
平成３０年度 第３４回 

東大和市サッカー協会 定期総会 

 

協会公式ホームページ:http://hfa.daa.jp/ 

   

日時:平成３０年６月１７日（日）１９時～ 

場所:東大和市 中央公民館 ２０１号室 

 

１． 開会の辞 

２． 会⾧挨拶 

３． 議⾧選出・任命 

４． 資格審査・総会成立宣言 

５． 議    事 

        平成２９年度 事業報告 

          同    会計報告 

        平成３０年度 役員承認 

          同    事業計画（案） 

          同    予算（案） 

        一般質疑・応答 

６． 議⾧解任 

７． 理事・評議委員 自己紹介 

８． 閉会の辞 

 



２０１７年 ４月～ 市内ﾄﾚｾﾝ活動開始　5・6年生

７月 東大和市選抜交流大会《自治大グランド》 5年生選抜4ﾁｰﾑ　
6年生選抜4ﾁｰﾑ 6年生優勝

春季市内交流大会 1・2年生　6人制　　《ロンド桜が丘フィールド》
3・4年生　8人制　　《ロンド桜が丘フィールド》

少年少女ｻｯｶｰ教室開催（協会主催）　5･6年生　　《ロンド桜が丘フィールド》　
講師:FC東京

８月 春季市内交流大会　 5年生　8人制　《ロンド桜が丘フィールド》

１０月 東大和市選抜交流試合《自治大グランド》 5年生選抜4ﾁｰﾑ　
6年生選抜4ﾁｰﾑ

市選抜4年生・日野選抜大会

11月 東大和市ガールズ･U10招待大会　《東大和五小》 4FC･Girls準優勝

市選抜6年生・小平選抜大会

１１月～１２月 市選抜新5年生セレクション

市民体育大会・４年生の部　8人制　《ロンド桜が丘フィールド》
１位 大和北ＦＣ
２位 東大和２ＦＣ
３位 武蔵大和ユナイテッド

市民体育大会・5年生の部　8人制　《ロンド桜が丘フィールド他》　
１位 狭山ヶ丘ＦＣ
２位 東大和２ＦＣ
３位 武蔵大和ユナイテッド

市民体育大会・6年生の部　8人制　《ロンド桜が丘フィールド》　
１位 東大和２ＦＣ
２位 ＦＣ．ＶＩＧＯＲＥ東大和ｊｒ
３位 武蔵大和ユナイテッド

12月 秋季市内交流大会 1・2年生　6人制　　《警視庁グランド》

秋季市内交流大会　 3年生　8人制　《東大和五小》

２０１８年 １月 東大和市ガールズ･U11招待大会　《ロンド桜が丘フィールド》 4FC･Girls準優勝
東大和市ガールズ･U12招待大会　《ロンド桜が丘フィールド》 4FC･Girls準優勝

市選抜5年生・東村山選抜大会

２月 市選抜6年生・狭山選抜大会

３月 ｻｯｶｰ協会主催東大和招待少年ｻｯｶｰ大会　《ロンド桜が丘フィールド他》

市選抜5年生・昭島選抜大会（育成研修リーグ）

２０１７年度　少年部事業報告
（少年部主催・主管事業）



1
大会期間 2017年3月～2017年5月

2
大会期間  2017年3月～2017年12月（参入戦開催日を含む）

3
大会期間 2017年6月～2018年2月

4
大会期間 2017年6月～2018年2月

5
大会期間 2017年11月～2018年3月

1

2

1

2

3

4

1

第22回東京都クラブユースサッカーU-13選手権大会　(参加チーム数　100チーム)

FC東京深川・東京ヴェルディ・FC東京むさし・東京武蔵野シティ・三菱養和巣鴨・Forzaʻ02
【関東大会シード】

(FC.VIGORE　2次リーグ戦敗退)

(FC.VIGORE　リーグ戦敗退)

(FC.VIGORE2次リーグ敗退)

(FC.VIGORE 2次リーグ敗退)

Ⅳ・審判講習会

Ⅱ・合宿
夏季合宿　(3泊4日)  7月山中湖にて開催

地域理事分科会　(東京全7地域・第5地域所属)    年3回開催

【関東大会　東京都代表チーム】

Developmentリーグ

(交流戦のため順位はありません)

第25回東京都クラブユースサッカーU-14選手権大会　(参加チーム数　93チーム)

1位  三菱養和調布　　2位　三菱養和巣鴨　　3位　東京武蔵野シティ  

1位　FC東京深川　　2位　東京武蔵野シティ    3位　ｔfa

東大和市サッカー教室指導者派遣 (夏休み)

指導者講習会 (東京都クラブユースサッカー連盟主催ほか) 　

東大和市体育協会ジュニア育成

東大和市サッカー協会主催審判講習会参加

平成29年度　事業報告
中学部　FC.VIGORE U-15

Ⅰ・試合及び大会
第32回日本クラブユースサッカー選手権大会U-15  東京都予選 　(参加チーム数　83チーム)

