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今日の日本アンプティサッカー界には北海道から九州にかけて9チームがあり、選手はそれぞれ所属するチーム活動

に主に参加しています。中にはハブクラブとなってあらゆる地域から選手を抱えているチームもあります。選手の多
くはさらなる競技力の向上を目指し、アンプティサッカーに主軸を置いた競技活動に従事しています。しかしなが
ら、所属チームの活動場所は限られることが多く、思い描く競技活動に臨めていないといった声も少なくありませ
ん。しかし、新たな単一種目特化型（アンプティサッカーに限定した）のチームを創設するにしても、ハード的側面
（環境、マネジメント）・ソフト的側面（プレイヤー、スタッフ）などを理由に決して容易なことではありません。

また、約100名の競技人口で頭打ちとなっている近年の状況を鑑み、次世代に向けた新たな競技普及の推進モデル
を策定し有機的な繋がりを加速させていく必要があります。そのため具体的な競技普及事業として下記の４項目を策
定しました。

本紙では、アンプティサッカーの概観についてのご紹介をはじめ、上記の4項目のうち「④部門新設・チーム創設支
援制度の運用」について焦点化し、アンプティサッカー部門の新設支援およびアンプティサッカーチームの創設支援

についてご案内いたします。さらなる日本アンプティサッカーの普及・発展にむけ、ご協力ならびにご支援のほどよ
ろしくお願い申し上げます。

日本アンプティサッカー協会
強化委員長 前鼻啓史

l はじめに

① 関係人口の醸成

当事者たるアンプティプレイヤーのみならず、アンプティサッカーのスポーツ現場レベルで多用に関わるノンアン

プティプレイヤー（健常者）の定着をはかるため、ノンアンプティプレイヤーも出場できる大会（リーグ戦、交流
戦、イベント）を確保・創設し継続を図る。

② サテライトチーム制度の運用

本所属チームに限定した競技活動に限定されることなく、アクセスの良いチームをサテライトチームとし、競技活

動の充実、公式戦出場機会の確保、有機的なチーム間の連携を図る。

③ ホストチーム制度の運用

競技シーンの充実の下支えとしてリーグ戦では節ごとに行われるリーグのマネジメントをエントリーチームで持ち

回り（輪番制）で委任し、ホストチームとしてのマネジメント能力を高め、人材やスポンサー獲得の機会を図る。

④ 部門新設・チーム創設支援制度の運用

各種競技用具の貸与、協会専属インストラクターの巡回指導、チーム・選手登録料の3年間免除等といった支援策を

設け、地域ごとにチーム体制の確立を図る。

FC ALVORADA

AC Milan BBee千葉

ガネーシャ静岡AFC

TSA FC

FC-ONE TOP

Asilsfida北海道AFC

関⻄Sete Estrelas

A-pfeile広島AFC

FC九州バイラオール

北海道 2013年設⽴

埼⽟県 2016年設⽴

東京都 2013年設⽴

千葉県 2014年設⽴（2020年名称変更）

神奈川県 2010年設⽴

静岡県 2015年設⽴

⼤阪府 2012年設⽴

広島県 2013年設⽴

⼤分県 2011年設⽴
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l アンプティサッカーとは
アンプティサッカー（Amputee Soccer）は切断だけでなく四肢機能不全を伴う身体障がい者のために設計された

サッカーの1つです。フィールドプレイヤーは下肢切断者もしくは下肢に障がいがある者、ゴールキーパーは、上肢切
断者もしくは上肢に障がいがある者となります。競技の最大の特徴として、フィールドプレイヤーは、医療用補助器
具である２本の「ロフストランド・クラッチ（松葉杖）」を使用し、クラッチを軸に身体を支えて片脚でボールを蹴
ります。通常の公式戦は７人制で、少年用のフィールドサイズ（40m×60m）とゴールを用いて前後半２５分ハー
フからなる50分間とし、選手交代に制限はなく試合が行われます。以下、主なルールとして、クラッチを使用して

ボール操作をすることはできません。また故意にボールに触れた場合は「ハンド」のファールが適用されます。「オ
フサイド」のルールはありません。タッチラインからのプレーの再開は「スローイン」ではなく「キックイン」とな
ります。ゴールキーパーは「ペナルティエリア」から出ることはできません。またゴールキックの際にノーバウンド
でハーフウェーラインを超えた際にはファールが適用されます。

