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委員長コメント

JFA 女子委員長 今井純子

3月も下旬、今年は桜の開花が全国で平年よりかなり早いという予報があります。年度末で卒業、
卒団等、様々なイベントが、まだ新型コロナウイルス感染拡大の影響で縮小等されながら進んでいる
ことと思います。緊急事態宣言は解除されたものの、感染者数の減少が下げ止まっていることもあり、
まだまだ慎重に過ごす必要があります。地域によってはクラブとして最後のイベント等も中止されて
しまっているところもあるかもしれません。選手達がぜひとも次のステージでサッカーを続けてくれる
ことを切に願います。
3月11日、東日本大震災から、10年の時がたちました。国内外から多くのサポートが寄せられ復旧が
進んだ一方で、復興にはまだ長い道のりが残されていることを、改めて思い起こす日となりました。
3月8日は、国際女性デー、JFA女子サッカーデーでした。1ヶ月間女子サッカーの発展に関わる様々
な取り組みを全国でしていただいています。全国でのご協力どうもありがとうございます。
JFAとしても、社会面と普及面の2面で、JFA/WEリーグ女性リーダーシッププログラムの第4モジュール
特別シンポジウムをスタートとして、リーグや外部団体との連携も含め、様々な取り組みを実施して
います。JFAホームページ内に特設ページを設けていますので、ぜひ御覧ください。

また今年は、女性活躍について社会的に話題になったこともあり、国際女性デー関連で多くの記事や
発信がありました。これをいかに先に、本物の変化につなげていけるかです。スポーツ団体ガバナンス
コードの対応もあり、JFAでは以前より議論、取り組みを開始しています。また、WEリーグの設立の意
義、理念は、まさに女性がポテンシャルを発揮できる社会の実現に向けられたものであり、具体的に取
り組んでいこうというものです。
例年の女子委員会地域訪問会議、今年はオンラインでFA訪問会議に形を変え、3月8日より開始して
います。一つ一つのFAについてお話しができること、またFAの技術をはじめとする関係の皆様とも共有
できることのメリットを、やりながら改めて感じています。事例や考え方を共有し、またご意見、ご要望
をお聞きしながら、女子サッカーの発展に向けて、一つ一つ具体的に進めていきたいと思います。
ご協力よろしくお願いいたします。

JFA女子サッカーデー
日本サッカー協会（JFA）は2月28日(日)、JFA女子サッカーデーに関する説明会とJFA女性リーダー
シップシンポジウムをオンラインで開催しました。
JFA女子サッカーデーに関する説明会には今井純子JFA女子委員長とアディダスジャパン株式会社の
トーマス・サイラー副社長が登壇しました。JFAは2019年、「国際女性デー」にあたる3月8日を「JFA
女子サッカーデー」に定めました。今井委員長は20年の取り組みとして、なでしこジャパン（日本女子
代表）がアパレルプロバイダーの株式会社ビームスからご提供いただいた、黄色のスカーフやアーム
バンドを着用したこと、朝日新聞でステートメントの全面広告が掲出されたことなどを報告しました。
アディダス ジャパンとJFAが実施した「HER TEAM」プロジェクトについてはサイラー副社長から説明
がありました。中学生年代の女子チーム設立をサポートする同プロジェクトには67チームもの応募が
あったそうで、2021年もプロジェクトを継続することが明かされました。
今井委員長は2021年のJFA女子サッカーデーの計画について「3月の1カ月間を通じて全国でさまざま
な取り組みをしていきます」と説明。「普及」と「社会」を注力テーマとし、女子サッカーの人口増加
と社会における女性活躍の後押しを目標に掲げました。
各都道府県サッカー協会の取り組みについては、4月号でご紹介させていただきます。

