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報告事項 

  1．47都道府県サッカー協会における FAコーチ（技術担当専任者）の件 

   （報告）資料 1 

47都道府県サッカー協会における技術担当者の専任化については、2019年 10月理事会において

47都道府県サッカー協会（FA）向け補助金交付を決議し、各 FAと協議の上、技術委員会が決定

することとした。これを受け、FAから申請のあった候補者について技術委員会で審査した結

果、添付の通り新たに 1FAで決定した。 

今後、未定となっている FAについて、申請があり次第、審査を行う。 

 

既存配置 FA  ： 27FA 

今回決定した FA： 1FA 

合計     ： 28FA 

 

 2. 男子ユースディベロップメント体制の件 

   （報告）資料 2 

1月理事会にて報告した「2022年男子ユースディベロップメント体制 ユース育成体制(JFAコ

ーチ/FAコーチ)」（2月 1日にリリース配信）について、追加メンバーを以下の通り選任した。 

 

 JFAコーチ サブ(北海道担当) 

  ・北原 次郎（きたはら じろう） 

  ・徳田 恒徳（とくだ つねのり） 

 

※上記 2名は 1月理事会で女子ユースディベロップメント体制にて報告済み。男子も兼務となり 

あらためて報告するもの。 

 

 3. 女子ユースディベロップメント体制の件 

   （報告）資料 3 

1月理事会にて報告した「2022年女子ユースディベロップメント体制」（2月 1日にリリース配

信）について、追加メンバーを以下の通り選任した。 

 

 JFAコーチ女子担当（東海担当） 

  ・那須 麻衣子（なす まいこ）※2021年度から継続 

 

 4．競技会開催申請の件 

  (1)申請者 ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名 ：2022J リーグプレシーズンマッチ 

開催日 ：2月 5 日（土）14：00キックオフ予定 
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対戦  ：京都サンガ vsFCティアモ枚方 

会場  ：京都府／サンガスタジアム byKYOCERA 

主催  ：公益財団法人日本サッカー協会／公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主管  ：一般社団法人京都府サッカー協会／株式会社京都パープルサンガ 

入場料金：エキサイティングシート 7,500円、サンガシート 5,500円、 

メイン S席 4,500円、バック S席（中央）4,000円、 

バック A席（サイド）3,500円、 

バルコニー席大人 3,300円／小中高 1,300円、 

ホーム席大人 2,600円／小中高 900円、 

南サイドスタンド席（ゴール裏南）大人 2,600円／小中高 900円、 

3Fバック上層席大人 3,100円／小中高 1,100円 

 

(2)申請者 ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名 ：いばらきサッカーフェスティバル 2022 

開催日 ：2月 13日（日）キックオフ時刻未定 

対戦  ：鹿島アントラーズ vs水戸ホーリーホック 

会場  ：茨城県／茨城県立カシマサッカースタジアム 

主催  ：公益財団法人日本サッカー協会／公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

入場料金：SS席（メイン側）3,000円、S席（バック側）2,000円 

サポーターズシート 大人（ゴール裏）1,000円  ※小中高は無料 

 

(3)申請者 ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名 ：第 26回ちばぎんカップ 

開催日 ：2月 11日（金・祝）13：00キックオフ 

会場  ：千葉県／フクダ電子アリーナ 

主催  ：公益財団法人日本サッカー協会／公益社団法人日本プロサッカーリーグ／ 

公益社団法人千葉県サッカー協会 

主管  ：公益社団法人千葉県サッカー協会／ジェフユナイテッド株式会社 

協賛  ：株式会社千葉銀行 

後援  ：市原市／千葉市／柏市（予定） 

入場料金：※以下前売金額。当日価格は各前売金額＋500円 

ちばぎんシート（指定席）4,100円、S指定席 3,600円、 

SAバック指定席大人 2,100円／小中 600円、 

ゴール裏指定席大人 1,600円／学生 1,100円／小中 600円 

 

(4)申請者 ：公益財団法人埼玉県サッカー協会 

大会名 ：第 28回選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in熊谷 

開催日 ：3月 25日（金）～ 29日（火） 

会場  ：埼玉県／熊谷スポーツ文化公園、熊谷市利根川総合運動公園サッカー場 

主催  ：熊谷市／熊谷市教育委員会／公益財団法人日本サッカー協会／ 

          公益財団法人埼玉県サッカー協会 
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主管  ：選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in熊谷実行委員会 

特別協賛：尚美学園大学／城西大学／株式会社モルテン／ 

          株式会社ウインスポーツ（PENALTY）／株式会社ミカサ／ 

     株式会社アイズ・カンパニー（エグゼフ）／公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

後援  ：埼玉県／埼玉県教育委員会／公益財団法人埼玉県スポーツ協会／ 

     公益財団法人熊谷市スポーツ協会／ 

一般財団法人全日本大学女子サッカー連盟／ 

一般社団法人関東サッカー協会女子委員会／埼玉県女子サッカー連盟／ 

     熊谷市サッカー協会／毎日新聞社／スポーツニッポン新聞社／ 

     NHKさいたま放送局／テレビ埼玉／J:COM熊谷･深谷／ 

一般財団法人熊谷市観光協会／熊谷商工会議所／くまがや市商工会／ 

妻沼聖天山／太田熊谷ホテル協議会 

入場料金：無料 

 

