
委員長コメント

2020年も11月を迎え、一気に終盤に来た実感がします。

新型コロナウイルスの感染状況も、一進一退というか、海外ではまた大きな増加が見られ、ロック

ダウンを行う国も増えています。国内でも油断できない状況が続いています。改善していくという

方向性がなかなか見えず、難しいところです。

各年代では、開始を遅らせて調整してきたリーグ戦や、2020年締めくくりの全国大会に向け、それ

ぞれ予選が実施されていることと思います。また、普及や育成、指導者養成の活動も再開しています。

女子代表もすべてのカテゴリーで代表活動を再開しました。引き続き、感染防止措置を講じながらの

活動となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。

10月15日、WEリーグ初年度参入の11クラブが発表されました。これらのクラブと共に、WEリーグは

2021年秋に開幕します。WEリーグの成功は、女子サッカーの発展への大きな契機となることが期待され

ます。初所属する各地で、地域に密着して地域の女子サッカー発展の核となり、普及や育成、人材の

育成・活用に機能していくこと。女子サッカーが、子ども達の夢の目標となること。スタジアムに足を

運び、またその他の方法で、観戦し、サッカーを楽しむこと。選手達自らが女子サッカーの価値を高め、

発信力を高めていくこと。そのような景色を皆さんとつくりあげて、全国に広げていきたいと思います。
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女性活躍推進は、社会全体で取り組んでいますがなかなか容易には改善していかない難しい課題で

