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永年勤続審判員表彰を実施いたしました 
 

5月11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し、大石委員長から記念の盾が贈

られました。 

永年勤続審判員表彰を受賞された皆様は次のとおりです。（敬称は省略させていただきます） 

30年表彰：高山克彦 

20年表彰：鈴木和美 曲木和朗（※） 市川重一（※） 宮沢達二（※） 榎本則夫（※） 萬羽勉（※） 高崎文男 

中山健吾 山西法一 藤田盛雄 

10年表彰：後藤克己 袴田倫（※） 宮崎真司（※） 徳江崇（※） 

※印の方は都合により当日欠席されました。 

受賞された皆様から喜びの

お言葉をいただきました。 

高山：大学を出て、チームを作

って帯同審判員として活動

を始めて30年になりま し

た。運よく3級、2級となり、1

級にもチャレンジすること

ができました。これからも審

判を含めサッカー関係に

携わっていきたいと思いま

す。 

鈴木：子供たちを教え始め23年

くらいになり、今は低学年

の帯同として活動していま

す。審判活動に携わり20年

がたってしまったのかなと

いう思いです。失敗してしまったこともありますが、これからもボチボチとやっていきたいと思います。 

高崎：サッカーを始めて22年になります。千葉に引っ越して23年くらいで、走るのは得意でしたがサッカーを始めた

のは遅く、子供が小学校のサッカーチームに入って連れて行くうちにサッカーをするようになりました。子供が

卒業してからも手伝ってくれと言われ、今まで続いています。定年になりましたが、これからも力を貸せるところ

は貸していきたいと思います。 

中山：私も21年目になりますが、6年生を4回送り出してきました。今年も送り出して20年になるし、もういいかなという

気持ちもありましたが、4月から2回目のキッズを見るようになり、6年間お手伝いができたらいいなと思っていま

す。4級のまま4種で20年ずっとやってきて、色々な経験を積ませていただきましたので、これからもいろいろな

形でサポ－トしていきたいと思います。 
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山西：25年になりますが、3人の息子がサッカーを始めてからコーチを頼まれ、サッカーに携わるようにな

りました。チームでは1年生から6年生を担当し、昨年6年生が卒業したので引退しようとしましたが、

チームから残ってくれといわれて続けることになりました。審判としての更新は実技研修を受けてい

ます。当初は千葉まで行って更新していましたが、実技研修を受けることによりレベルが上がってき

ています。これからは健康を兼ねてサッカーを続けていきたいと思います。 

藤田：今日の受賞は自分だけの力ではなく、審判委員会の皆様や家族など色々な方の協力を得て本日の成果とな

ったと感謝しており、本日の表彰を一つの通過点としてインストラクターとして頑張っていきたいと思っていま

す。 

後藤：地元の小学校で子供たちの指導や審判活動を行っています。皆様の表彰を見て、まだまだだなと思っており、

50を過ぎましたが3級にチャレンジしていこうかなと思っています。主に高学年を指導してきました。10年少年

の審判を行っていますが、息子が中学生の時3年ほど中学の審判を行いました。地元の子供たちがサッカー

を大好きになるよう、今後も20年を目指し頑張っていきます。 

 続いて、大石委員長から、 

「千葉県サッカー協会審判委員会を支えているのは、多くの4種の審判員の方々であると思っています。20年表彰

の方がたくさんいらっしゃいましたが、日本のサッカーはこの20年間が一番大きく変わったのではないでしょうか。Ｊリ

ーグができ、爆発的に子供たちが増えて、そういう中で皆さんが千葉県サッカー協会を支えてきていただいたという

感謝は忘れてはいけないと思います。これからもお元気でご活躍いただきたいと思いますし、たくさん審判をやられ

たたくさんの経験が私達にとって宝物であると思っています。皆様のように真面目にサッカーに取り組まれた方の背

中を見て、Ｊリーグの最初の頃にサッカーを始めた子供たちが、例えばコーチのような形で少年団に戻っています。

そういう子供たちが皆様の背中を見て育っていただきたいと思っており、そういう中で皆様が培ってきた経験、宝物

を是非次の世代に渡していただいて、ただ単にクラブの中だけに終わるのではなく、もっとたくさんの若者を表に出

していただき審判員、選手、指導者として、やっている子供達、コーチのためにお力をいただきたいと思っています。

私も次の世代を育てる人物を育てることが仕事だと思っており、必ず卒業生などの学生コーチを付けるようにしてい

ます。大好きなサッカーがあるから卒業してからも皆様のクラブに戻ってきて小学生を教えている若者がたくさんい

ると思いますので、そのような若者の良き道標になっていただきたいと思います。審判委員会として、よい審判を育

てていきたいと思っていますのでご紹介いただければ幸いであり、皆様と手を取り合ってやっていけたらいいと思っ

ています。これからもお元気で、またグラウンドでお会いしたいと思います。」との、お祝いのお言葉をいただきまし

た。 

 皆様、本当におめでとうございます。また、ご苦労様でした。そして、これからも健康に留意され千葉県サッカー、

日本サッカーの発展にご協力をお願いいたします。 

 