女性審判員の様々な活動
日本の女子トップリーグで活動している女子1級審判員は、仕事が終わってからトレーニングをした
り、あるいは育児の合間をぬってトレーニングをするなど、大好きな審判活動を継続するために各々が
工夫を凝らしながら日常生活を送っています。審判員の数だけライフスタイルがあり、その数だけ工夫
した日常があります。
出産は運動をする女性にとって大きなライフイベントと考えられていましたが、最近は出産後も審判
活動の継続を希望する者が増え、以前よりもライフスタイルにおける選択肢が増えてきているように思
います。やりたいことを自らの意思で選択できる状況にあることはとても大切です。
今回皆さんにご紹介する審判員は、ここ数年以内に出産を経て復帰を果たした審判員たちです。忙し
い日常がありながらも、工夫して生活をしている様子やそこから見出す楽しさややりがいなどを紹介さ
せて頂きます。

緒方実央（福岡県）
私は女子1級審判員に昇格後、出産、復帰しました。子どもにとって審判をしている私は当たり前で
すが、最近はお休みの日に私が居ないことが寂しいと言ってくることもあります。それでも「かかは
とっても頑張ってるんだよ」と言ってくれているようで、主人や両親の支えによって活動出来ていると
感謝しています。
妊娠判明時から審判を辞めることは考えません
でしたが、どうしたら復帰できるのか。体力の維持
や復帰までのアプローチの仕方など、不安なことは
沢山ありました。復帰とほぼ同時に子どもが保育園
に通いだした初めの半年間は、子どもが毎週熱を出
し、私も体調不良が続く中での試合や、その移動は
とても過酷でした。JISS（国立スポーツ科学セン
ター）が行っているママアスリートセミナーに参加
した際に、他種目のママアスリートの方から「子ど
もが体調不良の時、ママは元気だと思ってもけがを
しやすい」と教えて頂きました。それから自分の体
調変化をより意識するようになりました。
これからママアスリートがもっと増えて一緒に
活動できたらとても嬉しいです。

杉本美里（高知県）
現在、3歳の息子がいます。仕事＋家事＋育児＋審判活動と慌ただしい日々を過ごしています。
よく、1日が30時間ぐらいあったらなと思います。そうすれば、もっとトレーニングや勉強ができる
のにと。自分のために使える時間は本当に減りました。うまくいかないときは、もうやめてしまいたい
と思うこともあります。でも審判をしていて味わう、試合前の緊張感や無事に試合が終わった時の充実
感が忘れられません。
子どもには、お母さんの姿だけでなく、一人
の女性として頑張っている姿を見せたいと思っ
ています。女性のライフステージには、様々な
選択をする場面があります。どの選択肢も大切
で尊重するべきだと思いますが、好きなことが
続けられなくなってしまうのはもったいない。
お母さんだから我慢、ではなくもっと女性が好
きなものを続けることへのハードルが低くなっ
てほしいです。
全てを100％でやることは難しいけれど、50％
や30％のときを使い分けて育児も審判も続けて
いきたいです。子どもと同じフィールドに立つ
日を目標にして。

荒川里実（栃木県）
もうすぐ3歳の息子がいます。息子が3ヶ月
の頃から県内で試合をやらせてもらい復帰し
ました。息子は元気一杯、運動が大好きで
す。最近はサッカーボールを蹴り始めたの
で、もしそのまま続くようであれば高校、大
学、社会人と一緒にサッカーに関われればい
いなと思う気持ちで私も頑張りたいと思って
います。
審判活動を続けていく上で応援してくれ、
サポートしてくれている夫と両親、姉にはと
ても感謝しています。また妊娠中、出産後に
スムーズに復帰出来るようにサポートをいた
だきました県協会の皆様、地域協会の皆様、
そして日本協会の皆様に感謝したいです。

