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年4回発行（1、4、7、10月）  

第36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 

2013年11月24日（日）13:30キックオフ ～ フクダ電子アリーナ ～ 

柏レイソル柏レイソル柏レイソル柏レイソルA.A.TORA.A.TORA.A.TORA.A.TOR----‘‘‘‘88882222    3333----2222（前半（前半（前半（前半2222----0000））））    まつひだいまつひだいまつひだいまつひだいSCSCSCSCアズールアズールアズールアズール    

主審:桜井大介桜井大介桜井大介桜井大介さん 副審:杉本林太郎杉本林太郎杉本林太郎杉本林太郎さん、、、、実方洋一実方洋一実方洋一実方洋一さん 第4の審判員:林一賀林一賀林一賀林一賀さん（文中敬称略） 

 おだやかな小春日和のもと、ピッチ上の試合は、決勝戦にふさわしい熱戦となりました。 

 試合は、序盤からボールを支配して優勢に進めた柏が7分、右サイドからのクロスを18番西原侑生選手が押し込

んで先制。その後も10番青木奏人選手のペナルティアーク手前からのループシュートで追加点を挙げました。 

 後半も柏が押し気味に進めていましたが、まつひだいがPKを得て1点を返すと、終了間際の39分に、前半のお返

しとばかりに左からのクロスを10番大竹琉生選手がボレーで流し込んで追いつきましたが、柏はアディショナルタイ

ムにコーナーキックからの混戦の中、6番菅拓巳選手が押し込んで熱戦を制した柏レイソルA.A.TOR’82が、前身の

イーグルス時代からは12年ぶり4回目の栄冠を勝ち取りました。この素晴らしい決勝戦を見事に演出し、コントロール

しました審判員の皆さんに試合後にインタビューさせていただきました。 

 

●●●●今日は、桜井さんは今日は、桜井さんは今日は、桜井さんは今日は、桜井さんはJJJJリーグで組むいつものメンバーとは違うチーム、杉本さん、実方さん、林さんも普リーグで組むいつものメンバーとは違うチーム、杉本さん、実方さん、林さんも普リーグで組むいつものメンバーとは違うチーム、杉本さん、実方さん、林さんも普リーグで組むいつものメンバーとは違うチーム、杉本さん、実方さん、林さんも普
段とは違うメンバーということでアイスブレイクなど、準備段階で何か意識的にふるまったりしたような段とは違うメンバーということでアイスブレイクなど、準備段階で何か意識的にふるまったりしたような段とは違うメンバーということでアイスブレイクなど、準備段階で何か意識的にふるまったりしたような段とは違うメンバーということでアイスブレイクなど、準備段階で何か意識的にふるまったりしたような
ことはありましたか？また、こういう準備は初めてだ、というのがことはありましたか？また、こういう準備は初めてだ、というのがことはありましたか？また、こういう準備は初めてだ、というのがことはありましたか？また、こういう準備は初めてだ、というのがあれば教えて下さい。あれば教えて下さい。あれば教えて下さい。あれば教えて下さい。    

桜井：いつも通りです。何気ない話から入って、徐々に徐々に試合に向けて情報を交わして行こうと。 

自然な対応です。 

杉本：ピッチの確認をしたり、試合前打合せなど決まり切ったことだけでなく、いろんなコミュニケーションをとろう

と意識しました。打ち合わせでも自分は一番年下なので、いろんなことを教わるつもりでコミュニケーション

をとらせてもらいました。 

実方：私も、試合までの時間が長かったのもあって、いろんなコミュニケーションをとらせてもらいました。 

林：普段組んでないので、やはりどれだけコミュニケーションをとるか、というのを良いレフェリングのためのキーポ

イントとしてアップの段階でも意識しました。 

    

（写真左から R桜井さん、A1杉本さん、A2実方さん、千葉県サッカー協会会長倉田さん、4th林さんです。） 
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●それでは、ゲームに臨んで、それらが功奏したかどうかも含めて、終えての感想をお願いします。●それでは、ゲームに臨んで、それらが功奏したかどうかも含めて、終えての感想をお願いします。●それでは、ゲームに臨んで、それらが功奏したかどうかも含めて、終えての感想をお願いします。●それでは、ゲームに臨んで、それらが功奏したかどうかも含めて、終えての感想をお願いします。    

桜井：小学生だからこんなことはしないだろう、とか決めつけてかかったりしないよう意識して臨んだので、予想し

ていない展開だったり、出来事があっても迷うこともなく、混乱することもなくいつも通りに対応出来たので、 

いつも通りにしておいてよかったなと思いました。 

杉本：この大会での決勝審判は初めての体験ですが、これまでに準決勝は3回やらせていただいていて、最初

は会場の大きさとかに緊張することとかはあったのですが、回数を重ねることで落ち着いて臨めたと思います。

もちろん、他の方々のサポートがあったからこそ、だと思いますが、その余裕が出てきた分、足りない部分も見

えてきて、特に自分サイドのタッチライン際にあるボールを監視しながら、オフサイドライン含むピッチ全体に

目を移す時に目を切るのが早かったかな？と反省しています。そういう意味では、いい意味で自己分析でき

た大会だったと思います。 

実方：決勝審判が初めてだったので、非常に気持ちが良かったです。反面、スタジアムの（スタンドの）影による

見づらさというのも経験できたので、今後の活動に（引き出しとして）活かしていきたいです。あと、選手から

一生懸命さ、必死さを感じました。私もそれにつられて走ることが出来ました。 

林：主審、副審がピッチ内に集中できるようサポートできれば、と臨み、主審からのアイコンタクトや、主審が選手

とうまくコミュニケーションをとってくれたお陰もあって、ほぼ達成できたかな、と思います。 

 