フィールドプレー
ヤーは下肢切断者

ゴールキーパーは
上肢切断者

義足を外して
クラッチで

体を支えながら
脚一本でプレーします

クラッチで故意に
ボールをコントロール

できません

クラッチによる威嚇・暴力
行為は許されない

アンプティサッカーは、ドン・ベネット氏が、バスケットのボールを不意に足でボール受けたことに着想を得て、

1980年に米国のシアトルで始められました。当初、アンプティサッカーは下肢に障がいを持つ米国ナショナルチー
ムのスキーヤーが夏に適切な持久力とフィットネスレベルを維持するトレーニングとして、また傷痍軍人のリハビリ
テーションの一環として採用されたことから一気に普及が進みました。

1987年までは、両サイドに11人のプレーヤーがいる標準的なピッチで競技が行われていました。1998年には、

はじめてのワールドカップ（Amputee Football World Cup tournament）が英国で開催されました。同年にはモ
スクワで国際アンプティサッカー連盟（International Amputee Football Federation：IAFF）が創設されたのち、
IAFFは世界アンプティサッカー連盟（World Amputee Football Federation：WAFF）とアフリカアンプティサッ
カー連盟（Federation of Africa Amputee Football）となりました。今日、アンプティサッカーを統括するWAFF
（World Amputee Football Federation）へ加盟をしている国は世界で4９カ国となり、世界各地でアンプティサッ

カーが行われています。

プレイヤー 特徴 試合形式

主なルールその① 主なルールその② 主なルールその③

フィールドプレイヤーは、医療用補
助器具である２本の「ロフストラン
ド・クラッチ」を使用し、クラッチ
を軸に身体を支えて片脚でボールを
蹴ります。

フィールドプレイヤーは下肢切断者
もしくは下肢に障がいがある者、
ゴールキーパーは、上肢切断者もし
くは上肢に障がいがある者となりま
す。

通常の公式戦は７人制で、少年用の
フィールドサイズ（40m×60m）と
ゴールを用いて前後半２５分ハーフ
からなる50分間、選手交代に制限は
なく試合が行われます。

クラッチを使用してボール操作をす
ることはできません。また故意に
ボールに触れた場合は「ハンド」の
ファールが適用されます。

「オフサイド」のルールはありませ
ん。タッチラインからのプレーの再
開は「スローイン」ではなく「キッ
クイン」となります。

ゴールキーパーは「ペナルティエリ
ア」から出ることはできません。ま
たゴールキックの際にノーバウンド
でハーフウェーラインを超えた際に
はファールが適用されます。

ない機能を嘆くのではなく、
今ある機能を「最⼤限」に発揮するスポーツです︕

CHECK !
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l 日本アンプティサッカー協会について

法⼈章A 法⼈章B

名称 特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会

英語表記 Japan Amputee Football Association (JAFA)
法人設立 2013年4月1日（任意団体設立2009年12月19日）
理事長 武田 信平
最高顧問 セルジオ 越後
名誉顧問 三浦 由子

名誉理事 湧永 寛仁
登録団体 世界アンプティサッカー連盟（WAFF）

一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟（JIFF）*

＊公益財団法人日本サッカー協会 関連団体
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（JPSA）

所在地 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンス N館
兼松株式会社19階（本部）
大阪府大阪市天王寺区悲田院町3-9（西日本支部）

URL http://www.j-afa.jp

私たちアンプティサッカーは広くサッカーを通じて、障がいの有無を超え充実した共生社会の実現を

目指します

J A F A’ S   M I s s I o n

《普及》

アンプティサッカーの普及に努め、健常者への理解推進、切断障がい者への啓蒙を行い、社会に根付いたもの
となることで、誰でも、いつでも、どこでもサッカーを楽しめる環境を創りあげる
《強化》
アンプティサッカーの強化に努め、日本代表が 世界で活躍することで、人々に勇気と希望と感動を与える
《組織》

健全な組織の構築に努め、社会的責任を果 たしていくことで、アンプティサッカーの価値を向上する

理事会監事 評議会

理事長

事務局 西日本支部

強化委員会審判委員会法務委員会規律委員会医事委員会

（監査機関） （執行機関） （諮問機関）

組織体制図
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法⼈章C

選手会

代表者会

（開設準備中） （開設準備中） （開設準備中）

アジパラ

参画推進室
（開設準備中）
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松茂良ジアス・
エンヒッキ選手

