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冬の厳しい寒さも和らぎはじめ暖かな春を迎えた今日この頃、皆さまにおかれましてはますますご健勝のこと

と存じます。 

昨年はブラジルワールドカップの年でした。皆さんは日本代表チームの試合内容や結果をどのように受け止

められたのでしょうか。また開幕戦での西村レフェリーの判定や、大会を通しての審判員の判定・動き・パフォー

マンスなど、どのようなことを感じられたのでしょうか。ブラジル大会では、スピードアップした試合展開の中で、

審判員に対して正しい判定はもとより、アスリートのような走力（スピード、運動量）が求められたようです。これか

ら上級を目指す審判員にとっては、「走れることが当たり前」の時代と言って良いでしょう。日本サッカー協会審

判委員会では、20代の後半には国際舞台で活躍する審判員を輩出することを今後の目標と考えているようで

す。 

話は変わりますが、千葉県の女子審判員である山岸佐知子さんが2015年女子ワールドカップカナダ大会を

目指し、今年も頑張っています。彼女の長年にわたる日頃の地道な努力に加えて、１試合１試合を大切にレフェ

リングしてきたご本人の審判に対する真摯な姿勢をみてきて、是非ワールドカップに行って笛を吹いてもらいた

いと心より願っています。私たち千葉県審判委員会はそんな彼女を応援するとともに、後に続く女子審判員の育

成にも力を注いでいかなければいけないと考えます。 

4月になり、皆さまの中には就職・入学・転職・転勤など、この春から新たな環境で生活をスタートされている

方もいることでしょう。どんな人にとっても年度初めというのは、新たな目標に向かって頑張れる時（チャンス）で

す。これから始まる2015年度でも、健康で怪我などには十分気をつけていただくとともに、審判活動を支えてく

れているご家族を大切にして、なお一層のご活躍をいただけますよう、お願い申し上げます。 
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【委員長】 大石 康 

【副委員長】 高山 克彦、中間 敏雄 

●普及部● 

【部長】 高須賀 清司 

【部員】 

稲葉 太郎、呉羽 忠彦、篠塚 泉、高萩 守、 

高山 克彦、実方 洋一、都間 雅彦、 

真殿 定幸、矢作 政美、山下 良之 
【副部長】 榊原 晴彦 

●育成部● 

【部長】 右田 智也 

【部員】 

野崎 克哉、中間 敏雄、 

五十嵐 泰之、大川 直也、櫻田 雅裕、 

岡田 滋、高須賀 清司、田山 敦士、 

木原 裕之、真殿 定幸 
【副部長】 稲葉 太郎 

●強化部● 

【部長】 堀川 栄多 

【部員】 

牛尾 眞一郎、柿沼 輝信、今 武司、 

吉野 幸雄、桜井 大介、菅原 英雄、 

中村 敦、高須賀 清司 
【副部長】 

田山 敦士 

村上 勝則 

●女子部● 

【部長】 宍浦 智子 

【部員】 

彦坂 由樹子、福井 裕子、谷口 收正、 

吉田 伸子、松岡 恵美子、小林 隆子、 

遠藤 かおり、竹内 真理 
【副部長】 木川 綾 

●フットサル・ 

ビーチサッカー部● 

【部長】 五十川 和也 
【部員】 遠藤 光男、櫻田 雅裕、藤崎 翔平 

【副部長】 金子 一博 

●インストラクター部● 

【部長】 岡田 滋 

【部員】 

並木 克之、栗澤 淳一、山中 吉一、 

稲葉 太郎、榊原 晴彦、右田 智也、 

牛尾 眞一郎 
【副部長】 

中村 敦 

高橋 勲 

●競技部● 【部長】 吉野 幸雄 【部員】 
中間 敏雄、野崎 克哉、曽我 文宏、 

野口 豪志、吉田 伸子 

●財務部● 
【部長】 櫻田 雅裕   

【副部長】 高山 克彦   

●総務部● 【部長】 菅原 英雄 【部員】 

渡邉 芳敏、長谷川 鉄哉、唐崎 敦好、 

伊藤 欽一、櫻田 雅裕、染田 洋、 

金子 秀之、木川 綾、村上 匡 

●種別代表● 

1種 河瀬 淳   

2種 河合 英治   

3種 土屋 剛   

4種 並木 克之   

女子 峰岡 洋平   

フットサル    

 

2015・16年度 審判委員会組織図 
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☆各部よりご挨拶☆～今年度もよろしくお願いします～ 

≪育成部≫ 

育成部では、県下各地域で活躍されているシニア審判員の啓発のお手伝いと、ユース・若手審判員の発掘・

育成、また、3級昇級審査に合格した意欲ある審判員のフォローアップを行っています。そして育成部から強化部

へと引き継ぎ、関東協会、日本協会へと羽ばたいていけるような審判員の育成を目指して活動しています。 

今後とも宜しくお願いいたします。 

 

≪強化部≫ 

日頃より県内サッカーの審判事業にご理解、ご協力下さり誠に有難うございます。 

2015シーズンも皆様が質の高いレフェリングを提供することによって、県内のゲームを大いに盛り上げて頂くよ

う願っております。 

強化部の活動目標強化部の活動目標強化部の活動目標強化部の活動目標    

強化部では、県所属審判員の技術向上を主な目的として活動しております。 

具体的には将来のトップレフェリーへ繋がる人材の発掘・強化を中心に、審判員全体のレベルアップが図れる

よう取り組んでいきたいと考えております。 

残念なことに、このところ派遣審判員の人員不足と高年齢化が目立ってきました。中長期的な取組みになりま

すが、魅力的なトップレフェリーを排出することで、審判の門戸を叩く新規人材の獲得に繋げていきたいと思って

おります。 

また、将来を背負って立つ若い審判員には、技術だけでなく魅力的な人間に成長してもらえるように内面的な

部分も大切に磨いていきたいと思っております。 

強化審判について強化審判について強化審判について強化審判について    

今年度（上期）の関東強化カテゴリーのうち県所属

審判員についてお知らせ致します。 

昨年度は、残念ながら千葉県から1級審判員を輩

出できませんでした。今年度は是が非でも1級審判員

が誕生するように指導に努めて参ります。 

また、昨年に引続き1級審判員へ対しても県内上位

大会を担当する際には、更なるステップアップを目指

してサポートしていくよう考えています。

    