    
●表彰されたことに対する、正直な感想をお願いします。●表彰されたことに対する、正直な感想をお願いします。●表彰されたことに対する、正直な感想をお願いします。●表彰されたことに対する、正直な感想をお願いします。    

桜井：何回表彰されても嬉しいです。また表彰されたいです！ 

杉本：今まで準決勝の審判を務めて、表彰を眺めているばかりだったので、初めて表彰されて嬉しいです。また、

表彰されたって言う事は、名前が残ったと思うので、それに恥じないように精進していきたいと思います。 

実方：今日、スタジアムに子どもが来ていまして、いい姿を見せられたかな？と思っています。 

林：私も実は表彰は初めてで、審判として初めてのメダルだったので、童心に返ったように嬉しいです。 

 

目目目目        次次次次    

・・・・決勝審判員インタビュー決勝審判員インタビュー決勝審判員インタビュー決勝審判員インタビュー    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1111～～～～7777    ・シニア審判員研修会・シニア審判員研修会・シニア審判員研修会・シニア審判員研修会    ・・・・・・・・・・・・11113333～～～～11114444    

・・・・2222000011114444 年度も審判活動を行うために年度も審判活動を行うために年度も審判活動を行うために年度も審判活動を行うために    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7777～～～～8888    ・【女子部】初心者・【女子部】初心者・【女子部】初心者・【女子部】初心者更新更新更新更新実技研修会実技研修会実技研修会実技研修会    ・・・・・・・・・・・・11114444～～～～11115555    

・審判講習会のお知らせ・審判講習会のお知らせ・審判講習会のお知らせ・審判講習会のお知らせ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9999    ・・・・ワンポイントレッスンワンポイントレッスンワンポイントレッスンワンポイントレッスン    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11115555    

・・・・2222000011114444 年度年度年度年度 2222 級、級、級、級、3333 級昇級試験級昇級試験級昇級試験級昇級試験についてについてについてについて    ・・・・・・・・・・・・・・・・9999～～～～11112222    ・日本サッカー協会・日本サッカー協会・日本サッカー協会・日本サッカー協会からのお知らせからのお知らせからのお知らせからのお知らせ    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11115555    

・・・・3333 級インストラクター級インストラクター級インストラクター級インストラクター更新・新規講習更新・新規講習更新・新規講習更新・新規講習会会会会    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12121212    ・・・・2014201420142014 年度永年功労表彰対象年度永年功労表彰対象年度永年功労表彰対象年度永年功労表彰対象者募集者募集者募集者募集    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11115555    

・・・・表彰者及び昇級者の紹介表彰者及び昇級者の紹介表彰者及び昇級者の紹介表彰者及び昇級者の紹介    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11113333    ・・・・郡市協会だより郡市協会だより郡市協会だより郡市協会だより、、、、    広告募集広告募集広告募集広告募集    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11116666    
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●今後のレフェリングの目標をおねがいします。●今後のレフェリングの目標をおねがいします。●今後のレフェリングの目標をおねがいします。●今後のレフェリングの目標をおねがいします。    

桜井：次の試合がベストの試合になるよう、最高の準備をしていきます。 

杉本：一試合一試合自分がレベルアップできるよう、選手と向き合っていくレフェリングが出来たらいいなと思い

ます。 

実方：試合を重ねていくと課題が見えてくるので、一つずつ克服できていけるよう、そしてまた来年も表彰される

よう頑張っていきたいと思います。 

林：ベストなゲームコントロールが出来るよう臨んで行きたいと思います。 

 

    
●この記事が掲載される頃には新年を迎えています。少し早いですが、●この記事が掲載される頃には新年を迎えています。少し早いですが、●この記事が掲載される頃には新年を迎えています。少し早いですが、●この記事が掲載される頃には新年を迎えています。少し早いですが、222200001111４年の抱負をお願いします。４年の抱負をお願いします。４年の抱負をお願いします。４年の抱負をお願いします。    

桜井：引き続きトップレベルの試合を審判できるよう、1年ケガなく準備して行けたらと思います。 

杉本：2級にチャレンジしろ、と周囲にはよく言われるのですが、3級になったばかりでもあり、地歩を固めてレベル

アップして行けるよう頑張ります。 

実方：トレーニング量を増やして少しでも長く審判が出来るよう、また今回は準決勝でも副審だったので、準決勝

の主審が出来るよう頑張ります。 

林：地域の模範となって後進を育てられるよう頑張っていきたいと思います。 
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平成平成平成平成22225555年度第年度第年度第年度第99992222回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会決勝回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会決勝回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会決勝回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会決勝    

2013年11月17日（日）13:05キックオフ ～ ゼットエーオリブリスタジアム ～    

市立船橋高等学校市立船橋高等学校市立船橋高等学校市立船橋高等学校    1111----0000 （前半0－0）    流通経済大学付属柏高等学校流通経済大学付属柏高等学校流通経済大学付属柏高等学校流通経済大学付属柏高等学校    

主審：五十嵐泰之五十嵐泰之五十嵐泰之五十嵐泰之さん、副審：大川直也大川直也大川直也大川直也さん、村上匡村上匡村上匡村上匡さん、第4の審判員：高崎昂史高崎昂史高崎昂史高崎昂史さん（文中敬称略） 
 （写真左から A1大川さん、R五十嵐さん、高体連サッカー専門部門砂金副委員長、A2村上さん、4th高崎さんです。） 

 

 

Q.Q.Q.Q.試合後の感想をお願いします。試合後の感想をお願いします。試合後の感想をお願いします。試合後の感想をお願いします。    

 五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐：小学生の頃から憧れていたこの大会で、選手としては立てませんでしたが、レフェリーとして決勝の舞台

