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グラスルーツ委員会発足の目的
「JFAグラスルーツ宣言」の趣旨に基づき、だれもが、いつでも、どこでもサッカーを身近に
心から楽しめる環境を提供し、その質の向上に努め、サッカーに触れるすべての人々を
支え、サッカー、そしてスポーツが生涯にわたって生活の一部となり、より豊かなスポーツ
文化を育むことを目的とする。

今まで、各委員会や連盟がそれぞれ積み上げて来た普及
事業を、県全体で、各種別が一緒になって考え、関わる
仲間を増やし、サッカーを一生涯続けられる（関われる）
環境を整え、サッカーファミリーを増やすこと。



グラスルーツ委員会組織図
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グラスルーツ委員会の主な事業

①フェスティバルや巡回指導等、普及関連事業の企画・運営
②専門人材/キッズインストラクター・キッズリーダーの発掘・養成
③普及関連の講習会・研修会の開催
④サッカーの活動を通じた社会貢献事業
⑤登録に関する継続的な調査・研究



グラスルーツ委員会の主な取り組み①フェスティバル
【フェスティバルの充実】キッズ・女子・障がい者・フットサル/連盟主催
⇒積み上げて来たものの検証～各種別（年代）間の繋がり重視
〔基本的な考え方〕
各フェスティバルでサッカー未経験者（チーム未登録者）にサッカー
の楽しさを経験してもらい「日常的にサッカーをやりたい！」という人
/子ども～大人を増やす。
※目的によっては登録者向けのフェスティバル開催も有り



グラスルーツ委員会の主な取り組み②キッズ巡回指導
【巡回指導の拡大、他事業・他種別へ繋げる】
主に県内各地区の幼稚園や保育園へキッズ巡回指導員がサッ
カーの楽しさを伝えにいく。（合計350回程度/年間）
《目指す姿》
サッカー未経験者が巡回指導でサッカーと出会う→各地区フェス
ティバルなどでもっとサッカーがやりたくなる→近くのサッカーチーム
に入る/信頼できる指導者と出会いもっとうまくなりたいと思う→
次の年代でもサッカーを続ける



グラスルーツ委員会の主な取り組み③キッズリーダー養成講習会

【県内の普及事業を支える人を増やす】
各種別・他委員会などと協力して実施している。
キッズリーダー取得後の普及事業への関わり方やキッズリーダーが
活躍できる場の提供、キッズインストラクターや指導者資格上位級
/D級やC級への挑戦を促していくことが重要。
※キッズの他種別連携事業により、高校生（男女）の受講も増。
※今年度初の女性対象の講習会実施。



