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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 October  2013 

年４回発行（１･４･７･１０月） 
 

 

育成部長：右田 智也 

8月24（土）～25日（日）にユース・若手審判員研修会を実施しました。その模様を写真でご紹介します。 

   

1日目、千葉市内のU-15の公式戦

をお借りしてキックオフ！ 

暑い中、頑張って走っています！ 

 

JFA松崎さんによるプラクティカルト

レーニング。スタッフも汗だくです！ 

 
  

宿舎へ移動し、入浴後の夕食。 

篠原旅館のごはんは本当においしい！  

カメラを見ないで試合に集中！ 

 

記録の確認を忘れずに！ 

 

 
 

 

競技規則確認テストで夜の講義スター

ト！ 知識も大事です！ 
グループディスカッション発表。 

様々な意見が飛び交います！ 
試合後の反省会。たくさん失敗してもいい。  

同じ失敗を繰り返さないことが上達のコツです！  

 

  
高須賀インストラクター。情熱的で 

ついつい長くなってしまいます・・・ 

2日目。ワッペンの色が違う人が・・・ 

素晴らしいお手本ありがとうございました。  

全日程終了。お疲れ様でした。 

今回学んだことを忘れないでね！ 

（参加者の声は12ページに、今号の目次は2ページに掲載しています。） 



Chiba Football Association Referees’ Committee     - 2 - 

平成25年度 第18回千葉県サッカー選手権大会 決勝戦 
浦安 SC 2－１(前半 0－0 後半 2－1) VONDS市原 FC  

2013 年 8 月 24 日(土) 16時キックオフ 於：ゼットエーオリプリスタジアム  

R:清水勇人 A1:桜井大介 A2:金次雄之介 4th:野崎克哉(敬称略) 

 

千葉県の天皇杯代表決定戦が行われました。前半 0－0 で折り返し、後

半浦安が先制。その後、VONDS が PKで追い付き、残り 10分で浦安が決

勝点を決め、そのまま試合は終了。浦安 SCが千葉県の代表となりました。 

清水さんは主審としては初。桜井さんは

5 回目。意外にも金次さんは初めての表

彰だそうです。野崎さんも初の決勝表彰

となりました。 

1級審判員 3名が揃い、気心の知れた

仲間同士、とてもよいチームワークで試

合を終えたばかりの審判団に、試合を終

えた心境を伺いました！ 

－決定戦を終えた今のお気持ちをお聞かせください。 

清水:千葉県の代表を決める大事な試合を任されたということもあり、良かっ

たと思います。 

桜井:暑かったです。 

金次:暑かったけど楽しかったです。副審は久しぶりだったので、試合前の

心拍数が 160になるほど緊張しました(笑) 