来日

任意団体
日本アンプティサッカー協会

設立

国内初の
アンプティサッカーチーム

FC ガサルス 設立

・
ワールドカップ

アルゼンチン大会出場

・
・
・
・日本選手権大会

初開催（以降毎年）

・

・ワールドカップ
ロシア大会出場

20
14
年

・
Copa Amputee

初開催（以降毎年）

・
・

・ワールドカップ
メキシコ大会出場
（2014年大会）

20
17
年

・
・AMP CUP 2017

初出場
（於：ポーランド）

20
18
年

20
19
年

20
20
年

・・
ワールドカップ
メキシコ大会出場
（2018年大会）

・
東日本リーグ

開幕（以降毎年）

・
西日本交流戦

初開催

・
・西日本リーグ

開幕
（当該年度コロナ禍により延期）

20
13
年

・
特定非営利活動法人

日本アンプティサッカー協会
法人化設立

・

元アンプティサッカーブラジル代表の日系3世である松茂良ジアス・エンヒッキ選手が来日したことをきっかけに、

2009年12月に「任意団体 日本アンプティサッカー協会」が設立されました。2010年からは国内で普及活動が開始
され、同年、東京に日本初のアンプティサッカークラブ となるFCガサルスが設立されました。これを契機に全国でア
ンプティサッカーチーム設立の機運が高まり、神奈川・九州・関西・広島と続きました。2013年4月、「特定⾮営利

活動法人日本アンプティサッカー協会」との名称にて法人設立し、2013年10月よりセルジオ越後氏を最高顧問とし
て迎えました。

法人設立後は「公益社団法人東京都障害者スポーツ協会」、「公益財団法人日本障がい者スポーツ協会」に加盟登
録を行い、競技普及活動が国内各地で活性化しました。その結果、今日では北海道・千葉・静岡・埼玉にてチームが
発足し、現在は9チームが登録されています。2014年5月、公益財団法人日本サッカー協会は「JFAグラスルーツ宣
言」を発表し、年齢・性別・障害の有無に関係なく、だれもがいつでも、安心・安全にサッカーを楽しめる環境の整

備に取り組むことを宣言し、障がい者サッカーとの連携に着手しました。2016年4月、日本サッカー協会の関連団体
として「一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟（Japan Inclusive Football Federation：JIFF）」が設立される
と同時に加盟し、さらなる共生社会の推進に向けて他の障がい者サッカー団体と共に歩み始めました。

l 日本アンプティサッカー協会の歩み

松茂良ジアス・エンヒッキ 選⼿

20
11
年
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l 競技活動年間スケジュール

l 協会主管大会のご紹介

今日の日本アンプティサッカー界においては通年にわたって公式戦に参加できる体制が整備されています。新型コ

ロナウイルス（COVID-19）の影響によりスポーツ界全体で競技活動が中断される中、日本アンプティサッカー協会
は、他の障がい者サッカー団体に先駆けて「JAFAアンプティサッカー競技活動再開ガイドライン」を策定し、競技
を再開しコロナ禍を契機とした新たな推進策が構築されようとしています。

４月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

東日本リーグ（前期）

西日本リーグ（前期）

東日本リーグ（後期）

西日本リーグ（後期）

日本選手権大会

2011年12月3日に日本で初めてとなる公式戦として「第１回 日本アンプティサッカー選手権大会」が川崎市で

開催され総当たり方式で大会が行われました。以降毎年9月〜12月の時期に開催されており、2014年からはチー
ム数の増加により、東日本ブロック・西日本ブロックそれぞれ予選方式を併用しての開催となりましたが、2015
年の第5回大会以降は、予選方式から一括開催に戻され予選リーグ＋決勝トーナメントの開催となっています。

レオピン杯Copa Amputee

「レオピン杯 Copa Amputee」は、アンプティサッカーワールドカップ2012ロシア大会での日本代表の惨敗を

契機に2014年に新設された大会です。日本アンプティサッカー界においては、日本選手権大会と同様に二大大会
として位置付けられており、年度のはじめにチームの力量を試すことができる絶好の機会となっています。大会方
式としては予選リーグ＋決勝トーナメントによる開催となっています。

2011年
第1回

2012年
第2回

2013年
第3回

2014年
第4回

2015年
第5回

2016年
第6回

2017年
第7回

2018年
第8回

2019年
第9回

レ
オ
ピ
ン
杯
コ
パ
ア
ン
プ
テ
+

日
本
選
手
権
大
会

2014年
第1回

2015年
第2回

2016年
第3回

2017年
第4回

2018年
第5回

2019年
第6回

©公式⼤会ロゴマーク

5



Challenge
FOR
the
FUTURe

©公式リーグロゴマーク

SDGs
⽇本アンプティサッカー協会

×

日本アンプティサッカー協会はSDGsの理解を深め、主催大会・主管イベントを通じて各種取り組み

を推進し、SDGsの達成にむけて貢献してまいります。

すべてのプレイ
ヤーに競技活動
の機会を確保

障がいを理由と
する差別・偏見
の解消を推進

共生社会を牽引
する各種ネット
ワークの確立

プレイヤーの体
力・趣向に応じ
競技の場を提供

競技を通じ自身
の可能性・自尊
心を向上

事業機会や価値
観を創出し有機
的な連携を強化
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アンプティサッカーリーグ（東日本・西日本）

