態になる

ことも多く、迷いが少しありました。オフサイドや副審側のタッチをわ

ったボールなどはかなり副審に任せてしまったので頼りない主審だ

ったなと思います。アイコンタクトと笛の音量はこれからも気をつけて

いこうと思います。 

○今日は初めての審判でした。サッカーのルールもあまり詳しくなく、

お手数をおかけして申し訳ございませんでした。インストラクターの

皆様はとても親切に教えて頂きありがたかったです。自分でもっと勉

強して次回にいかしていきたいと思います。 

●今日は主審も副審も４審、全部やりました。主審は笛を強く吹かな

いとみんなに伝わらず、とても大変でした。副審は判断が求められ

たので緊張しました。４審は、交代を主審に伝えるのが難しかったです。全体的にアイコンタクトをしないといけないので、

常に周りを見ることが大切だと思いました。 

○今日は副審と主審をやりました。副審はスタッフさんにほめられたけど、まだまだちゃんとしなければならない事がたく

さんありました。でもオフサイドなどとれて良かったです。主審は本当にだめでした。笛の音が小さくて注意されました。

自分的には大きく吹いているつもりでも、小さいことがわかりました。あと、副審にも頼りすぎだということがわかりました。

運動量も少ないので、対角線をもっと意識して今度からはやろうと思います。でも、ファウルをとれたことはけっこう自信

がつきました。もっと副審ではなく主審もチャレンジしたいです。 

●一日寒い中、ありがとうございました。基本的なことを教えてもらい、勉強になりました。また、主審を経験でき、自分の

確認不足を認識できました。実際の試合などでも吹けることができるように、ゲーム観戦をするときに審判の動きを注意

して見てみようと思います。 
○副審では常に『旗』を審判に見えるように持つことがとても難しかっ

たです。４審は、審判に対する暴言を注意しなければならない事など

がわかりました。とても貴重な経験になりました！ 

●今年４月に審判を取得して以降、副審のみしかやっておらず、主審

をする自信が全くない状態で過ごしてきましたが、細かい指導をして

頂き、とても参考になりました。サッカーの経験がないため、子供達の

真剣な試合の審判をし、時に主導するわけですが、今日の機会を無

駄にしないように、チーム内の練習を含め、笛を持つよう、意識してい

きたいと思います。まずは、審判をするにあたり、身体の向き、ボール・

選手との間隔を意識して実行していきたいと思います。 
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チーム高萩 