＜島根県内にて、女子高校生として初めてサッカー3級審判員に合格したお二人を紹介させて頂きます＞
一人目は高校1年生の原希夢（はらのぞむ）さん。小学2年生の頃から男子と一緒に選手としてプレーす
る一方で、中学3年生の頃から審判員に興味を持ち始め、2019年に4級資格を取得。その後、「審判員とし
ての知識が選手としてのプレーにも役立つ」という思いから、3級取得を目指し見事に合格しました。
二人目は、同じく高校1年生の伊藤華蓮（いとうかれん）さん。所属するトップチームの試合や自分たち
の試合で審判員を見て興味を持ち、2020年に4級資格を取得。上位カテゴリーの試合を審判担当できるよ
うにと思い、原さんと同時期に3級に合格しました。
お二人とも、2021年より3級審判員として活動します。今後も選手と審判員の両方での成長を目指しつ
つ、「女子審判員が少ないので、自分達が上を目指すことで他の女性も審判員に興味を持ってくれると
嬉しい」と語っていました。

（左が原希夢さん、右が伊藤華蓮さん）
■原 希夢（はら のぞむ）さん

島根県サッカー協会所属

①高校1年生で3級合格できた時の気持ち
率直に嬉しいと感じました。合格できるようにたくさん勉強したので、頑張って良かったと思いました。
②今後や将来の目標
今後は選手としても審判としてもレベルアップできるようにたくさん経験を積みたいです。審判としての
将来の目標は大きな試合を担当すること、審判員を指導できる立場になることです。

■伊藤 華蓮（いとう かれん）さん

島根県サッカー協会所属

①高校1年生で3級合格できた時の気持ち
高校生になってから審判の依頼が増えたので、3級が取れてうれしかったです。中学生の試合には出られ
ないので、審判としてチームに貢献できるので合格できて良かったと思います。
②今後や将来の目標
今後は全国大会や世界大会の審判ができるようもう一つ上の級を取りたいです。高校を卒業したらサッ
カーをするか分からないですが、審判としてサッカーに貢献できたらいいと思っています。
島根県内や中国地域のみだけでなく、全国や世界に知れ渡るような審判になりたいです。

「Associate-Pro（A-Pro）ライセンス」
女性指導者を対象に、AFC-Pro基準の新たなライセンスとして「Associate-Pro（A-Pro）ライセン
ス」を2020年より時限的に開設しました。
WEリーグ所属のチーム及び WEリーグ所属のプロ選手の指導ができる人材を養成すると同時に、世界
のサッカー界における女性指導者のリーダーとなる人材を育成する。ということを目的としてか動き出
しました。
女性指導者育成の突破口として S級コーチに準ずる指導者ライセンス「Associate-Pro（A-Pro）ライ
センス」を時限的に創出し、日本サッカー全体の活性化につなげていきたいと考えています。
A-Proライセンス取得後に経験を積み、JFAが主催するS級コンバージョンコースを受講し、すべてに
合格するとJFA S級ライセンスの認定を受ける。というものになります。

【コースのコンセプト：Coach Education Next Decade】
●Reality Based Learning
➡ 実戦に基づく指導体系
●Problem Oriented Learning
➡ 1 on 1 メンタリングによる指導力の向上
▶受講生1人に1人のMentorがつき、成長をサポートする
●CPD（Continuous Professional Development）
➡ コース終了後の再教育機会創出
●Internationalな感覚／Communication能力
▶海外講師によるオンライン講義
▶オンライン 1 on 1 語学研修〔週4回以上〕
▶UEFAコーチングクリニック（視察・研修）他

WEリーグからのお知らせ
●2021 WEリーグ プレシーズンマッチ 対戦カード、キックオフ時間、会場が決定
2021 WEリーグ プレシーズンマッチの対戦カード、キックオフ時間、会場が決定いたしました。
詳しい日程は、以下特設サイトをご覧ください。
日程：4/24(土)～6/19(土)
試合数：全22試合