す。それに対し、サッカー界で、目標を掲げるだけでなく具体的に取り組むために、女性リーダーシップ

プログラムを開始しました。初年度となる今年は、47FAで既に副会長を務めている人、WEリーグ参入を

希望したクラブで女性のリーダーとして活躍することが期待されている人、日本女子フットサルリーグ

代表者、WEリーグの代表者、JFAから、12名が参加しています。この課題が簡単に解決していくとは

思っていませんが、正面から向き合い、サッカー界から行動していき、将来に向けて道筋をつけていけ

るよう、取り組んでいきます。10月末から開始し、2月までのプログラムとして実施します。こちらの

報告も今後させていただければと思います。

普及コーディネーター取り組み事例紹介①

滋賀県 吉田 知世さん

【各FAでの現状と課題】

現状：2017年度の選手登録者男女比が３％と全国最下位でしたが、昨年度は5.07％まで回復。

課題：他府県と同様に、U12年代からU15年代・U15年代からU18年代への移行での減少が長年の課題。

【普及コーディネーターの活動として特に重点的に取り組んでいること】

テーマ＜女子同士でのサッカーを経験する機会を増やす＞

昨年度の女子高校生登録人数は、過去最低人数でした。今年4月から、近江兄弟社高校に女子サッ

カー部が創部し、私は顧問をしています。今年度は人数が少ないため、他校と合同チームを組み、選手

権大会予選に出場しました。合同チームの中には、男子サッカー部に所属している選手も数名います。

大会後、出場機会がなかった選手やまだ協会登録を行っていない他校の選手たちと交流試合も行いまし

た。今回の取り組みや大会後の交流試合等は、滋賀県では初めての取り組みでした。合同チームをこれ

で終わりにせず、今後も継続しながら女子同士でのサッカーを経験してもらい、継続してサッカーを続

けていく意識の醸成を図りたいです。

【FA、自治体、クラブ等との関わり】

・普及コーディネーターとして、各委員会会議に参加。FAや技術委員会、女子委員会へ普及研修会の

内容や本県の女子サッカーの現状・課題をプレゼンで伝え、情報共有を行っている。また、少女チーム

へ視察へ行き、指導者や選手、保護者の現場の声を聞いている。地域の状況に合わせ、普及を進めてい

きたい。

・総合型クラブＮＰＯ法人りっとう（以下略りっとう）が毎年ＪＦＡレディース/ガールズサッカー

フェスティバルを開催。女子サッカーできるフェスティバルを２０年以上続けられている。クラブと

協力しながら、親子サッカーやママさんサッカーの機会を増やしていけるように活動していきたい。

【今後の目標】

・2025年に滋賀県で国民スポーツ大会が開催されます。国体少年女子に向け、種別を越え4種や技術と

連携しながらターゲットエイジに向けたプログラムを計画しています。これを機に各種別や男子と連携

を深めていきたい。

・中学クラブチームが定期的に「なでしこひろば」や、りっとうが毎年フェスティバルを開催してくれ

ています。普及事業・フェスティバルを通して、身近な環境で女性がサッカーを始めることができる

環境や長くサッカーに関わることができる環境づくりを行い、他種別や地区と連携して、女子サッカー

の認知をはかりたい。



普及コーディネーター取り組み事例紹介②

京都府 千本 哲也さん

【各FAでの現状と課題】

京都FAの女子選手登録数について、5年前に比べ約10%増加している中、2種年代では3年連続の減少、

3種年代でも2019年度は減少に転じています。4種年代の登録数が2年連続で増加していることを考慮す

ると、3種年代でのサッカー離れと、そこから繋がる2種年代での登録数減少が大きな課題です。

【普及コーディネーターの活動として特に重点的に取り組んでいること】

テーマ＜中体連登録選手のプレー環境整備＞

3種年代での登録選手数の落ち込み改善を考えた時、女子サッカー部やクラブチーム登録の選手につ

いては、地域リーグの創設並びにそれに伴う府県リーグの整備など、ゲーム環境の改善によってプレー

する場所が用意されつつあると感じています。そんな中、中体連登録の女子選手達はゲームをプレー

する場所が極めて少ない状況にあります。そこで、昨年度、年度末の恒例行事『京都女子フェスティバ

ル』において、中体連登録女子選手によるエキシビジョンマッチを企画しました。新型コロナウィルス

感染拡大の影響で、フェスティバルが中止になり実施することはできませんでしたが、実施に向けての

準備活動の中で、ご協力頂いた中体連サッカー部の先生方との繋がりを作ることができ、この繋がりを

活かして今年、地元サンガスタジアムで行われる皇后杯決勝戦の前座イベントとして、このエキシビ