チーム高山 

チーム中村 

○２回目の参加でしたが、自分のさっぱりさ加減に…。でもサッカーが好

きなのでガンバリます。座学より実技の講習は本当に良いと思います。 

●私は副審をやらせていただきました。主審の方とつねにコミュニケーシ

ョンをとらないといけないところが難しく、うまくできませんでした。オフサイ

ドはとれたけど、主審の人が気づいてくれなかったし、自分も自信がなく

なってしまったりとあいまいでした。でも、ハーフタイムで話し合ったり、反

省会などの時にわからなかったところを聞けたし、主審の人がわからなか

ったところもわかったのでよかったです。 

○実際に審判を見ていただいて指導いただけたので、とても勉強になり

ました。少しは自信をもって審判できそうです。 

●今日は遅れてしまい、さらに迎えに来ていただいて、ご迷惑をおかけしました。私はサッカーをやっていた経験がなく、

審判も４審しかやったことなくて何もわからない状態で参加しました。一から丁寧に教えて頂けたのでよかったです。今

日学んだことをいかしていきたいと思います。 

○私は審判のやり方を何も知らなくて、少し不安でしたが小林さんに色々と教えてもらいました。どうしたらいいのか迷い

ながら、わかりやすくご指導して下さりました。とてもわかりやすい説明でした。また今度行きたいと思います。 

●主審ではファウルの時の開始の仕方がバラバラになってしまったけど、反省会の時にやり方を聞いて、以後気を付け

ようと思いました。副審はタッチラインがごちゃごちゃになっていて、出た時をちゃんと見れるようにするようにしたいです。

今日、いろいろなことを教えてもらったので、参考にしていきます。 

○今日はいい天気ではありませんでしたが、いい経験になりました。上手くできたとは言えませんが、楽しかったです。 

●とてもわかりやすく教えて頂けたし、グループで楽しく研修ができたので良かったです。今後審判をやる機会があれ

ば今日の経験をいかして頑張りたいです。 

○普段、審判をすることがないため、多々不安がありましたが、細かくご

指導いただき勉強になりました。１つ１つこんな時とその場でご指導いた

だけたことがありがたかったです。ありがとうございました。報告書の書き

方も細かく教えて頂き、勉強になりました。 

●インストラクターの方がとても親切に指導してくださってとても勉強にな

りました。旗の持ち方や振り方も最初に教えて欲しかったです。春先にも

う一度研修会があれば良いかと思います。せっかく覚えたものが無駄に

ならないために。                                          

○すごく勉強になりました。母校で審判をすることもあるので今回学んだ

ことを次に生かしていきたいです。主審は初めてだったけど、２回できて

すごく自信がつきました！！またこういう機会があったら、ぜひ参加した

いと思います！！次は副審もやってみたいです！！ 

●一日ありがとうございました。ずっと緊張しっぱなしでまだまだ楽

しめませんが、こらから数をこなすにつれて楽しくなれるように頑張

りたいです。細かいルール勉強します。 

○今回初めて主審をやりました。主審は難しく、迷子になってしまっ

たところもありました。それでも詳しく教えてもらいとてもわかりやす

かったです。またこういう機会があればやってみたいと思いま

す！！  

●副審はボールがどちらのものかあいまいになってしまい、ジャッ

ジミスが多かった。ゴールラインまで走るのをすぐに忘れてしまった。

主審は走り方がまだきちんと出来ないので、なるべく意識して走るよ

うに心がけたい。今後の審判につなげていきたいと思います。 

○今回は２日目の参加でした。初めて主審を体験し、いろんなことを

学ぶことが出来ました。副審はチームなどでも何回かやったことがあ

ったけど、初めて学んだこともたくさんありました。これからも今回学ん

だことを生かして頑張りたいです。 

●フラッグなど細かく指導頂きありがとうございました。１回きりでもつ

きっきりで指導いただくとうれしいです。試合後の反省などありがたか

ったです。 

○初心者研修を参加させていただきありがとうございました。楽しく上

手になれたらいいなぁと思っています。 

●今回はありがとうございました。久しぶりに主審をやったので、動け

なかったのでこれからは頻繁に審判をやりたいと思います。 
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○初めて審判の研修へ参加しました。試合を担当すると思わず来たので、不安でドキドキしました。第４、Ａ２をさせて頂

きましたが、たくさんアドバイスをいただいてとても勉強になりました。 

●普段から自分のチームで副審をやっていたので、そんなに緊張していなかったけど、失敗してしまったので、これか

らは間違えずできるようになりたいです。 

 

毎年その場を提供してくださります、

習志野市の４種の方々のご協力に感

謝いたします。 

今年度もありがとうございました。 

 

もっと審判をしてみたい！公式戦を経験

したい！実技をしたいけど試合をする

場がないから試合を紹介してほしい！

ここが疑問！など、女子の審判に関す

るお問い合わせは、

girasole@kss.biglobe.ne.jp 木川までお

気軽にお問合せくださいね。もちろん、

今回の研修会に参加していない方のお

問合せも大歓迎です。 

 

突然ですが、ワンポイントレッスンです・・・。 

●センターラインは、壁！？ 

サッカーのアシスタントレフェリーとして、オフサイドラインをしっかりキープしていて、ディフェンスラインが相手陣

内に入った時、あなたはどのポジションで逆襲に備えて待っていますか？（それとも、どこまでも付いていく！？） 

 ディフェンスライン（フィールドプレーヤー）が全員相手陣内に入った時のオフサイドラインは、センターライン

の真ん中です。試合中にアシスタントレフリーをしている皆さんのポジショニングを見ていると、センターラインの手

前で、その先にバリアーがあるかのように待っている姿を見かけるときがありますが、これでは真横から監視してい

ることにはなりません。 

逆襲に備えて待っている時は、タッチラインの外側でセンターライン（の延長線）をまたぐようにして立ち、監視し

ましょう。 

 

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。 

（更新講習会は級・カテゴリーにより１月２６日～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。 
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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。 

■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（更新手続きは２月５日までに行う必要があります）。 

 

≪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、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」が開設されています。 

