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この度 2 級審判員に昇級させて頂きました石田信久と申します。 

まず初めに、 たくさんのサッカーファミリーにご指導ご鞭撻を賜り昇級でき

たことに感謝申し上げます。 

私は少年時代にサッカーと出会い、 数十年の時を経て息子が生まれた

ことにより、 再びサッカーと関わることになりまし た。 当初子供達と一緒に

ボールを追いかけるのも大変なくらい走れなかった記憶がよみがえります。 

そんな自分がある日、 目にしたのが ” いい Referee に、、、 ” のフレー

ズでした。 そのフレーズに惹かれ飛び込んだ所が 関西レフェリー塾です。 

当初私は 4 級審判員でしたが他の塾生である上級審判員の方々とディ

スカッションするうちに 昇級を目指したいと思うようになりました。 

3 級審判員に昇級後、 兵庫県サッカー協会に所属し、 割当てをいた

だき、 インストラクターの方々の叱咤激励を受け、 様々な研修会に参加

し 2 級審判員に昇級させていただきました。 

審判員としてまだまだ成長する必要があり、 関わる全ての選手、 審判

員、 インストラクター、 観客サポーターからの課題 を一つ一つ克服してい

きたいと思います。 

そうすることで、 自身が目指す” いい Referee” に近づけると思います。 

そしてお世話になった方々に恩返しの気持ちを もって歩み続けますので、

今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

石田 信久
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サッカー 2級

この度、 2 級審判員に昇級させて頂きました伊藤唯翔です。これまで指導してくださった多くの方、 審判活動をさせて頂いた方に感謝申し上げます。

小さい頃から興味を持っていた審判活動を初めるにあたり、 最初は戸惑いやわからないことが多くありました。 しかし、 多くのインストラクターの方の指導により、 一つ一つ課題をクリアしていくことができました。 ありがとうございます。 また、 多くの審判仲間に会えたことがとても嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。
2023 年度からは地元である北海道に帰って審判活動を続けていくことになりますが、 関西の地で学んだことを活かして、 良いレフェリーになれるよう励んでいきたいと思います。

伊藤 唯翔
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サッカー 2級

この度、 2 級審判員に昇級させていただきました清大助と申します。

まず初めに昇級させていただくにあたり、 ご指導いただきました兵庫県サッ

カー協会、 丹有協会そしてインストラクターの皆様に心より御礼申し上げ

ます。

振り返りますと、 レフェリーを始めるきっかけは息子が少年サッカーに入団

した事でした。 子供たちが日頃練習を頑張り、 その成果を試合で活かそ

うと息を切らせて走っている姿を見て、 中途半端な知識や気持ちでレフェ

リーをするのは子供たちに失礼だなと思ったからでした。

そしてその気持ちは今でも変わらず、 ハードなトレーニングを積まれて試

合に臨まれている選手に気持ちよくプレーをしてもらう為に私自身これから

も自己研鑽をおこない、 スキルアップをしていきます。

最後になりましたが、 まだまだ未熟者な私に今後ともご指導ご鞭撻の

程、 何卒宜しくお願い申し上げます。

そしてこの場をお借りして大変恐縮ですが、 週末に笑顔で私を送り出し

てくれる家族に感謝の言葉を言わせて下さい。 「いつもありがとう！」

清 大助
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サッカー 2級この度、 2 級審判員に昇格させていただきました小林顯太です。
まずはじめに昇級にあたり、 御尽力いただきました兵庫県サッカー協会

の皆様、 北播磨サッカー協会の皆様、 今までご指導ご支援をいただきま
した皆様に心より感謝申し上げます。

私は J リーグの舞台で活躍される審判員の方を拝見した際に憧れ、 自
身もそのような舞台に立ってみたいと思い、 審判の世界に入り込みました。

高校１年の冬に 3 級審判員に昇級し、 本格的に審判活動を始めまし
た。 そこからの 2 年間で様々なカテゴリーの割当、 レフリーアカデミー、 ス
キルアップ研修会、 兵庫県高校選手権決勝の副審、 全日本 U-12 サッ
カー大会への派遣などの色々な経験をさせていただき、 審判の楽しみを
得ることができました。

そして、 今年度 2 級候補として活動させていただき、 8 月に 2 級昇級
させていただきました。 今後も常に感謝の気持ちを持ち、 上のカテゴリー
を目指して精進して参ります。

最後になりましたが、 今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし
ます。

小林 顯太
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サッカー 2級



この度、 2 級審判員に昇級させて頂きました黒田隆孔と申します。
まず初めに 2 級昇級にあたり、 北摂サッカー協会、 兵庫県サッカー協

会の皆様に感謝申し上げます。

私は 4 級を取得してから 2 級になるまでがとてもスムーズでした。 最初
は 3 級で留まろうと考えていましたが、 4 種で試合を捌いて行くうちに北摂
協会の皆様からのバックアップもあり審判が楽しいと感じる事ができ、 更に
上を目指したいと言う気持ちが芽生えました。 上を目指す為に関西レフェ
リースクールに通い知識、 技術を教えて頂きました。 4 種だけではなく割
当を沢山こなしていき、 2 級候補になりその中で 1 番最初に 2 級試験を
受けて合格しました。 1 番という所に期待されている自覚を持ち、 更にレ
ベルアップを図り、 挫折する事が多々あると思いますが、 それを乗り越え
て行く事で誰にも真似出来ないような個性溢れるレフェリーになります。