に立てて、光栄でした。試合では、選手がサッカーに集中できる環境を作ろうと、審判員4人で協力して終

わらせることができました。 

 大川大川大川大川：決勝の割当をもらい、幸せでした。 五十嵐さんと一緒に出来て、良かった。   

 村上村上村上村上：気分は、凄く良いです。事前にこの日の為に、フィジカルトレーニングを行い、準備に励みました。 

 高崎高崎高崎高崎：緊張感から終わったという安堵感を感じています。レフェリーの足を引っ張らないことを心掛けて臨みました。

審判員として決勝の舞台を経験させてもらいましたが、指導している生徒とこの舞台に立ちたいと思いまし

た。 

 
    
Q.Q.Q.Q.試合中を含めメンタル面で心掛けていることがあれば、教えて下さい。試合中を含めメンタル面で心掛けていることがあれば、教えて下さい。試合中を含めメンタル面で心掛けていることがあれば、教えて下さい。試合中を含めメンタル面で心掛けていることがあれば、教えて下さい。    

五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐：試合中に間違い（ミス）があっても、“そういうこともある”と受け入れ、次のことを考えるようにしています。 

観ている多くの方が、納得もしくは受け入れてもらえる判定や振る舞いが出来るよう意識しています。 

  大川大川大川大川：常に、ポジティブ・シンキングを心掛けています。 
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     村上村上村上村上：自分の判定には、自信を持つこと。もしミスをしてしまってもすぐに切り替えてひきずらないようにし、ミスを重ね

ないように心掛けています。試合後に良く考えて反省しています。 

 

Q.Q.Q.Q.千葉県の審判仲間に一言お願いします。千葉県の審判仲間に一言お願いします。千葉県の審判仲間に一言お願いします。千葉県の審判仲間に一言お願いします。    

 五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐：審判は、4人のチームです。4人が自分の役割をきちんとやりきることが重要だと思います。常に

『 Player’s First 』の気持ちで自分のできることを一生縣命やりましょう。 

                        上手く行かないときもチームで共有して、前向きに取り組みましょう！みんな仲間です！ 

 大川大川大川大川：サッカーを楽しみましょう。 

 村上村上村上村上：サッカーに関われる喜びを感じて、日々自分の活動に取り組んでいます。2級審判員でもこの試合を担当するこ

とができるのでこの決勝を目指して活動してみませんか？ 

 高崎高崎高崎高崎：審判員としてレベルの高い試合を、近くで見られて幸せなことだと感じました。    

 

 

 

平成25年度（2013年度）全日本フットサル選手権大会千葉県大会決勝 

2013年11月10日（日）14：30キックオフ ～ 館山運動公園体育館 ～ 

バルドラール浦安セグンドバルドラール浦安セグンドバルドラール浦安セグンドバルドラール浦安セグンド    2222----2222    （前半1-1 延長 前半0-0 PK 4-3）柏ＴＯ柏ＴＯ柏ＴＯ柏ＴＯＲ‘Ｒ‘Ｒ‘Ｒ‘88882222 

主審：金子金子金子金子    一博一博一博一博氏、第2審判：木村木村木村木村    拓拓拓拓氏、第3審判：木村木村木村木村    尚仁尚仁尚仁尚仁氏、タイムキーパー：高萩高萩高萩高萩    守守守守氏（文中敬称略） 

 

 長かった夏も終わり、暦の上では冬なのですが、本大会はまだまだ熱い戦いが続いております。 

本日は準決勝・決勝と行われ、2013年度の千葉県フットサル№1のチームが決まります。 

決勝戦の試合内容は、前半が1：1で折り返し、後半33分に浦安が得点して2:1となりましたが、後半37分に柏が

同点ゴールを決めて2:2となり延長戦(前・後半5分ずつ)に入りました。 

延長戦は後半終了時のファールの累積がクリアされないため、延長後半4分に柏が6個目の累積ファールを貰い

（浦安がファールしたという意味です。）第2ペナルティーマークからの壁無しのフリーキック(第2PKといわれるもの

です)が与えられて勝ち越しのチャンスだったのですが、外してしまい両チームとも得点できずにPK合戦に入りま

した。PK戦では上記スコア通り4：3でバルドラール浦安セグンドが勝利して本大会の全日程が終了致しました。 

※決勝戦で戦った2チームは、関東大会(2014年1月に茨城県取手グリーンスポーツセンターで実施)に出場しま

す。 

 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名の審判員にフットサル委員長の町島氏

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。 

 



Chiba Football Association Referees’ Committee           ---- 6 ----    

 

（写真左から、金子さん、木村尚仁さん、木村拓さん、高萩さん） 

 

●決勝の割当を受けてから、本日の試合に向けてどのような準備をしてきましたか？●決勝の割当を受けてから、本日の試合に向けてどのような準備をしてきましたか？●決勝の割当を受けてから、本日の試合に向けてどのような準備をしてきましたか？●決勝の割当を受けてから、本日の試合に向けてどのような準備をしてきましたか？    

金 子：決勝の割当を頂きましたことに、感謝致します。決勝戦の主審を務めることが出来たことを光栄に思います。

決勝戦ということでしたが、普段通りに意識することなく審判を行うようにしました。千葉県のフットサルで最

高の試合ですから、気持ちよく・いつも通り・平常心で選手がやりやすい(プレーしやすい・怪我をしない)よう

にできることを心がけて(審判に)臨みました。 

木村拓：普段通り、日々の審判活動の他に平常心で笛を吹けるようにイメージ・トレーニングをして(本日の審判に)