 5． JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

 

 

 

 

 

【更新】   

申請者（施設所有者）：つくば市 

施設名 ：フットボールスタジアムつくば（茨城県つくば市山木 1562） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS＋U-06-E(Be) 

公認期間：2022年 2 月 10日～2025年 2月 9日 

公認番号：第 082号 

 

申請者（施設所有者）：相馬市 

施設名 ：福島県相馬光陽サッカー場 人工芝 Dコート（福島県相馬市光陽三丁目 3-1） 

使用製品：MCCスポーツ株式会社 アストロピッチ SL ProN-60 

公認期間：2021年 10 月 10日～2022年 10月 9日 

公認番号：第 149号 

 

申請者（施設所有者）：相馬市 

施設名 ：福島県相馬光陽サッカー場 人工芝 Eコート（福島県相馬市光陽三丁目 3-1） 

使用製品：MCCスポーツ株式会社 アストロピッチ SL ProN-60 

公認期間：2022年 1 月 16日～2023年 1月 15日 

公認番号：第 156号 

 

＜特記事項＞ 

使用製品は JFAロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を完了している。 

当該施設は JFAロングパイル人工芝公認規程に基づく現地検査（フィールドテスト）を実施し、

基準を満たしている。 

 

 6． 中学校体育サポート研修会の件 

 「中学校体育 サッカー指導の教科書」の発行に伴い、中学校体育サポート研修会を開催し、47
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都道府県サッカー協会から推薦された中学校保健体育教員等のサッカー指導者が参加した。 

 

日時  ：12月 26日（日）10:00～16:00 

場所  ：高円宮記念 JFA夢フィールド（千葉県千葉市美浜区） 

講師  ：中山雅雄・北野孝一・須甲理生 

参加対象：中学校現職保健体育教員 または 教育委員会関係者（指導主事等） 

     FAで伝達講習を実施できる方 ※指導者ライセンスは問わない 

参加者数：35名 

 

主な内容： 

10:00-11:00 講義 ■JFA学校体育サポートの趣旨 

■サッカーの魅力や特性 

■JFAが提案する指導における基本的考え方 

11:15-12:45 実技 ■活動内容の紹介 

■場の設定の考え方 

■戦術理解 

14:00-15:00 講義 ■単元計画・評価 

15:00-15:30 ディスカッション  

15:30-16:00 振り返り ■まとめ  

■JFA中学校体育サポートの展開 

  

 7． 「中学校体育 サッカー指導の教科書」刊行の件 

 2014年に刊行された小学校版に引き続き、「中学校体育 サッカー指導の教科書」を刊行し、1

月 14日より全国の書店・ネット書店等で販売を開始した。 

本書は、技術委員会普及部会「学校体育サポート」の一環として中学校保健体育教員を対象に編

集したもので、単元計画や評価基準、各時間の授業づくりまでを網羅している。 

 

発行日：2021年 12月 25日 

販売日：2022年 1月 14日 

著者 ：公益財団法人日本サッカー協会 

発行所：東洋館出版社（販売ページ https://www.toyokan.co.jp/products/4531） 

価格 ：定価 2,310円（本体価格 2,100円） 
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 8． 2021年度 1級審判インストラクター認定審査の件 

 審判委員会で、1級審判インストラクターの認定審査を実施し、次の 3名を 1級審判インストラ

クターとして認定した。 

 

■古曽部 統太郎（こそべ  とうたろう） 北海道     

■岡野  宇広  （おかの  たかひろ）  北信越／新潟県  

■村上  伸次  （むらかみ のぶつぐ）  東海／岐阜県  

※ 上記は地域・都道府県順。 

 

 9． 名義使用申請の件 

 行事名称 ：第 4回ベトナム日本国際ユースカップ U-13 

場所   ：ベトナム社会主義共和国ビンズン省 

事業期間 ：2022年 3月 18日～2022年 3月 20日 

主催   ：株式会社川崎フロンターレ 

（ベカメックス・ビンズン FC等と大会実行委員会を結成） 

協賛   ：本事業に賛同する日越企業・団体 

後援   ：在ベトナム日本国大使館／ベトナム日本商工会議所／ 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ／ベトナムサッカー協会（すべて予定） 

行事の目的：日本、ベトナム両国がサッカーを通じて技術的・精神的に向上を目指すと 

ともに、相互理解を深めることにより、国際交流を図ることを目的に実施する。 

行事の内容：1日目 参加 8チームを 2グループに分け、リーグ戦方式 

      2日目 各グループ内の順位による順位決定戦 トーナメント戦方式 

 

 10．裁定委員会に関する懲罰の件（裁定委員会） 

 

 

裁定委員会（委員長：本林徹）より報告された懲罰案件について報告する。 

 

 

 