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・フットサル４級ともに２月２３日(土)まで申込できます。 

詳細は、下記及び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 

（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。 
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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 

＊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 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 

2013年 

1月27日（日） 

9:00～

9:30 

10:00～

12:30 
講義 

明海大学浦

安キャンパス

２階２２０１ 

JR京葉線「新

浦安駅」徒歩

8分 

100名 なし 
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 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 

2013年 

1月27日（日） 

13:00～

13:30 

13:30～

16:30 
講義 

明海大学浦

安キャンパス

２階２２０１ 

JR京葉線「新

浦安駅」徒歩

8分 

100名 なし 
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 

＊サッカー３級・４級審判員対象「観戦更新講習会」２月中旬予定、詳しくは Web サイト「KickOff」で確認してくださ

い。 

 

２級審判員対象（今年度最終） 

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 

2013年 

1月26日（土） 

12:40～

13:00 

13:00～

17:00 
講義 

フクダ電子ア

リーナ記者会

見室 

JR「蘇我駅」

徒歩１5分 
100名 なし \14,550 
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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 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 

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3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 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 

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

 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・認定講習会のお知らせ（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 ２０１３年３月３日（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） 
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 また、当日は先にご案内しました３級審判インストラクター認定講習会の第２次審査も行われる予定です。 

【第２次審査】 認定講習会の受講及び認定テスト 

◆ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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） 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   
（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   
● 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。 
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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） 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   

（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   

   ●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。 

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 Ｋｉｃｋ

ｏｆｆ ）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。 

●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。 
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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。 

 

《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： 2013年2月24日まで 

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。 
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（高体連サッカー専門部門砂金副委員長 

よりメダルを授与された決勝審判員の４氏） 

（左から石原、田邉、大川、松田の各氏） 

Well Done 
 

第９１回全国高等学校サッカー選手権・千葉県決勝戦 
 

流通経済大学付属柏高等学校 0－0千葉県立八千代高等学校 

                                    （PK 2-3） 

主審：大川 直也 副審１：松田 卓磨 副審２：石原 美彦   

４th：田邉 伸（敬称略） 

 

2012年11月18日（日）13:05キックオフ ～ 柏の葉公園総合競技場 ～ 
 決勝戦にふさわしい晴天、関係者のご尽力により素晴らしいピッチコン

ディション、やや風が強い中、風上の八千代高校キックオフで試合開

始。 
両チーム共、積極的に攻めるも80分、更に延長の20分でも決せず、PK
にて八千代高校が全国大会の切符を手にしました。 
     

本日、生中継でしたが【生中継】としてプレッシャーはありませんで

したか？ 

大川：多少緊張しましたが、平常心を心がけていました。 

   TV中継は光栄なことで、サッカーの知名度が広がってくれれば

よいと思いました。 

松田：緊張しないとはいえませんが、普段と変わりありませんでした。 

石原：思っていたより緊張しませんでした。 

田邉 ：ちょっとした失敗も許されない感じがひしひしと伝わりいつも

と違う感じでした。 

  