行事予定（強化部主催）行事予定（強化部主催）行事予定（強化部主催）行事予定（強化部主催）    

強化部では県内で審判活動する皆様

のお役にたてるよう右の行事を計画して

おります。 

対象者にはその都度、担当から連絡

致しますが興味のある方は是非ご一報

下さい。 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに    

最後になりましたが今年も皆様が健康でケガをせず、審判活動を通じてサッカーの楽しさや喜びを多くの仲間

と分かち合って頂くことを心より願っております。 

ま た 、 県 内 の 審 判 の 強 化 等 に 関 わ る 事 案 に つ い て 、 ご 意 見 ・ ご 要 望 が ご ざ い ま し た ら 堀 川

(e.horikawa@jcom.home.ne.jp)までぜひお寄せ下さい。 

 

≪女子部≫ 

女子部部長の宍浦智子です。女子部では、これから審判活動を始めようとしている方から上級審判を目指す

方まで、すべての女子審判員の活動を支えてきたいと思います。 

県内の女子サッカーが盛んになってくるにつれ、審判員も多く必要となります。女子審判員のみなさん、今現在

活動をしている方も、初心者の方も一緒に千葉県のサッカーを盛り上げ、活動を広げていきましょう。 

 女子部主催の研修会に、御参加お待ちしています。 

 

名称 時期 会場 

①フィットネスチェック 未定 未定 

②月例研修会 隔月 市立千葉高校他 

③宿泊研修会 10月下旬 未定 

④ミニ研修会 6、9、12月 県内各所 

1級候補者（１名） 村上 匡 

強化審判員（4名） 石原 美彦、竹中 健太、

中島 智広、松田 卓磨 

都県推薦審判員 

（5名） 

鈴木 悠介、平野 裕大、

森田 秀一、森本 慎三、

柳沢 健太 
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≪インストラクター部≫ 

インストラクター部では、毎年度関東の強化審判員や県内主要大会の準決勝・決勝戦及び社会人、大学等のリ

ーグ戦などへのアセッサー派遣に重点的に取り組んできています。 

昨年度は、より多くの試合にアセッサーを派遣するため、そして、試合会場での指導を充実させるための新たな

アセッサー派遣の仕組みをスタートさせました。開始初年度ということもあり、まだまだ十分なものとはなっていませ

んでしたので、今年度については、この仕組みをより充実させ、県内の多くの試合にアセッサーを派遣し、審判員

のレベルアップを図りたいと考えています。 

また、県内のインストラクターのレベルアップを図るため、年３回の研修会や個別の指導を通じて、インストラクタ

ーの指導力の向上を図っていきたいと考えています。 

審判員の皆さん、そしてインストラクターの皆さん今年度もよろしくお願いいたします。 

 

≪総務部≫ 

総務部では、前年度までに皆様からいただいたご意見を参考に、レフェリーニュースや、審判委員会ウェブサイ

トの内容の充実と見やすさ使いやすさの向上を目指した取り組みを行っていきたいと考えております。 

また、皆様が日ごろ審判活動を行っている中で、お困りの事やご要望等がございましたら菅原

（kh3h-sgwr@asahi-net.or.jp）までご意見等お寄せ下さい。 

 

 

☆2015年度各部の事業計画☆ 

≪普及部≫ 

2015201520152015年年年年    

■ サッカー4級審判員認定講習会 

4月12日（日）・5月6日（水）・5月24日（日）・6月7日（日）・ 

6月21日（日）・7月26日（日）・8月2日（日） 

※すべて千葉県科学スポーツセンター 

■ サッカー2級審判員昇級推薦審査及び 

サッカー3級審判員昇級審査 

4月29日（水）野田市総合公園 体育館・陸上競技場 

10月12日（月）野田市総合公園 体育館・陸上競技場 

 筆記試験の様子 

 

■ サッカー4級審判員更新講習会 

9月13日（日）・12月13日（日）※すべて千葉県科学スポーツセンター 

■ サッカー3級審判員更新講習会 

9月13日（日）・12月13日（日）※すべて千葉県科学スポーツセンター 

■ サッカー2級審判員更新講習会 

9月13日（日）※すべて千葉県科学スポーツセンター 

 

2016201620162016年年年年    

■ サッカー4級審判員認定講習会 

1月17日（日）・2月14日（日）・3月20日（日）・3月27日（日） 

※すべて千葉県科学スポーツセンター 

■ サッカー4級審判員更新講習会 

2月21日（日）千葉県科学スポーツセンター 

■ サッカー3級審判員更新講習会 

2月21日（日）千葉県科学スポーツセンター 

■ サッカー2級審判員更新講習会 

1月24日（日）千葉県科学スポーツセンター 

■ サッカー3級・4級審判員更新観戦研修講習会 

2月予定（都合により中止になる場合があります。） 
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≪育成部≫ 

■ U-15限定 新規取得講習会（随時実施予定） 

県内中学校をお借りしてユース審判員の仲間を増やします。選手としてだけではなく、審判員としても同世代の

横のつながりが持てると、よりサッカーの奥深さが見えてくるでしょう。 

■ ユース・若手審判員研修会（宿泊研修） 7月～8月頃実施予定 

12歳～25歳の3・4級審判員を対象とした研修会です。現役の選手を兼ねている審判員が多く、選手の心理を

理解しつつ、審判の気持ちも体験しています。 

この研修会に参加する審判員は、技術的にはまだまだ未熟ですが、年齢的には伸びしろが大きく、将来を期待

させる参加者も多いです。 

    

