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報告事項 

1. JFA Youth & Development Programme（JYD）新規パートナーとの契約締結の件

JFA Youth & Development Programme（JYD）において、以下の通り、新規パートナーシップ契

約を締結した。 

社名 ：株式会社ボーネルンド 

設立 ：1981年 7月 

事業内容 ：教育玩具、育児用具、教具・大型遊具などの輸入・開発及び販売 

本社所在地：東京都渋谷区神宮前 1-3-12 ジブラルタ生命原宿ビル 3階 

契約内容 ：JYDサポーター契約 

2. 女子ユースディベロップメント体制の件

（報告）資料 1①② 

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」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 

■北信越担当  北川和人（新任） 

■東海 GK担当 井嶋正樹（九州 GK兼務）

3. 天皇杯実施委員会委員の変更の件

天皇杯実施委員会委員を以下の通り交代する。 

現）代田一貴 （NHK 視聴者総局事業センター 副部長） 

新）五十畑与志（NHK メディア総局展開センター チーフプロデューサー） 

※NHKの人事異動に伴う変更

4. 競技会開催申請の件

(1)申請団体：公益財団法人東京都サッカー協会

大 会 名：2022 東京国際ユース(U-14)サッカー大会

主  催：東京都、公益財団法人東京都スポーツ事業団、

公益財団法人東京都サッカー協会

後  援：公益財団法人日本サッカー協会

開催期日：5月 3日(火・祝)～5日(木・祝)

会  場：Jヴィレッジ

参加チーム(12チーム)：①岩手県トレセン選抜 ②宮城県トレセン選抜

③福島県トレセン選抜 ④茨城県トレセン選抜

⑤いわてグルージャ盛岡 ⑥ベガルタ仙台 ⑦鹿島アントラーズ
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⑧東京都トレセン選抜 ⑨東京都中体連選抜 ⑩FC東京

⑪東京ヴェルディ ⑫FC町田ゼルビア

入場料金：無料 

(2)申請団体：一般社団法人福井県サッカー協会

大 会 名：日本 AMCインターナショナルカップ 2022

主  催：一般社団法人福井県サッカー協会・NPO法人福井丸岡 RUCK 

主  管：日本 AMCインターナショナルカップ実行委員会 

特別協賛：株式会社日本エー・エム・シー 

協  賛：FBC福井放送、福井銀行、サポート観光、松川レピヤン、春江病院、 

LUZeSOMBRA、H＆F、オカモト鐵工、ナカテック、NTT西日本福井支店、 

JA福井県、サンエイ工業、ビックエル、アストリション、五月ヶ瀬、カケヒ、 

ハート＆ハート 街の牛乳屋さん、フジ歯科クリニック、ハセガワブラサーズ、

長寿園、エイティーンスコーポレーション、RESART、イーゲート 

後  援：福井県 福井県教育委員会、坂井市、坂井市教育委員会、坂井市サッカー協会 

協  力：福井県観光連盟、坂井市観光連盟、あわら市観光協会、 

   丸岡城天守を国宝にする市民の会、丸岡高等学校 

開催期日：6月 17日(土)～ 18日(日) 

会  場：福井／福井県営体育館 

参加チーム：S.S.LAZIO、福井丸岡 RUCK 

入場料金：1,000 円 

5. JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件

下記の団体を「JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー」として新たに認定した。 

※（ ）内は、主な活動場所／賛同テーマ 

■認定日：2022年 1月 5日

(1)SC AMIRISA(北海道／女子サッカー)

(2)arcoiris fc(茨城県／補欠ゼロ･施設の確保)

(3)ライズサッカースクール千鳥町(東京都／引退なし･補欠ゼロ･障がい者サッカー･

 女子サッカー･施設の確保･社会課題への取り組み) 

(4)foot union hiji(大分県／引退なし･補欠ゼロ･障がい者サッカー･女子サッカー)

■認定日：2022年 1月 17日

(1)STRADA FC(東京都／補欠ゼロ)

■認定日：2022年 2月 1日

(1)男組(大阪府／引退なし)

(2)FC Sol･Tesoro ／ 一般社団法人 EL SOL(岡山県／引退なし・補欠ゼロ・

  障がい者サッカー・女子サッカー・施設の確保・社会課題への取り組み) 

■認定日：2022年 2月 15日

(1)Fantasista栃木(栃木県／引退なし・補欠ゼロ・女子サッカー)
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■認定日：2022年 3月 1日