ジョンマッチが実現するよう準備中です。また、今年度末のフェスティバルでも再度ゲーム機会を作る

ことにより、このイベントが単発の活動に終わることなく、継続的に女子選手達が集い、ゲームを通し

てプレーする喜びや充実感を感じるような取り組みに発展するよう進めていく予定にしています。

【FA、自治体、クラブ等との関わり】

京都FA各委員会（女子委員会、技術委員会、キッズ委員会、4種委員会ガールズ部会）へ横断的に

関わることで、それぞれの委員会管轄の事業が女子選手の普及、育成活動としてより効果的になるよ

う、パイプ役となることを心掛けて活動しています。また、この横の繋がりを普及コーディネーター

個人の活動から更に発展させて、グラスルーツ部会のようなものへ組織化できないかと模索中です。

【今後の目標】

京都FAの女子選手登録数は、男子も含めた総数の割合が4.73%と全国平均の5.9%から1ポイント強低く

なっています。3種年代の落ち込みは大きな課題ではありますが、女の子がサッカーと出会える機会を

増やす、サッカーを生涯スポーツとして楽しめる場所を増やす、育成年代の女子選手達に同性として寄

り添える女性指導者を増やすなど、さまざまな観点からいかにサッカーに関わる女性を増やしていくこ

とができるかを考えることで男女比が6%を越え10%へ近づいていくよう取り組んでいきたいと思います。



普及コーディネーター取り組み事例紹介③

大坂府 藤井 茂幸さん

【四種委員会：第39回大阪少女大会】

この大会は四種委員会事業としてU12年代女子選手のサッカー大会として開催。

大会要項は日本サッカー協会に登録された小学生の女子選手で構成されたチームとされ(ただしエント

リー時に登録申請中でも可)、またチームは単独、補強、連合のうち、いずれの方法での編成可（※選

抜チームは参加を認めない）。本大会の上位7チームが「2020年度 第34回関西少女サッカー大会」に出場。

参加したチームは18チーム、参加選手は約250名、大会運営は女子U15クラブの選手がサポート、大阪府

で唯一のU12年代の女子選手の公式戦、関西大会にも繋がる大会とあって参加選手のモチベーションは

高いが、当日は四種の全日本少年サッカー大会の地区予選や四種リーグなど公式戦と重なっていてそち

らに参加している女子選手も多く、スケジュールが課題とのこと。地区の四種チーム内の女子選手を

募って連合チーム参加、四種の単独チーム内での女子選手で参加、

女子選手のみのチームなど、参加チームは女子選手の環境を考え

工夫して参加されている。

スケジュールの調整ができれば小学生の女子選手が一堂に

参加する大会となり、選手発掘・指導者養成など様々な活動の

機会となりうると感じた。

【女子委員会：大阪府U11トレセン選考会】

協会ホームページ、四種登録チーム代表者に案内して参加については一般公募。

選考会当日は大阪府下の女子選手約80名（ほとんど5年生）が

参加、6人制で4コートで試合で選考されていた。選考会に合格した

選手は女子U12トレセンと一緒に活動、キッズ委員会が行っている

ガールズエリート活動からの繋がりもあり、選手たちに刺激のある

育成活動が継続していると実感した。

【キッズ委員会：ガールズエリート】

コロナ禍の中、中断していたキッズエリート活動を11月末より再開。

女子選手の「ガールズエリート活動」は2月までに3回の練習会を予定している。大阪府サッカー協会

ホームページより一般公募、大阪府を北部と南部に分けてU8とU10で各30名程度での活動、指導者も

キッズ年代について研修を重ねて指導計画し、選手に刺激を与えられるよう取り組んでいる。

上記小学生の活動も今後は国体少年女子大会に向けても大切なもの。普及による底辺の拡大、選手の

発掘など継続して見続ける活動として技術委員会や女子委員会、キッズ委員会とも情報共有して取り組んで

いきたいと思います。



普及コーディネーター取り組み事例紹介④

兵庫県 加治 真弓さん

【各FAでの現状と課題】

それぞれの年代で、担当者が責任を持って大会を運営し選手ファーストで日々奮闘している。課題と

しては、各年代リーグ戦開催が行われてきているので、今まで行われてきた、兵庫県独自のリーグ戦の

あり方や各年代リーグの運営、各チームでどのリーグを中心に活動するかの検討し、選手が十分（それ

ぞれに合った）試合を経験できるようにすることが課題である。

【普及コーディネーターの活動として特に重点的に取り組んでいること】

テーマ＜生涯スポーツを目指して＞

兵庫県は、早くから女子サッカーがさかんに行われてきた。現在、兵庫県女子サッカーリーグ（県