1.FC多摩  2.S.T.FC　3.東京ベイ　4.ジェファ  5.クリアージュ　6.コンフィアール町田
7.トッカーノ  8.府ロク

高円宮杯 2017年度 第10回 東京都ユースサッカーリーグ （参加チーム数　118チーム）

春季合宿　(2泊3日)  3月山中湖にて開催

Ⅲ・指導普及事業



 

 

２０１７年度（平成２９年） 中学部 中体連・活動報告（試合・大会結果） 

 

第１２回大和杯 （吉越杯） 東大和市内中学校大会   

期間 201７年３月 25 日（土） 4 月 15 日（土）    会場:東大和一中   

優勝 東大和一中 準優勝 東大和二・五中 3 位 東大和四中 4 位 東大和三中 

 

第５６回東京都中学校総合体育大会  兼  第７０回東京都中学校サッカー選手権大会 

第１１支部予選 会場（久留米西・田無三 他）大会期間 2017 年 5 月～７月 

東大和 1 中 予選リーグ 3 位  決勝トーナメント 3 回戦（準々決勝）敗退 

東大和 2 中（4 位）・3 中（６位）・4 中（4 位）・5 中（5 位）  予選リーグ敗退 

優勝 東村山６中  準優勝 田無２中  3 位 東村山２中 

 

第４２回 東大和市中学校体育大会 会場:東大和一中 開催日 201７年8月19日（土）8月 26日（土）

優勝 東大和一中 準優勝 東大和四中 3 位 東大和二中・五中 4 位 東大和三中  

 

第６１回東京都中学校サッカー新人大会 第１１支部予選 

会場（久留米西中 他）大会期間 2017 年９月１６日～１１月１１日 

東大和 1 中 予選リーグ 2 位 決勝トーナメント 1 回戦敗退 

東大和 2・5 中 予選リーグ 2 位 決勝トーナメント 1 回戦敗退 

東大和 3 中 予選リーグ４位敗退 

東大和４中 予選リーグ３位 決勝トーナメント２回戦敗退 １１B 7 位か 8 位 

 

優勝 東久留米南中  準優勝 東村山二中  3 位 田無二中 

 

第１３回大和杯（吉越杯）東大和市内中学校大会  会場:東大和一中  

開催日 2018 年 3 月 

優勝 東大和 4 中   準優勝 東大和 1 中 以下の順位は分かりませんでした。 

 

 

  



第３３回　東大和市サッカーリーグ　　　　　　　　　　　　桜が丘市民運動場・他　　　　Ｈ２９．６月１８日（日）～Ｈ３０．３月２５日（日）

優　勝　　ザリガニ 準優勝　　バビロン 第３位　　ＴＹＲＡＮＮ

第４８回　市民体育大会サッカー競技・一般の部 桜が丘市民運動場・他 Ｈ２９．１１月２６日～１２月２４日

優　勝　　ＦＣ．ナッツ 準優勝　レアル・コンパニェロ 第３位　　ザリガニ

第４５回　三多摩クラブサッカー選手権大会　（三多摩連盟主催） Ｈ３０．２月４日～３月１８日

出場＝ザリガニ　　優　勝

第３６回　三多摩壮年サッカー大会 （三多摩連盟主催） Ｈ３０．２月４日～３月１８日

出場＝市選抜　　一回戦敗退

第１８回　三多摩シニア女子（Ｏ－３５）サッカー大会　　（三多摩連盟主催）Ｈ３０．２月４日～３月１１日

出場＝FC.ＶＩＧＯＲＥレディース　　準決勝敗退

Ｓ４級審判員資格新規認定講習会 会場＝都立東大和高校

Ｓ４級審判員資格更新認定講習会 会場＝東大和市公民館等 Ｈ２９．１１月下旬～１２月初旬・予定
昨年新規取得された方の継続認定講習及び今年新たに取得される方の講習会。
※一般部登録チームは、３名以上有資格者の登録を義務付け