臨みました。 

木村尚：第3審判ということもあり、主審と第2審判のピッチ内での集中を、より高められるように様々な想定を考えて

(本日の審判に)臨みました。 

高 萩：タイムキーパーという割当は久しぶりだったので、他の審判員や選手に迷惑をかけないように気をつけて(本

日まで)審判活動を行っていました。本日は(時間の管理を)間違えないように注意して臨みました。 

 

●本日の決勝戦の感想をお願いします。●本日の決勝戦の感想をお願いします。●本日の決勝戦の感想をお願いします。●本日の決勝戦の感想をお願いします。    

金 子：両チームの選手がとてもフェアプレーでお互いに「リスペクト」をしている素晴らしいチームだと思いました。

両チームの選手のフェアプレー精神にも(審判の判定を)助けられたこともあり、審判はやり易かったです。 

木村拓：激しい(ボディー)コンタクトはありましたが、悪質なファールは見受けられませんでした。両チームともフェア

プレーで全力で決勝戦を戦ってくれたと思います。 

木村尚：主審・第2審判が両チームをコントロールして頂いたのでベンチコントロールも楽でした。 

高 萩：審判団が4名ともしっかりと任務を遂行し、両チームの選手にも負けないチームワークで本日の試合は審判

が行えたと思います。選手・審判が一生懸命試合を行ったので、いいゲームになったと思います。 

 

●最後に、本誌を読んでいる皆様に一言お願いします●最後に、本誌を読んでいる皆様に一言お願いします●最後に、本誌を読んでいる皆様に一言お願いします●最後に、本誌を読んでいる皆様に一言お願いします    

金 子：読者の方は、サッカー審判の方が多いと思います。サッカーファミリーにフットサルも含まれていますので、 

サッカー審判の方もフットサルの試合を経験して楽しんで頂けると嬉しいです。 

木村拓：一緒に(フットサルの)審判をしましょう。 
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木村尚：サッカーの判定基準を高めるためにも、フットサルは良いトレーニングになると思うので、機会があれば是

非フットサルレフェリーを体験して下さい。 

高 萩：若手のフットサルレフェリーが足りない状態にあります。皆様にご協力頂きまして、千葉県のフットサルを少し

でも盛り上げて頂きたいです。皆様、お待ちしております。 

 

決勝審判員の皆様ありがとうございました。来年度も選手・観客の皆様に信頼される審判になりましょう。 

 

 

●●●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？■■登録更新はお済ですか？■■登録更新はお済ですか？■■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（●更新講習会を受講する方（●更新講習会を受講する方（●更新講習会を受講する方（2222000012121212年以前に登録した方）●年以前に登録した方）●年以前に登録した方）●年以前に登録した方）●    

（1）JFA公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）「【Kick off】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【Kick Off】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 2222000011114444 年年年年 2222 月月月月 22223333 日（日）までに日（日）までに日（日）までに日（日）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（●更新手続きを行う方（●更新手続きを行う方（●更新手続きを行う方（2013201320132013年に登録した方）●年に登録した方）●年に登録した方）●年に登録した方）●    

（1）JFA公式ホームページ（http://www.jfa.or.jp/）「【Kick Off】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【Kick Off】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）「2014年度更新手続き」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2222000011114444年年年年1111月月月月33331111日まで日まで日まで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4444級審判員資格を取得することになります■級審判員資格を取得することになります■級審判員資格を取得することになります■級審判員資格を取得することになります■    

●カテゴリー研修に参加及び審判委員会の審判派遣を受けている審判員(2級・3級)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又は、審判委員会競技部より審判派遣を 

受けている方は、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 

 

≪メールアドレス・住所変更について≫≪メールアドレス・住所変更について≫≪メールアドレス・住所変更について≫≪メールアドレス・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、来年度からメールアドレスが必須来年度からメールアドレスが必須来年度からメールアドレスが必須来年度からメールアドレスが必須となります。となります。となります。となります。必ずメールアドレスを入力してください。PCアドレス又は携帯

電話アドレスを入力してください。アドレスのない方は、ご家族のアドレスでも結構です。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。 

 

≪≪≪≪2222000011114444年度審判証の発行について≫年度審判証の発行について≫年度審判証の発行について≫年度審判証の発行について≫    

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

願います。（3月になると審判情報を修正できません） 

引越しの予定がある（住所に変更がある）方は、必ず届く住所（実家、会社など）に審判情報を修正してください。 

また、審判証はメール便で送られるため、「アパート名」、「マンション名」、「棟」、「部屋番号」がある場合は全て

入力してください。（住所が不正確だと審判証が届かなくなりますので、必ず正確に入力願います） 

 

≪≪≪≪JFAJFAJFAJFAラーニングの開設について≫ラーニングの開設について≫ラーニングの開設について≫ラーニングの開設について≫    

更新講習会の受講のほかに、今年度も「サッカー4級審判員向け」、「フットサル4級審判員向け」が開設されてい

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。 

サッカーサッカーサッカーサッカー4444級：級：級：級：2222000011113333年年年年11110000月月月月1111日～日～日～日～2222000011114444年年年年2222月月月月22223333日まで日まで日まで日まで    

フットサルフットサルフットサルフットサル4444級：級：級：級：2222000011113333年年年年11110000月月月月1111日～日～日～日～2222000011114444年年年年2222月月月月22223333日まで日まで日まで日まで    

申込期間、受講期間は、Kick Offの講習会情報でご確認ください。 

 