野崎:トラブルなくスムーズに終わって良かったです。 

－普段から心がけていることはありますか？ 

清水:普段の生活から信頼されるよう心がけています。試合にマッチしたトレーニングや

振り返りなどの自己分析をしています。 

桜井:日々、最新の情報を入れるように色々な試合を見て、常に自分に置き換えてシミュレーションをしています。 

金次:試合から逆算してのトレーニングや、情報を自分のできる範囲でしっかり準備しています。 

野崎:試合をたくさん生で観て、体調を整えています。 

－今日も湿度が高めでしたが、暑い日の試合も多いと思います。今朝は何を食べて、

また暑い日の試合の対策を教えてください。 

清水:朝は焼きそばを食べて、炭水化物をとりました。暑さ対策はあえて、暑い時間に

トレーニングをしたり、OS－1 を飲んだり、こまめに水分補給をとります。 

桜井:焼き魚にご飯です。自分は暑い体育館でトレーニングしています。 

金次:塩むすびと味噌汁。やっぱり OS－1。最近はもっぱらこれです。 

野崎:家では夜、エアコンから解放されることですかね？ 

－そんな中、モチベーションのあげ方は何かありますか？ 

清水:応援歌や歓声を YouTubeで聞いたり、試合を見たりします。 

桜井:試合前のアップの時に試合をイメージしながらやって

います。 

金次:何も考えずに、スーっと試合に入ります。2～3 分瞑想

というかジッとしています。 

野崎:家を出る前にレフェリー用具の用意をすると『よし、い

くぞ～！』って。 

－最後に 9 千人のレフェリーニュース読者に一言 

全員:試合中は自分を信じること。選手の為に一生懸命頑

張りましょう！どっかでセットになったら宜しくお願い

します！頑張ろう、審判！！  

目次 

第９回ユース・若手研修会が行われました！ 1 インスト講習会のご案内／実技研修会のご案内 11～12 

決勝審判員表彰レポート 2～3 研修会参加者の声・様子 12～14 

資格更新・取得講習会、昇級審査のご案内／申込方法 4～10 ルール改正／郡市協会だより／ワンポイントレッスン 15 

休止・降級のご案内 10 事件フラッシュ／HPの意見募集 16 

(左から)金次・野崎・清水・桜井の4氏 
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平成25年度千葉県女子サッカー選手権大会 決勝戦 

ジェフユナイテットﾞ市原･千葉レディースU-18 6－0(前半3－0 後半3－0) 順天堂大学女子蹴球部 

2013年8月4日(日)13:00キックオフ 於：東総運動場 

R:遠藤 かおり AR1:今中 美穂 AR2:松岡 恵美子 4th:宍浦 智子(敬称略) 

 

