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公益財団法人 日本サッカー協会 

2022 年度 第 8回理事会 

2022年 6月 23日 

報告事項 

  第 10回 AFC 理事会（5 月 7 日開催）の件 

 第 10回 AFC理事会が 2022年 5月 7日（土）にドゥシャンベ（タジキスタン）およびオンライン上

で行われた。主な決定・報告事項は以下の通り。 

 

(1)AFCディベロップメント委員会による以下の決定を批准した。 

AFC加盟協会への支援プログラムとして新たに、①AFC アドバンテージプログラム（コーチ、技 

術専任者等の給与補助）と②AFC エクストラタイムプログラム（臨時支出の補助）を導入するこ

とを決定。 

(2)AFCフットサル・ビーチサッカー委員会による以下の決定を批准した。 

AFC フットサルクラブ選手権 UAE 2022について、UAEのホスト辞退を受けて大会中止を決定。 

(3)AFC競技会委員会委員(2019年-2023年任期)について、須原清貴専務理事から宮本恒靖理事／国 

際委員長／会長補佐に交代することを承認した。 

(4)第 33回 AFC総会を 2023年 2月１日（水）、2日（木）にバーレーンで開催することを決定し 

た。 

 

  第 32回 AFC 総会（5 月 18日開催）の件 

 第 32回 AFC総会が 2022年 5月 18日（水）にオンライン上で行われた。主な決定・報告事項は以

下の通り。 

 

(1)AFCアジアカップ 2023TMの中国開催辞退を受け、代替開催地について AFC 理事会が最終決定を 

することを承認した。 

(2)2021年 AFC監査済み財務諸表を承認した。 

(3)ガバナンス強化の観点から AFC規約修正案を承認した。 

(4)AFC会長が 2023年会長選への立候補を表明した。 

 

  第 66回 EAFF 理事会（5 月 23日開催）の件 

 第 66回 EAFF理事会が 2022年 5月 23日（月）にオンライン上で行われた。主な決定・報告事項は

以下の通り。 

 

(1) 第 64回・第 65回 EAFF理事会議事録を承認した。 

(2)書面決議事項、FIFA・AFCとの連絡事項、中国オフィス開設計画案、EAFF20 周年事業について 

報告した。 

(3)2022-2026年の常任委員会メンバーを承認した。 

 ※日本から任命されたメンバーは以下の通り。 

①財務委員会           濱口 博行（国際委員） 

②競技会委員会          宮本 恒靖（理事、国際委員会委員長） 

③審判委員会           小川 佳実（審判委員会副委員長） 

④法務委員会           三好 豊  (常務理事、法務委員会委員長) 
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⑤技術・ディベロップメント委員会 田嶋 幸三 (会長)＊ 

⑥女子およびユース委員会     今井 純子（理事、女子委員会副委員長） 

⑦マーケティング委員会      大井 義洋 (国際委員) 

⑧大会組織委員会         平井 徹 （競技運営部部長） 

＊＝委員長 

(4) EAFF E-1 サッカー選手権 2022決勝大会の準備状況について報告した。

(5) コマーシャルタスクフォースの任命メンバーを承認した。

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。 

未定となっている FA については、今後、申請があり次第、随時審査を行う。 

既設置 FA       ：27FA 

今回決定した FA ：1FA (石川県 FA) 

合計            ：28FA 

※前回（4月）の報告で 28FAとなったが、5月 18日付で愛媛県 FAの FAコーチが退任となったた

め既設置は 27FA

2022/23 サッカー競技規則改正の件 

(報告)資料 2①②③ 

2022/23のサッカー競技規則改正を、別紙の通り行う。 

別紙： 

1．2022/23年の競技規則改正に関する JFA通達 

2．2022/23年競技規則－概要と詳細(添付 1)  

3．2022/23年競技規則の適用開始日について(添付 2) 

Jリーグ非公式試合（有料国際競技会申請）の件 

申請者：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

大会名：Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 

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、 

株式会社 TBS テレビ 

後援 ：株式会社毎日放送 

開催日 ：2022年 7 月 20日（水） 19：30キックオフ（予定） 

主管  ：川崎フロンターレ、公益財団法人東京都サッカー協会 

対戦  ：川崎フロンターレ vs.パリ・サンジェルマン 
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会場  ：東京/国立競技場 