関係人口の醸成

ホストチーム制度の運用

サテライトチーム制度の運用

育成と強化の推進

交流機会の促進 スポンサー・アクティベーションの推進

アンプティサッカーリーグは2017年の構想に始まり2018年夏のプレ大会を経て、現在では「すべてのアンプ

ティサッカーファミリーで共に築き上げるリーグ」という大会スローガンをもとに、年間を通じてリーグ戦が行わ
れており競技の基軸となっています。多くのプレイヤーへ公式戦出場機会の確保・育成、明確な目標を持ったチー
ム強化の場のほか、女性やビギナープレイヤーなどへの継続的なスポーツシーンへの誘導にも波及しています。競
技普及におけるすそ野を広げていくため、下記に紹介する取り組みも本リーグの特徴として挙げられます。

アンプティサッカーリーグでは、「ノン・アンプティ
プレイヤー（健常者）」の試合出場が認められてる

• リバース・インテグレー
ションの視点を包摂

• ユニバーサルスポーツと
しても競技を推進

• ゲートウェイパラスポーツ
としての機会を構築

アクセスの良いチームをサテライトチームとした競技
活動サポートとリーグ戦の出場機会を確保している

本所属
チーム

サテライト
チームプレイヤー

競技活動サポート

リーグ戦出場機会の確保
• 競技活動を充実

• チーム間の有機的な連携

• 公式戦出場機会の確保

リーグの毎節で「ホストチーム」を設定し、リーグ運
営の⼀部をホストチームに委託している

• エントリーチームの主体性
を醸成

• チームスポンサーの獲得
機会の提供

• マネジメントスタッフの獲
得の機会を提供

ス
ポ
ン
サ
%
獲
得

ス
タ
)
フ
獲
得

主体性の醸成

活動基盤
の発展

多くのプレイヤーに公式戦出場機会を確保し、明確な
⽬標を持った育成や強化の場として提供している

• 継続的な公式戦出場機会の
提供・メンタルヘルスケア

• 新たな戦術・プレーモデ
ルの構築

• 競技スキル・パフォーマン
スの向上

エキシビジョンマッチや体験会による所属の枠を超え
た交流機会を促進している

• ダイバーシティ&インク
ルージョンの推進

• 各種ネットワークとインフ
ラストラクチャーの創出

スポンサーシップの各種権利を有効活⽤することでア
ンプティサッカーに係るローンチを促進している

リーグ

スポンサーステーク
ホルダー

• アンプティサッカーリーグ
を通じた競技の認知拡充

• アンプティサッカーファミ
リーのコミュニテイを拡⼤

• 個⼈・企業スポンサーのア
クティベーションを推進 認知拡充

感動・共鳴 ⽀援・協賛

権利付与

プロモーション

イメージアップ
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萱島⽐呂 選⼿

J A P A N’ S   M I s s I o n

アジア加盟国との連携強化

（アジアパラ競技大会への参入）

東・東南・南アジア新興国への

バックアップ（アジア大陸予選の整備）

国際競技成績の向上

（優位性の醸成）

アンプティサッカーワールドカップ

アンプティサッカーワールドカップ2010アルゼンチン大

会への初出場以降、開催されたすべてのワールドカップに出
場し、ワールドカップ2018メキシコ大会では世界ランク
トップ１０入りを果たしました。今後は、さらなる国際競技
成績の向上、アジア加盟国との連携強化、未だ国際競技大会
の場を経験していない東・東南・南アジア新興国へのバック

アップが求められています。アンプティサッカーを通じた国
際交流による社会発展・経済発展に及ぼす効果・可能性につ
いて国際的な関心も高まっています。時代を担う国際的な役
割を遂行し多くの人々に夢や希望、感動を与えていきます。