リーグ）という名称で20歳代から60歳以上の人までサッカーを楽しんでいる。現在、Oー50、O-60の人

達が80名程度おり、怪我の問題やレベルの問題などで、2、3年前から、女子サッカーをみんなが楽しめ

るようにするためにも、年代を分けていく方がよいのではないかという意見が大きくなってきた。そこ

で、いつでも、女性がサッカーを楽しめるような生涯スポーツになるように、組織づくりをしたいと取

り組んでいる。現在は、O-40の8人制リーグを行っていたが、2022年度にO-50の8人制リーグに移行する

ことが決まっている。

【FA、自治体、クラブ等との関わり】

女子委員会と連携し、シニア層の整備とともに、高校までサッカーを経験してきた選手や、大学で

サッカーを経験した選手（18歳から20歳代）がチームを創って、試合を楽しめる場づくりを考えてい

く。そして、少女からシニアまでの生涯スポーツとしての女子サッカーの組織づくりに取り組んでいき

たいと考えている。また、キッズと女子委員会が協力し、ユニクロキッズや高校選手権のレガシープロ

グラムとして、女子のサッカー教室（ASハリマアルビオンの選手たちが協力してくれている）などいろ

いろなところで連携しサッカーを経験していない少女たちにどんどんアプローチしていきたい。

【今後の目標】

女子サッカーが盛んな地域であり、少女からシニアまで幅広い年齢層で、サッカーを楽しんでいる。

そこで、20代から30代の結婚、出産、子育て年代の人数を確保し、0－50のベテランもやめることなく

生涯スポーツにつなげられるような組織づくりに取り組みたい。また、サッカーを経験していない少女

をサッカースクールやイベントを通じて、増やしていきたい。その際、指導する側にシニアの選手たち

がかかわることによって、小さい子どもたちや母親はサッカーに取り組みやすいのではないかと思うの

で、その辺りの連携も図っていきたい。



普及コーディネーター取り組み事例紹介⑤

奈良県 佐伯 博光さん

【各FAでの現状と課題】

奈良県は他府県に比べ女子サッカー人口が少なく小学生年代の選手増、底辺の拡大が重要な課題と

なっています。そのため毎年、サッカー人口の拡大につながるよう年4回のガールズ/レディースサッ

カーフェスティバルの他、小学生のサッカークリニックを月2回年間を通して実施していましたが、新

型コロナの影響により今年度は実施できない状況が続いていました。やっと10月末に、新型コロナ感染

防止策を取りながら1回目を実施できましたので、継続的に実施できるよう状況を注視し環境を整えて

行きたいと思います。

【普及コーディネーターの活動として特に重点的に取り組んでいること】

テーマ＜底辺の拡大＞

10月31日に関係者皆様のご協力と参加者のご理解により、今年度1回目の「ガールズサッカーフェス

ティバル2020inNaraフットボールセンター」を実施しました。新型コロナ感染症対策のため、参加人数

や時間、空間を制限したものになりましたが、小学生49人の参加が得られました。参加した選手の多く

は昨年度までのフェスティバルやクリニック参加者が多く、保護者も含め皆さん「参加して楽しかっ

た」「また今度も参加したい」「ぜひクリニックも実施して欲しい」との声を多く聞きました。この活

動が、草の根活動として底辺の拡大に繋がるようこれらかも知恵を絞って実施していきたいと考えます。

【FA、自治体、クラブ等との関わり】

トレセン活動への関りや各種別の大会への参加を通じて、FAやクラブ、高校の指導者の方々とコミュ

ニケーションを取り、各年代を通した連携を行えるよう取り組んでいます。

【今後の目標】

コロナ影響下ですが、長年定期的に実施してきましたガールズ/レディースサッカーフェスティバ

ル、サッカークリニックの継続実施を行い普及活動をまず第一に取り組んでいきたいと思います。その

上で、トレセンへの関りや各種別の大会への参加を通じて、各年代間の橋渡しの環境を整える活動を目

指して行きたいと考えています。



普及コーディネーター取り組み事例紹介⑥

和歌山県 岩橋 啓介さん

【各FAでの現状と課題】

女子選手の登録者数が年々減少傾向にある。歯止めをかけるために様々な手を打ってきたが、なかな

かその流れを止められていない。特に3種年代はその傾向が顕著で、人数が激減し、現在県内の中1～中3

を合計しても20名に満たないというのが現状である。4種から3種への橋渡し、3種の受け皿を増やす、

またそこに向けたピラミッドの底辺であるキッズ年代への働きかけなど、挙げ出せばキリがないほど多