 今年度の千葉県女子のナンバーワンを決めるゲーム、現在の県内で実力上位チーム同士の対戦で、拮抗したゲーム

展開が予想されましたが、5分にジェフが順大GKの頭上を越すループシュートで先制すると、その後も着実にゴールを

重ね、出鼻をくじかれた順大が自分たちのペースを取り戻せないままジェフが今年度の栄冠を勝ち取りました。 

 この日の審判を務めて下さったのは、日ごろから女子のゲームの審判割当に腐心して下さっている遠藤さんをはじめ

とする千葉県内の関東強化に指名されている女性審判員の皆さんでした。皆さんこの日のために家族や周囲の理解や

協力を得つつ準備し、それぞれの役割におけるベストパフォーマンスを発揮したレフェリングを披露して下さいました。 

 試合終了後、決勝審判表彰を受けて晴れやかな表情をしていた審判員の皆さんに、今後のご自身の抱負、もしくは後

進の発掘・育成に目を向けたコメントをお願いしました(敬称略)。 

遠藤：年々プレースピードが上がっている中で、トレーニングを行って、走れる限りは続けていきたいです。 

今中：チーム事情等の必要に駆られて審判資格の取得講習に来ている方や、帯同審判として一緒に審判する方

の中にも、サッカー経験がない私のように、本格的に審判をやってみたいな、と思っている人はいるん

じゃないかな、と思って積極的に声を掛けてみたり、審判を一緒にする中で仲良くすることで、選手と

審判の間に感じることがある垣根を取り払って、審判に対する理解を深めてもらえたら、と思います。 

松岡：千葉さん(現女性国際副審)が部長の頃から、女性審判を5人連れてき

たら自分が辞めてもいい、と言われ周囲に積極的に声を掛けてきたけ

れども、特殊なコトとして認識され、なかなか5人見つからず・・・(笑)。

結局、選手をやっている子は、選手を続けたい、と考えていて、審判

をしたい子を探すのは難しい。けど、自分もいつまでも審判をやって

いられないので、みんなと協力して発掘・育成できるよう、そして体

力的に審判が出来る限りは引き続き協力していきたいです。 

宍浦：私が所属するサッカーチームでは、幼稚園児から成人女性まで、チームメイトが練習などで順番で審判

を担当して、みんな並一通りに審判が出来ると思うのだけど、公式戦などは「怖い、文句を言われる存

在」と引かれてしまう。それは恐らく審判はサッカーをやっている選手とは別モノ、という意識があっ

て、もう1つの敵チーム、みたいな意識をされているようにも感じます。もっと、そういうのじゃない

んだよ、同じサッカーファミリーなんだよ、という啓発をしていけたら、と思うのですが、なかなか・・・ 

一昨年のなでしこジャパンの女子W杯優勝から着実に、千葉県内はもとより日本女子サッカー界のプレーヤー

のすそ野やレベルの拡大は続いているものの、プレーする楽しさと同じように審判をする楽しさに着目してくれ

るような人を発掘するのは、現実なかなか・・・、ということでしょうか。ただ、これは女性に限らず、情報化

と共に娯楽が多様化している現代において、男性にも共通する課題だと思います。ともすれば判定についてクエ

スチョンを突き付けられたり、損な役回りと見られることも多い審判を楽しい、魅力的な役割(例えば、素晴ら

しいプレーを間近で見れる、という自分自身にとっての魅力もあれば、瞬間的に判断を下して素晴らしいプレー

を演出する、といった周囲の人をも感嘆させることができる、等々)として多くの人に認識・理解していただく

ために、活動している審判員はもとより、インストラクターなどの関係者の皆さん、今一度審判の楽しさを体現

したり、必要性を審判関係者以外にも伝えられているか、考えてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左から)神庭女子委員長、松岡さん、遠藤さん、宍浦さん、今中さん 

 

今後の決勝審判表彰対象大会の決勝戦予定・・・千葉県フットサル選手権11/10(館山運動公園体育館)、 

高校選手権11/17（ゼットエーオリプリ）、JAバンクカップ11/24（フクアリ） 

※ 日程・会場は、天候等により変更することがあるので、(公社)千葉県ｻｯｶｰ協会HPでお出かけ前にご確認ください。 
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●●●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。 

①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。 

 

②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。 

■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● 

審判割り当ての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(2014年2月15日(土)まで)。 

 

●●≪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月下旬に発送する予定です。住所変更は、2014年１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） 
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●●≪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。 

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9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 最寄駅 募集人数 
駐車

場 
講習会費 

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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\1,000 
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更新講習会のお知らせ（サッカー） ～つづき～ 

3級審判員対象 

開催日 受付時間 講習時間 形式 会場 最寄駅 募集人数 
駐車

場 
講習会費 

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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\1,500 

 

 

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9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 最寄駅 募集人数 駐車場 講習会費 

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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\1,000 

2014年 

2月8日（土） 

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 

ﾕー ｽ:\1,000 

 

３級審判員対象 

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

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 

ﾕー ｽ:\1,500 

2014年 

2月8日（土） 

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 

ﾕー ｽ:\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9ページを参照下さい。） 

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

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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\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 

ﾕー ｽ:\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 受付時間 講習時間 形式 会場 最寄駅 募集人数 駐車場 講習会費 

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 

ﾕー ｽ:\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。） 

 

≪2014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、2014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） 

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。 

※第2次審査にあたる筆記試験及び体力試験は2014年4月に行う予定です。その他詳細は次号、およびWebサイ

トに掲載致します。 
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≪2014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≫ 

2014年度、第1回目の昇級試験を実施いたします（第2次審査にあたる筆記試験及び体力試験は2014年4月に

行う予定です）。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。 

※申込方法等の詳細は次号、及びWebサイトに掲載致します。 

 

≪2014年度 第1回 フットサル2級審判員推薦審査のお知らせ≫ 

（この推薦予備試験は、2014年6月(予定)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） 

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。 

※第2次審査にあたる筆記試験及び体力試験は2014年4月に行う予定です。その他詳細は次号、およびWebサイ

トに掲載致します。 

 

≪2014年度 第1回 フットサル3級審判員昇級認定審査のお知らせ≫ 

2014年度、第1回目の昇級試験を実施いたします（第2次審査にあたる筆記試験及び体力試験は2014年4月に行う

予定です）。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。 
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（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。 

※申込方法等の詳細は次号、及び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 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。 

●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（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）9：00～17：30 

※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の場合は（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(他の講習会に振替は出来ません)。 

 

 

■「Windows7」PCの「IE10」自動アップデートについて 

この度「Windows7」PCにおいて、日本マイクロソフト社が「IE Ver.10」の自動アップグレードを順次開始したとの情報

が入りました。※自動アップグレード無効化をしていない限り自動でバージョンアップしている可能性があります。 

◆具体的な症状 

「Windows7」PCであっても、「IE10」環境下では、 

・画面が崩れて表示される 

・ボタンが表示されない 

・リンクをクリックしても画面が開かない 

といった事象が発生するため、KickOffシステムをご利用いただくことができません。 

◆IEバージョンの確認方法 

万が一お持ちの PCに上記のような症状が出ている場合、添付資料より IEバージョンをご確認ください。 

◆対応策について 

IE10に自動アップグレードされた場合、IE9へダウングレードすることと、再度 IE10へ自動アップグレードされない

ための設定が必要になります。以下ご確認ください。 

（１）IE9へのダウングレードについて 

＜OSがプレインストールされた PC＞ 

PC メーカーのサポートに、ダウングレード方法をご確認ください。 

※PCの保証書に記載のあるシリアル NOをお手元に準備のうえご連絡下さい。 

※IE10 自動アップグレード無効化についてもお尋ねください。 

＜ご自身で OSをインストールした PC＞ 

マイクロソフト社のサポートに、ダウングレード方法をご確認ください。 

 