2010年
初出場
15位

参加16カ国

2012年
２回目
12位

参加12カ国

2014年
３回目
11位

参加24カ国

2018年
４回目
10位

参加22カ国

8

ソフト（競技活動）・ハード（組織基盤）の支援ととも
に、スポーツ関連産業の参画を促し、インバウンド及びア
ウトバウンドの両面で有機的なネットワークを構築

本邦にアジアのIF拠点設置し、スポーツ国際展開に関

係する機関のリソースを活用し情報収集・共有のプラッ
トフォ ームを構築しアジアの意思決定を統括

ハイパフォーマンスに係るグッドプラクティス（競技

推進システム、体制基盤、知的財産シーズ）の提供によ
り国際社会におけるプレゼンスの向上・確立
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シーズを活かして障がい者
サッカーに参⼊し新たな価値

を創造していきたい

競合企業・団体との差別化
をはかりスポーツ戦略・展開

を充実させたい

CSR新規ブランディング・
SDGsに着⼿し地域社会に

貢献していきたい

前⼈未踏の地で第⼀⼈者
として活動し好事例を発信し

ていきたい

アンプティサッカー部⾨新設制度
チーム創設⽀援制度

etc‥

規定⽀援数に達し次第、応募締切となります
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団体の支援対象者による新たな「アンプティサッカー部門」の新設に際して、ソフト的側面（以下の内容）に関

する支援を行うことを本制度の目的としています。

競技用具の貸与 協会専属インストラクター定期派遣

各種コンテンツの提供 JAFA 広報

チーム加盟料 発生なし チーム年間登録料 3年間発生なし

プレイヤー登録料 3年間発生なし スタッフ登録料 3年間発生なし

大会参加録料 3年間発生なし

フィールドプレイヤーのJAFAインストラク

ター、ゴールキーパーのJAFAインストラクター
による指導・講義を受ける機会を定期的に提供し
ます。

アンプティサッカートレーニング・ガイドブッ

ク、指導教材動画（指導理論編）、競技規則冊子
を提供します。また必要に応じて体力レベルの測
定などの科学的サポートを実施いたします。

クラッチ大人用１０組み（JAFAシール貼付

け）、フラットマーカー３０枚、ビブス２種類、
GKグローブ２組み、5号球ボール１０球を貸与し
ます。※あくまでの貸与品のため、ブランド、カ
ラー、仕様についてはご希望には添いかねます。
貸与品はアンプティサッカーに関わる活動シーン

での使用に限定されます。

部門新設や活動の様子をJAFAオフィシャル

WEDサイト（WWW.j-afa.jp）・JAFA広報誌な
どにて広報していきます。またJAFAのソーシャ
ルメディア（Facebook、Twitter）によって活動
内容を発信していきます。

日本アンプティサッカー協会では、チーム登録

の際にチーム登録料を納入していただいでおりま
すが、支援対象者については３年間に限りチーム
登録料の納入を不要とします。

日本アンプティサッカー協会は、アンプティ

サッカーの普及・育成・強化のために各種事業の
推進、協会の運営強化等を行っています。チーム
加盟料は、その原資として活用させていただいて
おりますが、支援対象者についてはチーム加盟料
の納入は不要とします。

プレイヤーとして登録する際には登録料の納⼊
が必要となりますが、⽀援対象者については３年
間に限りプレイヤー登録料の納⼊を不要としま
す。なお、プレイヤー登録をすることによって、
当協会主催の各種⼤会や体験会などのイベントへ
の参加、⽇本代表として国際⼤会への参加が可能
になります。

スタッフとして登録する際には登録料の納⼊が
必要となりますが、⽀援対象者については３年間
に限りスタッフ登録料の納⼊を不要とします。な
お、スタッフ登録をすることによって、当協会主
催の各種⼤会や体験会などのイベントへの参加、
⽇本代表として国際⼤会への参加が可能になりま
す。

当協会が主催する各種⼤会に参加する際には⼤
会参加料の納⼊が必要となりますが、⽀援対象者
については３年間に限り⼤会参加料の納⼊を不要
とします。なお、⼤会参加料は、⼤会運営費、プ
ログラム・パンフレット作製費などに充当してい
ます。

アンプティサッカー部門 新設支援制度 目的／内容

日本アンプティサッカー協会ではチームの登録

体制を「本加盟」と「準加盟」に区分けしていま
す。本協会の制定したアンプティサッカー競技規
則に基づき試合成立可能なチーム：本加盟、試合
成立の条件を満たさないが、既に発足している
チーム：準加盟としています。