市内トレセン　　５年生・６年生 各月第１土曜日・桜が丘にて開催
主管＝少年部

少年・少女サッカー教室 桜が丘市民運動場 Ｈ２８．７月３０日（土）
主管＝少年部
小学校生対象に、外部講師（ＦＣ東京・他）を招聘して実施の予定。

東大和招待少年サッカー大会 会場＝市内小学校（５小，８小，９小，１０小・桜ヶ丘）Ｈ２９．３月１１日、１２日
主管＝少年部

ガールズ招待大会（主催 東大和４ＦＣガールズ・後援 東大和市サッカー協会） ４年生以下　　　Ｈ２９．１１月５（日）

６年生・５年生以下　　Ｈ３０．１月８日（祝・月）

東京都トレーニングセンター　　　　　（東京都協会技術委員会主催）
Ｕ－１２他、各年代で選手参加

東京都第５地域トレーニングセンター
各年代で参加

＊東京都サッカー協会主催行事として、ユース年代（Ｕ－２０以下すべてを言う）の
　優れた選手を一環指導していくシステム。　当協会としても協力していく。

第１４ブロックトレーニングセンター
所属チームより派遣

平成２９（２０１７）年度　　　一 般 部 ・ 事 業 報 告

平成２９（２０１７）年度　　　協 会 関 連 ・ 事 業 報 告

平成２９（２０１７）年度　　協 会 主 催，主 管 及び 後 援 ・ 事 業 報 告

主 催 事 業

後 援 事 業



① 活動実績
■ 市内選抜練習会（5、6年）の開催

・ 毎月第1土曜日（13:00～16:00）
＠ロンド桜が丘フィールド

・ 10/21自治大（追加TR）

計10回

■ TRMの参加

・ 小平選抜、昭島選抜、武蔵村山選抜

■ 各種選抜大会への参加

5年

6年

② 市内選抜メンバー

・ 6年生　 20名
・ 5年生 24名
・ 4年生 13名

※4年生は平成30年度より活動

平成２9年　専門委員会・少年選抜 事業報告

7/8 （土） 東大和市選抜春季交流大会 自治大学

10/28 （土） 東大和市選抜秋季交流大会 自治大学
9/16 （土） 日野市選抜交流大会 浅川スポーツ公園

1/14 （日） 東村山市選抜招待大会 久米川小

8/13 （日）

自治大学10/28 （土） 東大和市選抜秋季交流大会

昭島市選抜招待大会

2/4

11/25 （日）

（日） 狭山市選抜交流大会 新柏原グランド
（土）

小平JSC招待大会 小川西グランド
11/26

3/31

昭島公園陸上競技場

自治大学

（土） 5年生育成研修リーグ くじら公園

7/8 （土） 東大和市選抜春季交流大会
8/12 （土）



平成 29 年度 専門委員会・審判部事業報告 
（１） 審判員派遣実績 

・第 1 種試合 

   三多摩選手権、東大和市市民大会、東大和市リーグなどへ、述べ 32 名を派遣。 

・第２種試合 

   インターハイ予選、高校選手権予選、地区トップリーグなどへ、述べ 30 名を派遣。 

・第 3 種試合 

高円宮杯 U-15、日本クラブユース選手権、T リーグ U15、などへ、述べ 32 名を派遣。 

・第 4 種試合 

  自治体選抜大会、市内大会、各種招待大会などへ、延べ 10 名を派遣。 

 

（２） 審判技術向上に向けた実績 

・審判技術向上講習会開催（14ブロック審判講習会と合同研修実施）  

開催日時:2017年7月8日（土）9:00～16:00 

会場:立川市・自治大学 

カテゴリ:東大和市春季5年生・6年生選抜交流大会（選抜招待大会） 

審判:3人制 

参加人数:6名 

内容:フィールドインスペクション、審判打ち合わせ、レフリングに関する簡単な座学の実施 

全 12 試合の主審を行い、相互に良い点、悪い点を指摘しあう形式で、メンバーを 

組み替えながら 1 人当たり 2 本の主審を実施  

・ルール改正伝達講習会開催（14ブロック審判講習会と合同研修実施）  

開催日時:2018年2月11日（日）19:00～21:00 

会場:東村山市・サンパルネ コンベンションホール 

参加人数:73名 

内容:サッカー4 級審判員資格の更新講習会と同等（座学）の講習会を実施 

特に、2017/2018 ルール改定のポイントについて学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項目

繰越金 ¥214,435 ¥214,435 ¥0

加盟団体振興費 ¥120,000 ¥121,200 ¥1,200
市民体育大会助成金 ¥35,000 ¥35,000 ¥0

女子部(U-12) ¥5,000 ¥5,000 ¥0 \5,000×1ﾁｰﾑ
少年部 ¥35,000 ¥30,000 ¥-5,000 6ﾁｰﾑ→5ﾁｰﾑ
中学部 ¥5,000 ¥5,000 ¥0
一般部 ¥200,000 ¥160,000 ¥-40,000 \20,000×8ﾁｰﾑ

一般部･市民体育大会 ¥27,000 ¥18,000 ¥-9,000 \3,000×加盟6ﾁｰﾑ
少年部･市内交流大会 ¥60,000 ¥84,000 ¥24,000 1･2･3年生
少年部･選抜大会 ¥60,000 ¥30,000 ¥-30,000 5･6年生選抜大会 春季交流大会のみ開催
少年部･東大和招待大会 ¥144,000 ¥144,000 ¥0 \6,000×24ﾁｰﾑ