Kick Off利用時にご注意 
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（２）「Windows7」PCの IE10自動アップグレードの無効化について 

日本マイクロソフト社より「IE10自動配布の無効化ツールキット」が配布されています。 

以下の URLからツールをダウンロードすると、「IE10」自動アップデートが無効となります。 

＜Internet Explorer 10 自動配布の無効化ツールキット ＞ 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=36512 

 

※互換モード（割当機能以外に対応可）による表示修正について 

KickOffサイトの割当機能を除いては、IE9でも添付の操作を頂ければ正常に表示ができます。 

ぜひお試し下さい。ただし、割当機能については、IE10では不具合が生じますのでご注意下さい。 

 

■「Windows8」PCについて 

KickOffシステムの推奨環境は、 

・OSがWindowsXP、Vista、7 

・ブラウザが Internet Explorer(以下 IE) 6、7、8、9 

と、なっております。「Windows8(IE10)」につきましては、動作保障はできかねますので、ご注意ください。 

 

※KickOff システムでは「Windows8」および「IE10」の推奨環境追加は、現在予定されておりません。 

 

 

《休止・降級について》 

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： 2014年2月24日（月）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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（サッカー）３級審判インストラクター更新講習会のお知らせ 

 

2013年度第2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。先の第１回更新講習会を受講されていない方で、

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、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12月下旬の日曜日または祝日 

◆ 場  所 後日連絡 

◆ 講習形式 講義 

◆ 講習会費 審判資格有 ￥4,000  審判資格なし ￥6,500 

 （当日会場にて徴収します。ただし、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 2014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。 

 

 

（サッカー）３級審判インストラクター認定講習会（試験）のお知らせ 

 

2013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  2013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（当日、会場にて徴収します。） 

 

《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 2014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 2014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。 

 

 

●女子初心者研修会のお知らせ● 

●対 象:女性の4級審判員の皆様 

●日 時:2013年11月23日(土・祝) 

●場 所:未定 

●内 容:小学生の試合を使用しての講義＆実技研修会 

●更 新:可 

●申込み：女性の4級審判員には詳細が確定しましたら、ご連絡を致します。皆さんのご参加、お待ちしており

ます♪ 
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〈第9回シニア審判員実技研修会〉 ―県下各地域で活動されている審判員募集！― 

4級を取得したばかりで、もう少し競技規則の理解を深めたい・・・ 

子供たちの試合でこんなことがあったが、再開方法がわからなかった・・・ 

オフサイドの解釈の変更をもっときちんと理解したい・・・ 

さらに上級を目指したい・・・ 

そんな方々の各レベルに応じた研修を実施します！ 

 

日時：11月2日（土）、3日（日）宿泊研修 

対象：年齢30歳～上限なし 

資格：3級及び4級取得者（初心者の方も大歓迎です） 

場所：ﾌｸﾀﾞ電子ｽｸｴｱ、千葉市立朝日ヶ丘中学校（予定） 

費用：9,500円（1泊4食および受講料含む） 

内容：昼間は実際に8人制の大会と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。

夜間は映像を使った座学研修を予定しています。 

更新：可。（別途更新登録料：3級5,800円、4級5,000円） 

締切：全日程参加者を優先に定員（20名）に達し次第 

申込：氏名、生年月日、資格（級）、登録番号、郵便番号、住所、電話番号、更新の希望の有無、宿泊の有無を明

記のうえ、お申込みください。 

 

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 
 

この機会に他地域の方々と交流を深め、向上心を刺激しあってみてはいかがでしょうか！お申込み、お問い合

わせ、お待ちしています！ 

 

 

