
２０１７年度ユース審判員派遣 in 関東 M-T-M 

青森県サッカー協会審判委員会 

 

１. 大 会 名 関東Ｍ-Ｔ-Ｍ交流戦ｉｎ栃木２０１７ 

２. 主 催 （一社）関東サッカー協会 

３. 主 管 （一社）関東サッカー協会４種委員会、（一社）栃木県サッカー協会４種委員会 

４. 期 日 平成２９年７月２８日（金）～７月３０日（日） 

５. 会 場 真岡市鬼怒自然公園サッカー場 栃木県真岡市柳林 1140-2 

６. 宿 舎 松屋旅館 栃木県真岡市田町 2244 

７. 引率および指導者・審判員・参加選手 

（一社）青森県サッカー協会４種委員会 川村 拓（U-12 監督代行），十枝内 和喜（U-12 女子

監督），工藤 慎也，今川 雅博（４種副委員長），藤倉 克智 

ユース審判員 荒屋敷 佳帆 

参加選手 

男子 女子 

No ポジション 選手名 所属チーム No ポジション 選手名 所属チーム 

18 GK 古川 修斗 リベロ津軽 SC U-12 1 GK 古川 怜奈 グラシアジュニア五戸 

2 ＤＦ 齋藤 和博 リベロ津軽 SC U-12 2 ＤＦ 中村 日和 テルツォ弘前 

3 ＤＦ 駒井 伶充 千刈 FC 3 ＤＦ 坪田 詩 黒石 FC 

4 ＤＦ 葛西 創太 AC 黒石 1986 4 ＦＷ 阿保 美玖 光田寺 SSS 

5 ＭＦ 荒川 蓮 ヴァンラーレ八戸 FC U-12 5 ＭＦ 白石 朝香 レオニーノ木崎野 FC 

6 ＦＷ 越後 晴哉 根城 FC 6 ＦＷ 宮本 和心 十和田セライオ FC ジュニア 

7 ＭＦ 長谷川 陽大 レオニーノ木崎野 FC 7 ＦＷ 大平 菜々美 十和田セライオ FC ジュニア 

8 ＭＦ 羽場 怜翔 市浦ブラックダイヤモンズ 8 ＦＷ 佐藤 李那 三戸カーネリアンズ 

9 ＦＷ 小向 光 JEF 八戸 FC 9 ＭＦ 松田 聖音 ヴァンラーレ八戸 U-12 

10 ＭＦ 相馬 野亜 福田 SSS 10 ＭＦ 榎本 美月 グラシアジュニア五戸 

11 ＦＷ 梁田 光輝 レオニーノ木崎野 FC 11 ＤＦ 小松 明香里 福田 SSS 

12 ＭＦ 木村 心優 JEF 八戸 FC 12 ＭＦ 山内 藍琉 致遠 SSS 

13 ＭＦ 小向 遥輝 ウィンズ FC U-12 13 ＤＦ 佐々木 梨乃 油川 SSS 

14 ＤＦ 関下 湧斗 根城 FC 14 ＭＦ 吉川 夢乃 リベロ津軽 SC U-12 

15 ＤＦ 葛西 翔英 平賀 FC 15 ＦＷ 小笠原 妃世 ヴァンラーレ八戸 U-12 

24 GK 福士 朝陽 福田 SSS 16 ＭＦ 小平 璃乃 六戸 SSS 

 