この１年で増えた引き出しがあれば、教えて下さい。 

大川：色々な経験をさせていただいた中で、先入観を持たないこと、

予測して考えながらレフリングすることを重視しています。 

松田：ポジショニングです。今求められているのはR、ARとして正しい判

定のために、正しい位置に居ること。見えてないものは判定でき

ないので非常に意識しています。 

石原：同じく、ポジショニングです。良いポジショニングを取るためには、質の良い動き（走る）を意識しました。また自

分のストロングポイントである走りを再確認できたことです。 

田邉：仕事が教員であり、派遣審判員の方と組む機会が少なく、今大会でルールブックに載っていない打ち合わせ

等により、審判チームとして実施していることを得ました。今後、教員仲間に伝えていきます。 

 本日、ゲームを拝見して私の感想は、コミュニケーション、チーム

としての協力が非常に良いと思いました。本日のゲームで特筆するこ

とがあれば、皆さんへ紹介してください。 

大川：2枚目の警告の場面では、ボールと関係のない主審からは見えな

い場所での行為をARからサポートしてもらいましたが、ナイスサポートで

した。 

最後に、読者の皆様に伝えることがあれば、どうぞ！ 
大川：選手が本当にタフでした。審判だけでなくチーム側の協力がありタ

フでフェアなゲームでした。これは、日頃高体連の先生方が各チームで、

指導する一方、世界で戦っている世界基準を選手が意識した結果であり

非常に審判としてもやり易く、選手、チームの方々に感謝いたします。 

最後に、4級からご指導いただいた皆様のお陰で、本日のレフリーを努めることが出来ました。また、割り当てを

くださり大変感謝いたします。 

取材後記 

 選手、審判、会場運営の方々の協力で、決勝戦にふさわしいゲームと感じました。当たり前のことを当たり前にできるよ

う日々の地道な努力を垣間見ることが出来ました。4名の審判員の皆さんお疲れ様でした。 (取材協力：千葉県高体連) 



Chiba Football Association Referees’ Committee     - 15 - 

 

第３５回ＪＡバンクカップ・チバテレビ旗争奪千葉県少年サッカー選手権大会 決勝戦 

 

 2012年11月10日（土）13:30キックオフ ～ フクダ電子アリーナ ～ 

柏レイソルU-12 ５－２（前半３－２） JSC CHIBA X 

 
R桜井 大介 AR1小杉 益朗 AR2秋元 憲 4th山中 吉一 (敬称略) 

 

 試合は、開始1分にJSC CHIBA11番成澤選手がドリブルでスルスルッと抜け出してゴール左隅に落ちついて流し込ん

で先制した後、すぐさま柏U-12も13番山下選手のボレーで追いつき、その後JSC CHIBAは10番郡司選手の3人抜きのド

リブル突破後のゴール、柏U-12も10番森選手のﾍﾟﾅﾙﾃｨｴﾘｱすぐ外からのゴール左下隅に吸い込まれたFKを含む2得

点で逆転して前半を終了。 

 後半は、柏U-12さらに2点を挙げて突き放し、9連覇を成し遂げました。 

 

『子どもたちがゲームに集中出来るよう頑張ります！』と颯爽とピッチに出て行った桜井さんたち決勝審判員の皆さんに、

試合後突撃インタビューを敢行しました。 

 

今日のポイント（心に残るシーン）、または今日の試合に向けた準備等の

中での印象的なエピソードはありましたか？ 

桜井：準決勝の第一試合も担当して、選手が一生懸命やっていることが伝わ

ってきたので、一生懸命さを十二分に尊重してやりやすいように集中で

きる環境を整える意識を持ってゲームに臨みました。 

小杉：レフリーをサポートし、最終ラインをキープし、出来るだけミスのないよ

うな形で判定しようと。レフリーがスムーズなゲームコントロールをできる

ようアイコンタクトでサポートしようと目標を掲げ、ほぼ達成できたかな、

と。 

秋元：普段4種帯同だと主審をやることが多いので、副審としてレフリーをサ

ポートできるようにという点をすごく意識して臨みました。 

山中：ベンチコントロールと交代選手のスムーズな手続きを心掛けて、主審、

副審をサポートするよう心掛けました。 

 