平成24年度（2012年度）千葉県第1種サッカー選手権大会決勝 
浦安サッカークラブ Ｖｓ 順天堂大学4：3（前半1：2 後半3：1） 

日時：3月20日13：30キックオフ 

会場：青葉の森スポーツプラザ陸上競技場 

主審：桜井大介氏、副審1：村上勝則氏、副審2：村上匡氏、第4の審判員：鈴木俊介氏（以

下敬称を省略させていただきます） 

 暑さ寒さも彼岸まで、といわれるように急に暖かくなり、ニュースでは桜の

開花の声もチラホラ聞こえてきた春分の日でした。青葉の森公園の桜も開

花しており、一部は五分咲き程度まで進んだ木もあるようで青葉の森公園

駐車場も満車となり、なかなか駐車できず、定刻に遅れるのではないかと

冷や冷やものでした。 

 試合は拮抗した内容で始まり、前半に順天堂大学が2点を先取し優位に

進めていましたが、前半終了前に浦安サッカークラブが1点を返し、ハーフ

タイムとなりました。後半は、順天堂大学が1点を追加し2点差としたものの、

浦安サッカークラブの攻撃が鋭く、ボールを支配するようになり3点を挙げ

て逆転勝利しました。2点差の試合の怖さをあらためて感じた試合でした。 

 試合終了後、選手観客が見守る中、決勝審判員の表彰が行われ、４名の審判員に

第1種委員長の山口氏よりメダルが授与されました。決勝の反省会の後、４氏にお話

を伺いました。 

●まず、決勝の審判としてどのような思いで臨んだのでしょうか？ 

桜 井：社会人の関東リーグや学生のトップチーム同士なので、難しい試合になると

思いながらも正しい判定をすれば納得して従ってくれると思いました。また、

メンタル面及びフィジカル面の準備をしてきました。ただ、今日は千葉寺から



Chiba Football Association Referees’ Committee           ---- 3 ----    

駐車場が遠かった。（青葉の森公園駐車場が満車であった為、遠くの駐車場へ車を置いてきたとのことで

した） 

村上勝：3月10日の主審の割り当てをキャンセルしたが、再び決勝審判員（副審1）としてチャンスを与えられたので

一生懸命やろうと思いました。 

村上匡：レベルがレベルなのでスピードがある。その立ち上がりのスピードについていけるように意識をしながら試

合に臨みました。 

鈴 木：決勝審判員として割り当てをもらうことができ光栄です。試合に集中しようと臨み、トラブルもなく試合をコント

ロールできたことはよかったと思います。 

●今後の抱負についてお願いします 

桜 井：来年も決勝の主審の割り当てがもらえるようがんばります。 

村上勝：県内の試合を1つ1つ地道に行っていれば決勝の主審にた

どり着くものと信じて、1試合1試合を地道に吹いていこうと思

います。 

村上匡：1試合に向けてメリハリを大切に1日を準備することが大切だ

と思います。個人的にオフシーズンをつくることも大切だと思

います。 

鈴 木：準決勝の主審割り当てを頂き、まだまだ決勝の主審には遠く

およばないと感じましたが、本日、決勝審判員の一員として

携われたことで来年は無理かもしれないけど再来年には決勝の主審ができるようがんばっていきたいと思

います。 

●最後に、主審の桜井氏から審判員の皆様へ一言お願いします 

桜 井：審判員の皆様、審判を行うにあたり一試合一試合課題を持って取り組み、できた点、できなかった点を見つ

め、できなかった点をどう改善するか考えながら審判を行うことが大切だと思います。 

 決勝審判員の皆様ありがとうございました。審判員の皆様、自分に与えられた試合には課題を持って臨み、試合

後の反省を次の試合に繋げられるように取り組むことで自分の良いところを伸ばし、できなかった点は次にはできる

ように心がけていきましょう。 

 

平成25年度（2013年度）第28回 日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会千葉県予選決勝 

三井千葉SC Vs FC習志野 2：0（前半1：0 後半1：0） 

日時：5月26日14：00キックオフ 会場：フクダ電子スクエア 

主審：大出寿一氏（写真右）（写真右）（写真右）（写真右）、副審1：鳥潟正司氏（写真左）（写真左）（写真左）（写真左）、 

副審2：守屋高好氏（写真中央）（写真中央）（写真中央）（写真中央） 

久しぶりに涼しい風が強く吹いている曇天の日でしたが、フクダ

電子アリーナの南方にあるフクダ電子スクエアの周りには観客も多

く、ピッチ外からの大きな応援の声を受けて両チームともフェアで激

しい試合を見せてくれました。 

 両チームとも立ち上がりから積極的に攻撃を繰り返していました

が、インターセプトされたりうまくつながらなかったりしてなかなか得

点できませんでしたが、前半30分頃に三井千葉SCが得点を上げ、

後半にも1点を追加して優勝しました。試合終了後、優勝、準優勝チームの表彰の後、決勝審判員の表彰が行われ、

決勝審判員のメダルが授与されました。反省会の後、決勝審判員にお話を伺いました。（以下、敬称を省略させて

いただきます。） 

●決勝の審判を終えて、 

大出：初めての決勝主審でしたが、次に繋がる大会なので選手に怪我をさせないことを第一に考え、 

ゲームコントロールするようにしました。（判定）基準をしっかり整理し、判定を行い、選手に怪我をさせずに 

済み目的は達成できたと思います。 

試合中は選手のスピードについて行き、良いポジションを取って確実にファールを取るよう心がけました。 

鳥潟：決勝は初めてですが、観客にわかるようにジャッジすることを心がけました。選手もよくやっているので、 

モチベーションを高く保ち続けることができました。 

守屋：決勝なので選手が良いゲームができるように勤めました。主審がきちっとファールを取っていたので 

選手たちも納得してやっていたと思います。 

●決勝の割り当ては1箇月くらい前とのことでしたが、決勝に臨むにあたりどのように考えましたか？ 

大出：決勝の割り当てを受け、ちょっと緊張しましたがありのままに自然体でやろうと思いました。 

鳥潟：五位決定戦の主審をやってから決勝なのでコンディションを崩さないよう心がけました。 

アップ中 
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守屋：決勝の割り当てを貰えてうれしく思いました。一生懸命やろうと考えました。 

