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年4回発行（1、4、7、10月）  

 

 
永年勤続審判員表彰を実施致しました。 

 
 5月10日(土)に千葉市立千葉高校視聴覚室にて永年表彰式を実施し、中間敏雄副委員長から表彰状が贈られま

した。(記念品は発注手続きの都合で、後日各人に送付致しました。) 

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。（敬称略・順不同とさせていただきます） 

30年表彰：呉羽忠彦 

20年表彰：小出一人、城田晃男、菅原英雄、武井恒夫、間瀬伸一、矢作政美 

10年表彰：山本匡敏、真殿定幸 

 
永年勤続審判員表彰を受賞された皆様と、中間敏雄副委員長(手前中央) 
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当日、出席された方々から一言ずつ頂きました。 

 

●●●●山本匡敏（やまもと山本匡敏（やまもと山本匡敏（やまもと山本匡敏（やまもと    まさとし）まさとし）まさとし）まさとし）氏    

 子供が小学校でサッカーを行っている関係で「帯同審判の資格が必要だ」というところから審判に携わらせ頂きまして、

これまで数多くの皆様に色々とお世話になりまして「審判活動の楽しさ」というのも教えて頂きました。仕事の関係で松山

の方に行っており、愛媛県で「第二審判登録」を行って千葉県と愛媛県の両方で審判活動をしていきたいと思っており

ます。これからも宜しくお願い致します。 

 

●菅原英雄●菅原英雄●菅原英雄●菅原英雄((((すがわらすがわらすがわらすがわら    ひでおひでおひでおひでお))))氏    

 本日は20周年表彰をして頂きまして、ありがとうございます。大学生になるときにちょうどJリーグも始まる頃でその頃「ワ

ールドカップの審判が日本人として唯一ワールドカップへ行ける道」だと思い、いつかは。という夢を持って（審判活動

を）始めました。当時4級になりたての頃は3級になりたての方々（高須賀氏など）と審判をさせて頂きました。ちょっと前

に今までの審判実績を数えることがあり、本日改めて今までの審判実績を確認したら799試合で明日の審判割当で800

試合となります。1,000試合までいけるか微妙ですが体力の続く限りは審判活動を継続していこうと思います。ありがとう

ございました。 

 

●城田晃男●城田晃男●城田晃男●城田晃男((((しろたしろたしろたしろた    あきおあきおあきおあきお))))氏    

 全然サッカー経験は無かったのですが、父母会の会長を行っている際に「審判が足りない」ということで37歳から(審判

活動を始めて)いつの間にか20年経過しました。現在は孫のような年代の子供(主に小学校3年生)とボールを追いかけ

ています。先週も100mを走ったのですが、まだ走れるので60歳で100m走を15秒を切ることを維持して励んでおります。

楽しく審判活動を行えるので今後も継続していきたいと思います。本日はありがとうございました。 

 

●●●●間瀬伸一間瀬伸一間瀬伸一間瀬伸一((((ませませませませ    しんいちしんいちしんいちしんいち)氏    

 成東の方で子供達にサッカー指導を始めまして、あっという間の20年でした。自分自身、サッカーが大好きなので今

後も審判・コーチ・若干のプレイヤーも含めて続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

●●●●小出一人小出一人小出一人小出一人((((こいでこいでこいでこいで    かずんどかずんどかずんどかずんど))))氏    

 子供が小学校でサッカーを始めたのがきっかけで、審判資格を取得しました。今年で63歳になりますが、選手に迷惑

をかけてはいけないので20年表彰を節目にインストラクターとして20年間培った経験を他の方々に伝えていこうと思いま

す。今後とも宜しくお願い致します。 

 

●武井恒夫●武井恒夫●武井恒夫●武井恒夫((((たけいたけいたけいたけい    つねおつねおつねおつねお))))氏    

 子供がサッカーチームに入ったときにチームもできたてで審判やコーチもいなくて臨時で引き受けたのが審判活動を

行うきっかけでした。それから3年くらいで一度審判資格を失効したのですが、その期間も継続していたら、あと1～2年

で30年になったと思います。昨年度、会社を定年退職しましてちょうど一つの区切りと思いまして「永年表彰」を受けよう

と思いました。これからは、チームの若手のコーチ達に色々と経験したことを伝えていきたいと思います。チーム及び地

域の人達のためになるように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございます。 

 