普段、Jリーグの副審を担当されていて、今日は4種の主審、ということ

で心掛けたことはありますか？逆に副審・4thの方は、桜井さんと組んで

みて、何かいつもと違う、と感じたことやここはこうすればいいのか！な

ど発見や気づきはありましたか？ 

桜井：しっかり近くで判定して、見たままに、素直に起こったことに対して判定しようと思っていたのと、準決勝第一試

合で第4審を担当したので、そこで判定基準だったり、イメージを作りこんで調整して決勝戦に臨みました。 

小杉：非常にスムーズな動き、いわゆるポジショニングがとってもよい、ここにいなきゃ、というときにいつもちゃんとい

る。我々もゲームの流れを考えながら動いているつもりなんですけれども、遅れちゃったりとか、っていうのがよく

起こってしまうんです。ただ、今日見ていて非常に思ったのは、ここにいなきゃいけないんだけれども、と思った

時にパッと見たらちゃんといる、そんなに動いているようには見えないんだけれども、争点に必ずいるポジショニ

ングというのが非常に勉強になりました。 

秋元：副審が非常にやりやすいようにコントロールしてくれ

て、オフサイドをキャンセルしてくださった時も、次に

自分が動きやすいような間だったり、タイミングだった

り、そういうのがさすがだな、と感じました。（R:ベテラン

の味、です！（笑）） スプリントはあまり使っていない

のに、でもいるべきところにちゃんといる。 

山中：周りをよくみているな、と感じました。副審、第4審、

ベンチの動きなどをよく見て、スムーズなゲームコント

ロールにつなげていらっしゃって、さすがだな、と感じ

ました。 
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（左から伊藤、金子、藤崎、江本の各氏） 

この記事が掲載される頃には新しい年を迎えていますが、少し早いですけど、2013年の抱負をお願いします。 

桜井：これからも審判活動を続けさせていただく中で、まずは与えられた環境や割り当てをを１つ１つしっかりとやって

いくとともに、まだそんな年ではないんですが、レベルが落ちることがないよう普段から準備を、３０歳を超えたの

で、試合前の準備・試合直前の準備をしっかりと大切にしていきたい、と考えています。 

小杉：５８歳になって、来年も現役で、まだまだ若い人に負けないよう一生懸命走って、普段からトレーニングしている

んで、レベルをキープしながら出来るだけ長く活動を続けていきたいと思います。 

秋元：普段４種やることが殆どなので、激しいゲームではないような時にも落ち着いて予測した動きだったりゲームコ

ントロールを行っていきたいと思います。 

山中：楽しく審判活動出来たら最高です！ 

 

 

第１８回全日本フットサル選手権大会千葉県大会 決勝戦 

 

２０１２年１１月１８日 １４時キックオフ in千葉県スポーツセンター体育館 

KAIZAR/uLA.Sta FUTSAL ３(１－１ ２－１)２ FCmm 
 

主審：藤崎 翔平 第２審判：金子 一博 第３審判：伊藤 欽一 ＴＫ：江本 光 (敬称略) 

 
２０１２年の千葉県のフットサルの１番が決まったこの

大会。直前に準決勝も行われたので、選手・審判員

ともに連続しての試合になりました。審判員の皆さん

はほぼ半袖。室内だからかと思いきや、千葉県民で

もあるJFAフットサル委員長の松崎さんのポリシーが

半袖だからだそうです。１月号はタイの観戦記も含め、

フットサル特集です！第２審判の金子さんはメダル

が奥様への結婚祝いになりました。そんな皆さんを

取材してきました。 

 

—電気、眩しくないですか？ 

藤崎：ここは眩しくない方ですよ。大網白里とかの方

が眩しいです。 

—この選手権の決勝にあたりどういう準備を

しましたか？ 

金子：割当を頂いて１か月くらい経ちますが、今日は主審に迷惑をかけないように準備をしてきました。今後とも千葉県

フットサルの審判員として恥じないように頑張っていきたいと思います。藤崎君は初めての主審だよね？去年の

第２審判とどういうところが違いましたか？ 

藤崎：景色が違ったのもそうだし、自分でこの試合をコントロールしなきゃいけないなという義務というか責任感というのを

感じました。今日は準決も含め、２試合ともベストなコンディションでできるようルールもしっかり見直して、いつもよ

り多く睡眠をとって万全な状態で挑めるようにしました。 

金子：２級になり来年は関東リーグに行くかもしれませんが、その辺の抱負は？ 

藤崎：やっぱり、ワッペンの色が変わって他の選手やレフリーからも見られ方が変わるので、しっかり２級審判員という誇

りをもってこれからもたくさんの経験を積んで、上の舞台でも県と同じパフォーマンスで挑めるようにしたいなと思

っています。 

—素晴らしいですね。伊藤さん、普段食生活で気を付けていることや選手権の決勝というゲームを終えてどう

いう気持ちですか？ 

伊藤：油ものと間食を控えることに気を付けています。去年はインタビューする側だったけど、今年はインタビューされる

側になったので気分はいいです。第３審判の経験が少ないので、もっと経験をつんで第３審判からどんどん上の

舞台に上がって行けるような割り当てをいただけたらいいかなと思っています。 

—江本さんもお願いします。 

江本：２年ぶり２回目の決勝のタイムキーパーだったのですが、久々な気がします。この組み合わせはいつもやっている

仲間なので、別段さして心配することもありませんでしたし、年齢的にも一番上で試合数でも皆さんの３倍くらい

やっているかもしれないので、 

逆に僕の方から援助ができることが少しでもあればなぁと思ってやっていました。タイムキーパーと３審はどちらか

というと裏方なので、今日はあまり目立たずにできたのでよかったと思っています。でも正直なところ、決勝でも準
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決勝でも吹きたいので、来年は吹かしてもらえるように頑張ります。 