～ 研修会参加者の声・様子 ～ 

●ユース・若手研修会 参加者の声（研修会の報告は１ページに） 

齊藤 丈 

私は、今回初めてこの研修会に参加させて頂きました。今回の研修会では、4thを2試合と副審1試合担当させて頂き

ました。4thは、初体験で交代やアディショナルタイムの確認などでいろいろバタバタしてしまい初歩的なミスが何点かあ

りました。また、松崎前JFA審判委員長から色々なトレーニングを教わりました。今回の研修で、審判は、一つのチームと

して試合をコントロールしなくてはならないと言うことを学びました。今回の経験を今後の審判活動に生かしていきたいと

思います。この2日間本当にありがとうございました。 

 

水間 健太 

年齢的にはアウトなのですが（笑）、今回参加させていただき、ありがとうございました。初日は、仕事の関係で試合の

レフェリングはできませんでしたが、松崎前JFA審判委員長によるプラクティカル・トレーニングを行いました。初めてで

全然うまくいきませんでしたが、上級の方達はこういったトレーニングをしているのだなと体験することができました。 

夜には、五十嵐審判員の講義を受けて「審判とは」という部分に焦点を当て、意見を交わし理解を深めました。トップ

審判員の方々と話をすることができたのは非常に有意義でした。 

2日目には主審として笛を吹かせてもらいました。レフェリングは大きく崩れずに行うことができましたが、自分では気

づかなかった改善点をいくつも指摘していただき感謝しています。1番は、「プレーの予測をした動き」です。先の展開を

読みポジショニングをすることで、より的確なジャッジにつながるという部分を意識していきたいと思います。 

今回こういった機会を与えてくださった協会の方々、ありがとうございました。来年度昇級できるように努力していきた

いと思います。今後ともよろしくお願いします。 

 

藤沢 優 

僕は、同世代の審判活動をする友と出会い、多くのことを学びたいと思い、今回の研修会に参加しました。普段は高

校のサッカー部のレフリーとして活動していますが、同じ志を持ち、悩みや苦労、何より喜びを分かち合える仲間に巡り

会えたことは自分にとって大きな財産になりました。 

今回の研修で教わったことは数多くありますが、技術面において特に重要だと感じたことは「アイコンタクトをとること」

です。 
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五十嵐さんの「レフリーは選手と違い、試合当日に出会った人ともチームとして活動できる」という言葉に改めて審判の

楽しさに気づきました。 

レフリーチームとして、選手が最高のプレーを出来るように、チームで結束して試合に臨む。そのためには信頼が必要

不可欠であって、アイコンタクトをとることは絶対条件ですが、初めはなかなか上手く出来ませんでした。すぐに判定しな

ければ！と焦り、レフリーを見る余裕もありませんでした。しかし、「まず、レフリーと確認をとる」ということを意識すると次

第に出来るようになり、アイコンタクトでありながら『会話』をしているように感じました。お互いを信頼し、レフリーチーム 

４人で試合を成立させる重要性を学べました。 

そして、夜の研修会での【レフリー（また、アシスタントレフリー）にとって必要なものとは何だろう？】というディスカッシ

ョンで学んだことは「常に自分がどういった審判でありたいかを忘れずにいる」ことです。僕が一番必要だと思ったことは

「リスペクトの精神」でした。 

今後、上手くいかなかったり、行詰まったとき、ここで学んだことを思い出し初心に戻り活動していきたいと思いました。 

 