●祝辞（中間副委員長） 

 僭越ですがおめでとうございます。いよいよ今年ブラジルでワールドカップが始まります。30年前は、日本がワールド

カップに出場するのは「夢のまた夢」で日本が出場するのは、中々叶わないものだと思っているような時代でした。20年

前は「ドーハの悲劇」でアメリカに行けなかった・・・1994年だったと思います。当たり前のように日本が世界のベストｘｘと

いうようにサッカーが非常に盛んになりましたけれども、それはやはり地域でここにおられる皆様方の素晴らしい審判活

動があって、そして選手達も技術を伸ばし、レベルを上げサッカーという素晴らしいスポーツに携わって、感動を頂いて

いるのではないかと思いますし、またレフェリングによってそういう感動を、かもしだされる素晴らしさが出てくるものと思

っております。体が健康なうちは一日でも多く審判活動を行って、素晴らしいゲームをコントロールして頂けたらと思いま

す。本日は本当におめでとうございました。 
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決勝審判員表彰 

 
 

●●●●平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度(2013(2013(2013(2013 年度年度年度年度))))千葉県第千葉県第千葉県第千葉県第 1111 種種種種サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会決勝選手権大会決勝選手権大会決勝選手権大会決勝    

VONDS 市原フットボールクラブ 0(0-1 0-1)2 浦安サッカークラブ  

2014 年 3 月 16 日(日) 13 時キックオフ ゼットエーオリプリスタジアム 

R:金次雄之介 A1:森本慎三 A2:江徳智揚 4th:金子秀之 (敬称略) 

 

関東 1 部リーグ同士の試合になった決勝戦。前半を 1-0 で浦安のリードで折り返し、迎えた後

半。強い風が吹き始める中、初の優勝を狙う VONDS 市原が果敢に攻めるも、後半 27 分に浦

安 SC がシュートを決め、そのまま試合終了。浦安 SC は大会 4 連覇となりました。 

審判チームも見事なチームプレーで、2013 年度のシーズンを締めくくりました。 

そんな審判チームに一言もらうべく、試合後、控室に乗り込みました！ 

 

****試合を終えていかがでしたか？試合を終えていかがでしたか？試合を終えていかがでしたか？試合を終えていかがでしたか？    

R(金次):何事もなく終えられてよかったです。 

A1(森本):同じく何事もなくよかったです。 

A2(江徳):激しい試合の中でチームとしての一体感を感じることができました。 

4th(金子):大舞台は初めてで緊張しました。足を引っ張らないで審判チームとして協力してできました。 

 

****金次さんは、シーズンオフから金次さんは、シーズンオフから金次さんは、シーズンオフから金次さんは、シーズンオフから 4444 キロも体重が減ったそうですが、皆さん普段はどのようなトレーニングをしているのキロも体重が減ったそうですが、皆さん普段はどのようなトレーニングをしているのキロも体重が減ったそうですが、皆さん普段はどのようなトレーニングをしているのキロも体重が減ったそうですが、皆さん普段はどのようなトレーニングをしているの

ですか？ですか？ですか？ですか？    

R(金次):ジムに通って体幹を意識したトレーニングをしています。試合の週の真ん中にはインターバルトレーニング

をしています。 

A1(森本):僕もジムに通ったり、朝仕事前にトレーニングをしたりと準備をして今日を迎えました。 

A2(江徳):週 3 回の有酸素トレーニングをジムで。後は、会社でフルマラソンに何度か挑戦しているので…。 

ちなみにこの間は 3 時間 57 分でした。他には炭水化物をとらないようにしたり、フットサルをしたりしていま

す。 

4th(金子):週 2～3 回、1 時間走っています。時にスプリントを入れて。後はイメージトレーニングをしています。 

 

*2014*2014*2014*2014 年度に向けての目標や意気込みがあれば。年度に向けての目標や意気込みがあれば。年度に向けての目標や意気込みがあれば。年度に向けての目標や意気込みがあれば。    

R(金次):来シーズンは、J リーグ担当になりたいです。来年は J2 に行きます！ 

A1(森本):年間を通して割り当てをもらえるようにしたいです。その為にはケガがないように、体調管理をしたいで

す。 

A2(江徳):審判と仕事との両立がうまくできたらいいですね。 

4th(金子):もっと割り当ての数がもらえるように、仕事やプライベートの予定の調整もしたいです。 

 

****最後に皆さんに一言！最後に皆さんに一言！最後に皆さんに一言！最後に皆さんに一言！    

千葉の審判界を皆様で盛り上げて、いいシーズンを送りましょう！ 
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●●●●平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    第第第第29292929回回回回    日本日本日本日本クラブユースクラブユースクラブユースクラブユース(U(U(U(U----15151515））））サッカー選手権大会千葉県大会決勝戦サッカー選手権大会千葉県大会決勝戦サッカー選手権大会千葉県大会決勝戦サッカー選手権大会千葉県大会決勝戦    

VIVAIO FUNABASHI S.C. 0 vs 1 （0-0、0-1）S-P.FUTE S.C. 