—最後に読者の皆さんに一言どうぞ！ 

藤崎：せっかくフットサルのＷ杯もあったので、この流れでフットサルの審判を取ってちょこちょこ吹いてみませんか？特

に若い審判員が増えたらいいなって。自分は一応若い人なので。 

５ファウルやアドバンテージ、４秒や退場後の選手補充など、サッカーと多少異なるルールですが、こちらのルールの質

問もフットサルの審判員の皆様に快く教えて頂けました。ご協力ありがとうございました。 
 

 

Congratulations! 
 

 山岸 佐知子さんが、またまたＡＦＣ最優秀女子主審の座を射止めました！３年連

続４度目の受賞おめでとうございます！！ 

 

 また、今年度より千葉県に移籍された助廣さんが、見事１級試験に合格しました。 

■サッカー女子1級 助廣 那由 

 

そのほかにも、201２年10月1日付けで昇級された方々を紹介します（敬称略）。今後

の一層の活躍を期待します。 

■サッカー２級 坂井 曜児、佐藤 雅哉、池田 浩康、友成 圭太、野尻 智樹 

■サッカー３級 秋山 祥海、愛宕 弘幸、有山 正幸、安藤 紘規、鵜沢 廣治、江田 洋二、 

遠藤 裕司、大島 正樹、奥住 侑太、加藤 浩志、金杉 拓哉、川口 明男、河村 義彦、

栗山 知佳子、佐々木 健、柴田 雄一、白田 清文、杉山 裕児、鈴木 洋幸、 

近澤 浩和、藤 真佐男、松井 義哉、水間 健太、渡邊 雅敏 

■フットサル３級 木村 拓、島本 裕也 

 

また、２０１３年の国際審判員として、千葉県から４名の審判員が選出されています。さらなる活躍を応

援しています！ 

■サッカー国際副審   五十嵐 泰之      ■ビーチサッカー国際審判員 櫻田 雅裕 

■サッカー女子国際主審 山岸 佐知子      ■サッカー女子国際副審   千葉 恵美 

 

 

昇級試験合格者の喜びの声を紹介します。 

 