ユース・若手審判研修会の様子 

■ 新3級審判員研修会（日帰り研修）年2回、昇級審査後実施予定 

3級昇級審査に合格した審判員を対象に、県内リーグ戦（公式戦）をお借りして実技研修を実施しています。少

年指導に携わって審判を始め、4種の試合しか経験がない方々が多いのですが、参加者からは「目からウロコ」と

評価いただいています。 

■ シニア審判員研修会（宿泊研修） 10月～11月頃実施予定 

35歳以上の3・4級審判員を対象に、U-15の練習試合による実技研修および宿舎での座学を行っています。非

常に人気が高く、例年すぐに定員に達してしまいます。特に宿舎での親睦会が好評で、それを目的（!?）に毎年参

加される方もいらっしゃいます！ 

 

≪女子部≫ 

■ 8月 強化・育成研修（香取市） 

■ 10月～11月 初心者研修（習志野市） 

■ 2月 強化・育成研修（船橋市） 

■ 2月～3月 新規取得講習 

 

≪インストラクター部≫ 

■ アセッサー派遣の充実（年間） 

■ 新規取得・実技・講義講習会等へのインストラクター派遣（年間） 

■ 研修会等によるインストラクターの指導力の向上（研修会3回他） 

 

 

≪競技部≫ 

■ 千葉県サッカー協会主催大会等の割当業務（年間） 
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求む！サッカー審判員 ～審判割り当てを受けてみませんか？～ 

現在現在現在現在3333級を取得されて審判活動をされている級を取得されて審判活動をされている級を取得されて審判活動をされている級を取得されて審判活動をされている方で、審判が楽しい、もっとうまくなりたい！でも、子供が成長して活動場方で、審判が楽しい、もっとうまくなりたい！でも、子供が成長して活動場方で、審判が楽しい、もっとうまくなりたい！でも、子供が成長して活動場方で、審判が楽しい、もっとうまくなりたい！でも、子供が成長して活動場

所をどうしよう？とお考えの方はいませんか？所をどうしよう？とお考えの方はいませんか？所をどうしよう？とお考えの方はいませんか？所をどうしよう？とお考えの方はいませんか？    

 

（公社）千葉県サッカー協会審判委員会では、選手にいいゲームを提供するために、本気で審判活動にご協

力いただける方を探しています。 

最初は自信がなくても、大丈夫！U-15クラスの副審からお願いして、経験を積んでいただいてレヴェルとスキ

ルをアップしてみませんか？ 

詳細は、競技部 吉野 yy@catv296.ne.jpまたは、070-5590-5141まで、ぜひご連絡お待ちしております！ 

 

派遣審判員の方へ派遣審判員の方へ派遣審判員の方へ派遣審判員の方へ    

■ 審判員同士で事前割当確認をお願いします。 

割当→主審・副審等相互連絡（試合の2～3日前までに、連絡を取り合うこと。） 

原則、主審から副審に事前確認の連絡を行うこと。（主審から連絡が無い場合は、副審から主審に連絡する。） 

★★審判員緊急時の連絡体制について★★ 

審判員緊急事態発生時 該当審判員が行うこと 競技部が行うこと 備考 

該当試合が2～3日前 

の場合 

競技部の審判割当担

当宛に連絡する。 

・代替審判員の手配 

・他確定審判員や関係者へ連

絡する。 

審判員は、主審・副

審相互の連絡 

該当試合が前日～ 

当日の場合 

競技部の吉野氏（総

括）宛に連絡する。 

 ・確定審判員、関係者へ連絡

（代替審判員の手配（携帯

連絡）） 

・他携帯連絡 

※代替不可の場合は、割当状

況により、試合前後の審判

員を手配する等 

代替不可の場合は、

試合会場にて対応可

能か？（審判依頼者・

チーム関係者） 

 

審判員の緊急事態にて、試合不成立の場合・・・競技部担当・総括→審判依頼者・関係者・委員長へ連絡→審判

委員会協議 

■ 割当担当の連絡先 

氏名 電話番号 メールアドレス／携帯アドレス 主割当担当 

野口豪志 070-5074-5130  hotman1226@gmail.com 県ユース担当 

野崎克也 070-5573-5131  katsuya-nozaki@jcom.home.ne.jp 県社会人1部・大学1部担当 

曽我文宏 070-5547-5132  fs068913@yahoo.co.jp 県社会人2部・大学2部担当 

中間敏雄 
070-5595-5142  fwja3585@nifty.com 

cfarc-03@wcm.ne.jp 
日本・関東協会担当 

吉田伸子 
070-5576-5133  choko-milk-ushi@nifty.com 

cfarc-05@willcom.com 
女子担当 

吉野幸雄 
070-5590-5141  yy@catv296.ne.jp 

yy29401@gmail.com 
可能日調査担当・総括 

 

 

    

    

     

今後もご活躍を期待致します！！今後もご活躍を期待致します！！今後もご活躍を期待致します！！今後もご活躍を期待致します！！(順不同・敬称略)    

≪10年≫坂口 寛、藤崎 武彦 

≪20年≫谷 清美、遠藤 光男、小林 利男、森 義也、及川 隆志 

～長年に～長年に～長年に～長年に亘り亘り亘り亘りご尽力いただきありがとうございます！～ご尽力いただきありがとうございます！～ご尽力いただきありがとうございます！～ご尽力いただきありがとうございます！～ 
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U22日本代表vsU22ミャンマー代表戦観戦研修 

JFAS級レフェリーインストラクター 大野辰巳   

寒い中での観戦研修お疲れ様でした。寒い中での観戦研修お疲れ様でした。寒い中での観戦研修お疲れ様でした。寒い中での観戦研修お疲れ様でした。    

試合後に講習という形で、簡単な審判上の留意点を説明しましたが、場内の騒がしさにより、聞き取れなかった方が多試合後に講習という形で、簡単な審判上の留意点を説明しましたが、場内の騒がしさにより、聞き取れなかった方が多試合後に講習という形で、簡単な審判上の留意点を説明しましたが、場内の騒がしさにより、聞き取れなかった方が多試合後に講習という形で、簡単な審判上の留意点を説明しましたが、場内の騒がしさにより、聞き取れなかった方が多