協賛金 ¥5,000 ¥40,000 ¥35,000 みやざわ接骨院・㈱大和調剤ｾﾝﾀｰ
雑収入 ¥15,000 ¥37,276 ¥22,276 14ﾌﾞﾛｯｸ他会場提供費
D級指導者講習会 ¥40,000 ¥0 ¥-40,000 未開催
S4級審判新規･更新講習会 ¥80,000 ¥0 ¥-80,000 未開催
預金利子 ¥0 ¥0 ¥0

¥1,045,435 ¥923,911 ¥-121,524

少年部･市内交流大会 ¥30,000 ¥73,777 ¥43,777 1･2･3年生大会表彰品､会場費等
少年部･選抜大会 ¥30,000 ¥18,789 ¥-11,211 5･6年生大会表彰品､会場費等(1大会のみ)
少年部･東大和招待大会 ¥140,000 ¥132,754 ¥-7,246 参加費､表彰品､会場費等
市民体育大会 ¥23,000 ¥17,500 ¥-5,500 会場費等
ガールズ大会 ¥3,000 ¥0 ¥-3,000 会場費
その他運営連絡費 ¥60,000 ¥43,358 ¥-16,642 会議費等

消耗品費 ¥30,000 ¥34,713 ¥-4,713 石灰､ｸﾘｱﾌｧｲﾙ､ｺﾋﾟｰ､ﾌﾟﾘﾝﾄ用紙等
通信連絡費 ¥10,000 ¥4,160 ¥-5,840 総会案内､東大和招待要項郵送費等
備品購入費 ¥20,000 ¥74,080 ¥54,080
振込手数料等 ¥2,000 ¥648 ¥-1,352 参加費等の振込

少年･少女ｻｯｶｰ教室 ¥60,000 ¥16,902 ¥-43,098 講師謝礼､食事代等(1日開催)
GK･ｽﾄﾗｲｶｰ教室 ¥15,000 ¥0 ¥-15,000 飲料､氷､消耗品等(未開催)
市内選抜活動費 ¥90,000 ¥97,000 ¥7,000 ﾄﾚｾﾝｽﾀｯﾌの活動費等
D級指導者講習会 ¥30,000 ¥0 ¥-30,000 未開催
審判部活動費 ¥70,000 ¥20,000 ¥-50,000 研修会､市外大会派遣交通費等
S4級審判新規･更新講習会 ¥40,000 ¥0 ¥-40,000 未開催
協会HP管理費 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 管理費及び有料ｻｰﾊﾞｰ借上げ費

派遣費 ¥15,000 ¥31,000 ¥16,000 市体協新年会､会場申請交通費

市体育協会･年会費 ¥30,000 ¥14,450 ¥-15,550 登録人数より
市体育協会助成会費 ¥10,000 ¥10,000 ¥0
東京都協会加盟費 ¥15,000 ¥0 ¥-15,000
三多摩連盟加盟費 ¥20,000 ¥20,000 ¥0

三多摩Jrﾕｰｽ選手権 ¥15,000 ¥0 ¥-15,000 参加なし
三多摩ｸﾗﾌﾞ･壮年大会 ¥50,000 ¥65,000 ¥15,000 ﾘｰｸﾞ優勝ﾁｰﾑ､O-40選抜ﾁｰﾑを派遣
少年部･市選抜各大会 ¥30,000 ¥5,000 ¥-25,000 各選抜大会(日野･東村山･狭山･武蔵村山)へ参加