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

（公財）日本サッカー協会では、更新講習会などの集合形式での学習が時間の都合等で難しい方でも同等の内

容が学べるよう、インターネットで動画や文字を用いた教材を配信する更新講習（「JFAラーニング」という）が開始

されています。 

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。（注）JFAラーニング推奨環境より 

推奨ＯＳ ：Windows XP、Windows Vista、Windows 7  

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

プラグイン：Adobe®™ Reader 7.0（日本語版）以上／ Adobe®FlashPlayer™8.0 以上 

通信環境：ブロードバンドを推奨 

なお、詳細については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にお願いします。 
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2013年度・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、審判委員会ホームページ及び『Kick Off』でご確認下さい。 

※※※※    郡市協会主催の更新講習会は、別途会場費がかかる場合がございますので、必ず詳細を確認してください。郡市協会主催の更新講習会は、別途会場費がかかる場合がございますので、必ず詳細を確認してください。郡市協会主催の更新講習会は、別途会場費がかかる場合がございますので、必ず詳細を確認してください。郡市協会主催の更新講習会は、別途会場費がかかる場合がございますので、必ず詳細を確認してください。    

○○○○3333級級級級、、、、4444級級級級審判員対象審判員対象審判員対象審判員対象    

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    最寄り最寄り最寄り最寄り駅駅駅駅    募集人数募集人数募集人数募集人数    駐車場駐車場駐車場駐車場    講習会費講習会費講習会費講習会費    

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 

(研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ 

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩10分 

3級80名  

4級160名 
有 Web参照 

 

2013年度・更新講習会のお知らせ（フットサル） 

○○○○3333級級級級、、、、4444級審判員対象級審判員対象級審判員対象級審判員対象    

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

2月8日

（土） 
9:00～
10:00 

10:00～15:00 実技 大網白里アリーナ JR大網駅 16名 有 Web参照 

 

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。） 

●携帯電話からは申し込みできません。 

●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）9:00～17:30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の場合は、 

（公社）千葉県サッカー協会の審判担当までご連絡下さい。 

 

2014年度 第1回サッカー2級審判員昇級予備審査のお知らせ    

（（（（2222000011114444年年年年11110000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級昇級試験のための級昇級試験のための級昇級試験のための推薦審査推薦審査推薦審査推薦審査です）です）です）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。 

1111．資格要件．資格要件．資格要件．資格要件            
(1) 受験資格： 2014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 
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(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級審判員昇級後は、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。 

 

2222．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。 

 

3333．推薦審査．推薦審査．推薦審査．推薦審査         

 ● 第1次審査：書類審査 

① 審判実績確認：レフェリーズダイアリー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 

・・・・     2014 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）のインターバル走を 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、開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、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。 

 

2014年度 第1回サッカー3級審判員昇級審査のお知らせ 

2014年度、第1回目の昇級試験を実施いたします。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： 2014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。 

 

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。 
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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：レフェリーズダイアリー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 

・ 2014 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）のインターバル走を 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、開催日時、開催日時、開催日時、試験会場等が決定し次第、試験会場等が決定し次第、試験会場等が決定し次第、試験会場等が決定し次第、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。    

    

2222００００1111４年度４年度４年度４年度    第第第第1111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10101010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）    

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。 

1111．資格要件．資格要件．資格要件．資格要件            
（1） 受験資格： 2014年度の（公社）千葉県サッカー協会サッカー2級審判員、あるいはフットサル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 フットサル3級審判資格取得後1年以上で15試合以上の審判を行っていること。 

15 試合の基準：都道府県リーグ 2 部以上のフットサルの試合を主審あるいは第 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 

2級審判員昇級後は、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。 

 

2222．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。 

 

3333．推薦審査．推薦審査．推薦審査．推薦審査         
● 第1次審査： 書類審査 

① 審判実績確認：レフェリーズダイアリー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 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 

・・・・    2014 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 1,000ｍ走（4 分 40 秒以内）×1 回、スピードテスト 10m（12 秒以内）×2 回、 

アジリティーテスト30m（23秒以内）×2回 

● 第 3 次審査： 第 2 次審査合格者に対して、実技審査を実施 

・・・・    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。 

 

※ 開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、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。    
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2222００００1111４年度４年度４年度４年度    第第第第1111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    

2014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。 

 

1111．資格要件．資格要件．資格要件．資格要件        
（1） 受験資格： 2014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） 次の審判実績のどちらかを有していること 

① フットサル4級審判員の資格認定を受けた後の審判試合数が主審、第2審判15試合以上の経験を有する

こと。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 

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。 

 

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：レフェリーズダイアリーのコピー提出による。 

       ② 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 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 

・・・・    2014 年 4 月実施予定 

・・・・    筆記試験（競技規則等に関するもの） 70 点以上 

・・・・    体力試験 1,00ｍ走 5 分 30 秒以内×1 回、スピードテスト 10m（14 秒以内）×2 回、 

アジリティーテスト 30m（26 秒以内）×2 回 

 

※ 開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、開催日時、試験会場等が決定し次第、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。 

    

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） 

2013年度第3回のサッカー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。まだインストラクター資格を

更新されていない方で、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、該当者宛に直接メールと郵送でお知らせいたします。 

◆ 開催日時 2014年3月2日(日) 9時45分～16時（受付9時30分～40分） 

◆ 場  所 後日連絡 

◆ 講習形式 講義（プラクティカルを実施する場合もあり） 

◆ 講習会費 審判資格有 4,000円  審判資格なし 6,500円 

 （第1回あるいは第2回更新講習会で既に更新済の方は無料） 

    注：終日受講しての更新となります、途中退席はできません。 

 

また、当日は前回のレフリーニュースでお知らせいたしました3級インストラクター認定講習会（認定試験を含む）

も実施します。 

◆ 認定講習会 上記更新講習会と同内容 

◆ 認定試験 講習会終了後（16時以降）に認定試験（筆記試験）を実施します。 

◆ 受験費用 2,000円 

◆ 合否判定 認定試験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 
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CongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulations    !!!!    (文中敬称略) 