いと思い、紙面を借りて説明します。いと思い、紙面を借りて説明します。いと思い、紙面を借りて説明します。いと思い、紙面を借りて説明します。    

 

この試合の主審は、カンボジアのトン・チャンケチャ氏。33才のカンボジアで将来を期待されている審判員で

す。 

国際サッカー連盟（FIFA）に所属している国等は何名かの国際審判員を登録することができます。ただし、登

録されたからといってすぐにFIFAやアジアサッカー連盟（AFC）から国際試合の指名をもらえる訳ではありません。

AFCでは、登録された国際審判員の力量をはかる「リクルーター」が実際に試合（その国の国内リーグ等）を見て、

「使える」と判断されると「エリート」として登録されます。これでやっとAFCからの割り当てがもらえることになりま

す。 

トン・チャンケチャ氏は、残念ながらエリートから漏れています（今年再チャレンジするそうです）。つまり、国際

試合の経験が少ないということになります。今回の試合では、その経験不足が「動きの質」という点で顕著に表れ

てしまいました。 

判定に関しては、全体的な笛の遅さ、アドバンテージの不安定さ（アドバンテージにすべきものに笛を吹いた）、

ハンドの基準、明らかなファウルスローの見逃し、警告相当のファウルを警告しなかった、等々ありました。ただ、

これらはトン氏の資質というより、たまたまそう判断した、のだと思います。 

一番の課題は「動きの質」の悪さ。プレーに巻き込まれたり、パスコース、プレーコースに立ってしまうことが目

立ちました。おそらく、「展開を読む」ことができていないのではないかと思います。 

展開が縦に早い時は「対角帯」をスムーズに走り、プレーを追っていましたが、展開が横に変わったり、細かい

パスが多くなると、立ち止まることが多く、リスタートが遅いため巻き込まれることになりました。こういうことは皆さん

も経験していませんか。一生懸命走っているのにプレーに巻き込まれる、自分に向かってボールが飛んでくる、な

どなど。 

原因は「展開を読む」ことをしないからです。目の前のプレーがどうなるのか、プレーヤーは何をしようとしてい

るのか、どういう方向にプレーが進むのか、等を常に考えましょう。 

そのためには自分の周囲だけではなく、もう少し先を見ましょう。首を振って左右（自分の身体の向きを時計の

12時としたら、10時から2時までの間のディフェンスラインとその近くの攻撃側競技者を常に見ましょう。見るため

には、プレーから目を離す必要があります。どのタイミングで目を離すのが判定に影響ないか、考えましょう。 

慣れないと難しいです。目を離すタイミングが早くてアフターを見逃したり、いろいろ起きると思います。でも自

分のタイミングを掴むためには、多くの試合を経験することが必要です。もちろん常にこんなことを考えながらの

経験です。ただ数をこなすということではないことはお分かりですよね。 

展開が読めるようになり、良い角度と距離を保つことができると判定が楽だし、楽しくなります。常に考えながら

のレフェリングを心掛けてください。そのために質の高い経験（質の高い試合ではない）をこなしてください。 

さあ、レフェリングを楽しみましょう。 

  

2015年3月11日フクダ電子アリーナ 当日担当の審判団 

 

 



Chiba Football Association Referees’ Committee           ---- 8 ----    

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度    千葉県第１種サッカー選手権大会千葉県第１種サッカー選手権大会千葉県第１種サッカー選手権大会千葉県第１種サッカー選手権大会    決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    

2015年3月15日（日）12：30キックオフ ～ ゼットエーオリプリスタジアム ～ 

ブリオベッカ浦安ブリオベッカ浦安ブリオベッカ浦安ブリオベッカ浦安    1111（（（（1111----0000、、、、0000----0000））））0 0 0 0 順天堂大学蹴球部順天堂大学蹴球部順天堂大学蹴球部順天堂大学蹴球部            

主審：金次金次金次金次    雄之介氏雄之介氏雄之介氏雄之介氏、副審：村上村上村上村上    勝則氏勝則氏勝則氏勝則氏、森田森田森田森田    秀一氏秀一氏秀一氏秀一氏、第4の審判員：中島中島中島中島    智広氏智広氏智広氏智広氏（文中敬称略） 

 

Q. Q. Q. Q. まずは今日の試合の感想をまずは今日の試合の感想をまずは今日の試合の感想をまずは今日の試合の感想を    
お聞かせお聞かせお聞かせお聞かせ下さい下さい下さい下さい    

金次金次金次金次： 2年連続で選手権の決勝

を担当したのですが、両チ

ームがフェアでしっかりプ

レーしていたので良かった

です。 

村上村上村上村上：雨が降らなくてよかったです

（笑）。両チーム関東リーグ

上位で全日本クラスのチー

ムなので思った通りスピード

があって、緊張したなかで

担当できて楽しかったです。                        

（                 （左から 森田氏、中島氏、金次氏、村上氏）   

森田森田森田森田：予想通り中盤から組み立ててゲームが展開される試合で、いろいろな経験ができて良かったです。 

中島中島中島中島：非常に緊張感のある試合で、特に後半残り10分は両チームの熱い思いが感じられ、目の離せない素晴らしい試

合で、それに携われて感激しています。 

Q. Q. Q. Q. 本日の決勝の割り当てをもらって今日まで準備してきたこと、心がけたことは？本日の決勝の割り当てをもらって今日まで準備してきたこと、心がけたことは？本日の決勝の割り当てをもらって今日まで準備してきたこと、心がけたことは？本日の決勝の割り当てをもらって今日まで準備してきたこと、心がけたことは？    