2014年5月25日(日) 16時キックオフ 姉崎公園サッカー場 

R:土門 修、A1:松本 和也、A2:渡邉 健治 (敬称略) 

*第4の審判員は、本部にて対応。プレゼンターは、千葉県クラブユース(U-15)サッカー連盟 宮本理事長。 

QQQQ試合前はどんな気持ちでしたか？試合前はどんな気持ちでしたか？試合前はどんな気持ちでしたか？試合前はどんな気持ちでしたか？    

R（土門）：大会の決勝戦を担当すること自体が初めてでしたので、前日まで緊張していましたが、会場に着くと、ワクワク

とした気持ちになり、試合を楽しむつもりで臨みました。 

A1（松本）：初めて決勝戦を担当するということで緊張しましたが、主審とアイコンタクトを取りながらしっかりサポートして

試合が円滑に進行できることを目標にしました。 

A2（渡邉）：3級に昇級したのが、丁度1年前で、経験が少ない私が担当して良いのかなという思いもありましたが、 

程良い緊張感とワクワクした気持ちでした。 

 
(左から宮本理事長、渡邉さん、土門さん、松本さん、 

遠田理事） 
主審 土門さん 

 

QQQQ試合試合試合試合中、選手のプレーや判定等で何か印象的だったことはありましたか中、選手のプレーや判定等で何か印象的だったことはありましたか中、選手のプレーや判定等で何か印象的だったことはありましたか中、選手のプレーや判定等で何か印象的だったことはありましたか？？？？    

R（土門）：ファールをした選手に笑顔で注意した時に、選手が「分かりました」と応え、上手くコミュニケーションできたと

感じた瞬間がありました。 

A1（松本）：味方競技者の怪我を心配したGKが、タッチラインにボールを出しましたが、スローインした相手競技者が、

GKにボールを返したプレーを、微笑ましく感じました。 

      両チーム共、相手競技者をリスペクトしてプレーしている印象を受けました。 

A2（渡邉）：得点後に、ゲームの流れに躍動感を感じましたが、そんな中でも、オフサイドの判定に自信を持って対応できま

した。 

 

                                                                                                          
              A1 松本さん     A2 渡邉さん 
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QQQQ試試試試合合合合終了後の今、どんな気持ちですか？終了後の今、どんな気持ちですか？終了後の今、どんな気持ちですか？終了後の今、どんな気持ちですか？    

R（土門）：今日目標とした「走ること」と「選手としっかりコミュニケーションを取ること」は、ある程度達成できたかなと思い

ます。審判チームとして良いチームワークができましたし、最初から最後まで、楽しく審判できました。 

A1（松本）：主審とのアイコンタクトとラインキープが最低目標でしたが、選手にもスローインの場所の指示等で、コミュニ

ケーションを取ることを心掛けました。緊張もありましたが、いつもより冷静に楽しくできました。 

A2（渡邉）：今日のように、審判団は改めて一つのチームなんだと感じる事ができたこと、それと同時に自身が楽しめた 

のは、これからの審判活動に大きな収穫になったと思います。 

        また、4種の大会等で、コーチとして、子供達がメダルをもらうのを目の当たりにしていましたが、 

まさか自分がもらう側になるとは、という不思議な感覚でした。 

 

QQQQ他の審判員仲間に伝えたいことや目標があれば教えて下さい。他の審判員仲間に伝えたいことや目標があれば教えて下さい。他の審判員仲間に伝えたいことや目標があれば教えて下さい。他の審判員仲間に伝えたいことや目標があれば教えて下さい。    

R（土門）：主役は選手、審判員は選手の力を最大限に発揮できるサポート役だと思っています。試合前の打ち合わせが

何より重要で、準備をしっかりやれば、結果はついてくると思います。 

A1（松本）：審判の面白さは、選手のプレーを誰よりも間近で見られることです。それだけに正確な判定が求められ神経

を使います。失敗もしますが色々な経験を糧にして、審判員として成長したいと思います。 

A2（渡邉）：3級になって、審判の奥の深さを知り、視点を変えてサッカーを楽しめるようになりました。自分の経験を地域

に還元して、審判仲間とレベルアップしてきたいと思います。 

 

2014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、審判委員会ホームページ及び『Kick Off』でご確認下さい。 

講習会費は、申込時にWeb画面でご確認下さい。 

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 

8月3日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

16:30 

講義 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾ

ﾝﾀｰ(2～4研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰ

ﾂｾﾝﾀｰ駅」徒歩10分 

90名 有 

 

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があります 

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。 

講習会費は、申込時にWeb画面でご確認下さい。 

※※※※    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。    

●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 

9月14日

(日) 

13:00～

13:30 

13:30～

16:30 

講義 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾ

ﾝﾀｰ(2～4研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰ

ﾂｾﾝﾀｰ駅」徒歩10分 

90名 有 

12月14日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

13:00 

講義 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾ

ﾝﾀｰ(1研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰ

ﾂｾﾝﾀｰ駅」徒歩10分 

160名 有 

2015年2

月22日

(日) 