●これからの審判活動に対しての抱負をお願いします。 

大出：23年間、審判活動を行っているが、競技担当の方から割り当てを頂く重みを感じながら、 

一試合一試合無駄にしないよう前進していきたいと思います。 

鳥潟：今後ともコンディションを整えて活動して行きたい。レフリーニュースでルール改正などを勉強して、 

次の試合に活かして生きたいと思います。 

守屋：一試合一試合集中して、良いゲームコントロールができるように心がけて行きます。 

 

レフェリースクール参加者のレポート 
渕上祥太 

こんにちは。2月23、24日のレフェリースクールに参加した渕上です。9月のユース研修

に引き続き参加させて頂きました。普段は仕事の合間を見て地元の少年団の練習に参

加させてもらい帯同をしている程度なので、正直、参加者のレベルの高さに驚き(笑)自ら

の未熟さをまたしても思い知りました。自分では十分に走っているつもりでもビデオで確

認するとその差は歴然。それでも慣れない副審も2試合、しかも2級の方と組ませて頂き、

計3試合は素晴らしい経験となりました。ここでの課題を消化して更に上級に挑戦したい

と考えています。研修会を用意してくださったインストラクターや共に参加した研修生の

皆さん、そして何より懸命に戦ってくれたトレセンの選手たちに感謝しています。ありがと

うございました。 

●●●2014年度も審判活動を行うために！●●● 

2014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 

  ≪2012年（昨年）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 

  ≪2013年（今年）に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（2012年以前に登録した方）● 

（1）ＪＦＡ公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）「【kickoff】ＪＦＡの登録はこちらから」または千葉県サッカー協

会ホームページの右上の【Kickoff】をクリックし、JFA Web登録サイトから「審判」を選択しログインし、 

（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） 

※2014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（2013年に登録した方）● 

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

千葉県サッカー協会ホームページの右上の【Kickoff】をクリックし、JFA Web登録サイトから「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。（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■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4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。 

 

●●≪2014年度審判証の発行について≫●● 

2014年度の審判証は2014年3月下旬に2014年3月1日現在の住所に発送になりますので、2014年2月末までに

必ず届く住所に修正願います。（2014年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 ：2013年10月初旬～2014年2月末日までの予定 

フットサル4級 ：2013年10月初旬～2014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● 

（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「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。 

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。● 

推奨ブラウザ：Microsoft Internet Explorer ver.6、ver.7、ver.8、ver.9  

＊ プラグイン：Adobe®FlashPlayer8以降（WindowsVista以降はAdobe®FlashPlayer9以降） 

＊ 通 信 環 境：ブロードバンドを推奨 

（注）2012年度のJFAラーニング推奨環境より 

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。 

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。 
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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。 

 

2013年度資格新規取得講習会のお知らせ（サッカー） 

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12ページを参照下さい。） 

開催日開催日開催日開催日    
受付時受付時受付時受付時

間間間間    

講習時講習時講習時講習時

間間間間    
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    

8月4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 

千葉都市モノ

レール「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\7,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

 

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12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    
受付時受付時受付時受付時

間間間間    

講習時講習時講習時講習時

間間間間    
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 15 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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

12 月 15 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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

 

2014年 

2 月 23 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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

 

3級審判員対象 

開催日開催日開催日開催日    
受付時受付時受付時受付時

間間間間    

講習時講習時講習時講習時

間間間間    
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    

12 月 15 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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\6,850 

ﾕ ｽー:\1,500 

2014年 

2 月 23 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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

80名 有り 
一般:\6,850 

ﾕ ｽー:\1,500 
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更新講習会のお知らせ（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12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    

8 月 10 日

（土） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

千葉県総合ス

ポーツセンタ

ー (体育館) 

千葉都市モノ

レール「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

8名 有り 
一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

9月8日（日） 
9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

千葉県総合ス

ポーツセンタ

ー (体育館) 

千葉都市モノ

レール「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

8名 有り 
一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

10 月 14 日

（月祝） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

大網白里アリ

ーナ 

JR「福俵駅」徒

歩30分 
8名 有り 

一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

11 月 17 日

（日） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

スポーツコミュ

ニティー浜野 

JR「浜野駅」徒

歩3分 
8名 有り 

一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

12 月 8 日

（日） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

大網白里アリ

ーナ 

JR「福俵駅」徒

歩30分 
8名 有り 

一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

2014年 

1 月 12 日

（日） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

館山運動公園

(体育館) 

JR「館山駅」か

らバス「県立館

山運動公園前」

下車徒歩5分 

8名 有り 
一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

2014年 

2月8日（日） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

大網白里アリ

ーナ 

JR「福俵駅」徒

歩30分 
8名 有り 

一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

 