 ●AFC女子年間最優秀主審：山岸山岸山岸山岸    佐知子佐知子佐知子佐知子（国際主審、4年連続5度目の受賞です。） 

●サッカー1級審判員：浅田浅田浅田浅田    武士武士武士武士 

●サッカー2級審判員：古壕古壕古壕古壕    昭宏昭宏昭宏昭宏 

 ●サッカー3級審判員：ユース研修会に参加した3名(U-18)亀井亀井亀井亀井    環環環環、(U-15)伊東伊東伊東伊東    猛琉猛琉猛琉猛琉、井村井村井村井村    友哉友哉友哉友哉 

及び次の方々が昇級されました。 

               青木青木青木青木    翼翼翼翼、青山青山青山青山    真人真人真人真人、池田池田池田池田    隼隼隼隼、石原石原石原石原    悠雅悠雅悠雅悠雅、石山石山石山石山    卓哉卓哉卓哉卓哉、今川今川今川今川    正樹正樹正樹正樹、井上井上井上井上    雅之雅之雅之雅之、    

大勝大勝大勝大勝    雅禎雅禎雅禎雅禎、小沢小沢小沢小沢    一哉一哉一哉一哉、鏑木鏑木鏑木鏑木    正志正志正志正志、鎌田鎌田鎌田鎌田    英一英一英一英一、菊原菊原菊原菊原    雅巳雅巳雅巳雅巳、工藤工藤工藤工藤    美和美和美和美和、    國友國友國友國友    達朗達朗達朗達朗、    

坂本坂本坂本坂本    哲也哲也哲也哲也、佐藤佐藤佐藤佐藤    忠康忠康忠康忠康、下田下田下田下田    敦之敦之敦之敦之、進藤進藤進藤進藤    圭介圭介圭介圭介、杉本杉本杉本杉本    林太郎林太郎林太郎林太郎、鈴木鈴木鈴木鈴木    哲也哲也哲也哲也、田山田山田山田山    祐二祐二祐二祐二、    

月橋月橋月橋月橋    昭人昭人昭人昭人、中岡中岡中岡中岡    悦也悦也悦也悦也、中野中野中野中野    康之康之康之康之、長谷川長谷川長谷川長谷川    竜也竜也竜也竜也、堀池堀池堀池堀池    勇綺勇綺勇綺勇綺、正木正木正木正木    宏克宏克宏克宏克、松丸松丸松丸松丸    等等等等、    

宮本宮本宮本宮本    和輝和輝和輝和輝、山本山本山本山本    敏昭敏昭敏昭敏昭、吉内吉内吉内吉内    博也博也博也博也、吉川吉川吉川吉川    恵恵恵恵、吉越吉越吉越吉越    研生研生研生研生、吉永吉永吉永吉永    哲也哲也哲也哲也    

●フットサル3級審判員：豊原豊原豊原豊原    秀史秀史秀史秀史 

 

 受賞した山岸さんと昇級した浅田さんから喜びの声が届きました。 

○○○○山岸山岸山岸山岸    佐知子佐知子佐知子佐知子 

今年も全てうまく行くことばかりではありませんでしたが、どんな事が起きても諦めずやり抜くこと、そして毎日の 

小さな努力をし続けることの大切さを実感した一年でした。 

千葉県の皆さんの存在は私にとって温かい家族のような存在です。みなさんの支えがあるから頑張れています。

その事に感謝し、この受賞を皆さんに捧げたいと思います。ありがとうございました。 

○○○○浅田浅田浅田浅田    武士武士武士武士 

千葉県審判員の皆様明けましておめでとうございます。酒々井町在住の浅田武士です。 

この度、2013年度1級昇級審査において、合格の通知を頂くことができました。大石康審判委員長をはじめ多くの皆様

のご指導とご協力を頂いたお陰で合格という結果に繋がったと感じております。この場をお借りして感謝申し上げます。 

  レフェリー活動をはじめて一番感じたことは、レフェリーにとって簡単な試合はないということです。カテゴリーや対戦

相手などによって、先入観を持って試合に臨んでしまうことがあります。しかし、対戦相手を分析することと先入観は違う

ことを学びました。このくらい走れば大丈夫！ここのポジションなら大丈夫！このレベルなら大丈夫！そんなことしか考え

ていませんでした。 

多くの失敗と経験を積むことで、試合中に大丈夫ということはないと知りました。選手でも格下相手を侮ると足元をすく

われたりします。1級審判員として、今後も目の前の試合を一生懸命走って、成長していきたいと思います。 

 

 

 

    シニア研修会シニア研修会シニア研修会シニア研修会参加者参加者参加者参加者報告報告報告報告          11月に行われた研修会参加者からの便りをご紹介します。 

 

○徳江徳江徳江徳江    崇崇崇崇（船橋市） 

審判技量をあげることと体力を維持することのヒントがつかめたらと思い、参加しました。 

私よりも年配と思われる方（見た目で判断してごめんなさい）が、一生懸命走っている姿を目の当たりにして勇気

をもらったり、試合毎にインストラクターからアドバイスを頂き、その後の試合でさっそく試してみたりと、とてもドキド

キでワクワクな体験でした。この日に学んだことはこれからの審判活動に活かします。次回はぜひフルで受講でき

たらなと思っております。県協会のご担当者様、楽しい催しを受講させてくださり、どうもありがとうございました。 

 