●女子強化研修会より 

8月24日（土）、25日（日）に香取市招待ジュニアユースサッカー交流試合を

使用させていただき、女子強化研修会を行いました。2級から4級まで、2日間

で19名の参加者があり、今回は、試験の後、3グループに分かれ、打ち合わせ、

試合、反省会、観戦研修とグループごとに同じメンバー、インストラクターで行

動しました。初日、国際審判員の山岸さんが顔を見せに来てくれて、大いに盛

り上がりました。 

次に、感想の一部をご紹介いたします。 

・初めての研修会参加で貴重な経験をさせてもらいました。日々の審判活動に生かせるように今日学んだ事を身に付

けたいと思います。 

・副審をやらせていただいたのですが、オフサイドラインの立ち位置が前後していたり、主審とのアイコンタクトができ

ていなかったり、自分の今後の課題がたくさんできました。一人前になれるようがんばります。 

・全くもって試合についていくことすらできていませんでしたが、自分がこれからどういったことを心掛けていけば良い

か、とりあえず、近々の目標が明確になっただけでも大きな成果だったと思います。 

・久しぶりの研修会ということで、とっても緊張しました。主審をしてみて、反省点ばかり発見したので、今日のことを忘

れないように、次に生かしたいです。 

・副審、主審、4ｔｈを勉強させていただきました。今日教えていただいた事を、今後に活かしていきたいと思います。 

・ルールテストのおかげで、新しいルールブックを開く機会になり、いろいろと確認できました。これを機会に定期的に

読もうと思います。インストラクターの方にも、丁寧に審判の位置どりやプレイの見方を教えていただき、勉強になりま

した。自分の癖も指摘していただき、次の機会に活かしたいと思います。上級審判の方のアドバイスも是非、身に付

けたいです。 

・今回の自分のテーマを「近くで見る。ファウルを取る」にしました。ファウルに関しては、去年に比べれば取れた気が

しますが、まだまだ近くで見ることができませんでした。選手の邪魔になりそうで、ついつい離れてしまいます。笛を

吹く機会を増やし、体験することが大切だと感じました。また、AR、4ｔｈにとても助けられました。チームワークが大切

だということも感じました。最後に毎年研修会を開いていただき中学校、協会のみなさんありがとうございます。 

・主審に関しては、初めての中学生ということで、とても緊張

しましたが、スタッフやチームの皆様の協力で、自分の良

い所、できない所、次の目標をはっきりすることができまし

た。ファウルをしっかりとっていけるように経験を積まないと

いけないと思いました。 

・今日はファウルを感じられるように笛を吹けるようにと思って

きました。一つも吹けませんでした。後半は特に意識しまし

たが、感じたファウルがあったものの毎年何か進歩してい

るのか反省ばかりですが、このような機会をいただけて感

謝いたします。 

最後に、毎年研修に提供してくださいます香取市のサッカー

協会の方々のご協力に感謝いたします。ありがとうございまし

た。 

 

●新3級研修会 参加者の声 

渡邉 健治（千葉市）  

第一試合主審を務めさせてもらいました渡邉です。今日は貴重な体験ありがとうございました。正直、朝、現地の

雰囲気に場違いなところに来てしまったと思いました。4種の笛しか吹いた事がなく、女子の試合も観た事がなく、ま
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して国際審判員の五十嵐さんがA2に入るという事で緊張しながら試合に入りました。やはり立ち上がりにやらかして

しまい、選手達に不安を与えたかもしれません。反省です・・・ 

ハーフタイムに五十嵐さんからのアドバイスをもらい、開き直ってやろうと思い、後半はいつものジャッジが出来たと

思います。まだまだ未熟だとは思いますが・・・反省会もインストラクターの野崎さんが、優しく丁寧に指摘して下さり、

五十嵐さんも適材適所をズバッと言って下さり、勉強になりました。今日の教訓を今後に活かし、自分自身スキルア

ップしたいと思いました。今後も積極的に参加したいと思います。 

 

入江 夕梨花（千葉市） 

研修おつかれさまでした。千葉県が誇るスター審判陣に囲まれた研修会はあっという間に終わってしまいました。

私は第1試合のA1を担当しました。自分の思う副審のあるべき姿が本当に正しいのか？を見て頂きたく、いつも通り

の私のスタイルで行いました。主審は普段小学生のコーチをされている渡邉さん、A2は五十嵐さん。五十嵐さんは

国際審判で、見たことのない威厳のあるワッペンをつけていらっしゃいました。インストラクターは野崎さん。試合前

からたくさんの質問に笑顔で答えてくださり大変勉強になりました。皆さん親しみやすく、また程良く緊張感もあり、と

ても良い雰囲気で試合にのぞむことができました。試合中は、渡邉さんがよく見える位置からアイコンタクトしてくだ

さるのでやりやすかったです。絶好の日焼け日和の中(^_^;)、大きなアクシデント無く試合が終了しました。そして反

省会、衝撃を受けました。五十嵐さんから『試合開始前からもっとチームとしての気持ちを高められれば良かった』

とありました。審判もチームなのですね。試合前に、結束して気持ちを高め合うのは、選手だけじゃないことを知りま

した。さらに、第2試合の主審をされた渕上さんには鳥肌が立ちました。明確で素早い判断と合図、その都度選手へ

わかりやすく声かけし選手からの信頼が目に見えるようでした。完全に選手と審判が一体になってゲームがスムー

ズに進行していました。今後は、野崎さんから教わった『わかっているのに出来なかった事は、経験を積んで出来

るようにしていく』を守り、『選手から、また担当して欲しいと思われる』&『審判から、また一緒にチームを組みたいと

思われる』レフリーを目指したいと思います。この研修会でとても良い経験が出来ました。育成部の右田さんをはじ

めスタッフの皆さまありがとうございました。 

 