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    

8 月 10 日

（土） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

千葉県総合ス

ポーツセンタ

ー (体育館) 

千葉都市モノ

レール「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

8名 有り 
一般:\6,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

9月8日（日） 
9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

千葉県総合ス

ポーツセンタ

ー (体育館) 

千葉都市モノ

レール「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

8名 有り 
一般:\6,850 

ﾕ ｽー:\1,500 

10 月 14 日

（月祝） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

大網白里アリ

ーナ 

JR「福俵駅」徒

歩30分 
8名 有り 

一般:\6,850 

ﾕ ｽー:\1,500 

2014年 

2月8日（日） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
実技 

大網白里アリ

ーナ 

JR「福俵駅」徒

歩30分 
8名 有り 

一般:\6,850 

ﾕ ｽー:\1,500 
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2014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12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    

2014年1月

19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(2～4研修

室) 

千葉都市モノ

レール「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

80名 有り 
一般:\7,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

2月11日(火：

祝) 

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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\7,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

3月16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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\7,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

3月23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「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

160名 有り 
一般:\7,050 

ﾕ ｽー:\1,000 

但し、2014年度資格（審判証が届き、2014年4月から有効扱いとなりますので注意してください。） 

 

2014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12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    

2014年 

3月30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(2～4研修

室) 

千葉都市モノ

レール「スポ

ーツセンター

駅」徒歩10分 

80名 有り 
一般:\8,050 

ﾕ ｽー:\2,000 

但し、2014年度資格（審判証が届き、2014年4月から有効扱いとなりますので注意してください。） 

 

  
 

≪≪≪≪2013201320132013年度年度年度年度    第第第第2222回回回回    サッカーサッカーサッカーサッカー2222級審判員推薦審査のお知らせ≫級審判員推薦審査のお知らせ≫級審判員推薦審査のお知らせ≫級審判員推薦審査のお知らせ≫    

（この推薦予備試験は、（この推薦予備試験は、（この推薦予備試験は、（この推薦予備試験は、2014201420142014年年年年4444月に行われる関東協会月に行われる関東協会月に行われる関東協会月に行われる関東協会2222級昇級試験のための予備テス級昇級試験のための予備テス級昇級試験のための予備テス級昇級試験のための予備テストです）トです）トです）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．資格要件．資格要件．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。 
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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、（公財）日本サッカー協会や関東サッカー協会、（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．資格審査．資格審査．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．推薦審査．推薦審査．推薦審査         
●●●●    第第第第1111次審査：書類審査次審査：書類審査次審査：書類審査次審査：書類審査    

①審判実績確認:REFEREES’DIARYの審判記録用紙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 

● 第第第第2222次審査：筆記試験及び次審査：筆記試験及び次審査：筆記試験及び次審査：筆記試験及び体力試験体力試験体力試験体力試験    （第（第（第（第1111次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）        

・2013年10月13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） 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 

●●●●    第第第第3333次審査：実技審査次審査：実技審査次審査：実技審査次審査：実技審査    （第（第（第（第2222次審査合格者に対して、実施する。）次審査合格者に対して、実施する。）次審査合格者に対して、実施する。）次審査合格者に対して、実施する。）     

・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．申込方法．申込方法．申込方法         

①Webでの申込手続きを完了させてください。 

推薦審査（Ｓ推薦審査（Ｓ推薦審査（Ｓ推薦審査（Ｓ2222）申込書）申込書）申込書）申込書と、 審判証の写真側のコピー審判証の写真側のコピー審判証の写真側のコピー審判証の写真側のコピー、審判実績審判実績審判実績審判実績30303030試合分以上の試合分以上の試合分以上の試合分以上のREFEREESREFEREESREFEREESREFEREES’’’’DIARYDIARYDIARYDIARYのののの    

審判記録用紙のコピー審判記録用紙のコピー審判記録用紙のコピー審判記録用紙のコピーを添付し、郵送で申込みをしてください。 

② 受験費用：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。）    

※詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、WebWebWebWebサイトに掲載致します。サイトに掲載致します。サイトに掲載致します。サイトに掲載致します。 

    

≪≪≪≪2013201320132013年度年度年度年度    第第第第2222回回回回    サッカーサッカーサッカーサッカー3333級審判員昇級認定審査のお知らせ≫級審判員昇級認定審査のお知らせ≫級審判員昇級認定審査のお知らせ≫級審判員昇級認定審査のお知らせ≫    

2013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。 

1111．資格要件．資格要件．資格要件．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。 
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（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。 

2222．資格審査．資格審査．資格審査．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．認定審査．認定審査．認定審査         
●●●●    第第第第1111次審査：書類審査次審査：書類審査次審査：書類審査次審査：書類審査    

①審判実績確認:REFEREES’DIARYの審判記録用紙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 

● 第第第第2222次審査：筆次審査：筆次審査：筆次審査：筆記試験及び体力試験記試験及び体力試験記試験及び体力試験記試験及び体力試験    （第（第（第（第1111次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）        

・2013年10月13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） 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。 

4444．申込方法．申込方法．申込方法．申込方法         

①Webでの申込手続きを完了させてください。  

昇級認定審査（Ｓ昇級認定審査（Ｓ昇級認定審査（Ｓ昇級認定審査（Ｓ3）申込書）申込書）申込書）申込書と、審判証（現在）の顔写真側のコピー審判証（現在）の顔写真側のコピー審判証（現在）の顔写真側のコピー審判証（現在）の顔写真側のコピー、審判実績審判実績審判実績審判実績10試合分以上の試合分以上の試合分以上の試合分以上の 