各クラブはホーム2試合、アウェイ2試合の計4試合に出場する。

◇特設サイトはこちら
https://weleague.jp/psm/2021/

●ダイハツ工業とWEリーグが「グラスルーツパートナー」契約を締結

共に地域に寄り添い、サッカー

少女の夢を応援
https://weleague.jp/news/123/

●プレナスとWEリーグが「シルバーパートナー」契約を締結
https://weleague.jp/news/124/

●WEリーグ 国際女性デーに”WE MEETING”を開催。全クラブの代表選手が集結、女性エンパワーメント
を考える
一般社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は、2021年3月8日の国際女性デー/JFA女子
サッカーデーに「第一回WE MEETING」をオンラインで開催しました。全クラブから代表として選ばれた
11名の選手たちは、プロスポーツ選手としてどのように社会の女性エンパワーメントに貢献できるかに
ついて話し合いました。WEリーグの理念「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性に
あふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」の達成に向けて、選手たちのディスカッション
を元に、WEリーグの行動規範「クレド」の開発が進められます。
◇レポート記事はこちら
https://weleague.jp/news/125/

2021年4月～2022年3月
No

大会名

JFA及び各連盟主催全国大会一覧（予定）
開始日

終了日

8月2日

8月9日

令和3年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会（女子）

8月18日

3

JFA U-18 女子サッカーファイナルズ2021

9月18日

4

皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会

11月27日

5

JFA 第26回全日本U-15女子サッカー選手権大会

12月11日

12月27日

6

第30回全日本大学女子サッカー選手権大会

12月24日

2022年1月6日

兵庫県・三木総合防災公園
東京・味の素フィールド西が丘

7

第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会

2022年1月3日

2022年1月9日

兵庫県・ノエビアスタジアム、三木総合防災公園 他

1

XFCUP 2021 第3回日本クラブユース女子サッカー大会（U-18）

2

会場

大会ロゴデータ

群馬県・コーエィ前橋フットボールセンター 他

なし

8月22日

福井県・日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 他

なし

9月20日

京都府・サンガスタジアム by KYOCERA

2022年2月26日or27日 全国各地
岐阜/三重/滋賀/静岡/愛知/東京
決勝：東京・味の素フィールド西が丘
なし

※第30回大会にて変更の可能性あり
8

JFA 第25回全日本U-18女子サッカー選手権大会

2022年1月4日

2022年1月10日

大阪府・J-Green堺

9

JFA 第32回全日本O-30女子サッカー大会

2022年3月予定

静岡県・時之栖スポーツセンター

10 JFA 第32回O-40女子サッカーオープン大会

2022年3月予定

福島県・Jヴィレッジ

なでしこひろば
【開催の様子をご紹介します】
◆(株)グランセナフットボールクラブ （新潟県）

2月21日（日）

2月21日(日)にJFAなでしこひろば in グランセナフットボールクラブを開催しました。
年齢は、年長さんから小学校6年生まで、日頃のサッカーへの関わり方も様々なこども達が参加を
してくれました。メニューは、おにごっこを普通のルールやボール有りのルールで行ったり、サッカー
の技術を上げる練習なども行いました。ゲームは、年齢差や経験差など関係なくみんなで楽しんで行う
ことができました。
回を重ねる度に、参加した方がお友だちを連れてまた参加してくれるようになってきています。
これからも、楽しい時間を提供できるように計画していきたいと思っています。

◆MIOびわこ滋賀レディースU-15 （滋賀県）2月23日（祝・火）開催
昨年の12月開催に続き、滋賀県草津市三ツ池運動公園で開催しました。
前回は10名、今回は20名参加してくれました。年長から小学5年までのサッカー大好きな女の子が
参加。ウォーミングアップでは、初めて顔を合わせるメンバーも多く緊張する姿が見られましたが、
コミュニケーションゲームを多く取り入れ徐々に声を掛け合っていました。2人組のボールを使っての
競争ゲームやグループでのボール集めなど仲間とも助け合い協力する内容を取り入れました。1vs1など
の対人では、必死にゴールに向かう姿勢、ゴールしたときの笑顔がとても素敵でした。
最後のゲームまで一生懸命に取り組み、あっというまに時間が過ぎもっとやりたかったとの声もあり
ました。継続的に開催できるのを目指し、たくさんの仲間づくりの場を提供したいと考えています。