金次金次金次金次：昨日決勝担当に変更になったので（笑）。やはり決勝は特別なのですが、自分としてはどの試合も同じ気持ち

や体調で臨むように心がけています。ただ、少し前にインフルエンザになってしまい、治ってから今日の試合

まで完全に体調をもどすことはできなかったのですが、やれることをやろう！と思いました。 

村上村上村上村上：先週の日曜日に対戦相手が決まったので、その2チームをイメージしながら準備しました。年明けに軽い怪我をし

てしまったので、それを治して万全な状態でやれるように頑張りました（笑）。 

森田森田森田森田：初めての大きな舞台で、出来る限りの準備をしようと思い、特にイメージトレーニ

ングや体力トレーニングをしました。    

中島中島中島中島：最近、寒暖の差が激しい日が続いているので、風邪をひかないように気を付け

ました。 

金次金次金次金次：それは（インフルエンザになった）俺へのあてつけかい？（笑） 

中島：中島：中島：中島：いえいえ！インフルエンザと風邪は違いますヨ！（汗） 

Q. Q. Q. Q. これまで審判をやってきて審判の魅力や充実感を感じる時は？これまで審判をやってきて審判の魅力や充実感を感じる時は？これまで審判をやってきて審判の魅力や充実感を感じる時は？これまで審判をやってきて審判の魅力や充実感を感じる時は？    

金次金次金次金次：審判していて楽しいと感じる時は、審判すると

言うよりも一緒にサッカーしていると感じられた時ですね！選手とコミュニケーシ

ョンが上手く取れて試合全体で一体感が感じら

れた時は最高です。 

村上村上村上村上：選手のやりたいプレーを引き出すレフェリングが出来た時ですね！まあ、そんな

時は限りなく少なく、批判を受けることの方が多いですが（全員うなずく）、若い人

にこういう人（審判）になりたいと思ってもらえるような手本になりたいですね。 

森田森田森田森田：レフェリーの世界観が凄いですね！チームで審判していて試合中にアイコンタク

トなどで意志が通じた時などはうれしいです。    

中島中島中島中島：審判の魅力は『上手く行かないこと！』だと思います。（上手く行かず）次はもっとこ

うしよう！と、常に向上心を持ち、ひとつの目標に向かって特にチームでチャレン

ジできることが素晴らしいと思います。あと、すてきな先輩（社長とか？）にも逢え

ました。 
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QQQQ. . . . では、一番では、一番では、一番では、一番嬉しかった嬉しかった嬉しかった嬉しかった出来事は何ですか？出来事は何ですか？出来事は何ですか？出来事は何ですか？    

金次金次金次金次：事情があって一時期審判が出来ない時があったのですが、その復帰戦で無心で

審判できた時です。その試合ではメチャメチャ走って、芝の上を走れる事、審判

が出来る事に感激しながら何故か無心で審判していました。その時はうれしかっ

たです。 

村上村上村上村上：観客に「レフェリー！」と応援してもらった時です！1回だけでなく何回かあるんですよ

（笑）。 

森田森田森田森田：以前に担当したチームの選手とかが、その後の試合で自分を覚えてくれていた時は

うれしいです。    

中島中島中島中島：90分を無事に終えた時、その後のビールがおいしいです。120分は辛いですが、、、（笑）。ただ、今日のゲームな

ら120分になって、もっとやりたいと思いました（全員うなずく！）。 

Q. Q. Q. Q. 私もそうですが、辛かったことは多いと思うので私もそうですが、辛かったことは多いと思うので私もそうですが、辛かったことは多いと思うので私もそうですが、辛かったことは多いと思うのですがすがすがすが、、、、一番一番一番一番辛かった事辛かった事辛かった事辛かった事
をひとつをひとつをひとつをひとつ、、、、代表して金次さん代表して金次さん代表して金次さん代表して金次さん    

金次金次金次金次：うーん、、、（ここで深く考え込んでしまい、村上さんがフォロー） 

村上村上村上村上：私は、怪我（アゴを骨折）して審判が出来なかった事ですね！ 

金次金次金次金次：（考えに考えて）何だろう、上手く行かない時期、何をやっても上手く行かない時

期があって、それは辛いですね。そういう時は同じミスを繰り返したり、同じ事が

起こったりするんですよね。 

Q. Q. Q. Q. 村上さんは家庭・家族を持つ審判として、どうやって審判の時間を作っているのですか？村上さんは家庭・家族を持つ審判として、どうやって審判の時間を作っているのですか？村上さんは家庭・家族を持つ審判として、どうやって審判の時間を作っているのですか？村上さんは家庭・家族を持つ審判として、どうやって審判の時間を作っているのですか？    

村上村上村上村上：（家から）出て来ちゃう事です（笑）。出たもの勝ちです（笑）。ただ、審判割り当ての無い時は、どれだけ（家庭

の事を）やっているふりをするか？ですね！掃除を手伝ったり、審判服も自分で洗濯しますよ！ 

金次：金次：金次：金次：俺も家でご飯つくるよ！（金次さんの料理の腕前は凄いらしい） 

Q. Q. Q. Q. 森田さんはお若いですが、同じような若手審判を増やすにはどうしたらよいと思いますか？森田さんはお若いですが、同じような若手審判を増やすにはどうしたらよいと思いますか？森田さんはお若いですが、同じような若手審判を増やすにはどうしたらよいと思いますか？森田さんはお若いですが、同じような若手審判を増やすにはどうしたらよいと思いますか？    

森田森田森田森田：私は大学リーグで副審をする機会があり興味を持ったので、そういう機会が増えると若い審判も増えると思い

ます。あと、魅力的な誘いがあれば、、（笑）。 

餂餂餂餂㨕㨕㨕㨕     中島さんは４月から就職して社会人ですが、審判活動の時間をどう作りますか？中島さんは４月から就職して社会人ですが、審判活動の時間をどう作りますか？中島さんは４月から就職して社会人ですが、審判活動の時間をどう作りますか？中島さんは４月から就職して社会人ですが、審判活動の時間をどう作りますか？    