REFEREESREFEREESREFEREESREFEREES’’’’DIARYDIARYDIARYDIARYの審判記録用紙のコピーの審判記録用紙のコピーの審判記録用紙のコピーの審判記録用紙のコピーを添付し、郵送で申し込みをしてください。 

    

②受験費用： 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） 

※詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、WebWebWebWebサイトに掲載致します。サイトに掲載致します。サイトに掲載致します。サイトに掲載致します。 

 

≪≪≪≪2013201320132013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級審判員推薦審査のお知らせ≫級審判員推薦審査のお知らせ≫級審判員推薦審査のお知らせ≫級審判員推薦審査のお知らせ≫    

（この推薦予備試験は、（この推薦予備試験は、（この推薦予備試験は、（この推薦予備試験は、2014201420142014年年年年6666月月月月((((予定予定予定予定))))に行われる関東協会に行われる関東協会に行われる関東協会に行われる関東協会2222級昇級試験のための予備テストです）級昇級試験のための予備テストです）級昇級試験のための予備テストです）級昇級試験のための予備テストです）    

フットサル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2級審判員、もしくはサッカー2級審判員として登録

していること。 

（2）次の審判実績を有していること 

①フットサル3級審判員として、資格取得後1年以上で、15試合以上の審判を行っていること。 

a. 15試合は、都道府県リーグ2部以上のフットサルの試合の主審あるいは第2審判として審判したものを計算

する。 

② サッカー2級審判員 

（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 

フットサル2級審判員に昇級後は、(公財)日本サッカー協会や関東サッカー協会、（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。 
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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         
●第第第第1111次審査：書類審査次審査：書類審査次審査：書類審査次審査：書類審査 

① 審判実績確認:REFEREES’DIARYの審判記録用紙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(F2)申込書を使用して提出 

●第●第●第●第2222次審査：筆記試験及び体力試験次審査：筆記試験及び体力試験次審査：筆記試験及び体力試験次審査：筆記試験及び体力試験    （第（第（第（第1111次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）     

・2013年10月13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） 80点以上 

・体力試験 

1000m走  4分40秒以内 

スピードテスト(10m) 12秒以内 

アジリティーテスト(30m) 23秒以内 

・講義『2次審査合否発表後 後日』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。 

●第第第第3333次審査：実技審査次審査：実技審査次審査：実技審査次審査：実技審査    （（（（2222次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。） 

・3試合実施する。3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４．申込方法４．申込方法４．申込方法         

① Webでの申込手続きを完了させてください。 

推薦審査推薦審査推薦審査推薦審査(F2)(F2)(F2)(F2)申込書申込書申込書申込書と、 審判証の写真側のコピー審判証の写真側のコピー審判証の写真側のコピー審判証の写真側のコピー、審判実績審判実績審判実績審判実績15151515試合分以上の試合分以上の試合分以上の試合分以上のREFEREESREFEREESREFEREESREFEREES’DIARY’DIARY’DIARY’DIARYの審判記の審判記の審判記の審判記

録用紙のコピー録用紙のコピー録用紙のコピー録用紙のコピーを添付し、郵送で申込みをしてください。 

② 受験費用： 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）    

※ 詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、WebWebWebWebサイトに掲載致します。サイトに掲載致します。サイトに掲載致します。サイトに掲載致します。 

    

≪≪≪≪2013201320132013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級審判員昇級認定審査のお知らせ≫級審判員昇級認定審査のお知らせ≫級審判員昇級認定審査のお知らせ≫級審判員昇級認定審査のお知らせ≫    

2013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。 

1111．資格要件．資格要件．資格要件．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、もしくはフットサル4級審判員として 

登録していること。 

（2）次の審判実績のうちどちらかを有していること 

①フットサル4級審判員として主審、第2審判15試合以上の審判を行っていること。 

（経験対象試合は、前後半を有するフットサルの試合で、1日2試合を限度とする。） 

②サッカー3級審判員。 

（3）健康など 

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） 

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 

フットサル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。 

2222．資格審査．資格審査．資格審査．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。 

3333．認定審査．認定審査．認定審査．認定審査            
●第1次審査：書類審査 

①審判実績確認:REFEREES’DIARYの審判記録用紙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(F3)申込書を使用して提出 

●第●第●第●第2222次審査：筆記試験及び体力試験次審査：筆記試験及び体力試験次審査：筆記試験及び体力試験次審査：筆記試験及び体力試験    （第（第（第（第1111次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）次審査合格者に対して実施する。）     

2013年10月13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） 70点以上 
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・体力試験 

1000m   5分30秒以内 

スピードテスト(10m) 14秒以内 

アジリティーテスト(30m) 26秒以内 

・講義（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４．申込方法４．申込方法４．申込方法            
①Webでの申込手続きを完了させてください。  

昇 級 認 定 審 査昇 級 認 定 審 査昇 級 認 定 審 査昇 級 認 定 審 査 (F3)(F3)(F3)(F3) ） 申 込 書） 申 込 書） 申 込 書） 申 込 書 と 、と 、と 、と 、 審 判 証 （ 現 在 ） の 顔 写 真 側 の コ ピ ー審 判 証 （ 現 在 ） の 顔 写 真 側 の コ ピ ー審 判 証 （ 現 在 ） の 顔 写 真 側 の コ ピ ー審 判 証 （ 現 在 ） の 顔 写 真 側 の コ ピ ー 、、、、 審 判 実 績審 判 実 績審 判 実 績審 判 実 績 15151515 試 合 分 以 上 の試 合 分 以 上 の試 合 分 以 上 の試 合 分 以 上 の