(1)ダルパサッカースクール(東京都／引退なし・補欠ゼロ・障がい者サッカー・ 

女子サッカー) 

(2)ゲンキフットボールクラブ(神奈川県／社会課題への取り組み) 

■認定日：2022年 3月 15日

(1)一般社団法人レオーネ高岡スポーツクラブ(富山県／引退なし・補欠ゼロ・ 

  社会課題への取り組み) 

(2)NPO法人スポーツクラブアスリーナ(大阪府／補欠ゼロ)

以上の結果、2021年度（2021年 4月～2022年 3月）の認定は以下の数で終了した。 

(1)2021年度認定団体数       ：249団体 

(2)2020年度からの更新認定団体数 ：177団体（183団体中） ※更新は 6月 21日で完了

(3)2021年度の新規認定団体数 ： 72団体 

＜テーマ別＞

  ①引退なし ：145団体 

  ②補欠ゼロ ：178団体 

  ③障がい者サッカー   ：113団体 

  ④女子サッカー ：128団体 

  ⑤施設の確保 ： 66団体 

  ⑥社会課題への取り組み ：113団体 

6. JFA・Jリーグ特別指定選手制度の件

4月 26日(火)時点までに認定された特別指定選手を報告する。 

(1)選 手：粟野健翔（あわの けんと） 

所属チーム：仙台大学サッカー部 

受 入 先：福島ユナイテッド FC 

所 属 歴：S・F・Cジェラーレ 

ベガルタ仙台ジュニアユース 

ベガルタ仙台ユース 

仙台大学サッカー部 

 FC Sendai university 

仙台大学サッカー部 

認 定 日：2022年 4月 5日 

(2)選 手：水野颯太（みずの はやた） 

所属チーム：桐蔭横浜大学サッカー部 

受 入 先：ヴァンフォーレ甲府 

所 属 歴：駒形サッカースポーツ少年団 

 常葉学園橘中・高等学校（中等部）サッカー部 

 常葉大学附属橘高等学校サッカー部 

 桐蔭横浜大学サッカー部 
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         桐蔭横浜大学 FC 

         桐蔭横浜大学サッカー部 

認 定 日：2022年 4月 12日 

(3)選   手：吉田源太郎（よしだ げんたろう） 

所属チーム：四国学院大学サッカー部 

受 入 先：カマタマーレ讃岐 

所 属 歴：EXE90FC Jr  

          柏田サッカークラブ 

            四国学院大学香川西高等学校サッカー部  

            四国学院大学サッカー部 

認 定 日：2022年 4月 26日 

 

 7. 審判員・審判指導者 海外派遣の件 

 審判員・審判指導者の国際試合への派遣は次の通り。 

(1)AFC Champions League 2022 – Group Stage 西地区 グループ C 

試合日：4月 7日～26日 

場所：ジェッダ（サウジアラビア） 

審判員：佐藤隆治、山内宏志、三原純 

(2)AFC Champions League 2022 – Group Stage 西地区 グループ A、B 

試合日：4月 7日～26日 

場所：リヤド（サウジアラビア） 

審判員：荒木友輔、木村博之、飯田淳平、西橋勲、聳城巧 

(3)AFC Champions League 2022 – Group Stage 東地区 グループ G 

試合日：4月 15 日～30日 

場所：バンコク（タイ） 

審判員：山下良美、坊薗真琴、手代木直美 

 

＜審判指導者＞ 

AFC Champions League 2022 – Group Stage 西地区 グループ A、B 

試合日：4月 7日～26日 

場所：リヤド（サウジアラビア） 

アセッサー：上川徹 

 

 8. JFAサッカー施設整備助成事業の件 

 

 

 

 

 

 

 

「JFAサッカー施設整備助成金 交付要項」に基づき、助成金交付要望のあった次の案件に 

ついて、審査し交付を決定した。 

 

［申請概要］ 

秋田県 

(1)申請者：一般社団法人秋田県サッカー協会 

(2)申請区分：[助成区分 2]地区サッカー施設整備助成事業 
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(3)助成対象事業：天然芝新設 

(4)施設名：A-フィールド潟上 

(5)計画地：秋田県潟上市天王字細谷長根 127 

(6)総事業費：77,242,000,円 

(7)助成金申請額：15,000,000円 

(8)完了時期：2022年 8月 31日(予定) 

  

 9. 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）：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場 （東京都世田谷区駒沢公園 1-1） 