17:30～

18:00 

18:00～

21:00 

講義 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾ

ﾝﾀｰ(1研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰ

ﾂｾﾝﾀｰ駅」徒歩10分 

160名 有 

 

●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 

9月14日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

13:00 

講義 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾ

ﾝﾀｰ(2～4研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰ

ﾂｾﾝﾀｰ駅」徒歩10分 

60名 有 

12月14日

(日) 

13:00～

13:30 

13:30～

16:30 

講義 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾ

ﾝﾀｰ(2～4研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰ

ﾂｾﾝﾀｰ駅」徒歩10分 

160名 有 

2015年2

月22日

(日) 

17:30～

18:00 

18:00～

21:00 

講義 千葉県ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾ

ﾝﾀｰ(2～4研修室) 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ「ｽﾎﾟｰ

ﾂｾﾝﾀｰ駅」徒歩10分 

90名 有 
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2014年度・更新講習会のお知らせ（フットサル） 

○○○○2222級、級、級、級、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 

8月31日

(日) 

9:30～

10:00 

10:00～

18:00 

実技 大網白里ｱﾘｰﾅ 大網駅からﾊﾞｽ(ｻﾝﾗｲｽﾞ

九十九里･白子車庫･弥

幾野行きに乗車し、｢ｱﾘ

ｰﾅ入口｣下車､徒歩約15

分/約1.1Km) 

福俵駅からは、直線距

離で約3Km(徒歩約45

分) 

2級:6名 

3級:4名 

4級:10名 

有 

10月13日

(月:祝) 

9:30～

10:00 

10:00～

18:00 

実技 大網白里ｱﾘｰﾅ 大網駅からﾊﾞｽ(ｻﾝﾗｲｽﾞ

九十九里･白子車庫･弥

幾野行きに乗車し、｢ｱﾘ

ｰﾅ入口｣下車､徒歩約15

分/約1.1Km) 

福俵駅からは、直線距

離で約3Km(徒歩約45

分) 

3級:10名 

4級:10名 

有 

 

 

その他の講習会のお知らせ 

3級審判インストラクター更新講習会のお知らせ（サッカー） 

2014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。2015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 2014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 
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JFA ID の取得方法及び 

審判資格紐付け方法 
 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

・JFA ID取得用ページ：https://jfaid.jfa.jp/ 

・動画マニュアル：http://www.jfa.or.jp/newkickoff/movie.html 

・新KICKOFFサイト：https://kickoff.jfa.jp/ 

・JFAIDの取得について 

http://www.jfa.or.jp/info/inquiry/kickoff/manual/ 

%E6%96%B0%E8%A6%8FJFA%20ID%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%89%8B%E9%A0%86%20(%E5%AF%A9%E5%88%A4).pdf 

 

問い合わせ窓口 お問合わせは、JFA登録サービスデスク 審判窓口へお問い合わせください。 

営業時間：平日 10:00～17:30（火曜・金曜は20:00まで） ・Eメール：jentry_servicedesk@jfa.or.jp 

・電話番号：050-2018-1990 ・ FAX番号： 03-6682-5903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年7月１日 

公益社団法人 千葉県サッカー協会 
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JFAIDの取得方法と審判資格の紐付け方法 

 

説明 画面など 

1．(公財)日本サッカ

ー協会のホーム

ページにアクセス

します。 

URL  

http://www.jfa.jp/ 

 

2．上記URLの上部

にある

「

」をクリックします。 

 
 

3．移動したページ

の中で赤い枠で

囲われている「チ

ーム/選手（フット

サル）・審判・指導

者の方/JFAID取

得・電子登録証は

こちら」の文字の

下に表示されてい

る下記と同じバナ

ーをクリックしま

す。 

 
 

 
 

4．「JFA ID統合ID

管理システム」画

面で、黄色い文字

で表示されている

「新規JFA ID登

録」ボタンを押下し

ます。 

 

 
 

 

 

ここをクリック 

ここをクリック 
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5．新規登録画面に

て、「ログインID」、

「パスワード」、「パ

スワード（確認）」を

入力し、会員規約

をお読みのうえ、

同意のチェックボ

ックスにチェックを

入れて下さい。 

 
 

「ログインID」は、半角英数字・記号にて、8～128文字で設定して下さい。 

「パスワード」は、半角英数字8～20文字で設定して下さい。安全性が高くない場合

は設定できませんので、ご注意下さい。 

上記入力が終了後、「次へ」ボタンを押下します。 

6．リスペクト

F.C.JAPANのペ

ージに記載されて

いる内容をご確認

頂き、ラジオボタン

にチェックを入れ

て「次へ」ボタンを

押下します。 

 
 