REFEREESREFEREESREFEREESREFEREES’’’’DIARYDIARYDIARYDIARYの審判記録用紙のコピーの審判記録用紙のコピーの審判記録用紙のコピーの審判記録用紙のコピーを添付し、郵送で申し込みをしてください。 

③ 受験費用： 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） 

※ 詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、詳細等が決定し次第、WWWWebebebebサイトに掲載致します。サイトに掲載致します。サイトに掲載致します。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 

KickOff ）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。 

 

2013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） 

2013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。2014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等でお知らせいたします。 

◆ 開催日時 2013年9月  全日を予定 

◆ 場所 後日連絡 

◆ 講習形式 更新講習に向けた講義技法の講習または実技 

◆ 講習会費 審判資格有 ￥4,000  審判資格なし ￥6,500 

 

●女子強化研修会のお知らせ●●女子強化研修会のお知らせ●●女子強化研修会のお知らせ●●女子強化研修会のお知らせ●    

●対象:ステップアップを望む女子審判員の皆様(級は問いません) 

●日時:2013年8月24日（土）～25日（日）(宿泊・日帰り共に可) 

●場所:香取市 

●内容:第六回香取市招待ジュニアユースサッカー交流大会を使用しての実技研修会 

●更新:可 

●申込み：普段割り当てを受けている方には近日ご連絡を致します。その他、参加を希望される方はsaroma-

blue@docomo.ne.jp 担当：吉田までご連絡をお願い致します。(申込期限:2013年7月末まで。) 
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めざそう！ワールドカップ審判員 

〈第9回ユース及び若手審判員実技研修会〉 

—審判に燃えているユース＆若手審判員集まれ！— 

昇級への近道！？是非この研修に参加して、さらに上級を目指しましょう！！ 

日時：8月24日（土）、25日（日）宿泊研修（1日だけの参加も可） 

対象：審判技術を向上させたいと思っている若手審判員（年齢12

～25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：千葉市立朝日ヶ丘中学校（予定） 

費用：ユース7,500円、大学生以上9,500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。夜間はビデオを使った

研修を予定しています。 

更新：可。更新費は別途徴収します。（1日だけの参加でも更新可） 

 

また、今回から今回から今回から今回から4444級新規取得講習会も同時開催します。級新規取得講習会も同時開催します。級新規取得講習会も同時開催します。級新規取得講習会も同時開催します。審判に興味はあったけど、資格がないから公式戦で審判が

できなかった・・・、審判としてのルールがよくわからない・・・といった人のための資格取得のチャンスです！ 

日時：8月24日（土）、25日（日）宿泊研修（1日だけの参加不可） 

対象：審判に興味があり、公式に資格を取得したい者（年齢10～20歳） 

場所：千葉市立朝日ヶ丘中学校（予定） 

費用：ユース6,950円、大学生以上15,000円（宿泊・食事・ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ含む） 

内容：資格取得のための座学はもちろん、グランドに飛び出し一緒にボールを蹴ります！ 

夜はJリーグ担当審判の楽しい話が聞けるかも・・・ 

申込先 ：育成部 野崎 克哉 090-2569-7925／katsuya-nozaki@jcom.home.ne.jp 

問合せ先 ：育成部 右田 智也 090-3691-4134／migiemon@m7.dion.ne.jp 
若い審判員の皆さん！ぜひ参加してください！若い審判員の皆さん！ぜひ参加してください！若い審判員の皆さん！ぜひ参加してください！若い審判員の皆さん！ぜひ参加してください！    

    

    

 
 

↑↑今回の参加者↑↑         

（※倒れているのではありません。）   

とあるチームの強化合宿で、山梨県は忍野村に朝3時出発で行って来ました！ 

忍野村に向かう途中、小雨が降ったり、霧が霞む中の珍道中。 

レース直前には富士山を拝めるほどの快晴に！ 

ランナーは2人。山道を走るトレッドランです。 

朝からビッグマックを食べた方は気持ちが悪いと、自分のリュックの使い方もわからず終い。 

もう1人は還暦祝いの赤いちゃんちゃんこならぬ、赤いユニホームで21キロ弱を激走しておりました。 

来年は14キロのショートコースを走ると意気込んだ人が何人もいたとかいないとか…。 

心肺機能の向上はもちろんのこと、判断力も養えます。 

皆様、富士山を見ながらこういうトレーニングはいかがでしょうか？？    
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南国California LongBeach 2013 Beach Soccer Championship 
ビーチサッカー国際審判員 櫻田 雅裕 

 今年はビーチサッカーイヤー。そして来年はサッカーワールドカップイヤーとワールドカップ目白押しがまだ継続

中です☆ 

今年はビーチサッカーワールドカップの年。既にビーチサッカーワール

ドカップ2013 in Tahitiを決めているUSAの南カリフォルニアにある

LongBeachへ千葉県の誇る♪、そして日本の誇る☆、ワールドカップを2

度も体験した男◎、「世界の」五十川和也（もう一人のカズ）さんに推挙し

て頂き、Beach Soccer Championship in USA, Californiaに参加させて頂

きました。 

 