予備費 ¥40,000 ¥16,342 ¥-23,658 ﾛﾝﾄﾞ桜が丘ﾌｨｰﾙﾄﾞ雪かき時の弁当代他
¥888,000 ¥705,473 ¥-191,953

¥-121,524

¥-191,953

2018年5月11日

                          会計・五十嵐正美

2017年度　東大和市サッカー協会会計報告

実行額

支出合計

次年度繰越金

精
算

派遣大会参加費

予備費

合　　　計

需用費

事業費

派遣費

¥923,911

支
　
　
　
　
出

実収入額

加盟費

参加費

雑収入

収
　
　
　
　
入

大会運営費

合　　　計

¥705,473

¥218,438

予算額 差額 内容区分 科目

繰越金

体育協会補助金

負担金



所属チームの多くは、東京都協会主催行事に参加しております。
ここでは、市協会関連の少年部主催・主管及び参加事業計画についてご説明します。

２０１８年 ４月 市内トレセン活動開始　（５、６年生）

６月～７月 春季市内交流大会 1・2年生
3・4年生
5年生

７月 東大和市選抜・5年生交流大会《自治大グランド》

少年少女ｻｯｶｰ教室開催（協会主催）　5･6年生　　《ロンド桜が丘フィールド》　
講師:FC東京

８月 昭島市選抜･6年生大会

９月 日野市選抜・5年生大会

１０月 日野市選抜・4年生大会

１１月 小平市選抜･6年生大会

１１月～１２月 市民体育大会　４年生の部・５年生の部・６年生の部

市選抜新5年生セレクション

１２月 秋季市内交流大会 1・2年生
3年生

２０１９年 １月 東大和市ガールズ招待大会

東村山市選抜・5年生

２月 狭山市選抜・6年生

３月 ｻｯｶｰ協会主催東大和招待少年ｻｯｶｰ大会　《ロンド桜が丘フィールド他》
市内チームと招待チーム計２４チーム　２日間（9，10日予定）

２０１８年度　少年部事業計画（案）



チーム/所属ブロック 代表者
狭山ヶ丘ＦＣ 吉丸　徹

大和北ＦＣ 鈴木　朝司
⑭
東大和２ＦＣ 中曽根　潤
⑭
東大和４ＦＣ 五十嵐　正美
⑭
武蔵大和ユナイテッド 小澤　和也
⑭
FC VIGORE 東大和　Jr. 小山　　樹
⑭
東大和４ＦＣ・Ｇｉｒｌｓ 植木　精司
⑯
桜ヶ丘ＦＣ 加賀美　弓

少年部理事 五十嵐　正美
（東大和４ＦＣ）

少年部理事 小山　　樹
(FC VIGORE東大和Jr.）

少年部理事 ⾧谷部　壮
(FC VIGORE東大和Jr.）

14ﾌﾞﾛｯｸ副委員⾧ 鈴木　朝司
（大和北ＦＣ）

14ﾌﾞﾛｯｸ運営部副部⾧ 五十嵐　正美
（東大和４ＦＣ）

14ﾌﾞﾛｯｸ運営部地区委員 小山　　樹
(FC VIGORE東大和Jr.）

14ﾌﾞﾛｯｸ広報部部⾧ 吉野　稔朗
（東大和2ＦＣ）

14ﾌﾞﾛｯｸ審判部副部⾧ 大西　淳也
（東大和2ＦＣ）

14ﾌﾞﾛｯｸ技術部副部⾧ 松下　眞儀
（武蔵大和UTD.）

14ﾌﾞﾛｯｸ技術部ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 青木　善和
（東大和４ＦＣ）

市内選抜スタッフ 松下　眞儀
（武蔵大和UTD.）

梅田　文俊
（武蔵大和UTD.）

青木　善和
（東大和４ＦＣ）

大野　正和
（東大和2ＦＣ）

堤　智也
（東大和2ＦＣ）

加藤　友
（東大和2ＦＣ）

松本　総士
（東大和４ＦＣ）

野崎　真吾
（大和北ＦＣ）

市川　凌
（狭山ヶ丘FC）

西　健太
(FC VIGORE東大和Jr.）

〒207-0004
東京都東大和市清水

〒350-1315
埼玉県狭山市北入曽
〒207-0004

8

東京都東大和市清水

1

2

3

〒189-0013
東京都東村山市栄町１
〒208-0011
東京都武蔵村山市学園

〒207-0013
東京都東大和市向原

4

5

6
〒207-0023
東京都東大和市上北台

東大和市サッカー協会少年部名簿

7

〒203－0023
東京都東久留米市南沢



1
1次リーグ

2
大会期間

3
大会期間

4
大会期間

5
大会期間

6
大会期間

7
大会期間

1

2

1

2

3

4

1

平成30年度　事業計画 (案) 
中学部　FC.VIGORE U-15

Ⅰ・試合及び大会
第33回 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会　　東京都予選

              2018年4月1日～2018年4月29日
ノックアウトステージ 2018年5月5日～2018年6月3日

第26回 東京都クラブユースサッカーU-14選手権大会 
2018年6月～2019年2月

第23回 東京都クラブユースサッカーU-13選手権大会
2018年6月～2019年2月

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2018（東京都）
2018年3月～2019年1月（参入戦開催日を含む）

Ⅱ・合宿

第9回東京フレッシュカップ U-14・U-13
2018年10月～2019年2月

三多摩サッカー連盟　U-14.U-13 選手権大会
2019年1月～2019年2月

Developmentリーグ
2018年11月～2019年3月

夏季合宿　(3泊4日) 山中湖　　7月

春季合宿　(2泊3日) 山中湖　　3月

Ⅲ・指導普及事業

Ⅳ・審判講習会
東大和市サッカー協会主催審判講習会参加

東大和市サッカー教室指導者派遣 (夏休み)

指導者講習会 (東京都クラブユースサッカー連盟主催) 

地域理事分科会　(東京全7地域・第5地域所属)    年3回開催

体育協会ジュニア育成事業



 

 

２０１８年度（平成３０年） 中学部 中体連・活動予定 

●２０１８年度 市内中学校大会 

第４３回 東大和市中学校体育大会    会場 東大和一中 2018 年８月下旬予定 

第１４ 回大和杯（吉越杯）東大和市内中学校大会 会場 東大和一中 2019 年３月中予定 

 

