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≪2017年度 第2回 サッカー2級審判員推薦審査のお知らせ≫ 

（この審査は2018年4月に行われる（一社）関東協会2級昇級試験に推薦するためのものです） 

2級審判員へ昇級を希望する方は、下記の方法によりご応募願います。 

 

１．資格要件   

（１） 受験資格： 2017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、公式戦（千葉県主催以上）であり主審実績が 15試合以上。 

b. 4種の試合（8人制を含む）は、1日 2試合（2試合とも主審）までを通常の 1試合と判定する。 

c. フットサル・ビーチサッカーの試合は含まない。 

   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（一社）関東協会、（公社）千葉県協会の審判活動に積極的に従事

できること。 

２．資格審査   

（１） （一社）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歳以下の者が推薦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   

● 第1次審査； 書類審査 

① 審判実績確認：REFEREES'DIARY（サッカー審判員用）審判記録コピー（30試合以上）及び実

績記載用紙の提出による。【公式戦（千葉県主催以上）・主審実績（15試合以上）】 

4種の試合（8人制を含む）は、1日2試合（2試合とも主審）までを通常の1試合と判定する。 

※審判委員会ホームページの推薦審査（Ｓ2）実績記載用紙を使用して提出 

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 

・ 2017年 10月 9日（月・祝）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 （詳細は後日発表） 

・ 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試合ともに審判アセッサー評価で8.0以上を合格とする。 

 

※ 詳細等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。 

 

 

 

≪2017年度 第2回 サッカー3級審判員昇級認定審査のお知らせ≫ 

3級審判員へ昇級を希望する方は、下記の方法によりご応募願います。 

 

１．資格要件   

（１） 受験資格： 2017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。 
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（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試合までを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。 

   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）千葉県協会の審判活動に積極的に従事できること。 

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   

● 第1次審査； 書類審査 

① 審判実績確認：REFEREES’DIARY（サッカー審判員用）審判記録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 

・ 2017年 10月 9日（月・祝）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 （詳細は後日発表） 

・ 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 

 

※ 詳細等が決定し次第、Ｗｅｂサイトに掲載致します。 

 

≪2017年度 第2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29年10月(予定)に行われる（一社）関東協会2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、下記の方法によりご応募願います。 

 

１．資格要件   
(1) 受験資格： 2017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（一社）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   

(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。 
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(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   

   ● 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 

・ 2017年10月9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 

1000m走 4分40秒以内 

スピードテスト(10m) 12秒以内 

アジリティーテスト(30m) 23秒以内 

・ 講義『2次審査合否発表後 後日』 

合格者に2級審判員として必要な講義を約2時間実施する 

● 第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   

① Webでの申込手続きを完了させてください。 

推薦審査(F2)申込書と、 審判証の写真側のコピー、審判実績15試合分以上のREFEREES ’DIARY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。 

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サイトに掲載致します。 

 

 

≪2017年度 第2回 フットサル3級審判員昇級認定審査のお知らせ≫ 

 

2017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。 

1．資格要件   
(1) 受験資格： 2017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。 

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。 

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   

   ● 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 
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● 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 

・ 2017年10月9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 

1000m   5分30秒以内 

スピードテスト(10m) 14秒以内 

アジリティーテスト(30m) 26秒以内 

・ 講義（合否発表後） 

合格者に3級審判員として必要な講義を約2時間実施する 

４．申込方法   

 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(F3)）申込書と、審判証（現在）の顔写真側のコピー、審判実績15試合分以上のREFEREES’

DIARY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、Webサイトに掲載致します。 

 

 

２０１７年度審判講習会のお知らせ（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？ページを参照下さい。） 

 

カテゴリー審判員研修会 
2017年9月 リーグ戦及び選手権の日程が決まり次第研修会を予定。（担当審判員に直接連絡いたします） 

 

帯同審判員対象フォローアップ研修会 
2017年 9月 講義の研修会を選手権の二回目の代表者会議の日程が決まりましたら開催いたします。 

（決定次第チームに連絡します） 

 

◆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 

●「KICKOFF(審判登録webサイト)」 

（公社）千葉県サッカー協会ホームページ（http://www.chiba-fa.gr.jp/）トップページの

右上にあるバナーから利用出来ます。 

（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、 

ご注意ください。） 

●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、 

申込みを済ませたが講習会費用を支払っていない方等、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 
●「 KICKOFF(審判登録webサイト)」では、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 

●当日の持ち物や諸注意は、申込みの際の講習会の詳細でご確認ください。 

●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。 

●講習会受講後に審判証とワッペン等が(公財)日本サッカー協会から送られてきます。 

●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。 

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～金曜日の9：00～17：30 

※各会場への問い合わせは厳禁とします。 