中島中島中島中島：他人が頑張っていない時間に頑張るしかないですね！後で上手な休みの入れ方を教えてください（笑）。 

Q. Q. Q. Q. それでは、今後の中長期的な目標を教えてそれでは、今後の中長期的な目標を教えてそれでは、今後の中長期的な目標を教えてそれでは、今後の中長期的な目標を教えて下さい下さい下さい下さい    

金次金次金次金次：もっともっと上のステージでやれる事です。 

村上村上村上村上：若手の育成です。世界に通用する若いレフェリーが出て

くるお手伝いが出来るように、いい意味でも悪い意味で

もお手本になりたいと思います。 

森田森田森田森田：１級になって金次さんを抜くことです！（森田さんは金次

さんと同じ大学の後輩だそうです）    

中島中島中島中島：金色のワッペンをつけることです！ 

Q. Q. Q. Q. 最後に今シーズンの目標、抱負をお聞かせ下さい最後に今シーズンの目標、抱負をお聞かせ下さい最後に今シーズンの目標、抱負をお聞かせ下さい最後に今シーズンの目標、抱負をお聞かせ下さい    

金次金次金次金次：しっかりとコンディションを維持して、パフォーマンスをレベルアップさせ１つでも上のステージに行けるよう  1

試合1試合全力を出し切ります！ 

村上村上村上村上：割り当てをもらった試合は全て担当できるよう、1年間怪我をしないことです！ 

森田森田森田森田：私も就職して社会人になるので、今ある環境で出来る限りのことをやっていきます！ 

中島中島中島中島：理想としては毎週審判をやりたいですが、現実的には足元を固めつつ割り当てられた試合に出る、活動し続ける

ことです！ 

     

インタビューご協力ありがとうございました。金次さんに審判してインタビューご協力ありがとうございました。金次さんに審判してインタビューご協力ありがとうございました。金次さんに審判してインタビューご協力ありがとうございました。金次さんに審判していていていていて辛かった事を聞いた時、深く考え込んで辛かった事を聞いた時、深く考え込んで辛かった事を聞いた時、深く考え込んで辛かった事を聞いた時、深く考え込んで
しまったのを見て、辛いことも多いけど、やはりみんな審判が好きなんだ！と思いました。（私も同じです）しまったのを見て、辛いことも多いけど、やはりみんな審判が好きなんだ！と思いました。（私も同じです）しまったのを見て、辛いことも多いけど、やはりみんな審判が好きなんだ！と思いました。（私も同じです）しまったのを見て、辛いことも多いけど、やはりみんな審判が好きなんだ！と思いました。（私も同じです）    
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2015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（公社）千葉県サッカ（公社）千葉県サッカ（公社）千葉県サッカー協会主催分のみ掲載しています。各郡市協会主催分につきましては、ー協会主催分のみ掲載しています。各郡市協会主催分につきましては、ー協会主催分のみ掲載しています。各郡市協会主催分につきましては、ー協会主催分のみ掲載しています。各郡市協会主催分につきましては、『『『『KickoffKickoffKickoffKickoff』でご確認下さ』でご確認下さ』でご確認下さ』でご確認下さ

い。い。い。い。（申込方法・注意事項は（申込方法・注意事項は（申込方法・注意事項は（申込方法・注意事項は１６１６１６１６ページを参照下さい。）ページを参照下さい。）ページを参照下さい。）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 

5月6日(水) 
9:30～

10:00 

10:00～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ

科学センター 

（1研修室） 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7,020 

ﾕｰｽ:\1,000 

5月24日(日) 
9:30～

10:00 

10:00～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ

科学センター 

（1研修室） 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7,020 

ﾕｰｽ:\1,000 

6月7日(日) 
9:30～

10:00 

10:00～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ

科学センター 

（1研修室） 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7,020 

ﾕｰｽ:\1,000 

6月21日(日) 
9:30～

10:00 

10:00～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ

科学センター 

（1研修室） 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\,7020 

ﾕｰｽ:\1,000 

7月26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

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

90名 有り 
一般:\,7020 

ﾕｰｽ:\1,000 

8月2日(日) 
9:30～

10:00 

10:00～

16:30 
講義 

千葉県スポーツ

科学センター 

（1研修室） 

千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ

「天台スポーツセン

ター駅」徒歩１0分 

160名 有り 
一般:\7,020 

ﾕｰｽ:\1,000 

※※※※    フットサルの更新講習会の予定は、フットサルの更新講習会の予定は、フットサルの更新講習会の予定は、フットサルの更新講習会の予定は、原稿締め切り時点で未定です。原稿締め切り時点で未定です。原稿締め切り時点で未定です。原稿締め切り時点で未定です。確定次第、確定次第、確定次第、確定次第、『『『『KickoffKickoffKickoffKickoff』』』』にてご案内しますにてご案内しますにてご案内しますにてご案内します。。。。    

 

 

2015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平成（この推薦予備試験は平成（この推薦予備試験は平成（この推薦予備試験は平成27272727年年年年10101010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）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）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）月に行われる関東協会２級昇級試験のための予備テストです）    

 

2級審判員の昇級を希望する方は、次の方法によりチャレンジしてください。 

１．資格要件１．資格要件１．資格要件１．資格要件            
（１） 受験資格： 2015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。 

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：審判手帳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 
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2015年4月29日（水）野田市総合公園 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 

なお、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。 

※※※※申込受付期間申込受付期間申込受付期間申込受付期間    平成平成平成平成27272727年年年年4444月月月月4444日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～4444月月月月18181818日（土）日（土）日（土）日（土）迄迄迄迄、、、、1111次審査書類次審査書類次審査書類次審査書類4444月月月月20202020日（月）必着日（月）必着日（月）必着日（月）必着    

 

 

2015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 

 

2015201520152015年度、第年度、第年度、第年度、第1111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、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、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、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、3333級審判員として活躍されることを期待し級審判員として活躍されることを期待し級審判員として活躍されることを期待し級審判員として活躍されることを期待し

ます。ます。ます。ます。    

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：2015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：審判手帳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 

2015年4月29日（水）野田市総合公園 体育館・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 

なお、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 

※申込受付期間※申込受付期間※申込受付期間※申込受付期間    平成平成平成平成27272727年年年年4444月月月月4444日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～4444月月月月18181818日（土）日（土）日（土）日（土）迄、迄、迄、迄、1111次審査書類次審査書類次審査書類次審査書類4444月月月月20202020日（月）必着日（月）必着日（月）必着日（月）必着    
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2015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平成（この推薦予備試験は平成（この推薦予備試験は平成（この推薦予備試験は平成27272727年年年年10101010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： 2015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。 