入場料金：カテゴリー1 30,000円、カテゴリー2 23,000円、カテゴリー3 15,000円 

カテゴリー4 10,000円、カテゴリー5 8,000円、

カテゴリー6 7,000円（小中高 5,000円）

開催日 ：2022年 7 月 23日（土） 19：00キックオフ（予定） 

主管  ：浦和レッドダイヤモンズ株式会社、公益財団法人埼玉県サッカー協会 

対戦  ：浦和レッズ vs.パリ・サンジェルマン 

会場  ：埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

入場料金：ヴューボックス 1室 100万円 

カテゴリー1 30,000円、カテゴリー2 23,000円、カテゴリー3 15,000円

カテゴリー4 10,000円、カテゴリー5 8,000円

カテゴリー6 7,000円（小中高 5,000円）

開催日 ：2022年 7 月 25日（月） 19：00キックオフ（予定） 

主管  ：ガンバ大阪、一般社団法人大阪府サッカー協会 

対戦  ：ガンバ大阪 vs.パリ・サンジェルマン 

会場  ：大阪/パナソニックスタジアム吹田 

入場料金：G-VIPルーム 1部屋 100万円、 

Sky G-VIP ラウンジ 10万円、7万円、パートナーラウンジ 5万円 

カテゴリー1 30,000円、カテゴリー2 23,000円、カテゴリー3 15,000円

カテゴリー4 10,000円、カテゴリー5 8,000円

カテゴリー6 7,000円（小中高 5,000円）

競技会開催申請の件 

(1)申請団体： 一般社団法人神奈川県サッカー協会

大会名  ：コパベルマーレ U-11 パイロットインターナショナルトーナメント 

主催  ：一般社団法人神奈川県サッカー協会、株式会社湘南ベルマーレ、 

NPO 法人湘南ベルマーレスポーツクラブ 

主管 ：株式会社湘南ベルマーレ、NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブ 

特別協賛 ：株式会社パイロットコーポレーション 

開催期日 ：2022年 6月 11日（土）～12日（日） 

会場  ：馬入ふれあい公園サッカー場(天然芝・人工芝) 平塚市中堂 246-1 

参加チーム：神奈川県 U-11トレセン、相模原トレセン、海老名トレセン､COPA街クラブトレセン､ 

湘南ベルマーレ強化特待クラス、 

厚木・伊勢原・小田原・茅ケ崎・藤沢・秦野・平塚・寒川・鎌倉各トレセン 

入場料金 ：無料 

(2)申請団体：一般財団法人全日本大学サッカー連盟

大会名  ：DENSO CUP SOCCER 第 19回大学日韓（韓日）定期戦 

主催  ：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

主管  ：一般財団法人関東大学サッカー連盟 

特別協賛 ：株式会社デンソー 
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協賛 ：ミズノ株式会社、株式会社ミカサ、キリンビバレッジ株式会社、 