グラスルーツ委員会2022スローガン



グラスルーツ委員会2022スローガン

栃木サッカーの発展はグラスルーツから

～だれもがサッカーの楽しさに触れられるように～



ご清聴ありがとうございました。



いちご一会とちぎ大会
（全国障害者スポーツ大会）に向けて

栃木県知的障害者サッカー選抜

監督：梁木 直人



本日の流れ

「いちご一会大会（全国障害者スポーツ大会）に向けて」

①知的障害サッカーの組織について
②全国障害者スポーツ大会について
③知的障害サッカー県選抜チームについて
④県選抜チームの現状と課題
⑤本大会開催後を見据えて



日本代表

地域トレセン

都道府県選抜チーム

特別支援学校（１）・クラブ（０）

①知的障害サッカーの組織について

令和４年さくら市にて日本代表合宿を開催
→栃木県の２種チームと合同練習や練習試
合を実施



②全国障害者スポーツ大会（知的サッカー）について

◇国体の後に開催される全国障害者スポーツ大会の競技種目
となっている。

◇出場チーム：各地区の代表７チーム（開催地枠１含む）

◇試合時間：６０分（３０－１０－３０）

◇ルール：サッカー競技規則に準ずる。

◇参加資格：１３歳以上、療育手帳を所持。



②全国障害者スポーツ大会（知的サッカー）について

【大会日程】
10月29日（土）～10月31日（月）

会場：真岡市総合運動公園
陸上競技場・運動広場１



◇設立：２０１５年

◇チーム構成：
・令和３年度強化指定選手２２名（高２～社会人）
※中学校でサッカー部に在籍していた選手は４～５名程度

・スタッフ１０名程度（教員、一般など）

・令和４年度強化指定選手セレクションを２月に開催予定

③知的障害者サッカー県選抜チームについて



③知的障害者サッカー県選抜チームについて

◇活動概要：
・トレーニング（月２～３回）

・トレーニングマッチ（芳賀中、中村中、久下田中
イデアFC真岡）

・関東ブロック予選

・関東強化リーグ （東京都、神奈川県、茨城県）

・関東トレセン、日本代表合宿



◇知的障害のある選手に対して意識すること：

視覚支援
・マーカーの色
・デモの重要性

グリットの設定
・ピッチを意識

戦術の理解
・繰り返し



・目標：「いちご一会とちぎ大会（2022年）」
全国大会での１勝！！

・目標：「栃木県選抜チームから
日本代表チームに選出されること」

③知的障害者サッカー県選抜チームについて



◇主な戦績：
・令和３年度関東ブロック予選会 第３位

◇選手実績：
・２０２１年度関東トレセン合宿（５名参加）
・２０２１年度知的障害フットサル日本代表合宿（１名参加）

◆課題：
・選手発掘、既存選手の継続
・練習環境
（グランド、所属チーム）

④県選抜チームの現状と課題



◇普及・啓発：
・栃木県障害者サッカーフェスティバルの開催
・下野杯代表者会議等での活動紹介 など

◇強化：
・関東強化リーグへの継続した参加
・強化練習会の継続性
・２種、３種チームとの合同練習や試合の実施 など

⑤本大会開催後を見据えて

サッカーが大好きな選手たちのために
「障害の有無にかかわらず、サッカーでかかわり、

サッカーを通して仲間ができること」



サッカー競技 成年男子

監督 堀田 利明



チームコンセプト（2021年）

攻守において積極的にチャレンジす
る

マイボールの時間を長くし、守備の時
間を短くする

相手ブロックを丁寧に剝がす



2021年 活動実績
2020年12月より県内にて「強化練習会」を実施
4月からは各種大会が開催されるため、視察・選手のリス
トアップ

「成年男子強化作業部会」設立で（選手選考基準）

8/15 TRM 栃木シティ 1-0
8/18 TRM 白鷗大学 8-0
8/20 最終TR（調整）
8/21 山梨県代表 0-0 PK勝ち
8/22 茨城県代表 0-1 負け
8/23 千葉県代表 0-2 負け



2021年 活動実績
8/21 山梨県代表 0-0 PK勝ち



2021年 活動実績
8/21 茨城県代表 0-1 負け



2021年 活動実績
8/21 千葉県代表 0-2 負け



2022年 活動予定
2022年1～2月 選手リストアップ（ラージグループ）

栃木SC/栃木シティ/ヴェルフェ矢板/大学生（ふるさと枠）
他県地域リーグ（ふるさと枠）/県リーグ
2022年2月～ 各チームに対して派遣・強化依頼

2022年3月～2022年7月 TR/TRM
2022年8月（関ブロ）TR/TRM-合宿
2022年9月 TRM（最終調整）2試合
2022年10月 本大会



2022年いちご一会とちぎ国体

ザ・とちぎ

次に繋げるもの（指導者育成）

継承（強いとちぎのサッカー）



栃木国体に向けて 
少年女子



現状

　中3、高1、高2早生まれの3学年でのチーム編成　

・中学生が高校進学と同時に県外へ出て行ってしまう

・トレセン内でも選手のレベルに差がある



強み

・連携、連動した強度の高い守備



課題

・判断を伴った基本技術



チーム作り

①サッカー理解

　ポイント　

③グループ戦術

②個人技術・戦術

④チーム戦術



チーム作り

■サッカーの仕組み、原理原則の理解

　①サッカー理解　



チーム作り

■認知、判断、実行の徹底

　②個人技術・戦術　



チーム作り

■コミュニケーションの徹底

　③グループ戦術　



チーム作り

■4つの局面での目的と原則の徹底

　④チーム戦術　

■3つのゾーンでの目的と原則の徹底



チーム作り

攻撃 
（ボール保持）

守備 
（ボール非保持）

守備から攻撃への 
切り替え

攻撃から守備への 
切り替え

ゾーン1

ゾーン2

ゾーン3

　　4つの局面　　 　　3つのゾーン　　



目標

　ベスト4　



大会スケジュール

■2022年10月3日(月)～10月6日(木)

　少年女子（U-16）　

・矢板運動公園サッカー場

・緑新スタジアムYAITA(矢板運動公園陸上競技場)

・キョクトウ青木フィールド(那須塩原市青木サッカー場)



ご視聴ありがとうございました



３種トレセン活動について

栃木県サッカー協会３種技術委員長 伊奈川正通



はじめに

今の選手たちの心情はどのような状態であるのか。

コロナ禍におけるトレセン活動持つ意味とは。



今日の内容について

１．カテゴリーについて

２．年間スケジュールについて

３．活動について



１．カテゴリーについて



２．年間スケジュールについて



３．活動について

（１）トレーニングについて

・M–T–Mでトレーニングとゲームによる選手の育成を基本。

・月に１回程度の実施。（マッチとマッチの間）

・活動場所と時間

県トレセン → サンエコ鹿沼、リアンビレッジ矢板 等

水曜日のナイター（19時～21時）

地区トレセン → 各地区体育施設や中学校校庭 等

平日のナイターや週末で各地区の状況による。



３．活動について

（２）マッチデーについて

県トレセン → 前期 県内のチーム

後期 関東マッチ・北関東リーグ

地区トレセン → 他地区とのマッチ（8地区）

（３）その他

・関東トレセン、ナショナルトレセンへの参加（U13､14選考選手）
・各種カップ戦、交流大会への参加（各カテゴリー）

・海外遠征への参加



３．活動について
（４）コロナ禍において

・感染状況によって活動休止を余儀なくされる状況が続いている。

・県トレセンでは

関東マッチ実施できた試合数

昨年度 U–13・14は2試合、U–15は1試合 今年度 U–14・15は2試合
トレーニングやマッチをコロナ禍以前の活動と比べると半分に満たない活動状況。

・関東マッチや各種カップ戦、交流大会の中止

・地区トレセンでは

コロナ禍となってからの2年間は、ほとんどの地区がトレセンを立ち上げていない。



おわりに

人と人とが会うことが難しい状況だからこそ、選手や指導者同士が交流できる場を大切にし
ていきたい。