くの課題がある。しかしその課題を解決するためにも、普及コーディネーターであった自分だけでな

く、女子委員会始め、女子に関わる指導者の方々がもっと積極的に普及活動を行ったり、多種別とコ

ミュニケーションをとり、互いに協力し合いながら課題改善を図ることが重要であると考える。ただ

し、この数年間の活動で、ＦＡ内のみでなく様々な立場の方とのコミュニケーションもとれるように

なってきており、協力体制は整いつつある。

【普及コーディネーターの活動として特に重点的に取り組んでいること】

テーマ＜和歌山県女子サッカーの普及･発展に向けて～「WGA（和歌山ガールズアカデミー）」～＞

2019年度より、新たにWGA（和歌山ガールズアカデミー）を立ち上げた。これは和歌山県サッカー協会

の予算面における全面的なバックアップを受けて、県内の女子選手が女子だけで行える活動の場の創

設、2022年度から始まる国体少年女子の部に向けた強化といった、普及と強化の両面を目的とした事業

である。しかし、上記した通り、強化と言ってもそもそも選手数が少ないため、どうしても普及に重き

を置いたものになってしまっているのが現状である。和歌山市を拠点とした和歌山市校が昨年度の5月

に、新宮市を拠点とした東牟婁校が昨年度10月にそれぞれスタートし2地域で展開してきた。今年11月

より田辺市・上富田町を拠点とした西牟婁校もスタートすることになっており、県内3地域で活動が行

われる。この活動は週1回、いずれの地域も人工芝のグラウンドで行われ、選手の負担は年間のスポー

ツ保険代（800円）のみと、選手達は良い環境で負担も少なく、伸び伸びとプレーすることができる。

また、トレーニングウェアは専用のウェアを無償で貸与している。さらに、昨年度は2度女性のナショ

ナルトレセンコーチに来ていただき、直接指導していただくなど、質の高いトレーニングも提供できて

いる。和歌山市校においては、スタート時は10名程度だった参加者が、現在は30名を越えるほどにまで

なり、初心者の参加者も徐々に増えてきており、よりこの活動を発展させていきたいと考えている。

今後は新規の獲得をどのようにして図っていくか、小学校高学年～中学生の年代の選手の強化をどの

ようにして行っていくかについて検討を重ね、重点的に取り組んでいきたい。

【FA、自治体、クラブ等との関わり】

2005年より、4種年代の指導に関わり、トレセンスタッフとしても活動を行ってきた。2016年からは

社会人女子クラブチームにおいて指導に携わり、中学生から大人まで幅広い年代の女子選手に関わって

いる。これらの経験から4種関係者やチーム指導者とコミュニケーションをとりながら女子サッカーの

普及に向けて取組を進めていきたいと考えている。多くの方に女子サッカーの普及・発展・強化等に関

わっていただけるような仕掛け、働きかけを行っていきたい。



【今後の目標】

今後の目標としては、まずWGAの活動をもう1地域増やして4地域展開とし、女子だけの活動の場を増

やしていきたいと考えている。また将来的には、普及のみでなく、強化に力を入れていくようにしてい

くことを見据え、4地域から優秀な選手を集めたアカデミーを開催したり、地域対抗戦を実施してゲーム

環境の確保や地域間の交流を深めたり、積極的に県内外のチームとの交流試合を実施したりなど、活動

を発展させていきたいとも考えている。

さらに、「JFAガールズサッカーデー」の新設を受け、本県でも「WFAガールズデー（仮称）」を新設

することを検討中である。これはトレセンデーのような形で、月に1回女子の活動（フェスティバル・

トレセン・国体活動等）を「第○、○曜日」という形で固定して設定するというものである。このよう

にして県内の女子選手を定期的に集めることで、「チーム和歌山」という意識を持たせること、また

フェスティバル等の普及活動の隣でトレセンや国体活動を行うことで、普及活動に参加した子ども達が

自分の将来像を観ることができ、サッカーを選択する可能性を高めることが期待できる。さらに、女子

の活動を県内の指導者の方々にも、広く認識してもらい協力していただける体制の強化をするために

も、ぜひともこの活動を成立させたい。

以上、2つの取り組みの実現を当面の目標として、今後も継続して活動を続けていきたい。

WEリーグ参入クラブ発表

10月15日(木)、WEリーグ参入クラブ発表記者会見がオンラインで行われ、岡島喜久子チェアから11クラブ

の参入が発表されました。

WEリーグは「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」ことを理念に掲げ、参入基準には「意思決定者のうち少なくとも1名は女性にする