８. 競技方法（抜粋） 

� 競技規則は（公財）日本サッカー協会競技規則(ＪＦＡ８人制サッカー競技規則)による。 

� 試合時間は３０分。インターバルは５分。十分な給水タイムの確保をする。 

� 選手は自由な交代。 

� ゲームスケジュールは参加チーム総当たりを前提とする。 



９. 日程（予定）【大型貸切バスで移動；アーストラベル青森】 ※青森県参加要項より抜粋 

７月２７日（木） 11:00 [男子]vs 群馬 

8:00 盛運輸サンドーム発 13:00 [男子]vs 富山 [女子]vs 神奈川ラソ 

 集合７：５０ 13:40 [男子]vs 栃木 [女子]vs 神奈川バンデ 

8:30 道の駅いなかだて発 14:20 [男子]vs 埼玉 

 集合８：２０ 15:40 [男子]vs 富山 [女子]vs 東京 

10:45 グランドサンピア八戸発 16:20 [男子]vs 神奈川 

 集合１０：３５  

 （途中のＳＡで昼食） ７月３０日（日）交流戦３日目 

18:30 宿泊先到着予定 9:00 [男子]vs 兵庫 [女子]vs 東京 

  9:40 [男子]vs 千葉 [女子]vs 栃木海 

７月２８日（金）交流戦１日目 10:20 [男子]vs 京都 

9:00 [男子]vs 山梨 [女子]vs 栃木空 11:00 [男子]vs 栃木 [女子]vs 神奈川バンデ 

9:40 [男子]vs 千葉 [女子]vs 栃木空 11:40 [男子]vs 茨城 [女子]vs 栃木空 

11:00 [男子]vs 宮城 [女子]vs 神奈川ラソ 12:20 [男子]vs 兵庫 [女子]vs 神奈川ラソ 

13:00 [男子]vs 栃木 [女子]vs 神奈川バンデ   

13:40 [男子]vs 栃木 [女子]vs 山梨 13:40 試合会場出発 

14:20 [男子]vs とちぎ   （スパリゾートリブマックスで入浴） 

15:00 [男子]vs 栃木 [女子]vs 東京  （途中のＳＡで夕食） 

  20:00 岩手山ＳＡ下りで県南選手解散 

７月２９日（土）交流戦２日目  保護者の迎え 

9:00 [男子]vs 栃木 SC [女子]vs 栃木海 22:00 黒石 IC 着（道の駅いなかだて解散） 

9:40 [男子]vs 千葉  [女子]vs 栃木空 22:30 青森市着（サンドーム前解散） 

10:20 [男子]vs 東京  保護者の迎え 

 

１０. 会場の様子 

   

 

 

 

 

 

 



１１. 参加者レポート 

� 荒屋敷 佳帆（サッカー３級ユース審判員） 

 今回の審判員派遣で学んだことが二つあります。まず一つ目は、自信を持つことです。私は８

人制一人審判の経験があまりなく、すごく緊張していました。そのせいで不安な気持ちでジャッ

ジしていたので、笛も力強く吹くことができませんでした。「もう少し強く吹いていい」とアド

バイスをもらい、次の試合から笛の強さを意識してやりました。そうすることで、審判の信頼性

ややる気が見ている人に伝わるということが分かりました。 

 二つ目は、生活面です。今回、小学生達と一緒に過ごしてみて、小学生は言われたことに返事

をし、時間を守るなど規則正しい生活ができていました。サッカーだけではなく、生活面におい

てもテキパキしていて、自分からご飯の支度をしたり、周囲の人に挨拶したり、見ていてとても

感心しました。それに比べて自分は挨拶の声が小さかったりと、生活面で当たり前のことが欠け

ていると感じさせられました。 

 また、試合観戦をしている中で、選手達の真剣に取り組む姿、ゴールをねらう姿がとても心に

残りました。自分も高校生活で残されたサッカーの時間をどう過ごすのかよく考え、今後自分達

のサッカーチームの仲間を引っ張っていく一人として精一杯努力し、悔いの残らないよう一つ

一つの試合を大切に、積み重ねた努力を力にして、プレイヤーとしても頑張ろうと思います。 

 最後に、ユース審判として派遣するチャンスを与えてくださったサッカー協会の方々をはじ

め、部活動顧問の先生、そしてサッカー部の仲間達に感謝しています。初めは女子審判として行

くことにとても不安がありましたが、「小さなことでも何か学ぶことがあるのだから」と背中を

押してくれた両親、姉兄にも感謝しています。自分を見つめ直すことのできた４日間でもあり、

色々な面で刺激を受けた日々でした。ありがとうございました。 

 

１２. 補足 

 試合結果等は、以下の Web ページに記載されています。そちらをご覧下さい。 

� 要項・結果 関東サッカー協会 http://kanto-fa.jp/info/?p=1552 

 