エスオーユーホールディングス株式会社、管清工業株式会社、

MCC スポーツ株式会社 

開催期日 ：2022年 6月 25日（土） 

会場  ：レモンガススタジアム平塚 

参加チーム：全日本大学選抜、全韓國大学選抜 

入場料金 ：1,000円（当日のみ） 

(3)申請団体：公益財団法人広島県サッカー協会

大会名  ：HiFA 平和祈念 2022 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー 

主催  ：公益財団法人広島県サッカー協会、中国放送、中国新聞社、 

株式会社中国コミュニケーションネットワーク 

後援 ：公益財団法人日本サッカー協会 

主管 ：公益財団法人広島県サッカー協会 

特別協賛 ：株式会社バルコム 

協賛 ：一般財団法人ミカサスポーツ振興会、株式会社エスエスケイ 他 

後援 ：広島県、広島市、広島市教育委員会、広島商工会議所、 

公益財団法人広島県スポーツ協会、公益財団法人広島市スポーツ協会、 

公益財団法人広島県スポーツ振興財団、国連訓練調査研究所「ユニタール」 

開催期日 ：8月 8日（月）～11日（木） 

会場  ：広島/広島広域公園第一球技場 

参加チーム：U-17日本代表、クラブ・レオン（メキシコ）、広島県高校選抜 U-18、 

サンフレッチェ広島 F.Cユース

入場料金 ：無料 

(4)申請団体：公益財団法人広島県サッカー協会

大会名  ：HiFA 平和祈念 2022 Balcom BMW CUP 

主催  ：公益財団法人広島県サッカー協会 

主管  ：公益財団法人広島県サッカー協会 

特別協賛 ：株式会社バルコム 

協賛 ：一般財団法人ミカサスポーツ振興会、株式会社エスエスケイ 他 

後援 ：広島県、広島市、広島市教育委員会、長崎市、公益財団法人広島市スポーツ協会 

国連訓練調査研究所「ユニタール」 

開催期日 ：8月 8日（月）～11日（木） 

会場  ：広島/エディオンスタジアム広島 

参加チーム：U-15日本女子代表、U-15ウズベキスタン女子代表、長崎県選抜女子 U-15、 

広島県選抜女子 U-15 

入場料金 ：無料 

(5)申請団体：公益社団法人千葉県サッカー協会

大会名  ：U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2022 

主催  ：株式会社 Amazing Sports Lab Japan、公益社団法人千葉県サッカー協会 

主管  ：U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2022 実行委員会 
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特別協賛 ：大和ハウス工業株式会社 

協賛 ：大和ハウスグループ各社 

協力 ：ジェフユナイテッド株式会社 

後援 ：公益社団法人日本プロサッカーリーグ（申請中） 

開催期日 ：8 月 22 日（月）～25 日（木） 

会場  ：千葉/フクダ電子フィールド、フクダ電子アリーナ 

参加チーム：国内外 32クラブ（海外クラブ・Jクラブ・街クラブ・選抜チーム他） 

入場料金 ：無料 

JFA・J リーグ特別指定選手制度の件 

5月 31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 ：近藤 友喜（こんどう ともき） 

所属チーム：日本大学サッカー部 

受入先  ：横浜 FC 

所属歴  ：名古屋グランパス U-12 

名古屋グランパス U-15 

群馬育英学園私立前橋育英高等学校 

日本大学サッカー部 

認定日  ：2022年 5月 3日 

(2)選手 ：榊原 杏太（さかきばら きょうた） 

所属チーム：立正大学体育会サッカー部 

受入先  ：名古屋グランパスエイト 

所属歴  ：静岡中田サッカースポーツ少年団 

 清水エスパルスジュニアユース 

 名古屋グランパス U-18 

 立正大学体育会サッカー部 

認定日  ：2022年 5月 10日 

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。 

＜審判員＞ 

①31st SEA Games 2022 Vietnam – Women’s Football 

試合日：5月 9日～21日 

場所：ベトナム 

審判員：兼松春奈、緒方実央 

②AFC Cup 2022 - Group Stage 西地区グループ A 

試合日：5月 18日～24日 

場所：マスカット（オマーン） 

審判員：山本雄大、武部陽介 

③Maurice Revello Tournament2022 
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試合日：5月 29日～6月 12日 

場所：フランス 

審判員：山下良美、坊薗真琴、手代木直美 

④AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 

試合日：6月 1日～19日 

場所：タシュケント（ウズベキスタン） 

審判員：荒木友輔、飯田淳平、山本雄大、聳城巧、西橋勲 

⑤国際親善試合 韓国代表 vs. ブラジル代表 

試合日：6月 2日 

場所：ソウル（韓国） 

審判員： 佐藤隆治、山内宏志、三原純 

⑥国際親善試合 韓国代表 vs. チリ代表 

試合日：6月 6日 

場所：テジョン（韓国） 

審判員： 佐藤隆治、山内宏志、三原純 

⑦AFC Asian Cup China 2023™ Qualifiers (Final Round) Group A 

試合日：6月 8日～14日 

場所：クウェートシティ（クウェート） 

審判員： 武部陽介 

＜審判指導者＞ 

⑧Maurice Revello Tournament2022 

試合日：5月 29日～6月 12日 

場所：フランス 

インストラクター：山岸佐知子、深野悦子

⑨AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 

試合日：6月 1日～19日 

場所：タシュケント（ウズベキスタン） 

アセッサー：上川徹

⑩AFC Asian Cup China 2023™ Qualifiers (Final Round) Group E 

試合日：6月 8日～14 日 

場所：クアラルンプール（マレーシア） 

アセッサー：石山昇

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）：特定非営利活動法人 新潟スポーツコミュニティ 

施設名：新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ Eピッチ（新潟県北蒲原郡聖籠町東港 5丁目 

1923-12） 

使用製品：アイリスオーヤマ株式会社 GEO-TURF BS BS350-55 

公認期間：2022年 6 月 23日～2025年 6月 22日 

公認番号：第 006号 



報告事項 

  ・ 

 