＜＜メモ＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ここに入力 

②入力後、このボタン

を押下する 
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7．共通属性入力画

面にて、必須項目

を入力します。 

 
 

秘密の質問秘密の質問秘密の質問秘密の質問[[[[必須必須必須必須]]]]：システムで用意された質問を選ぶ、または質問を作成します。質問を作成する場合は全角

8～64文字で設定します。 

秘密の質問答え秘密の質問答え秘密の質問答え秘密の質問答え[[[[必須必須必須必須]]]]：質問の答えは全角1～64文字で設定します。 

ニックネームニックネームニックネームニックネーム[[[[任意任意任意任意]]]]：全角6～128文字で設定します。 

メインメールアドレスメインメールアドレスメインメールアドレスメインメールアドレス[[[[必須必須必須必須]]]]：ユーザー部(@の左側)を1～64文字で設定し、ドメイン部(@の右側)を1～64文字で

設定します。 

サブメールアドレスサブメールアドレスサブメールアドレスサブメールアドレス[[[[任意任意任意任意]]]]：ユーザー部(@の左側)を1～64文字で設定し、ドメイン部(@の右側)を1～64文字で

設定します。 

姓名姓名姓名姓名((((漢字漢字漢字漢字)[)[)[)[必須必須必須必須]]]]：全角各1～32文字で設定します。 

姓名姓名姓名姓名((((フリガナフリガナフリガナフリガナ) [) [) [) [必須必須必須必須]]]]：全角各1～64文字で設定します。 

姓名姓名姓名姓名((((ローマ字ローマ字ローマ字ローマ字) [) [) [) [必須必須必須必須]]]]：半角英字各1～128文字で設定します。 

性別性別性別性別[[[[必須必須必須必須]]]]：どちらかにチェックを入れます。 

生年月日生年月日生年月日生年月日[[[[必須必須必須必須]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

国籍国籍国籍国籍[[[[必須必須必須必須]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号[[[[必須必須必須必須]]]]：半角数字で入力し、「住所検索」ボタンを押下し、正しいものを選択します。 

住所住所住所住所[[[[必須必須必須必須]]]]：郵便番号より検索して、正しいものを選択します。 

番地・号番地・号番地・号番地・号[[[[必須必須必須必須]]]]：全角1～128文字で設定します。 

ビル・アパート名ビル・アパート名ビル・アパート名ビル・アパート名[[[[任意任意任意任意]]]]：全角1～128文字で設定します。 

電話番号電話番号電話番号電話番号[[[[必須必須必須必須]]]]：半角数字で合計10ケタか11ケタになるように入力します。 

電話番号電話番号電話番号電話番号((((携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話) [) [) [) [任意任意任意任意]]]]：半角数字で合計10ケタか11ケタになるように入力します。 

電話番号電話番号電話番号電話番号((((勤務先勤務先勤務先勤務先) [) [) [) [任意任意任意任意]]]]：半角数字で合計10ケタか11ケタになるように入力します。 

FAXFAXFAXFAX番号番号番号番号[[[[任意任意任意任意]]]]：半角数字で合計10ケタか11ケタになるように入力します。 

FAXFAXFAXFAX区分区分区分区分[[[[任意任意任意任意]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

パスポート番号パスポート番号パスポート番号パスポート番号[[[[任意任意任意任意]]]]：半角英数字1～24文字で設定します。 

語学語学語学語学(1) [(1) [(1) [(1) [任意任意任意任意]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

語学レベル語学レベル語学レベル語学レベル(1) [(1) [(1) [(1) [任意任意任意任意]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

語学語学語学語学(2) [(2) [(2) [(2) [任意任意任意任意]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

語学レベル語学レベル語学レベル語学レベル(2) [(2) [(2) [(2) [任意任意任意任意]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

語学語学語学語学(3) [(3) [(3) [(3) [任意任意任意任意]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

語学レベル語学レベル語学レベル語学レベル(3) [(3) [(3) [(3) [任意任意任意任意]]]]：ドロップダウンリストから選択します。 

アンケートアンケートアンケートアンケート[[[[任意任意任意任意]]]]：該当箇所のチェックボックスにチェックします。 

入力後、「確認」ボタンを押下します。 
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8．入力内容確認画

面にて、入力した

内容を確認し、誤

りを見つけた場合

には、「修正」ボタ

ンを押下し、共通

属性入力画面に

て修正して下さ

い。誤りのない場

合は、「上記の情

報で登録する」ボ

タンを押下しま

す。 

 
 

9．確認メール画面

に遷移した後、登

録したアドレスにメ

ールが届いている

ことを確認し、メー

ル内にあるURLを

クリックして、JFA 

ID取得の手続きを

進めます。 

 
 