 USAの南カリフォルニアのLongBeachは、ここアメリカなんだっけ？！と

思わせるような多国籍なムード漂う街でして、近くには6色の旗がはためく

怪しい雰囲気のお店があったり、メキシコ料理に、スペイン料理、イタリア料理に、ブルガリア料理と様々な国のレス

トランが並ぶ街でした。短い期間でしたので、全ては食せませんが、チャンスと見れば、どこでも物怖じせずに入りま

す。前回とは異なり、おそらく衛生的には問題ないのでビビる必要はないでしょう。英語ばかりではなく、スペイン語

も通じるではないですか。素敵ですよ♪LongBeach☆タイの一から言葉を覚えなければならなかったときとはまるで

違います。カリフォルニアの南部なのでメキシコ系の民族が沢山いらっしゃっているのでしょう。グラシアス☆メキシコ

人。食べ物は予想を超える美味しさです。しかし、量が。。。とても私一人で一人前は食べきれません。。半分いけ

ればいい方でして、二人で一つをやっつけるのも難しいかも。。しかしアメリカではこれが普通なのか。オソルベシ！

USA。飲み物を買いにお店に行っても見たことないようなサイズのエナジードリンクが置いてあります。（これを飲ん

だら2，3日眠れないかも。。） 

 

 さて、本来の目的のBeach Soccer Championshipですが、やはりUSAは一味違い

ます。フィジカルもとても高く、南米系の選手もたくさん出場しているため、スキルも

とても高いです。日本の全国大会のような大会がこの1か月半くらいの間に3度も行

われ、その3度目の大会ですので、どのチームもチームワークも向上しており、とて

もレベルが高く、白熱した面白いシーンがたくさんありました。そのような熱いゲー

ムの中でもプレーヤーはとても真摯でして、フェアプレーに徹しておられました。 

 レフェリーはというと、USAにはビー

チサッカーのFIFAレフェリーはおら

ず、National Refereeが1名とNational Referee Emeritusが1名、state 

refereeが1名と私の4名でPro Categoryのゲームがすべて行われるスタ

ジアムのあるピッチを担当させて頂きました。 

競技規則と大会のレギュレーションを簡潔に確認した後、場面に応じ

たポジショニングと誤りが生じそうな再開方法について、USAの仲間た

ちと確認をしてゲームに臨みます。ゲーム後は彼らからアドバイスを求

められ、次のゲームに向けてよりスムーズな対応ができるよう伝えます。

もちろん、米国ですので会話は基本的に英語です。競技者は南米系

の方々もおられますので、英語とスペイン語で対応します。多くの場面

ではコミュニケーションが有効に働き、ゲームをスムーズにコントロールできます。ただ、ファウルが酷かったりすると

日本では考えられないような乱闘になったりしますので、細心の注意を払って臨むことが大切です。米国のレフェリ

ーの方々はこういったコミュニケーションがとても上手く競技者のマネージメントがとても上手です。さらにこちらでは

RefereeもかなりRespectされているのか、いろいろなところで写真を撮ろうと大人から子供まで私を誘ってくれます。

とてもHeart warmingな地域のLongBeachです。Beach Soccerがこのようなオープンマインドをはぐくんでくれるのでし
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ょうか。とても素敵ですよ☆ 

 USAでは、BEACH SOCCERがとても盛んで、小さな男の子ばかりでは

なく、女の子たちもBEACH SOCCERを楽しんでいます。むしろ子供の大

会では男の子より、女の子の方が多いように感じられます。家族の方々も

応援に見えており、試合に熱が入ります。（日本のように指示をしたりする

ようなことはほとんどないのですが、良い場面では声が上がったり、拍手が

起こったりします。） 

 決勝はスタジアムが満席になり、多くの方々の声援や拍手の中、競技者

がゲームに集中しており、レベルもとても高く、白熱した中でも本当にフェ

アで気持ちの入った良いゲームでした。 

 USAではJBSNの伊藤寛之氏をはじめ、大会主催者のMr.Marcを中心とした大会のスタッフの方々や審判割当担

当のMr.Bobを中心としたCaliforniaの審判の仲間たちにも大変お世話になり、とても良い経験をすることができまし

た。 

 このような機会を得ることができたのは、五十川フットサル＆ビーチサッカー

部会長をはじめとする審判の仲間たち、家族の協力や職場の仲間たちのサ

ポートや関係する皆様のおかげで本当に良い経験をすることができました。 

 上記の方々はもちろんのこと、多くのお世話になった方々のおかげで、この

ような機会を得ることができました。今回のような素晴らしい時間を過ごすこと

が出来たことを心より感謝申し上げます。今後も審判の技術ばかりではなく、

自分自身を磨き続け、サッカーを、フットサルを、そしてビーチサッカーを楽

しんでいきたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致しま

す。 

 