申請者（施設所有者）：一般社団法人 大阪府サッカー協会 

施設名：OFA 万博フットボールセンター Aコート（大阪府吹田市千里万博公園 3-5） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ EXⅡ-55T 

公認期間：2022年 6 月 23日～2025年 6月 22日 

公認番号：第 050号 

 

申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：J-GREEN堺 S8（大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2055RS+U-04-CR(Gr) 

公認期間：2022年 4 月 11日～2025年 4月 10日 

公認番号：第 092号 

 

申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：J-GREEN堺 S13（大阪府堺市堺区築港八幡町 145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 EXⅡ-55T 

公認期間：2022年 6 月 23日～2025年 6月 22日 

公認番号：第 097号 

 

申請者（施設所有者）：公益社団法人岩手県サッカー協会 

施設名：岩手県フットボールセンター（岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前 2丁目 1-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2022年 7 月 17日～2023年 7月 16日 

公認番号：第 112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。 

 

  海外遠征申請の件 

 (1)公益財団法人東京都サッカー協会 

チーム ：日テレ・東京ヴェルディベレーザ（女子） 

遠征期間：8月 11日～8月 21日 

遠征先 ：アメリカ/ルイビル 

 

■事後報告 

以下の遠征は、事前申請されていなかったため、事後申請分として報告。 

※海外遠征申請の提出期限は、遠征の前々月の 20日まで 

(1)公益社団法人千葉県サッカー協会 

チーム ：FC市川 GUNNERS（第 3種） 

遠征期間：6月 25日～7月 4日 
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遠征先 ：スペイン/サロウ 

 

  名義使用申請の件 

 (1)申請団体：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

行事名称：LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ 2022 

場所  ：浜松アリーナ、品川区立総合体育館、フクシ・エンタープライズ墨田フィールド 

開催日 ：2022年 7月 18日（月・祝）～9月 23日（金・祝） 

主催  ：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会（JBFA） 

特別協賛：第 3節 KPMGジャパン ※節ごとに特別協賛予定 

協賛  ：KPMGジャパン、VISI-ONE、アクサ生命保険株式会社、株式会社アセットリード、    

     SMBC日興証券株式会社、KPMGジャパン、味の素株式会社、株式会社丸井グループ、 

     参天製薬株式会社、TANAKAホールディングス株式会社、株式会社インソース、 

     双日株式会社、株式会社トーコン 

後援  ：厚生労働省、経済産業省、公益財団法人日本パラスポーツ協会、 

     公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

     東京都、静岡県 

協力  ：公益財団法人日本ケアフィット共育機構 

目的  ：【競技性】日本代表、クラブチームの強化に資する 

     【興行性】障がいの有無にかかわらず、選手が輝ける場をつくり出す 

     【組織性】クラブチーム・JBFAの組織力・運営力を高める 

     これら 3つの目的を達成し、試合実施、大会開催をすることで「ブラインドサッカー 

     を通じて視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会を実現すること」に寄与

する 

内容  ：【第 1 節】2022年 7月 18日（月・祝） 浜松アリーナ 

     【第 2 節】2022年 7月 24日（日）   品川区立総合体育館 

     【第 3 節】2022年 9月 23日（金・祝） フクシ・エンタープライズ墨田フィールド 

 

(2)申請団体：株式会社 TBSテレビ 

協力  ：公益財団法人日本サッカー協会 他 

期間  ：2022年 6月 26日（日）～9月 30日（金） 

内容  ：TBSが放送を開始するドラマ 日曜劇場「オールドルーキー」への制作協力。 

元プロサッカー選手（サッカー日本代表選手）を主人公とする内容。日本代表時代を 

回想するシーンにおける衣装提供及び撮影への協力。 

 

 

 