皆様こんにちは。市川市在住の坂井曜児です。11月に宇都宮で行われた関東試験を皆様のサポートもあり無事合格

し、2級に昇級することができました。この場をお借りして感謝申しあげあげます。 

私は、元々新潟で審判をやっていましたが、大学進学にともない千葉県に移り活動させていただいています。新潟時

代は誰からも教えてもらわずに審判をやっていましたが、千葉県に移ってからは多くの方に審判の技術を指導していた

だき沢山成長することができました。 

本当に素晴らしい環境で審判活動ができていると思います。このような環境があることに感謝をしながらこれからも活

動を続けていきたいと思っています。また、多くの審判仲間もできました。彼等と今回一緒に合格することができとても嬉

しく思っています。これからもお互いに切磋琢磨し、技術に磨きをかけていきたいです。 

今回2級に昇級することができましたが、まだまだ駆け出しです。これからも日々成長していきたいと思いますので、

厳しいご指導をこれからもよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

この度、２級昇級試験に合格致しました船橋市に住む野尻智樹です。 

今回県内での予備試験からこの関東での本試験合格となりましたが、正直私自身合格できる

と思っていました。なぜなら私には合格しなければならないほどの周りの方々からの多大なる

サポートがあったからです。私がここまでやってこれたのはたくさんの方々との「出会い」があ

ったことだと思います。今回はこの合格感想文でいろいろな方々への感謝の言葉とさせてい

ただきます。書きたりないほど感謝したい方々はいますが、私の特にターニングポイントとな

った方々との出会いをここに書かせていただきます。 



Chiba Football Association Referees’ Committee     - 18 - 

まず私の審判活動の始まりは、母校である千葉日本大学第一高校の久保田先生が私に審判を薦められたことからで

す。高校３年の冬に腰痛を患い、やっと走れるようになった私に審判をすればと薦めていただき、高３の６月に私が４級

を取得した際は私を卒業生と偽ってまで公式戦の副審をやらせて頂きました。それが私の公式戦デビューでした。本当

に先生には感謝してもしきれません。その後も練習試合や公式戦がある度に審判をやらせていただき貴重な経験となり

ました。 

その中で船橋東高校の河合先生とも出会うこともでき高校のブロック予選では私に経験を積ませるため、河合先生が

私と主審を代わっていただき河合先生が副審を務める事もありました。Jリーグの舞台で審判を行っている先生のアドバ

イスは私にとって糧となりました。本当にありがとうございます。 

船橋市審判委員会の山田さんとの出会いも私の審判生活が変わるものとなりました。船橋レフリートレーニング（興味

のある方は船橋市サッカー協会審判委員会を検索してみてください。）にお誘いいただき、そのトレーニングで稲葉さん

とも出会うことができユース研修会に誘われ、その後派遣活動もどんどん活発になっていきました。同じ年代の審判員に

出会ったことで刺激となり私はさらに上を目指すべく２級昇級試験を受けることを決意しました。 

昇級試験を受ける際もいろいろな方々からアドバイスをいただき今回の合格となりました。皆様本当にありがとうござ

いました。そしてこれからも様々な人との「出会い」を大切にし、精進してまいりたいと思います。 

 

 

●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】昨年は組織を一新し、各部会の充実と組織強化及び、審判技術のレベルアップに重点を置きながら、全体的

な取り組みとしての組織改革を行いました。 

インスペクター制度を導入しての女子部強化及び上級チャレンジ強化を図り、全体的な底上げレベルアップ取り組み

が、順調に成果を上げることが出来ました。 

今年も、昨年同様に審判技術のレベルアップに重点を置き、千葉県全体のサッカー技術がレベルアップしていく事を

念頭におき、「更なる飛躍」をテーマにDVD研修会、毎週土・日の教育リーグ・スキルアップ実技研修等を開催し判定基

準の統一、取り組みを強化していきます。  

委員会登録メンバー50数名「全員のレベルアップ」は、決断力・スピード（瞬発力）と取り組み課題はまだまだ山積して

おります。「衰えてはいけない向上心」を念頭に掲げ、更なる技術向上を目指し切磋琢磨頑張って行きたいと思います。 

市川市外の方でも、技術向上のために微力ながら協力を致しますので、ＨＰなどで事務局の小出（こいで）まで連絡

をお願いします。                               ＜市川市サッカー協会審判委員長 東 哲也＞ 

 

【柏市】サッカー協会審判委員会では、新年早々1月12日、13日両日に柏レイソルU-11サッカーフェスティバルを利用し

ての3・4級審判員更新講習会（実技）を約100名参加で開催致します。また4月以降柏マスターズリーグの試合を使用し

て、審判員技術向上の実技講習会を独自にて開催する予定です。協会として、あけぼの山農業公園芝生広場（サッカ

ー場）第2広場の他第１広場についても改修工事が全て終了し、天然芝サッカー場として試合数の制限等管理を徹底し、

多くのカテゴリーの選手たちにプレーを楽しんで頂きます。2013年度も宜しくお願い致します。 

＜（社）柏市サッカー協会審判員会委員長 小杉 益朗＞ 

 

【君津市】 8月に少年サッカー大会を利用して審判実技更新講習会を開催しました。真夏の日差しの中、4種を中心に

活動している審判員が数多く集まり、有意義な講習会になりました。また、11月にも同様に少年の大会を利用して実技

更新講習会を開催しました。夏の講習会と違って、気候もよく、審判員の皆さんもグランドを元気よく走り回っていました。

今後も継続して実技更新講習会を開催していく予定です。      ＜君津市サッカー協会審判員会 長嶺 和男＞ 

 

【船橋市】11月18日、１種秋季リーグ（１部）を実技研修会にあて、公募により下は15歳から60歳のベテランまで総勢12名

の方が参加されました。打ち合わせから、実技、反省会を行い、反省会では2級審判員および谷口顧問より、課題や

個々のレベルにあったアドバイスを頂き、大変充実した研修会となりました。 

 ＜船橋市サッカー協会審判委員長 柿沼 輝信＞ 

 