※この手続きはメール到着後24時間以内に行う必要があります。それ以上の時間が経過

した場合は、再度最初から手続きを行って下さい。 

10．「JFA ID統合ID

管理システム」画

面で、先程登録を

行った「ログイン

ID」と「パスワード」

をテキストボックス

に入力し、「ログイ

ン」ボタンを押下し

ます。 

 
 

ここに入力する 
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11．遷移した画面に

て、下記の赤枠で

囲われた部分をク

リックします。 

 
 

12．新KICKOFFの

ログイン画面の左

にあるリストよりマ

イページをクリック

します。 

 
 

13．マイページ画面

の「保有資格登

録」ボタンを押下し

ます。 

 
 

ここをクリック 

ここをクリック 

CFA審判員様 
JFA ID:JFA140000000001 
メール:Referee@cfa.or.jp 

ここをクリック 
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14．「保有資格登

録」の「登録方法

選択」画面より、

「登録情報検索」

ボタン、または「手

動登録」ボタンを

押下します。 

 
 

15．「登録情報検索

結果」ボタンより、

「審判」を選択しま

す。 

 
 

16．「資格情報登

録」画面より、「資

格登録番号」およ

び「パスワード」を

テキストボックスに

入力し、「登録す

る」ボタンを押下し

ます。 

 
 

 

以上で、審判資格の紐付の完了です。 

 

ここをクリック 

ここをクリック 

② このボタンを押下す

る。 

① ここに入力 
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カテゴリー審判員研修会のお知らせ（フットサル） 

◆ 開催日時・会場：2014年8月10日(日)時間は、未定／千葉県総合スポーツセンター体育館（天台） 

※2014年10月12日(日)にも開催予定です。(会場・時間については未定) 

 

第１０回ユース及び若手審判員実技更新講習会のお知らせ 

開催日：8月30日（土）、31日（日）宿泊研修（どちらか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１年齢１年齢１年齢１2222～２～２～２～２5555歳歳歳歳） 

資格：3級及び4級取得者で次年度も資格更新を希望する方（初心者の方も大歓迎です） 

場所：千葉市立朝日ヶ丘中学校 他（予定） 

費用：3級（12～18歳） \2,000          ：3級（19～25歳） \7,300 

：4級（12～18歳） \1,500          ：4級（19～25歳） \6,500 

 ※いずれも更新費用・受講料が含まれた金額です。下記の申込先より申し込み後、各自にてお支払ください。 

 ※宿泊費用は8月30日（土）当日、別途集金いたします。（12～18歳） \5,000 ／（19～25歳）\8,000 

申込先：Webサイト 「KickOff」より以下の「講習会名」を選択し、お申込み下さい 

① 「どちらか 1 日だけ参加の方」：参加希望日参加希望日参加希望日参加希望日の 

・【25 歳以下限定：ユース若手対象】サッカー3 級（または 4 級）審判員【育成部】実技更新講習会  

② 「宿泊参加の方」：8888 月月月月 30303030 日日日日の 

・【25 歳以下限定：ユース若手対象】サッカー3 級（または 4 級）審判員【育成部】実技更新講習会  

且つ、下記問い合わせ先に「氏名、宿泊希望」とメールください。 

問合せ先：(育成部) 右田 智也(みぎた としや) 090-3691-4134  E-Mail：t.migita@ab.auone-net.jp 

若い審判員の皆さん！ご参加お待ちしています！ 

 

香取研修会のお知らせ（女性審判員対象） 

★開催日:2014年8月23日(土)～2014年8月24日(日) 

毎年恒例の研修会を今年も香取市サッカー協会の御協力により行うこととなりました。 

「香取市招待Ｊｒユース大会」をお借りしてビデオ撮影による事後研修等を計画しています。 

興味のある方は、ご連絡ください。詳細をお知らせいたします。 

○問合せ・連絡先：審判委員会女子部 宍浦 E-Mail：cyato@cj8.so-net.ne.jp 

 

初心者研修会のお知らせ（女性審判員対象） 

★開催日:2014年10月又は11月の予定 

対象者:女性の4級審判員(詳細が決定次第、女子部より対象者全員に案内を通知します。) 

内容:小学生の大会を利用した、実技研修会 

○問合せ・連絡先：審判委員会女子部 宍浦 E-Mail：cyato@cj8.so-net.ne.jp 
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 2014年度 第2回サッカー2級審判員昇級予備審査のお知らせ    

（（（（2015201520152015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推薦審査です）級昇級試験のための推薦審査です）級昇級試験のための推薦審査です）級昇級試験のための推薦審査です）    

2級審判員へ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。 

１．１．１．１．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 

(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)日本協会や関東協会、（公社）千葉県サッカー協会の審判活動に積極的に従事で