●２０１８年度 東京都中学校体育連盟サッカー大会 

第５７回東京都中学校総合体育大会  兼  第７１回東京都中学校サッカー選手権大会 

第１１支部予選 

大会期間 2018 年 5 月 12 日（土）～6 月末  会場（久留米西・田無三・東大和一 他） 

 

第６２回東京都中学校サッカー新人大会 第１１支部予選 

大会期間 2018 年 9 月～11 月    会場（久留米西・田無三・東大和一 他） 

 

審判講習会・研修大会 

講習会 8 月 1 日（水）  研修大会 8 月 2 日（木）3 日（金）の開催予定 会場は未定 

 

技術講習会・選抜練習会（1 年）   6 月・11 月～2 月     会場  未定 

 



第３４回　東大和市サッカーリーグ　　　　　　　　　　　　桜が丘市民運動場・他　　　　Ｈ２０．７月１日（日）～Ｈ３１．３月３１日（日）
予備日４月７日

第４９回　市民体育大会サッカー競技・一般の部 桜が丘市民運動場・他 Ｈ３０．１０月７日～１２月２３日

第４６回　三多摩クラブサッカー選手権大会　（三多摩連盟主催） Ｈ３１．２月初旬～３月下旬

第３７回　三多摩壮年サッカー大会 （三多摩連盟主催） Ｈ３１．２月初旬～３月下旬

第１７回　三多摩シニア女子（Ｏ－３５）サッカー大会　　（三多摩連盟主催）Ｈ３１．２月初旬～３月下旬

Ｓ４級審判員資格新規認定講習会 会場＝市内会場 開催時期未定

Ｓ４級審判員資格更新認定講習会 会場＝市内会場 開催時期未定
昨年新規取得された方の継続認定講習及び今年新たに取得される方の講習会。
※一般部登録チームは、３名以上有資格者の登録を義務付け

Ｄ級指導者講習会 会場＝市内会場 開催時期未定

※ Ｓ４級審判員資格新規・更新及びＤ級指導者講習会については開催が必要と認められた場合に実施

市内トレセン　　５年生・６年生 各月第１土曜日・桜が丘にて開催（予定）
主管＝少年部

少年・少女サッカー教室 桜が丘市民運動場 Ｈ３０．７月～８月
主管＝少年部
小学校生対象に、外部講師（ＦＣ東京・他）を招聘して実施の予定。

東大和招待少年サッカー大会 会場＝市内小学校・桜ヶ丘（予定） Ｈ３１．３月９日、１０日（予定）
主管＝少年部

ガールズ招待大会（主催 東大和４ＦＣガールズ・後援 東大和市サッカー協会） 学年未定　　　Ｈ３０．１１月初旬・予定

６年生等　　　Ｈ３１．１月初旬・予定

東京都トレーニングセンター　　　　　（東京都協会技術委員会主催）
Ｕ－１２他、各年代で選手参加

東京都第５地域トレーニングセンター
各年代で参加

＊東京都サッカー協会主催行事として、ユース年代（Ｕ－２０以下すべてを言う）の
　優れた選手を一環指導していくシステム。　当協会としても協力していく。

第１４ブロックトレーニングセンター
所属チームより派遣

主 催 事 業

後 援 事 業

平成３０（２０１８）年度　　　一 般 部 ・ 事 業 計 画 （案）

平成３０（２０１８）年度　　　協 会 関 連 ・ 事 業 計 画 （案）

平成３０（２０１８）年度　　協 会 主 催，主 管 及び 後 援 ・ 事 業 計 画（案）



一般部・評議員（チーム代表者）名簿

№ チ ー ム 名 評 議 員 氏 名 〒 住　　　　　　　所
① ＦＣ．ナッツ 広　沢　康　士 ２０７－０００３ 東大和市狭山
② レアル・コンパニェロ 山　田　哲　也 １８７－００３４ 小平市栄町
③ ザリガニ 小　林　亮　太 ２０７－００１３ 東大和市向原
④ バビロン 豊　田　浩　孝 １８９－００１１ 東村山市恩多町
⑤ ＦＣ．ＬＩＢＥＲＴＥ（リベルデ） 矢　川　敏　直 ２０８－００３４ 武蔵村山市残堀
⑥ ＴＹＲＡＮＮ（テュラン） 高　瀬　浩　基 ２０８－００１１ 武蔵村山市学園
⑦ ＡＺＡＬＥＡ 平　田　隆　一 ２０７－００２２ 東大和市桜が丘
⑧ ＦＣ．Borracho 神　田　賢　二 １９０－００３３ 立川市一番町

☆ ⑨ Ｆ・ダディーズ 須　藤　正　憲 ２０７－００２１ 東大和市立野
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