こと」、「運営法人の役職員のうち50％以上を女性とすること」など独自の項目を設けています。

リーグ創設発表後から7月31日(金)までに17団体の入会申請があり、8月23日(日)に外部有識者も加えた

審査選考委員会を設置。全4回の協議を経て、審査結果に基づく推薦11クラブが第5回WEリーグ理事会で承認

されました。

【WEリーグ参入クラブ】

マイナビ仙台レディース

浦和レッドダイヤモンズレディース

大宮アルディージャ

ちふれASエルフェン埼玉

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

ノジマステラ神奈川相模原

AC長野パルセイロ・レディース

アルビレックス新潟レディース

INAC神戸レオネッサ

サンフレッチェ広島F.C



JFA夢フィールドでJFAガールズサッカーフェスティバルを実施

JFAガールズサッカーフェスティバルが2020年10月18日(日)、千葉県の高円宮記念JFA夢フィールドで開催

されました。千葉県在住の小学生の女の子106名が参加し、元なでしこジャパンの海堀あゆみさん、小林弥生

さん、原菜摘子さんがゲストコーチとして登場しました。

参加者は受付と検温、手指の消毒を済ませ、配布されたピンク色のTシャツを身に着けました。

高円宮記念JFA夢フィールドを普及活動で使用するのは今回が初めて。JFAがガールズサッカーフェスティバル

を主催するのも初めてです。

参加者たちは学年ごとに分かれて5～6人ずつのグループをつくり、高校生のキッズリーダーやアシスタント

コーチと一緒に6つのトレーニングを行いました。ゲストコーチの皆様も参加者たちに交じり、声掛けを

しながら楽しそうにボールを蹴りました。

ゲストコーチを代表して、小林さんがこんなメッセージを寄せてくれました。

「初めてやったことも多かったと思いますが、何事もトライしてみないとうまくなりません。できるよう

になるにはどうすればいいのか、うまくなるため、強くなるためにどうすればいいのかを考えながらチャレ

ンジしていってください。その先にはなでしこジャパン（日本女子代表）が待っていますよ」

参加者たちはキッズリーダーの高校生たちと“エアーハイタッチ”でお別れをし、プレゼントされたボール

を手に会場を後にしました。

また、会場には日本対がん協会やJFA、WEリーグのブースも設置されました。日本対がん協会のブースで

は乳がん触診体験が行われ、ピンクリボンフェスティバルのオリジナルグッズも販売されました。



「11／28開幕！」～皇后杯～

http://www.jfa.jp/match/empressscup_2020/

http://www.jfa.jp/match/empressscup_2020/


なでしこひろば

【開催の様子をご紹介します】

◆FC網走menina （北海道）10月17日（土）開催

2020年10月17日、網走スポーツトレーニングフィールドにおいて同事業を開催しました。

FC網走meninaでは2017年5月よりなでしこひろばをスタートし、2019年度は地区FAにて主管しました

が、あらためて2020年度より当方にて毎月開催をしております。

私たちオホーツク地区の現状は、他の地区同様に競技人口減少が進んでおり、特に女子活動につき

ましては単独で活動を行う団体も少なく、なでしこひろばが子ども達にとって大変貴重な活動の場と

なっています。

今回のなでしこひろばでは、参加者目線で子ども達が求める目的やスキルにフォーカスをし、小学生

と中学生にカテゴライズし合わせて24名にて2部制の開催となりました。

新型コロナウイルスの影響により、活動や外出が制限されていた子ども達。小学生にはコーディ

ネーションやボールフィーリングを中心としたメニューを行い、参加した皆が元気いっぱいに広い

ピッチの上で体を思う存分動かして、仲間と楽しくボールと触れあう時間を共有出来ました。

中学生については、主に各参加者が所属している部活動ではなかなか時間を割けない基礎的な技術

トレーニングも織り交ぜながら、エンジョイトレーニングと両立し、真剣ながらもたくさんの笑顔を

見せてくれました。