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：審判手帳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 

2015年4月29日（水） 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 

なお、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 

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         

①Web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REFEREES REFEREES REFEREES REFEREES ‘‘‘‘DIARYDIARYDIARYDIARY審判記録用紙審判記録用紙審判記録用紙審判記録用紙

コピーコピーコピーコピーを添付し、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、Ｗｅｂサイトに掲載詳細等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載詳細等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載詳細等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。致します。致します。致します。    

 

 

2015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 

 

2015201520152015年度、第年度、第年度、第年度、第1111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、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、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、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、3333級審判員として活躍されることを期待し級審判員として活躍されることを期待し級審判員として活躍されることを期待し級審判員として活躍されることを期待し

ます。ます。ます。ます。    

1111．資格要件．資格要件．資格要件．資格要件            
（１）受験資格： 2015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
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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。 

a. 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 

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：審判手帳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 

2015年4月29日（水） 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；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 

なお、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         

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、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REFEREEREFEREEREFEREEREFEREE‘‘‘‘DIARYDIARYDIARYDIARY審審審審

判記録用紙コピー判記録用紙コピー判記録用紙コピー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。    

 

 

2015年度フットサル4級審判新規取得講習会（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、（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、（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、（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、『インターネットをご利用頂ける方は、『インターネットをご利用頂ける方は、『インターネットをご利用頂ける方は、『KickoffKickoffKickoffKickoff』でご確認下さい。（申込方法・注意事項は』でご確認下さい。（申込方法・注意事項は』でご確認下さい。（申込方法・注意事項は』でご確認下さい。（申込方法・注意事項は１６１６１６１６ページを参照下さい。）ページを参照下さい。）ページを参照下さい。）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    

4月26日

（日） 

9:30～

10:00 

10:00～

17:00 
講義 ※未定 ※未定 

 

５０名 

 

未定 Web参照 

※※※※会場会場会場会場はははは現時点では確定できていませんので、詳細はＷｅｂの方で現時点では確定できていませんので、詳細はＷｅｂの方で現時点では確定できていませんので、詳細はＷｅｂの方で現時点では確定できていませんので、詳細はＷｅｂの方で確認下さい確認下さい確認下さい確認下さい。。。。 

 

カテゴリー審判員研修会カテゴリー審判員研修会カテゴリー審判員研修会カテゴリー審判員研修会（フットサル）（フットサル）（フットサル）（フットサル）     ２０１５年４月５日（日）１０時～１２時 会場：東金アリーナ    
 

ビーチサッカー講習会ビーチサッカー講習会ビーチサッカー講習会ビーチサッカー講習会     ２０１５年６月７日（日）１７時～１９時 会場：蘇我コミュニティーセンター  

 

帯同審判員対象フォローアップ研修会帯同審判員対象フォローアップ研修会帯同審判員対象フォローアップ研修会帯同審判員対象フォローアップ研修会      ２０１５年４月１８日 （土）時間：９時～１７時 会場： スポーツコミュニティ浜野 
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審判員関係者対象の傷害審判員関係者対象の傷害審判員関係者対象の傷害審判員関係者対象の傷害保険について（お知らせ）保険について（お知らせ）保険について（お知らせ）保険について（お知らせ）    

（公社）千（公社）千（公社）千（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、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、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、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活動中におけるケガや熱中症などの活動中におけるケガや熱中症など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万が一に備えた保険を契約万が一に備えた保険を契約万が一に備えた保険を契約していますしていますしていますしています。事故があった際には、下記説明をご確認の上、担当者までご連絡。事故があった際には、下記説明をご確認の上、担当者までご連絡。事故があった際には、下記説明をご確認の上、担当者までご連絡。事故があった際には、下記説明をご確認の上、担当者までご連絡下さい下さい下さい下さい。。。。    

 

補償補償補償補償適用がなされる活動例適用がなされる活動例適用がなされる活動例適用がなされる活動例    
○ （公社）千葉県サッカー協会（以下『県協会』という）が主催（開催）する各種大会の試合の審判活動（県協会サイ

ト≫事業計画 のページで該当する大会をご確認ください。） 

○ 県協会審判委員会競技部から派遣依頼を受けた審判活動 

○ 県協会審判委員会インストラクター部から派遣依頼を受けたアセッサーおよびインストラクター活動 

○ 県協会が主催する審判資格新規取得および更新講習会参加 

○ 県協会審判委員会が開催する昇級試験および昇級予備試験参加 

○ 県協会審判委員会が開催する各種研修会での活動（実技・講義共。スタッフ含む） 

○ 県協会審判委員会の各種会議および活動参加 

○ 県協会審判委員会から依頼を受けた審判アテンド等の業務 

○ 県協会審判委員会より選出を受けた者が、県協会から出席依頼された各種会議参加 

補償補償補償補償適用されない活動例適用されない活動例適用されない活動例適用されない活動例    
× 県内各地域協会や、クラブが主催する各種大会や練習試合での、県協会審判委員会より派遣依頼を受けたも

のではない審判活動 

× 県内各地域協会が開催する審判資格新規取得および更新講習会参加 

補償補償補償補償される症例等される症例等される症例等される症例等    
○ 活動のための往復途上のけが・特定疾病 

○ 審判中のけが・特定疾病 

○ 上記のけが・特定疾病により入院した （特定疾病・・・心筋梗塞等の急性心疾患、急性脳疾患、急性呼吸器

疾患、細菌性食中毒、熱中症、低体温症、脱水症） 

※ 宿泊を伴う活動については、特定疾病は補償の対象外となります。 

次のような場合等は適用されません。次のような場合等は適用されません。次のような場合等は適用されません。次のような場合等は適用されません。    
× 本人の故意または重大な過失によるもの 