きること。 

２．資格審査２．資格審査２．資格審査２．資格審査         
  （１）関東サッカー協会が主催する試合の主審を務める技能を有するかを審査する。 

  （２）参加者は、昇級認定審査参加にあたって、不慮の事故や疾患に関する一切の責任を自己で負う。 

  （３）申込み時、18歳以下の者が昇級認定審査に参加するには、親権者の同意がなければならない。 

３．推薦審査３．推薦審査３．推薦審査３．推薦審査         
● 第 1 次審査: 書類審査 

① 審判実績確認：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 

・・・・    2014 年 10 月 13 日(月:祝) 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 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。 

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。 

           推薦推薦推薦推薦審査（Ｓ２）申込書審査（Ｓ２）申込書審査（Ｓ２）申込書審査（Ｓ２）申込書と、 審判証の写真審判証の写真審判証の写真審判証の写真側のコピー側のコピー側のコピー側のコピー、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RRRREFEREE’S EFEREE’S EFEREE’S EFEREE’S 

DAIARYDAIARYDAIARYDAIARY審判記録用紙コピー審判記録用紙コピー審判記録用紙コピー審判記録用紙コピーを添付し、郵送で申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、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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2014年度 第2回サッカー3級審判員昇級審査のお知らせ 

2014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．資．資．資格要件格要件格要件格要件            
(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。 

２．資格審査２．資格審査２．資格審査２．資格審査         
  (1) (公社)千葉県サッカー協会が主催する試合の主審を務める技能を有するかを審査する。 

  (2) 参加者は、昇級認定審査参加にあたって、不慮の事故や疾患に関する一切の責任を自己で負う。 

  (3) 申込み時、15歳以下の者が昇級認定審査に参加するには、親権者の同意がなければならない。 

３．認定審査３．認定審査３．認定審査３．認定審査         
   ● 第 1 次審査: 書類審査 

①審判実績確認：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 

・・・・    2014 年 10 月 13 日(月:祝) 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） 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 

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。  

昇級認定審査（Ｓ３）申込書昇級認定審査（Ｓ３）申込書昇級認定審査（Ｓ３）申込書昇級認定審査（Ｓ３）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

10101010試合分以上の試合分以上の試合分以上の試合分以上のREFEREEREFEREEREFEREEREFEREE’S DAIARY’S DAIARY’S DAIARY’S DAIARY審判記録用紙コピー審判記録用紙コピー審判記録用紙コピー審判記録用紙コピーを添付し、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。 
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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2015201520152015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級審判員へ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、(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。 

 

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：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（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 10 月 13 日(月:祝) 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） 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。 

 

※ 詳細詳細詳細詳細等が決定し次第、等が決定し次第、等が決定し次第、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    

2014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：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） 
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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：REFEREE’S DIARY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 10 月 13 日(月:祝) 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 

・・・・    体力試験 1,000ｍ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 

 

※※※※    詳細詳細詳細詳細等が決定し次第、等が決定し次第、等が決定し次第、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。    

    

各講習会（昇級審査を含む）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。 

 

サッカー3級昇級審査の合格者から・・・ 

～憧れの3級審判員～ 

◎岩田隆徳◎岩田隆徳◎岩田隆徳◎岩田隆徳    

「今回の3級昇級試験を受けるきっかけは、同じクラブに所属する先輩からのお誘いでした。申し込みは試験の1ヶ月前。

3級先輩審判の方々から自作の問題集を頂いたりして、仕事が終わって家族達が寝静まった夜中に眠い目をこすりなが

ら、ときには居眠りしながらでも勉強し、試験に臨みました。当日の筆記試験は、事前に的を絞って勉強していた箇所以

外からいくつも出題され、とにかく空欄がないように必死に書きまくりましたが、筆記試験が終わったときは正直、『もう終

わった・・・。』と思っていました。体力試験の後、いよいよ合否発表。『落ちて帰りたくないけど、仕方ないか・・・。また次

回がんばろう。』と心でつぶやきながら、ホワイトボードに自分の名前を見つけたときは『よっしゃあ！！』の一言。ものす

ごく嬉しく、色々と教えて頂いた先輩と家内に、すぐにメールをしました。午後の講習の際に講師のインストラクターの方
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から、『これからあなた方は、皆に見られます。自覚と責任を持ってがんばってください。』と言われたときは全身に鳥肌

が立ち、試験に合格した実感とともに3級審判員としての自覚が芽生えた気がしました。これからは4級審判員の方々が

あこがれるような3級審判員を目指し、自信に満ち溢れた毅然とした態度で試合に臨んでいきます。夢は、中学生の息

子が高校サッカー選手権に出場し、息子が出場する試合で審判員としてピッチに立つことです。 

 