◆ALPHA FOOTBALL ACADEMY JAPAN なでしこクラス（東京都）2月27日（土）開催
当日は、幼児〜小学生を対象に参加者を募り開催いたしました。テーマを『ドリブル』として幼児、
小学生に分け行いました。
幼児のアイスブレイクはバナナ鬼ごっこで楽しくアップ、その後ドリブルトレーニング、通過ゲート
をいくつも指定し、順番に通過後シュートなどゴールをつけてゴールに奪う事を前提に、頭を使いなが
らトレーニングを行い最後はゲームを行いました。幼児は最初から最後まで笑顔が満載、笑いありのと
ても賑やかな1日となりました。小学生は、ちょっと難易度を上げ、ドリブルしながらの氷鬼で難しい
ながらもわーきゃーわきゃーしながら楽しく行いました。その後のトレーニングも、純粋にサッカーを
楽しみボールを追いかけていました。
最後はALPHA FAおなじみの「なでしこぉ～ジャパーーーーーン！！」の掛け声で写真をパシャリで
無事、終了いたしました。
＜ブログ＞

https://ameblo.jp/alpha-fa-japan/entry-12660616143.html

＜ホームページ＞

http://www.alpha-fa.jp/top.html

【なでしこひろばデータをまとめてみました】
全国都道府県別認定団体数及び2021年2月開催申請数
都道府県 団体数
1 北海道
13
2 青森県
5
3 岩手県
5
4 宮城県
10
5 秋田県
3
6 山形県
2
7 福島県
2
8 茨城県
8
9 栃木県
14
10 群馬県
4
11 埼玉県
31
12 千葉県
10
13 東京都
53
14 神奈川県
23
15 山梨県
5
16 長野県
7
17 新潟県
7
18 富山県
3
19 石川県
5
20 福井県
5
21 静岡県
11
22 愛知県
17
23 三重県
10
24 岐阜県
4

開催
申請数

2

2
3

1
5

1
13
4
1
2

8
3
1

都道府県 団体数
25 滋賀県
6
26 京都府
8
27 大阪府
16
28 兵庫県
10
29 奈良県
3
30 和歌山県
3
31 鳥取県
3
32 島根県
1
33 岡山県
6
34 広島県
9
35 山口県
2
36 香川県
6
37 徳島県
4
38 愛媛県
3
39 高知県
2
40 福岡県
12
41 佐賀県
4
42 長崎県
6
43 熊本県
4
44 大分県
5
45 宮崎県
2
46 鹿児島県
2
47 沖縄県
8
合計
382

開催
申請数

2
2
1

1
1

【2021年2月データ】
・全国登録団体数 ：382団体
・新規登録団体数 ： 4団体
・認定団体数の全国トップ3
1）東京都 （53団体）
2）埼玉県 （31団体）
3）神奈川県（23団体）
・全国開催申請数 ： 60開催
（1月開催申請数は61開催、1開催減）
一部地域での緊急事態宣言、加えて寒い
時期、開催申請数はやはり少なめでした。

5
【来月より事務局の受け付けが変わります！】

1
1

2021年4月より、なでしこひろば事務局の
受け付け・お問い合わせ方法をメールのみ
の対応とさせていただきます。
これまでの電話受け付けがなくなり4月1日
以降はメールのみの対応とさせていただく
こととなりました。各団体様にはご不便を
おかけいたしますが、何とぞご了承のほど
重ねてお願い申し上げます。
E-mail：info@nadeshikohiroba.jp
（今までのアドレスと変更ありません）

60

地域別認定団体数

北海道

13カ所

東北

27カ所

関東

148カ所

北信越

27カ所

東海

42カ所

関西

46カ所

中国

21カ所

四国

15カ所

九州

43カ所

【合計】

九州, 43

北海道, 13
東北, 27

四国, 15

中国, 21

382カ所

関東, 148
関西, 46
東海, 42

http://www.jfa.jp/nadeshikohiroba/
※次回は2021年4月12日（月）ごろ配信予定です。お楽しみに！

北信越, 27