○中山中山中山中山    雅之雅之雅之雅之（千葉市）    

初めに、今回2日間の研修を準備、運営して頂きましたスタッフの皆様、ありがとうございます。 

おかげさまで、大変有意義な2日間を過ごすことが出来ました。 

私は現在、千葉市の4種(HAMANOJFC)でコーチのお手伝いをしていますが、今年3級資格を取得し派遣審判に

行った際に、主審の方の上手さに自分との大きな差を感じて、どのようにレベルアップをするか迷っていたところ、

今回の研修会を知り参加しました。 
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  2日間を通しての収穫は複数のインストラクターの方々に自分のレフェリングを確認してもらい、改善すべき点に

ついて、「なぜそうするべきなのか？」の理由を含めてアドバイス頂いたこと、また、それらの多くは自分では気が付

いていなかった点であったことが大きな収穫でした。それと、印象的であったアドバイスの1つとして、「日々の試合

前には目標を持って望み、試合後に反省をすること」ということがありました。当たり前の事かもしれませんが非常に

大事なことと思いました。 

 最後に、今回の研修では多くのアドバイスを頂いたので、これらを今後の試合前に目標を持って1つ1つ修正し、レ

ベルアップにつなげたいです。(ポジティブに考えて伸び代が多いと思うようにします。) 

来年も新たなアドバイスを頂くために研修会に参加したいと思います。 

 

 

    女子初心者研修会参加報告女子初心者研修会参加報告女子初心者研修会参加報告女子初心者研修会参加報告    （その１）（その１）（その１）（その１）                 参加者からのコメントは、参加者からのコメントは、参加者からのコメントは、参加者からのコメントは、次号次号次号次号（その（その（その（その2222）に続きます。）に続きます。）に続きます。）に続きます。 

  11月23日（土・祝）に『ならしの朝日旗争奪少年サッカー大会3年生の部』のご協力を得て、女子初心者研修会

を開催しました。好天にも恵まれ、研修生の皆さんはそれぞれ何かを持ち帰ってくれたように思います。 

 
○小金小金小金小金    みゆきみゆきみゆきみゆき 

更新実技研修を始めて受けさせていただきました。副審のみやるつもりで来たのですが、主審もやらせていただ

けることとなり他の方も未経験の方もいたので勢いでやらせていただきました。改めて実際やってみると、シグナル、

笛あやふやなところが多く、とても勉強になりました。ちゃんとルールを確認しておくポイントもわかりました。 

お弁当も美味しかったです。                      

 

○丸丸丸丸    直美直美直美直美 

今日はとても貴重な時間を過ごすことができました。最初は、講習を受けようか迷っていたのですが来て良かっ

たです。なかなか1から教えてもらえる機会もなかったので、周りが同じような女性ばかりで、お互い同じような気持

ちで、受けられる安心感があり、とても良かったです。後ろについて、細かく指導して頂いたり、終了後の反省点な

ども、適切に言って下さって、とても勉強になりました。また、機会があれば参加させていただきたいです。                                

 

○山ノ井山ノ井山ノ井山ノ井    響響響響 

今回は2回目の参加でしたが、1回目に教えていただいたことが少し抜けており不安でしたが、また親切に的確

なアドバイスを頂き、前回よりも、まともな動きが出来たのではないかと思っています。今回、指摘されたシグナル

や基本的な事をどんどん頭の中、体にしみこませ、少しは、まともな審判が出来るようになり頑張りたいです。参加

させていただき、ありがとうございました。                        
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○渡辺渡辺渡辺渡辺    多恵子多恵子多恵子多恵子 

毎年この講習会で教わる事が多く、その度に次は…と思うのですが、なかなか身につきません。やはり数をこな

すことが大事なのでしょう。これを機に、できるだけ審判をやるようにしたいと思います。また今回は、チームのメン

バーがとても良く、楽しく審判をすることができました。この出会いを大切にしていけたら良いと思います。ありがと

うございました。                               

 

○西山西山西山西山    明子明子明子明子 

久しぶりに審判を担当し緊張しましたが、インストラクターの高山さんをはじめ、同じグループの人達のご指導や、

お声掛けで楽しく取り組めたと思います。審判をしていると、誤った判断をした時に、引きずってしまうことが多々

あり、次の判断が遅くなるため注意したいと思いました。有意義な講習会となりました。  

 

○杉田杉田杉田杉田    玲子玲子玲子玲子 

今日の主審では失敗が多々あり、次回は気を付けて、同じことをしないようにしたいと思いました。いまだに分か

らない事だらけで、新たに知ることも出来たので、次回の講習会にも是非参加したいと思います。  

 

○渡野辺渡野辺渡野辺渡野辺    眞理眞理眞理眞理                     

第3試合の副審と、第6試合の後半主審ですと言われ、正直どうしよう、どうしようと思うばかりで、終了まで落ち

着かなかったです。けれど実際審判をやってみて、子供たちに助けられることが多く、ただただ不安でどうしようと

しか思えなかった自分を、反省しました。今日は、とても良い経験となりました。次への第一歩につなげたいと思い

ます。 

 

★ワンポイントレッスン★ 転ばぬ先の杖・・・ならぬフラッグ 

試合で副審を務めているとき、足がもつれて、また地面の凹凸につまずいてオットット・・・！また選手やボールと

接触したりして、アシスタント・フラッグの“さお”が折れた、曲がった！あるいは旗が破れた、勢いよく指し示したら旗

が飛んでいった！・・・なんて経験や光景を目にしたこと、ありませんか？ 

審判チームで各自がそれぞれマイフラッグを持参していたら、試合で使用しない旗を、予備として第4の審判員

に預けたり、本部席に備えておくと、余計な間延びを極力少なくできます。最悪、主審同様、手で指し示したり、口

で指示することも可能でしょうが、旗が壊れてもいないのに、フットサルの審判法と混同して、うっかりサッカーでも旗

を持っている反対の手で指し示す・・なんて混乱を招かないようご用心＾＾ 

 