当クラブではオホーツク地区管内での女子活動を更に応援すべく、今年度よりガールズサッカース

クールも開講し、なでしこひろばを土台として今後も女子活動の更なる普及拡大に努めて参ります。



◆吹田南フットボールクラブ（大阪府）10月10日（土）・24日（土）開催

園児から6年生まで、楽しみながらレベルアップを目指しサッカー大好きガールズを増やせるよう

活動しております。

◆（一社）徳島県サッカー協会（徳島県）10月10日（土）・31日（土）開催

現在徳島市内と県西部の2か所で開催をしています。

新型コロナウイルス感染防止対策も講じて実施。参加者はリピーターも多く、新しいお友達を誘って

参加くださり人数は確実に増えています。スタンプを貯める楽しさがあったり、また、サッカー好き

の仲間がどんどん増えていくのも好評をいただいております。小学生～O-40（50？）と年令の幅は

ありますが、そこはサッカー、ボール1つあればみんな直ぐ仲良くなれます。

参加者からは「もっと回数増えないですか？」などリクエストもいただいており、新たな指導者も

確保し当初の予定回数より増やして実施しているほど！！

今後もこの”なでしこひろば”（草の根活動）はサッカーファミリーを増やすべく継続することが

一番大事と感じております。みんな笑顔になって帰っていただけるので運営している側としても非常

にやりがいを感じているところです。

今後の目標としては県南・県北での開催を目指しています。

1つのコミュニティとして成り立っておりサッカーを通して人と人との触れ合いの場としての機能も

担っているように感じています。



【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2020年10月開催申請数

【2020年10月データ】
・全国登録団体数 ：371団体
・新規登録団体数 ： 3団体
・認定団体数の全国トップ3

1）東京都 （52団体）
2）埼玉県 （30団体）
3）神奈川県（21団体）

・全国開催申請数 ： 80開催
（9月開催申請数は50開催、30開催増）

※10月に入り、お天気も落ち着いたせいか
開催申請数もぐっと増え、各地でなでしこ
ひろばを開催していただきました。
冬に向かって、新型コロナウイルス感染

症の拡大が広がっていますが、くれぐれも
ご無理のないように、感染症対策に十分
配慮しながら、楽しく開催していただけ
ますよう、お願い申し上げます。皆様も
お体にお気をつけてお過ごしください！

地域別認定団体数

http://www.jfa.jp/nadeshikohiroba/

※次回は2020年12月10日（木）ごろ配信予定です。お楽しみに！

団体数
開催

申請数
団体数

開催

申請数

1 北海道 12 3 25 滋賀県 6 3
2 青森県 5 26 京都府 8 3
3 岩手県 5 5 27 大阪府 16 2
4 宮城県 9 3 28 兵庫県 10
5 秋田県 3 4 29 奈良県 3 1
6 山形県 2 2 30 和歌山県 3
7 福島県 2 31 鳥取県 2 1
8 茨城県 8 1 32 島根県 1
9 栃木県 14 17 33 岡山県 6

10 群馬県 4 34 広島県 9
11 埼玉県 30 3 35 山口県 2
12 千葉県 10 1 36 香川県 6
13 東京都 52 5 37 徳島県 4 7
14 神奈川県 21 1 38 愛媛県 3
15 山梨県 5 39 高知県 2
16 長野県 7 1 40 福岡県 12
17 新潟県 7 2 41 佐賀県 4
18 富山県 3 1 42 長崎県 6
19 石川県 4 43 熊本県 3
20 福井県 5 2 44 大分県 5
21 静岡県 11 10 45 宮崎県 2
22 愛知県 17 2 46 鹿児島県 2
23 三重県 9 47 沖縄県 7

24 岐阜県 4 合計 371 80

都道府県 都道府県

北海道 12カ所

東北 26カ所

関東 144カ所

北信越 26カ所

東海 41カ所

関西 46カ所

中国 20カ所

四国 15カ所

九州 41カ所

【合計】 371カ所

北海道, 12

東北, 26

関東, 144

北信越, 26東海, 41

関西, 46

中国, 20

四国, 15

九州, 41