【流山市】毎年 審判各種の研修会を開催し、市内の審判活動へのレベルアップに努めています。大会等に関しては、

3種の地域大会への審判派遣や4種の各種大会への審判指導等も合わせての活動を致しました。 

審判更新に付いては実技研修を開催し、今年は9月・10月・11月と開催致しました。 11/23日の研修会では天候の状

態もあり、実技及び講義研修と合わせて行いました。 担当インストラクターからは、実体験からのなる内容の講義となり、

競技規則についての内容と、日頃審判活動をされている受講生からの質疑等も合わせて充実した内容でありました。 

今後とも実技研修やレベルアップ研修会等の開催を計画し審判の皆様へのレベルアップを図っていきたいと考えてい

ます。                                  ＜流山市サッカー協会審判委員会 中村 俊人＞ 
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公募制レフリースクール受講生募集！！ 

 2月下旬(予定)県内各所 公募型レフェリースクール（宿泊研修） 

 ＊使用する大会(高校地区トレセン)の詳細が確定後、審判委員会HPで参加者を公募しますので、ふるってご

参加ください。 

 

 

 

審判ボランティア募集！！ 
 公式戦の割り当ては荷が重いけど、審判としてゲームに携わってみたい。そんなあなたの力を貸してください。 

     【資 格】次の条件をすべて満たす方 

・サッカー審判員・フットサル審判員の資格を持ち、２０１２年度継続（更新）手続きを済ませた方 

・審判委員会競技部の派遣カテゴリーに属していない方 

・審判に理解と熱意があり、健康な方 

・原則千葉県在住・在勤・在学の方 

     【活動内容】(公社)千葉県サッカー協会の主管、主催するサッカー大会・フットサル大会・ビーチサッカー大会の

援助 

＊ 申込方法等詳細は審判委員会のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／ 派遣割り当てした審判員が現れない ！ 

 。。ということが、起こってしまいました。会場役員の方に急きょ対応していただき、事なきを得ましたが、審判割り当て

の確認は、前日までに主審、副審、４ｔｈの審判団同士で、連絡を取り合うようにしましょう。また、運営として携わる場合に

も、留意しましょう。 
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２０１３年度永年功労表彰のご案内 
 （公社）千葉県サッカー協会審判委員会に関する規定に基づき、（公社）千葉県サッカー協会審判員として登

録後、１０年、２０年および３０年間（２０１２年１２月３１日現在）審判活動を続けられた方の表彰を行いま

す。この表彰に該当する審判員の方は、自薦、他薦を含めて２月１５日（金）までに、氏名、住所、電話番号、

FAX番号、E-mailアドレス、登録年月及び活動状況を記載の上、下記までご連絡ください。 

   〒２６０－０００７ 千葉市中央区祐光１－１４－１ 大林フローラ４０７  村上 匡 宛 

   E-mail：ta_da_shi1985@yahoo.co.jp 

 

編集後記 

サッカーワールドカップブラジル大会本戦まで、あと１年。一昔前までは、W杯予選というと、開催年の前年に行われ

ていたような気がしますが、最近は、常に予選・本戦、を戦っている気がします（それも、本戦に出場できるほどの実力が

代表チームにあるからこそ、ですが）。また、W杯でしか見られないようなプレーや、スター選手も常日頃から様々なメデ

ィアでお目に書かかれるようになりました。 

そんな中、今回は、まだまだ露出の機会が少ない“フットサル”特集を組ませていただきました。読者の皆様の一年

はもちろん、フットサル界にも“サクラサク”ことを祈念します。（Hide） 

 

 ※ 今回、2012年11月に行われたシニア研修会の記事が、諸々の事情により掲載が間に合いませんでした。この場を

お借りしてお詫びいたします。なお、その様子は次回4月号にて紹介させていただく予定です。 

 

 

 

 

 

レフェリーニュース編集員  

 ： liam-E 敏芳 邉渡 chb-fa@ra2.so-net.ne.jp 

 ： liam-E 一欽 藤伊 kincfa@orange.plala.or.jp 

 ： liam-E 一正 西大 m.oonishi@kib.biglobe.ne.jp 

 ： liam-E 雄英 原菅 kh3h-sgwr@asahi-net.or.jp 

 ： liam-E 綾 川木 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/ 
 

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（公社）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。 
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