林 雅俊（船橋市） 

今回女子リーグにて主審をさせていただきました。普段は4種のみの活動ですので、いつもは40分までしかなく、

今回初めての70分の試合でした。このため、体力が持つかということが一番不安でした。試合が終わって、自分で

は体力面では問題なくできたとは思っていました。が、もっと走れるはずと指摘がありました。確かに途中からペース

配分を考えてしまっていたので、そこを見抜かれました。この他にも木原さんから試合を振り返りながら様々な指摘、

アドバイスをいただけました。指摘事項では普段にやっているくせが出てしまっていることが多かったです。自分で

は意識せずに行っていた点の問題点に気付くことができましたので、今後改善していきます。またアドバイスしてい

ただいた点もできるように精進していきます。途中に五十嵐さんにもアドバイスをいただき、充実した反省会でした。

終わってみたら2時間近く経過していましたが、反省だけでなく様々な経験談も入りながら有意義な時間を過ごさせ

ていただきました。関係者の皆様、本当にありがとうございました。もっと「体力」に磨きをかけて、頑張ります。 

 

中山 雅之（千葉市） 

 私は昨年息子がサッカーを初めると同時に審判資格をとり、審判経験は1年程度、4種経験のみと、研修前は不安

はありましたが今回の研修では右田さんを始め周りの方に、分からないこと、正直時間が余るのかなと思いましたが、

結果時間が足りないほどで、主審、副審、4審との事前打ち合わせの重要性を再認識しました。また、試合中では特

に差し違いに注意し、事前に合図を決めてましたがぎこちなくまだまだなこと、オフサイドフラッグの挙げるタイミング

が遅いことなど、修正すべきことをたくさん指導頂きました。これらも含めて指導頂いた点を今後の試合時には意識

しスキルアップに繋げていきたいです。最後に今後もこのような研修機会があれば参加したいので各種開催を期待

しています!よろ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♪ 

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
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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。 

ボランティア審判活動の様子（7月29日ベイFMカップ） 

 

 

ＲＥＳＰＥＣＴ ●● 競技規則改正・ＪＦＡからの通達等について ●● Ｆａｉｒ Ｐｌａｙ 

サッカー・フットサル・ビーチサッカーそれぞれの競技規則の改正点は、審判委員会webサイト 

●競技規則など（リンク先＿http://www.jfa.or.jp/match/rules/index.html） 

などでご確認願います。また、競技開始前にも、改正規則が適用されるかどうか、チームやオフィシャル

（役員）等に確認しておきましょう。 

 

 

【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。 

【柏市】サッカー協会では、6月、7月にかねてから計画しておりました、東葛マスターズリーグの審判員を対象に技術

向上を目的とし、県協会派遣インストラクターの方々にご協力頂き、独自の第1回認定審判員取得講義・実技講習会を

開催しました。 

特に実技講習会では、新オフサイドルールの解釈や実際に交代でレフェリーを行い、その場で試合を止め問題点等

を指摘頂いた事が有意義だったと参加者の意見が多く有り、結果102名の方々が認定されました。第2回も今秋に開催

を計画しております。                    ＜一般社団法人柏市サッカー協会 審判委員長 小杉 益朗＞ 

 

【船橋市】サッカー協会では、9/22に１種の大会を使った実技研修会を企画しました。女性審判も参加予定です。 

審判員皆さんの積極的な姿勢と熱意が溢れています。       ＜船橋市サッカー協会 審判委員長 柿沼 輝信＞ 

 

 