11

アンプティサッカーチーム 創設支援制度 目的／内容

個人の支援対象者による新たな「アンプティサッカーチーム」の創設に際して、ソフト的側面（以下の内容）に

関する支援を行うことを本制度の目的としています。

ユニフォームの貸与 競技用具の貸与

協会専属インストラクター定期派遣 各種コンテンツの提供

JAFA 広報 チーム加盟料 発生なし

チーム年間登録料 3年間発生なし プレイヤー登録料 3年間発生なし

スタッフ登録料 3年間発生なし 大会参加録料 3年間発生なし

1stユニフォームのみ（背番号1〜10番）10着

（ゲームウェア・ゲームパンツ）を貸与します。
※あくまでの貸与品のため、ブランド、カラー、
デザインについてはご希望には添いかねます。

クラッチ大人用１０組み（JAFAシール貼付

け）を貸与します。※あくまでの貸与品のため、
ブランド、カラー、仕様についてはご希望には添
いかねます。貸与品はアンプティサッカーに関わ
る活動シーンでの使用に限定されます。

フィールドプレイヤーのJAFAインストラク

ター、ゴールキーパーのJAFAインストラクター
による指導・講義を受ける機会を定期的に提供し
ます。

アンプティサッカートレーニング・ガイドブッ

ク、指導教材動画（指導理論編）、競技規則冊子
を提供します。また必要に応じて体力レベルの測
定などの科学的サポートを実施いたします。

チーム創設や活動の様子をJAFAオフィシャル

WEDサイト（WWW.j-afa.jp）・JAFA広報誌な
どにて広報をしていきます。またJAFAのソー
シャルメディア（Facebook、Twitter）によって
活動内容を発信していきます。

プレイヤーとして登録する際には登録料の納⼊
が必要となりますが、⽀援対象者については３年
間に限りプレイヤー登録料の納⼊を不要としま
す。なお、プレイヤー登録をすることによって、
当協会主催の各種⼤会や体験会などのイベントへ
の参加、⽇本代表として国際⼤会への参加が可能
になります。

スタッフとして登録する際には登録料の納⼊が
必要となりますが、⽀援対象者については３年間
に限りスタッフ登録料の納⼊を不要とします。な
お、スタッフ登録をすることによって、当協会主
催の各種⼤会や体験会などのイベントへの参加、
⽇本代表として国際⼤会への参加が可能になりま
す。

日本アンプティサッカー協会では、チーム登録

の際にチーム登録料を納入していただいでおりま
すが、支援対象者については３年間に限りチーム
登録料の納入を不要とします。

当協会が主催する各種⼤会に参加する際には⼤
会参加料の納⼊が必要となりますが、⽀援対象者
については３年間に限り⼤会参加料の納⼊を不要
とします。なお、⼤会参加料は、⼤会運営費、プ
ログラム・パンフレット作製費などに充当してい
ます。

日本アンプティサッカー協会は、アンプティ

サッカーの普及・育成・強化のために各種事業の
推進、協会の運営強化等を行っています。チーム
加盟料は、その原資として活用させていただいて
おりますが、支援対象者についてはチーム加盟料
の納入は不要とします。
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l 応募要領

応募期間

応募書類一式の提出先・問い合わせ

特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会 強化委員会

E-mail : kyoka@j-afa.jp

◇申請の際、必須書類等の漏れにご注意ください。
◇本応募書式は、日本アンプティサッカー協会のホームページからダウンロードできます。
(URL) http://www.j-afa.jp

※支援の採否については、必要な提出書類が全て提出されているか、応募要領に定めた各要件に合致しているかな
どのほか、計画の適切性、支援期間内・支援期間終了後も継続的なアンプティサッカーの普及・発展への寄与など
の観点から審査します。なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあるとともに、応募書類等は
返却はいたしません。

応募開始：2021年1月18日（月）〜規定支援数に達し次第、応募締切となりますのでご注意ください。応募およ

びその後の手続きについては、電子媒体による電磁的方法を用いて随時行います。

n 対象
＜団体＞
① 定款等においてスポーツの振興に関することが記載されていること
② 2019年の活動実績を有すること
③ 支援期間終了後もアンプティサッカーに係る諸活動を継続する意思があること
④ 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は任意団体

のいずれかに該当すること（公序良俗に反する等、社会通念上不適切な事業者は除く）
⑤ 日本国内に本拠として事務所を有すること
⑥ 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ今後、支援期間
内・支援期間終了後も、該当しないことを誓約すること

＜個人＞
① 支援期間終了後もアンプティサッカーに係る諸活動を継続する意思があること
② 日本国内に居住していること
③ 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ今後、支援期間
内・支援期間終了後も、該当しないことを誓約すること

n 応募に際しての確認事項
応募責任者（企業・団体の場合は代表者、事業部門の責任者等）による、以下事項への同意が必要です。
① 提出された応募書類等（記入済みの応募フォーマット、追加提出資料等）は返却致しません。
② 提出された応募書類等に不備がある場合、審査対象から除外する場合があります。