使用製品：MCCスポーツ株式会社 アストロピッチ DS E-50 XC 

公認期間：2022年 5月 19日～2025年 5月 18 日 

公認番号：第 015号 

 

申請者（施設所有者）：廿日市市 

施設名：廿日市市サッカー場(三共ディスプレイ グリーンフィールド) 

（広島県廿日市市地御前北 1-2-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+SSL 

公認期間：2022年 4月 14日～2024年 4月 13 日 

公認番号：第 056号 

 

申請者（施設所有者）：学校法人 東京国際大学 

施設名：東京国際大学坂戸キャンパス第 2サッカー場（埼玉県坂戸市四日市場 81-1  

東京国際大学キャンパス） 

使用製品：MCCスポーツ株式会社 アストロフィール DD N-60 

公認期間：2022年 5月 16日～2025年 5月 15 日 

公認番号：第 089号 

 

申請者（施設所有者）：学校法人 東京国際大学 

施設名：東京国際大学坂戸キャンパス第 3サッカー場（埼玉県坂戸市四日市場 81-1  

東京国際大学キャンパス） 

使用製品：MCCスポーツ株式会社 アストロフィール DD N-60 

公認期間：2022年 5月 19日～2025年 5月 18 日 

公認番号：第 114号 

 

申請者（施設所有者）：那須塩原市 

施設名：青木サッカー場（栃木県那須塩原市青木 101番地） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ EW-65 

公認期間：2022年 4月 11日～2025年 4月 10 日 

公認番号：第 231号 
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＜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。 

 10. 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

行事名称：第 6回パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパン 2022 

（マックス 10） 

      第 28回電動車椅子サッカー日本選手権大会 2022（パワフル 6） 

場所    ：小笠山総合運動公園 エコパアリーナ（静岡県袋井市） 

開催日  ：2022 年 5月 3日 ～ 5日  

主催    ：一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

協賛    ：株式会社ジェイワールドトラベル、株式会社日陸、株式会社モルテン、 

       津田駒工業株式会社、住友ベークライト株式会社、株式会社ソーグッド、 

       株式会社インターナショナルトータルプラン、株式会社イチケン 

後援    ：公益財団法人日本サッカー協会、静岡県、袋井市、静岡県教育委員会、袋井市教

育委員会、公益財団法人静岡県体育協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会、

公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会、一般社団法人障がい者サッカー連盟、

一般財団法人静岡県サッカー協会／社会福祉法人静岡県社会福祉協議会、社会福

祉法人袋井市社会福祉協議会 

特別協力：ジヤトコ株式会社 

目的    ：パワーチェアーフットボール（世界呼称）の競技規則に基づいて行う大会とし、

国内覇者となる栄誉を競うとともに身体障害者スポーツとしての普及および発展

に寄与する。 

内容    ：参加チームによるトーナメント方式で試合を行う。 

       1、2回戦は全試合前後半 20分、ハーフタイム 10分、アディショナルタイムな

し。準決勝、決勝は、前後半 20 分、ハーフタイム 10分、アディショナルタイム

あり。 

  出場チーム数：第 6回パワーチェアーフットボールチャンピオンシップジャパン 2022 

（マックス 10）15チーム 

         第 28回電動車椅子サッカー日本選手権大会 2022（パワフル 6） 4チーム 

(2) 申請団体：さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会 

行事名称：SAITAMA GIRLS MATCH 2022 

場所  ：浦和駒場スタジアム 他 

主催  ：さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会 

共催  ：さいたま市 

主管  ：さいたま市サッカー協会 

後援(予定)：公益財団法人日本サッカー協会、 

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ、 

公益財団法人埼玉県サッカー協会、公益財団法人さいたま市スポーツ協会、 
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一般社団法人さいたまスポーツコミッション、さいたま市教育委員会 

大会期日：2022 年 5月 3日(火)～5月 5日(木) 

目的  ：本大会は、浦和駒場スタジアムを中心にさいたま市内の会場において女子サッ 

カーに取り組む中学生年代を対象とし、試合及び多くの仲間や関係者との交流 

を通じて、サッカーの素晴らしさや多くの可能性を体験することで、技術の向 

上と女子サッカーの普及拡大を図ることを目的とする。 

参加チーム：21 チーム(予定) 

 

 11. 標章使用申請の件 

  (1) 申請者：第 53回全国中学校サッカー大会実行委員会 

  内容 ：大会プログラムへの標章使用 

 
 

 