× 本人の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるもの 

× 本人の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤またはシンナー等の使用によるもの 

× 本人が無資格運転中、または酒酔い運転中の事故 

× 他覚症状のない本人の感染症 

× 頸部症候群（むち打ち症）及び腰痛で自覚症状しかないもの 

× 本人の妊娠、出産または早産 

× 戦争その他の変乱、放射能汚染等 

× 行事開催日の直前12か月以内に医師の治療を受け、または治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた

疾病と医学的に因果関係のある急性心疾患・急性呼吸器疾患 

※ 宿泊を伴う活動については、上記のほか地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故や、脳疾患・疾

病または心神喪失に起因する事故等についても補償の対象外となります。 

≪別表1・通常の活動の補償金額≫ 

補  償  種  別 補償金額（最高） 

災害死亡補償 
（傷害）   500万円 

（疾病）   250万円 

後遺障害補償 
（傷害）   500万円 

（疾病）   250万円 

療養補償 

入院日額 
（傷害） 3,000円 

（疾病） 1,500円 

手術（傷害・疾病） 
手術の種類により、各

入院日額の10～40倍 

通院日額 
（傷害） 2,000円 

（疾病） 1,000円 

≪別表2・宿泊を伴う場合の補償金額≫ 

保障項目 補償金額 

（最高） 

死亡・ 

後遺障害 

1,000万円 

入院 5,000円 

通院 3,000円 

賠償責任 

携行品損害 

救援者費用 

留守宅損害 

補償しない 

本件に関するお問い合わせ先：本件に関するお問い合わせ先：本件に関するお問い合わせ先：本件に関するお問い合わせ先：    

審判委員会総務部保険担当 染田 

☎090-3050-6571 

E-mail  spzg2dw9@tea.ocn.ne.jp 
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ごごごご存知ですか？存知ですか？存知ですか？存知ですか？「ＲＡちば」「ＲＡちば」「ＲＡちば」「ＲＡちば」    
2222級サッカー審判員として活躍されている級サッカー審判員として活躍されている級サッカー審判員として活躍されている級サッカー審判員として活躍されている木原さんより、以下のようなおたよりが来ていますので、ご紹介します。木原さんより、以下のようなおたよりが来ていますので、ご紹介します。木原さんより、以下のようなおたよりが来ていますので、ご紹介します。木原さんより、以下のようなおたよりが来ていますので、ご紹介します。    

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

このたび千葉県で審判活動をしていただいている皆様に、ＲＡちばの活動について紹介したいと思います。 

ご興味のある方は是非一緒に活動しましょう。 

 

まず初めに、「ＲＡちば」ってなんなの？？まず初めに、「ＲＡちば」ってなんなの？？まず初めに、「ＲＡちば」ってなんなの？？まず初めに、「ＲＡちば」ってなんなの？？ 

正式名称は「千葉県サッカー審判協会」です。 

審判員の技術向上や親睦等を目的とした組織です。 

活動内容は？活動内容は？活動内容は？活動内容は？ 

月例で、会報配信、トレーニング、競技規則勉強会、フットサルを行っています。 

会報は、毎月1回メールにて配信し、毎月の活動日程や審判活動に有用な様々情報が送られてきます。 

トレーニングは、毎月第2週目の平日（19時～21時）に、加入されている1級審判員の方々を中心に審判活動

に役立つトレーニングを実施しています。活動場所は、奇数月は千葉市内、偶数月は浦安市内です。 

競技規則勉強会は、毎月第3週目の平日（19時～21時）に習志野市内で開催しています。勉強会では映像を

利用して競技規則を確認したり、日頃の疑問点を話し合い、競技規則をより理解できる場となっています。 

フットサルは、毎月第４週目の平日（20時～22時）に千葉市内で、プレーヤーとしてボールを蹴りながらトレー

ニングを行っています。 

また、月例活動の他、審判員協力交流事業として、中学校～大学生の招待大会等への審判協力ならびに、

U-15/U18の練習試合を利用した実技トレーニングも行っております。 

さらに、毎年2回（4月・12月）講師を招き講演会を開催し、講演会後には、懇親会・忘年会を行っています。

（昨年末の講演会の講師はブラジルＷ杯の開幕を担当された西村雄一さんでした。） 

 

    

  平成26年度第１回講演会（藤原明夫氏） 平成26年度第2回講演会（西村雄一氏） 

  

このように毎月さまざまな活動を行って、体力向上や競技規則の理解を深めると共に、審判員の親睦を図って

います。是非、審判活動をされている皆様で、ＲＡちばに興味がある方のご連絡をお待ちしています。 

【会費】 入会金1,000円 ・ 年会費 2,000円 

【お問い合わせ】 木原 裕之 e-mail：kihara@torei-kucho.co.jp 

【OFFICIAL SITE】 http://rachiba.web.fc2.com 

  

    講演会終了後に記念撮影 ＲＡ関東サッカー交流会後の記念撮影 

Est. Year of 2000 
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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。 

 

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        

サッカー未経験の私が、息子のサッカーチームのお手伝いで審判を見よう見まねで始めて、その後3級審判の資

格を取り県の派遣審判を受けた事ですっかり審判にハマり、とうとうレフェリーニュースの原稿を書く事になるとは、

当時の私からは想像もつかない事でした。審判をすることで仲間が増え、外側からしか見えていなかったサッカーの

内部に触れることができ、多くの発見もありました。そんな審判の楽しさ、奥深さを少しでも伝えられたら！と、編集

に加わりましたが、少しは伝わったでしょうか？こんな審判オヤジが沢山増えることを願っています！（hase） 

   

レレフフェェリリーーニニュューースス編編集集員員  

木川  綾 編集責任者 E-mail ： imp1818@keh.biglobe.ne.jp 

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

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

染田 洋 E-mail ： spzg2dw9@tea.ocn.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    

レフェリーニュレフェリーニュレフェリーニュレフェリーニュースに掲載する広告を募集してースに掲載する広告を募集してースに掲載する広告を募集して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×ヨコ×ヨコ×ヨコ×ヨコ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。 

 