③ 審査の過程において、必要に応じて追加資料や財務諸表を提出いただく可能性があります。
④ 二次審査に進んだ場合、ZOOMを用いて応募者へヒアリングを実施し致します。
⑤ 審査の内容はいかなる場合においても不開示と致します。
⑥ 応募要領に記載された応募要件に反する場合、応募内容に虚偽がある場合、重大な法令違反や行政処分などが発
覚した場合には、応募の受理や採択を取り消す場合があります。

⑦ 採択者には結果通知後、紹介用写真の提供、イベント等での講演、本制度の広報・PR等へのご協力をいただきま
す。

⑧ 応募書類等ならびに応募・審査の過程で提供を受けた各情報は、公正な審査の目的で事務局および審査関係者
に限り提供する場合があります。

n 審査について
本委員会の下に、専門家で構成する選考専門委員会を設置します。選考専門委員会が下記の審査プロセスにおける

書類審査とヒアリング審査を担当し、その審査結果をもとに選考を行います。
（1）一次審査（書類審査）・・・募書類により審査を行い、候補の絞り込みを行います。
（2）二次審査（ヒアリング審査）・・・ヒアリングにより審査を行い、候補の絞り込みを行います。

※追加資料の提出をお願いする場合があります。
（3）上記の結果をもとに最終選考を行います。
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n 活動実施報告

支援年度毎に所定のフォームにて活動実績報告を行わなければなりません。なお、活動内容は本協会のホームペー
ジにて公表します。

n 事故の報告
活動が著しく困難となった場合においては、速やかに本委員会に報告し指示に従う必要があります。

n 貸与品の返却義務
貸与品は支援期間終了後もしくは支援停止もしくは中止の際、ただちに本委員会に返却しなければなりません。

n 貸与品の譲渡の禁止

貸与品の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。

n 貸与品の管理
貸与品には「JAFAシール」を貼付け（貸与品にはJAFAシール以外の情報掲出等は出来ません）、適切に管理し
なければなりません。

n 個人情報の取り扱い
支援期間中に取得した個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他
の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの、情報のみでは識別できない
が、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む）については、善良な管理

者の注意をもって取り扱う必要があります。個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の
状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定め、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止そ
の他の 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる必要があります。個人情報について漏えい、滅失、毀損、
その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じるとともに、
本委員会に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人（個人情報により識別されることとなる特定の

個人）への対応等について直ちに報告しなければなりません。

n 結果の通知

応募者に対して（応募書類に記載された住所宛）書面で郵送により通知します。なお採択者情報は、本協会のホー
ムページにて公表します。なお、採択者（団体・個人）が何らかの理由により採択を取り下げようとするとき、当該
通知を受けた日から10日以内に申請取下に関する意を申し出なければなりません。

n 応募件数
同一事業者からの応募は1件とします。単独応募と共同応募との併願や、複数の共同応募への参画は認められませ
ん。万が一、複数応募が判明した場合には、全て不採択となります（採択後に複数応募が判明した場合も、遡って採
択を取り消します）。

n 支援期間

採択通知に記された決定日から支援期間が始まり、支援期間の終了日は採択通知に記載された日付となります。

n 反社会的勢力排除に関する誓約
反社会的勢力排除に関する誓約事項については、応募種類の提出をもってこれに同意したものとします。

n その他
本制度を活用して取り組む事業やその効果等を把握するためのアンケート調査等にご協力ください。ご提供いただ
いた情報は、統計処理を行い、個人・団体を特定できない形で公表する可能性があります。

l 遵守事項

l 応募書類提出時の必須資料

＜団体＞

①定款もしくは定款に類する規約等、②2019年度の活動実績を示す書類（書式自由）、③代表者（応募責任者）
もしくは応募担当者の本人確認書類（次のいずれか：運転免許証の両面、個人番号カードの表面のみ、写真付住民基
本台帳カード、パスポート）、④応募申請書
＜個人＞
①代表者もしくは応募者担当者の本人確認書類（次のいずれか：運転免許証の両面、個人番号カードの表面のみ、

写真付住民基本台帳カード、パスポート）、②応募申請書類
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反社会的勢力排除に関する誓約事項

当団体（個人である場合は私）は、応募をするにあたって、また、支援期間内及び終了後においては、下記のい

ずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不
利益を被ることとなっても、異議は一切申し立 てません。

記

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴力 団対策法」
という）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

（２）暴力団員（暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）

（３）暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為
等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維
持もしくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ）