ワンポイント・レッスン♪  ～コイントス～ 

 試合開始前、延長戦の開始前、そして勝者を決定するペナルティマークからのキックを行う際に行うコイントス。勝

ったチームは前半に攻めるゴールを決める、あるいはペナルティキックを先にけるか後にけるかを決めますね。 

 どちらのチームが表か裏か、を決めて、コインを空中に弾き、地面に落ちたら、おむすびのようにコロコロ・・・・、ま

たは柔らかい地面に垂直にグサッと・・・・。 

 ・・・ともあれ、転がるコインを追いかけたり、拾い上げて再度やり直すのって、決まりが悪い。できれば避けたいで

すよね。 

 避けるための方法として、片方の手のひら、または手の甲で空中から落ちてくるコインを受けて、もう一方の手でコ

インを抑えて、そっと抑えた手を離してみると。。。どうでしょう？スマートにトスできる確率がグッと上がりませんか？ 

手のひらでキャッチして、上に添えた手をよけてみたら消えていた！（マジシャン！？いえいえ、自宅や控室に忘

れてきたので、トスしたフリしてチームの主将同士で口でジャンケンしてもらった＾＾；） 

・・・なんて奥の手も用意して、一度お試しを♪ 
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事件 Flash ～危険はすぐそばに～ 

インターネットや新聞のニュースによれば、海外では警告されて腹を立てた選手に殴られた審判が死亡する、というよ

うな痛ましくも信じられないような出来事も起きているようですが、千葉県内においても、ご本人の不注意とはいうものの、

審判中に大ケガを負ったというニュースが飛び込んできましたので、ご本人に取材してきました。 

 

ある新緑のまぶしい季節の土曜日、知人より依頼を受けた3種（中学生）の練習試合中に、主審をしていて集中力を

欠いて、ゲーム展開に合わせてターンしようと振り返ったら、選手がいて避ける間もなく交錯して、下あごを強打し、意識

を失ったりはしなかったものの、下顎に違和感を覚えました。交錯した選手は何ともなさそうだったのは何よりでした。気

を取り直して、そのまま審判を続け、いったん家に帰り、診療してもらおうと近くの整形外科へ行ったところ、歯科口腔外

科、救急病院へと回され、下顎骨折と診断されまして、月曜日から2週間入院してもらいます、

ということで身辺整理をして月曜日に入院して水曜日に手術を行い、下唇の裏から切開して

チタンプレートを4枚使って骨を固定し（切開部は12針程度縫う）、4時間半の大手術となっ

てしまいました。入院期間は2週間でした。チタンプレートは半年～1年後に外す予定なの

で、生活に大幅な支障はないものの、全治は1年程度と言われています。 

 最後に、ご本人から審判員の皆さんへのコメントです。『不注意が招いた事故だと反省

しています。どんなゲームでも油断大敵であり、おろそかにしてはいけない、と感じました。

皆さんもどんなゲームも油断せずに臨みましょう！』 

 

 

Webサイトをもっと使いやすくするために、みなさまのご意見を聴かせて下さい！ 

(公社)千葉県サッカー協会審判委員会では、皆様の声を生かしたよりよいWebサイト作りのため、日頃よりWebサイトを

ご利用し活動して頂いている皆様の声をお聞きしたく、審判委員会のWebサイト上でアンケートを行うことに致しました。

この機会にぜひご意見をお聞かせ頂き、一緒に皆様のWebサイトを作っていきましょう！  

【アンケート期間：2013年10月から行う予定です。 】     

アンケートは…(公社)千葉県サッカー協会審判委員会HPよりお願いします。    http://cfa-referee.lolipop.jp/  

 

編集後記 

これが届くころには、暑さも一段落していることと思いますが、気候に関係なく皆さんフィールドを駆けめぐる

のに問題ないよう体調調整されていますか？選手が、そこに走りこんでいないとシュートが打てない、というのと

同じように審判していても、そのポジションに走りこめないと自信持って、あるいは納得感を得られるような判定

ができない、ということは主審・副審に関わらずあると思います。とりわけ、大事なタイトルがかかった試合が多く

なるこの季節、十分な準備をして、選手をはじめゲームに関係する多くの人たちに納得感や安心感を提供でき

るようゲームに臨んで行きましょう♪（Hide） 

レフェリーニュース編集員  

 渡邉 芳敏（編集責任者） 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。 
 

・ 千葉県内約１万名の審判関係者に年4回送られて

いるRefereeNews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。 

 