順不同

☆＝ 今年度新規加盟申請チーム



① 活動実績
■ 市内選抜練習会（5、6年）の開催

・ 毎月第1土曜日（13:00～16:00）
＠ロンド桜が丘フィールド

計10回

■ TRMの参加

・ 小平選抜、昭島選抜、武蔵村山選抜

■ 各種選抜大会への参加

5年

6年

② 市内選抜メンバー

・ 6年生　24名
・ 5年生13名
・ 4年生16名（選考予定）

※4年生は平成31年度より活動

平成30年　専門委員会・少年選抜 事業計画

７月 東大和市選抜春季交流大会 自治大学
浅川スポーツ公園

１０月 東大和市選抜秋季交流大会 自治大学
８月 日野市選抜交流大会

久米川小１月 東村山市選抜招待大会

７月 東大和市選抜春季交流大会 自治大学
８月 昭島市選抜招待大会 くじら公園

小川西グランド
新柏原グランド

11月 小平JSC招待大会
２月 狭山市選抜交流大会



平成 30 年度 専門委員会・審判部事業計画 
（１） 活動目的 

東大和市のサッカーの健全な発展をめざし、審判技術の向上、新規審判員の育成、 

上級資格取得を目指す審判員への補佐を活動の目的とする。 

 

（２） 活動予定 

・審判技術の向上 

審判講習会の開催及び上級資格取得に関する補佐として以下の活動を行う 

1. 4 級新規/継続講習会の開催 

2. 審判技術向上講習会(一般～少年)等の開催 

3. トレセンメンバー、アクティブ審判を通じた上位協会からの伝達 

・審判部員の拡大 

・第 1 種試合への審判派遣 

市民体育大会、各種大会への審判員派遣 

・第 2 種試合への審判派遣 

各種大会への審判員派遣 

・第 3 種試合への審判派遣 

各種大会への審判員派遣 

・第 4 種試合への審判派遣 

各種トレセン大会、市民体育大会、招待大会への審判員派遣 

 

（３） 審判部構成 

部⾧ 大西 淳也（事務局兼務） ※継続 

副部⾧ 吉野 稔朗       ※継続 

審判員数  9 名（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

 



項目

繰越金 ¥214,435 ¥218,438 ¥4,003 前年度より繰越

加盟団体振興費 ¥121,200 ¥122,000 ¥800 前年度より試算
市民体育大会助成金 ¥35,000 ¥35,000 ¥0 　　　〃

女子部 ¥5,000 ¥5,000 ¥0 \5,000×1ﾁｰﾑ予定
少年部 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 \5,000×6ﾁｰﾑ予定
中学部 ¥5,000 ¥5,000 ¥0 \5,000×1ﾁｰﾑ予定
一般部 ¥160,000 ¥180,000 ¥20,000 \20,000×9ﾁｰﾑ予定

一般部･市民体育大会 ¥18,000 ¥18,000 ¥0 前年度実績より
少年部･市内交流大会 ¥84,000 ¥85,000 ¥1,000 前年度実績より
少年部･選抜大会 ¥30,000 ¥30,000 ¥0 春季交流大会のみ予定
少年部･東大和招待大会 ¥144,000 ¥144,000 ¥0 \6,000×24ﾁｰﾑ予定

協賛金 ¥40,000 ¥40,000 ¥0 みやざわ接骨院・㈱大和調剤ｾﾝﾀｰ予定
雑収入 ¥37,276 ¥35,000 ¥-2,276 14ﾌﾞﾛｯｸ会場提供費等
D級指導者講習会 ¥0 ¥0 ¥0
S4級審判新規･更新講習会 ¥0 ¥0 ¥0
預金利子 ¥0 ¥0 ¥0

¥923,911 ¥947,438 ¥23,527

少年部･市内交流大会 ¥73,777 ¥75,000 ¥1,223 1･2･3年生低学年大会､4･5年生大会
少年部･選抜大会 ¥18,789 ¥20,000 ¥1,211 5･6年生大会×1回
少年部･東大和招待大会 ¥132,754 ¥140,000 ¥7,246 参加費､表彰品､会場費等
市民体育大会 ¥17,500 ¥20,000 ¥2,500 会場費等
ガールズ大会 ¥0 ¥4,500 ¥4,500 会場費
運営連絡費 ¥43,358 ¥50,000 ¥6,642 大会関係連絡等

消耗品費 ¥34,713 ¥50,000 ¥15,287 石灰､ｺﾋﾟｰ代､事務用品等
通信連絡費 ¥4,160 ¥10,000 ¥5,840 会議､行事等連絡
備品購入費 ¥74,080 ¥100,000 ¥25,920 用具等
振込手数料等 ¥648 ¥2,000 ¥1,352 加盟費､参加費､講習会費等の振込