 

日本サッカー協会からの重要なお知らせ 

Kick Off Kick Off Kick Off Kick Off リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル    

2014年4月1日から、登録審判員全員、WEB登録システムに登録する必要があります。 

各自で、各自で、各自で、各自で、EEEEメールアドレスを登録メールアドレスを登録メールアドレスを登録メールアドレスを登録し、JFAIDJFAIDJFAIDJFAIDを取得を取得を取得を取得します。 

これにより、審判員、指導者、選手といった、複数登録者は、一つのIDで「Kick Off」にアクセスできます。 

ご参照下さい⇒ http://www.jfa.or.jp/jfa/topics/2012/92/JFA_letter.pdf 

 

 

2014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員として登録後、2013年12月31日現在で10年間、20年間並びに30年間、審判 

 活動を続けられた方の表彰を行います。該当する審判員の方は、（自薦又は他薦を問いません）2222月月月月14141414日（金）日（金）日（金）日（金）    

 までに、氏名、住所、電話番号、氏名、住所、電話番号、氏名、住所、電話番号、氏名、住所、電話番号、FAXFAXFAXFAX番号、番号、番号、番号、EEEE----mailmailmailmailアドレス、登録年月及び活動状況アドレス、登録年月及び活動状況アドレス、登録年月及び活動状況アドレス、登録年月及び活動状況を記載の上、下記まで 

ご連絡下さい。 

 〒〒〒〒260260260260----0007 0007 0007 0007 千葉市中央区祐光千葉市中央区祐光千葉市中央区祐光千葉市中央区祐光1111----14141414----1 1 1 1 大林フローラ大林フローラ大林フローラ大林フローラ407 407 407 407     村上村上村上村上    匡匡匡匡    ((((宛て宛て宛て宛て))))    

 E-mail : ta_da_shi1985@yahoo.co.jpta_da_shi1985@yahoo.co.jpta_da_shi1985@yahoo.co.jpta_da_shi1985@yahoo.co.jp        
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●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。 

 

【【【【    市川市市川市市川市市川市    】】】】新年を迎え、皆様お健やかに清々しく新年を迎えられた事とお慶びを申し上げます。 

昨年は当委員会の組織を一新してから二年目を迎え、各部会の充実と組織強化及び、審判技術のレベル

アップを重点目標に掲げ、インスペクター制度を導入しての取り組みが、女子部強化及び上級チャレンジ強化

と全体的な底上げレベルアップが順調に成果を上げることが出来ました。 

今年も、「更なる飛躍」をテーマに、審判技術のレベルアップに重点を置き、サッカー発展に繫がる事を信じ、

DVD研修会や毎週土・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など取り組みを強

化していきます。委員会登録メンバー「全員のレベルアップ」は必須課題であり、判断力・決断力・スピード体力

（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で事務局の小出（こいで）まで、

ご連絡をお願いします。県委員会並びに皆様方には、今年も昨年同様ご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い致しま

す。                                                ＜市川市サッカー協会審判委員長 東 哲也＞ 

 

【【【【    柏市柏市柏市柏市    】】】】明けましておめでとうございます。本年度最初の活動として、1月18-19日に柏レイソルU-11サッカーフ

ェスティバルを使用しての3、4級審判員更新講習会を開催致します。参加人数は各日50名程です。 

昨年後半には、柏レイソルより第1回「YONEX CUP」サッカー大会、Jリーグ下部組織による第2回柏レイソル

U-10サッカー大会の審判依頼が有り、県4種員会審判部の第2,第3ブロックや千葉市の審判員の皆様方、また、

12月の「ローズ カップ」では、市川市サッカー協会審判委員会の皆様方にご協力頂き、審判交流を有意義に

行うことが出来ました。本年度も引き続き交流機会を多く設けたいと思います。 

＜一般社団法人柏市サッカー協会 専務理事兼審判委員会委員長 小杉 益朗＞ 

    

【【【【    船橋市船橋市船橋市船橋市    】】】】では、11月17日(日)に、1種秋季大会を利用した実技研修会を実施しました。女子2人を含め、10人

が参加、谷口顧問をはじめ2級審判員を前に適度な緊張感を持ってレフェリングに望んでいました。 

  研修会終了後には、大変勉強になったと好評の声が多く聞かれ、更に研修の場を増やしていけるよう検討し

て行こうと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。       ＜船橋市サッカー協会審判委員長 柿沼輝信＞ 

 

編編編編編編編編集集集集集集集集後後後後後後後後記記記記記記記記        

シーズンも終盤を迎える季節となりました。今年の干支のように、俊敏で颯爽とピッチを駆け回る為にも、 

冬場のシーズンは、念入りなストレッチとアップで怪我の無いように試合に臨みましょう！ 

身近で起こったサッカーの出来事、レフリーニュースへの要望、疑問、投稿などお待ちしています。（Kazu） 

  

レレフフリリーーニニュューースス編編集集員員  

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 

木川  綾 

菅原 英雄 

E-mail ： girasole@kss.biglobe.ne.jp 

E-mail ： kh3h-sgwr@asahi-net.or.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    
 

・・・・    千葉県内約千葉県内約千葉県内約千葉県内約8888千名の審判員に年千名の審判員に年千名の審判員に年千名の審判員に年4444回送られている回送られている回送られている回送られている    

レフリーニュースに掲載する広告を募集してレフリーニュースに掲載する広告を募集してレフリーニュースに掲載する広告を募集してレフリーニュース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×ヨ×ヨ×ヨココココ85mm85mm85mm85mm）。）。）。）。    

・・・・    この枠がこの枠がこの枠がこの枠が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。 

 