一緒にボランティア審判活動しましょう♪一緒にボランティア審判活動しましょう♪一緒にボランティア審判活動しましょう♪一緒にボランティア審判活動しましょう♪ 

審判資格を取得した後、子供のチームで帯同審判の活動はしているものの、なにかもう少し審判活動をして審判

の仲間を増やしたい、もう少し上手になりたい、審判について学びたい、この資格を有効に活用したい☆ 

なんて思ったことはありませんか。 

審判委員会総務部では、ボランティア審判員を募集しております。一緒にボランティア審判の活動をしませんか。 

活動内容は、主に、千葉県サッカー協会が後援する大会等での審判活動（サッカーばかりではなく、フットサル

やビーチサッカーもあります）からいろいろな大会の大会補助役員（ボールパーソンや担架要員）などサッカーに携

わる幅広い活動をしております。なかなか携わることのできないサッカーという競技の裏方も堪能することができ、さ

らにサッカーのことを理解できるようになり、もっとサッカーが好きになってしまうかもしれません。 

現在のところ、ご登録頂いている審判員の方々は、ビーチサッカーを経験する機会を得ております。次には、フッ

トサルを経験する機会もあるようです。新たな分野にもチャレンジして、さらに楽しいフットボールライフを満喫してみ

ませんか。 

一人での参加はちょっと。。という方は、遠慮なくお友達と一緒に登録して頂くことも可能です。一緒に参加すれ

ば、仲間も増えてさらに楽しくなるかもしれません。 

実際の活動を行う中で、全てのスケジュールに参加しなければならないわけではありません。対応が可能な日程

でお手伝い頂ければと考えております。もし、少しでもご興味をお持ち頂けたら、(公社)千葉県サッカー協会のホー

ムページにある「審判」のリンクから審判委員会ページへ飛びますので、審判委員会のページから「審判ボランティ

ア」の「PC」または「携帯」を選択して頂いて、内容をよくご確認頂き、同意できるようであれば、御登録下さい。新し

いチャンスが得られると思います。 

 

【郡市協会だより】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】今年度は委員会発足15周年を迎える節目の年でもあり、各部の組織を一変して充実・促進をはかり委

員会全体の活動「更なる飛躍」を大きな目標として取り組んでおります。近々では強化指定3名をピックアップ・ピン

ポイント強化を筆頭に、委員会メンバーの全体レベルアップに指導部を中心としてスキルアップ義務研修会などに

取り組み中です。ジュニアユース・ユースの公式戦ゲームに生徒（無資格者）がアシスタントレフェリーを行っている

現状に、生徒に4級取得を呼びかけて行き将来への展望に視野を広げながら育成に心がけて行きたいと思います。

高齢化の現状ですが若手の育成には全力をあげる所存です。「衰えてはいけない向上心」は今も健在です！市川

市以外の方も是非活動に参加しませんか！（総務部 小出まで）       (市川市審判委員会委員長 東 哲也) 
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【山武市】サッカー協会では、3月31日に引き続き6月2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。今年度も市内中学校や4種クラブの協力もありユース年代の参加が多数ありました。また、8月以降は更新講

習会が始まりますが、主に実技講習にて開催します。 

ご自身のレフリングをインストラクターの方々に確認して頂くよい機会ですので、多くの参加をお待ちしております。

東総地区では1種から5種まで様々な大会がありますが地域的なこともあり、審判員が非常に少なくて困っておりま

す。種別や資格は問わずいつでも募集しておりますのでご協力頂ければと思います。 

連絡先 090-4380-3974(阿部) E-MAIL:masa@a.email.ne.jp     (山武市サッカー協会審判部長 阿部 政臣) 

 

【習志野市】普及、育成、強化で審判委員会と4種審判部の連携が密に行われるようになりました。 

普及では、最近ユース特に中学生の4級取得希望者が増え、1年生から毎年20人から30人の応募があります。 

育成では、取得者には必ず実技練習会を開催し、とりあえず副審の基礎から指導しています。 

また、強化では、各審判員のフォーム等の確認の為1人5分程度のビデオ撮影をDVDに納め配布することができま

した。そして、他エリアに習い強化審判員制度を取り入れ、1種から女子迄の試合を派遣により体験してもらっていま

す。これからも、各審判員がどの程度審判に踏み込んで活動したいかを見極め、無理に、過度に指導することない

よう皆で協力していきたいと思います。              （習志野市審判委員会 副委員長 大日向 明知雄） 

 

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

競技規則の改正点は、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    

総務部では皆様からRefereeNewsに掲載する記事を募集しております。 

各種大会に参加した感想、審判を行った際の失敗談及び対応など、下記宛にメールでお寄せ下さい。 

編集には細心の注意を払っておりますが誤字・脱字が有った場合は、ご指摘願います。（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 

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 

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/ 

 

  

 

 

広告主さま募集しています。広告主さま募集しています。広告主さま募集しています。広告主さま募集しています。    
 

・・・・    千葉県内約１万名の審判関係者に年千葉県内約１万名の審判関係者に年千葉県内約１万名の審判関係者に年千葉県内約１万名の審判関係者に年4444回送られて回送られて回送られて回送られて

いるいるいるいるRefereeNewsRefereeNewsRefereeNewsRefereeNewsに掲載する広告を募集してに掲載する広告を募集してに掲載する広告を募集してに掲載する広告を募集して    

います。います。います。います。    

・・・・    募集枠は、募集枠は、募集枠は、募集枠は、1111枠（枠（枠（枠（1111枠タテ枠タテ枠タテ枠タテ55mm55mm55mm55mm×ヨコ×ヨコ×ヨコ×ヨコ85mm85mm85mm85mm）。）。）。）。    

・・・・    ここここの枠がの枠がの枠がの枠が1111枠の大きさの目安です。枠の大きさの目安です。枠の大きさの目安です。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。 