少年･少女ｻｯｶｰ教室 ¥16,902 ¥20,000 ¥3,098 指導者謝礼等
GK･ｽﾄﾗｲｶｰ教室 ¥0 ¥0 ¥0 ｼﾞｭﾆｱ育成事業の補助的な費用として
市内選抜活動費 ¥97,000 ¥90,000 ¥-7,000 外部指導者委託費､指導者交通費等
D級指導者講習会 ¥0 ¥0 ¥0 D級指導者講習会等の補助的な費用として
審判部活動費 ¥20,000 ¥50,000 ¥30,000 研修会､派遣大会交通費等
S4級審判新規･更新講習会 ¥0 ¥0 ¥0 会場費､講師謝礼等
協会HP管理費 ¥10,000 ¥10,000 ¥0 管理費及び有料ｻｰﾊﾞｰ借上げ費

派遣費 ¥31,000 ¥35,000 ¥4,000 市体協行事等への派遣費

市体育協会･年会費 ¥14,450 ¥30,000 ¥15,550
市体育協会助成会費 ¥10,000 ¥10,000 ¥0
東京都協会加盟費 ¥0 ¥15,000 ¥15,000 地区連盟加盟費
三多摩連盟加盟費 ¥20,000 ¥20,000 ¥0

三多摩Jrﾕｰｽ選手権 ¥0 ¥15,000 ¥15,000 U-13及びU-14へ派遣予定
三多摩ｸﾗﾌﾞ･壮年大会 ¥65,000 ¥70,000 ¥5,000 一般部(ｸﾗﾌﾞ選手権､壮年大会)へ派遣予定
少年部･市選抜各大会 ¥5,000 ¥20,000 ¥15,000 少年部市内選抜､ﾄﾚｾﾝより派遣予定

予備費 ¥16,342 ¥90,938 ¥74,596
¥705,473 ¥947,438 ¥241,965

¥947,438

¥947,438

¥0

2018年6月5日

                          会計・五十嵐正美

2018年度　東大和市サッカー協会会計予算（案）

収
支

予算収入額

予算支出額

差額

支
　
　
　
　
出

大会運営費

需用費

事業費

派遣費

負担金

派遣大会参加費

予備費

合　　　計

収
　
　
　
　
入

繰越金

体育協会補助金

加盟費

参加費

雑収入

合　　　計

区分 科目 予算額 増減 内容2017年度実績



住　　所　　（勤務先） 電　話　（勤務先）
〃　　　　（自宅） 〃　　（自宅）

東大和市南街

立川市一番町

東大和市向原

東大和市清原

東大和市狭山 
ＦＣ．ナッツ

東大和市狭山 

東大和市奈良橋
ＦＣ.ＶＩＧＯＲＥ

東大和市桜ヶ丘
中体連

東大和市清水
東大和四中 ０４２－５６４－８５１１

東大和市立野２－６－２　東大和四中
東大和４ＦＣ

東大和市清水
ＦＣ．ＶＩＧＯＲＥ 東大和 Ｊｒ．

東大和市上北台
ＦＣ．ＶＩＧＯＲＥ 東大和 Ｊｒ．
東大和市上北台
東大和４ＦＣ・Ｇｉｒｌｓ
東大和市清水
ＦＣ．ＶＩＧＯＲＥ レディース
東大和市南街

東大和市桜ヶ丘

東大和市桜が丘３－４４－８　都立東大和南高校 ０４２－５６５－２８９５

東大和市中央３－９４５ 都立東大和高校 ０４２－５６３－１７４１

（部　⾧）（事務局）兼務

東大和市桜が丘
（副部⾧）
東大和市桜が丘

立川市砂川町

東大和市清水

東大和市清原

東大和市桜が丘
ＵＲＬ　http://hfa.daa.jp
東大和市桜が丘

東大和市狭山

平成３０年度 東 大 和 市 サッカー 協 会  役 員 名 簿（案）

〃

〃

小　山　　茂　樹

五 十 嵐 　正　美

氏　　　名

小　山　　　　 樹

⾧　谷　部　　壮

〃 金　澤　　　 　浩

内　海　　慎　思

広　沢　　康　士

大　西　　淳　也

斎　藤　　一　彦

松　下　　眞　儀

植　木　　精　司

石　川　　美 穂 子

大　滝　　祐　一

横　山　　伸　一

役　職　名

会計監査

ユース育成

名 誉 会 ⾧

中 学 部  理 事

審 判 部

少年選抜

〃

小 年 部  理 事

事務局

会　   　　⾧

理   事   ⾧

横　山　　英　雄

一 般 部  理 事

〃 真　野　　 雅　生

北　原　　　　　由

小　澤　　和　也副   会   ⾧

大　滝　　祐　一

ＨＰ担当
審 判 部

大　西　　淳　也

勝　城　　慶　郎

総務

中学選抜

大　原　　康　裕

小　山　　茂　樹

会計 五 十 嵐 　正　美

副 理 事 ⾧ 柚　木　　孝　明

女子部
理　事

Ｕ－１２

女子一般

大会運営

吉　野　　稔　朗

専門委員

吉　野　　稔　朗