（４）暴力団関係団体（暴力団員が実質的にその事業に関与している団体、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が

事業する団体で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するも
の、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している団体を
いう）

（５）総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生

活の安全に脅威を与える者をいう）

（６）社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的
不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう）

（７）特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構
造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう）

（８）前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業を支配していると認められること

ロ 前各号に掲げる者が自己の事業に実質的に関与していると認められること
ハ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を

利用したと認められること
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は事業に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあ

ると認められること

l 支援期間中の活動PRに関する留意点
支援期間中にホームページや各種ソーシャルメディアを通じて、活動をPRする場合には、日本アンプティサッカー

協会より支援を受けていることを必ず記載および画像を掲出してください。

＜記載内容：本制度のクレジット文＞
▷アンプティサッカー部門 新設支援制度の支援を受けている場合
「JAFA「アンプティサッカー部門 新設支援制度」の支援を受けています」

▷アンプティサッカーチーム 創設支援制度の支援を受けている場合
「JAFA「アンプティサッカーチーム 創設支援制度」の支援を受けています」

＜掲出画像：本制度のクレジット画像＞
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l Q&A

問１『支援を受けたのち、一定のノルマが課せらたりするのでしょうか』

問２『切断障がい者の選手がいない現状でも新設・創設は可能でしょうか』

問３『公的機関などの助成制度と重複して支援を受けることはできるのでしょうか』

問４『支援を受けているチームの所属選手もJFA、地域サッカー協会、都道府県サッカー協会主催の事業、

競技会（大会）に参加はできるのでしょうか』

問５『本制度が実施されていることを自社HPで公開したり、他の媒体でアピールすることは可能ですか』

問６『支援期間中にチームで独自にスポンサーをとることは可能なのでしょうか』

問7『支援期間中にオフィシャルウェブサイトの立ち上げやソーシャルメディアを活用しても良いのか』

問８『支援期間中にチーム独自のユニフォームを揃えられるようになった場合、そのユニフォームを着用し

て試合やイベントに出たいのですが可能でしょうか』

問９『大会への参加について、どのようなチーム状態から可能となるのでしょうか』

問１０『応募内容に誤りがあったのですが、変更可能でしょうか』

選手の新規登録者数、大会出場などの実績が問われることはありません。ただし、競技環境の充実（プレイ

ヤーへ練習場の提供や公式戦への運営協力など）にご協力ください。

当事者がいることが必須要件ではありません。ただし、部門新設・チーム創設を契機に継続した選手発掘に

ご協力ください。

事業内容が異なる場合には他の助成等を受けていても差し支えありません。

当該支援を受けることによって、選手個人が有する権利に何ら影響を与えることはありません。

本制度の適用期間中に限り可能となります。

問題ありませんが、貸与品にはスポンサー企業などの広告掲出ができませんのでお気をつけください。

問題ありませんが、活動をPRされる際には本制度のクレジット情報を必ず記載・画像を掲出してくださ

い。

競技規則の仕様に準じており、かつ全てのチームプレイヤーに同一仕様のユニフォームが揃えられる場合に

限り、貸与品ユニフォームの着用義務は免除されます。

詳細について、日本選手権大会・コパアンプティは（support@j-afa.jp）、リーグは（league＠j-afa.jp）

までお問い合わせください。

原則として申請後の修正は受け付けておりません。



（応募 式：アンプティサッカー部 新設・チーム創設支援制度） 
 

 

【代表者】 
便番号  

住所（都道府県 から記載）  
称 

（個人の場合は本人の 前） 
 

法人番号（13桁）※団体のみ  
代表者 職 ※団体のみ  
代表者 氏 （ふりがな）  
電 番号／携帯番号 ／ 
E－mail  

 
【応募担当者】 
便番号  

住所（都道府県 から記載）  
応募担当者 所属・ 職 ※団体のみ  
応募担当者 氏 （ふりがな）  
電 番号／携帯番号 ／ 
E－mail  
代表者と同上の場合は記載不  
 
記入年月日：    年  月  日 
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l 応募申請書類



（応 式：アンプティサッカー 新設・チーム 設支援制 ） 
 

 

(1) 応 に至った 景・経緯と準 状況について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) アンプティサッカーの 及・推進における競技環境の構 や具 な計画について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) アンプティサッカーを じて 域社会へ貢献していくための構 について 
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WEʼRE NOT PRO PLAYERS
WE PLAY FOR FUN

COACHES REFEREES AND STAFFS
ARE VOLUNTEERS

WEʼRE ALL
DOING OUR BEST

COME AND JOIN US

YOU WOULD BE EXCITED