３級審判合格への道のりや感想について 

◎板脇岳彦◎板脇岳彦◎板脇岳彦◎板脇岳彦    

今回2度目の挑戦で、3級審判に合格しました板脇です。合格への道のりや感想ということですが、自分は高校時代に

一度３級審判資格を取得し、大学を卒業する時に「2級審判に推薦してあげるから、受けてみないか？」と言って頂いた

のですが、当時は大学を卒業後、一般企業へ就職するということで2級審判の推薦をお断りして、3級審判員の資格更

新も行わず、一度はサッカー審判員から離れたわけですが、一昨年から子供たちが地元のサッカーチームでサッカー

を始めたことをきっかけに、改めて4級審判を取得しました。 

十数年ぶりにサッカーの現場に触れて、一度は3級審判員として千葉県社会人1部リーグや関東大学サッカーリーグ

戦でのレフェリングをしていた頃の選手とともに試合を楽しみながら、審判4人がチームとなってレフェリングを楽しむと

いう気持ちが蘇ってきて、自分の子供たちに父親が審判として試合に関わり、チームの中でも必要とされる存在であると

いうことの大切さを見て感じてもらいたいと思い、昨年の春に3級審判昇格試験に挑戦しました。 

昨年の試験当日、ルールブックを忘れるという大失態を犯し、基本的な条項を確認せずに試験に臨んだところ、案の

定で基本的な数字などでつまづき、筆記試験の時には頭が真っ白になってしまい、残念ながら不合格となりました。コ

ーチや周りの父兄の皆様からは「難しいですからね…」と言われましたが、私自身がルールブックを忘れたこともしかり、

ルールブックを忘れたとしても、基本的な条項を解答できなかったことが一番腹立たしかったので、恥ずかしながら今年

2度目の挑戦をしました。今年はしっかりと準備をしまして試験に臨み、合格することができました。 

3級合格後の講習会でご指導を頂きましたが、これからは３級審判員として観られる立場となりますので、これまで以

上に会場での立ち振る舞い、試合前のレフェリーミーティング、試合中のレフェリングも含めて3級審判員としての自覚を

持って、子供たちの試合を楽しみながら、子供たちがサッカーを安全に楽しんでプレーできるようなレフェリングを心掛

けていきたいです。また、自分自身でも子供たちの試合では子供たちに負けないようにグラウンドを走り回り、レフェリン

グのスキル向上をめざしながら、自分の子供が3人もおりますので子供たちの試合との兼ね合いもありますが、派遣審判

員としても活動をしてみたいと思います。 

 

 

 

●○審判員関係者対象の傷害保険について（お知らせ）○● 

（公社）千葉県サッカー協会審判委員会では、審判活動を行っていただく皆様の、活動中におけるケガや熱中症 

などの万が一に備えた保険を契約することとしました。事故があった際には、RefereeNews2014年4月号の14ページ～

15ページをご確認の上、担当者までご連絡ください。 

 

保険担当・・・審判委員会総務部 菅原英雄 

TEL:090-2254-2723 

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

  

 



Chiba Football Association Referees’ Committee           ---- 20 ----    

★ワンポイントレッスン★(今回は、サッカークイズです。) 

キックオフの際、自陣側センターサークルに入ることの出来る味方競技者は、何人でしょうか？ 

（ピッチ内には、11人いるものとします。） 

1.2人 

2.GKを除いた10人 

3.11人入ってもいい。 

答)3の11人入ってもいい。 

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 リニューアリニューアリニューアリニューアルルルル    

2014年6月5日付けで、2014/15年度の競技規則の改正(サッカー)がありました。内容については(公財)日本サッカ

ー協会のホームページ等でご確認下さい。 

 

●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。 

今回は、お休みです。 

 

 

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        

11..今今回回はは77ペペーージジかからら1133ペペーージジににかかけけてて、、JJFFAA  IIDDのの取取得得方方法法をを掲掲載載ししててあありりまますす。。中中程程ののペペーージジをを取取りり外外ししてて保保存存

可可能能ななよよううにに編編集集ししててあありりまますすののででごご利利用用下下ささいい。。  

22..毎毎度度ののおお願願いいでで恐恐縮縮でですすがが、、審審判判資資格格のの更更新新ははおお早早めめにに・・・・・・。。  

33..ボボラランンテティィアア審審判判員員もも随随時時募募集集ししてておおりりまますす。。詳詳ししくくはは、、WWeebbでで。。((kkiinn))  

  

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 E-mail ： imp1818@keh.biglobe.ne.jp 

唐崎 敦好 E-mail ： megusta_futbol@kxf.biglobe.ne.jp 

長谷川 鉄哉 E-mail ： jef_hasechan@tbz.t-com.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/ 

 

    