今後は２級審判員として自覚を持ち、 どんな試合でも割当てられた 1
試合を大切にしながら活動していきます。

今後ともご指導よろしくお願い致します。

黒田 隆孔
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サッカー 2級

この度、2 級審判員に昇級させていただきました小山龍之介と申します。まず初めに、 2 級に昇級するにあたり、 たくさんの方にご指導ご支援をいただきました。 本当にありがとうございました。
私は 3 級を中学 3 年生の時に取得し、 そこから選手との両立で審判活動を続けてきました。 大学生になり学連審判部に入り、 本格的に審判活動を始めました。

兵庫県ではさまざまなカテゴリーの試合を担当させていただきました。 インストラクターの方のおかげで試合を重ねるごとに成長できたと思います。今後はさらに上のカテゴリーを目指していきたいと思います。 まだまだ未熟ですが、 これからも熱いご指導よろしくお願いいたします。

小山 龍之介
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サッカー 2級

この度、 ２級審判員に昇級させて頂きました瀨田順矢と申します。

まず初めに、 ２級昇級にあたり、 兵庫県サッカー協会、 神戸市サッカー

協会の審判委員会の方々並びにインストラクターの方、 部活動関係者

の皆様に心より御礼申し上げます。

2021 年度冬の淡路スキルアップ研修会を機に、 ２級候補として 2022

年度１年間支えて頂けました。 平日の研修など、 土日の宿泊研修会、

関西の各年代のトップリーグに関わったことが一番成長につながったと思い

ます。 割当を頂いた会場には、 常にインストラクターの方が居てくださり、

先輩レフェリーの方も観てくれていました。 本当にこのような環境ではない

限り、 精神的にも成長することは難しかったと思います。

2022 年を振り返りますと、 本当に多くの心温かい人と出会い支えてもら

いました。 今後、 自身のスキルアップと共に兵庫県 ・ 神戸市のサッカー

の発展に関われたらなと思っております。

どうか今後ともご指導の程よろしくお願い致します。

瀬田 順矢
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この度、 2 級審判員に昇級させていただきました髙木 陽介と申します。　2 級昇級に際して、 ご指導いただきました兵庫県サッカー協会、 芦屋市サッカー協会、 レフェリースクール関係者の皆さまに感謝申し上げます。

3 級取得時からサポートしてくださっている高校の顧問の先生をはじめ、たくさんの方々のおかげで昇級することができました。私が 2 級を目指したのは、「サッカーの環境を創りたい」と感じたことです。
自分自身が人間として成長させてもらったサッカーを、 今度は支えたい。他の人にとっても同じように成長できる場にしたい。 そう感じたからです。試合を重ねるごとに、 " 選手のために走ることが自分に返ってくる " と実感しております。 2 級昇級は決してゴールではなく、 引き続きステップアップできるよう活動していきたいと考えております。最後になりましたが、 今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。

高木 陽介
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この度、 2 級審判員に昇級させていただきました尼崎サッカー協会の田

原徳人と申します。

まず初めに、2級審判員に昇級するにあたり、尼崎サッカー協会の皆様、

兵庫県サッカー協会の皆様には、 大変お世話になりました。 本当にあり

がとうございました。

今年２月に関西レフェリースクールに参加させてもらいました。

審判のスキルアップの為に参加したレフェリースクールでしたが、 若い参

加者の学ぶ姿に刺激を受けました。 刺激を受けたことで、 いくつになって

も挑戦することの大切さを忘れてはいけないと感じました。

アクティブ審判員として活動の場を広げていきました。 今までに経験した

ことのないカテゴリーの割り当てをいただきました。 その際、 インストラクター

の方々からの丁寧で適切なご指導をいただいたことで、 今後の審判活動

の礎になりました。 ご指導がなければ、ここまで来られなかったと思います。

改めて感謝申し上げます。

今後は 2級審判員としての責任感を持って活動していきたいと考えてい

ます。

最後になりましたが、 今後ともご指導ご鞭撻のほど、 よろしくお願いいた

します。

田原 徳人
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サッカー 2級

この度、 2 級審判員に昇級させて頂きました武田有生と

申します。

2 級昇級にあたり、 兵庫県協会 ・明石協会の皆様をは

じめ多くの方にご指導ご支援頂きまして、 心よりお礼申し

上げます。

私は、 小学生の頃自分の試合を担当してくださった審判

員に憧れ、 中学 1年生の時に審判の世界に飛び込みま

した。 始めた頃は何も分からず見様見真似で活動していま

した。 現在では、 研修会や割り当てを通して多くの仲間と

出会うことが出来ました。 審判活動を通して得た経験や出

会った仲間は、 人生でかけがえのないものだと感じておりま

す。

今後は、 選手が安心してプレーすることが出来る様にす

ることを目標に、 仲間と切磋琢磨しながら活動して行こう

考えています。

　今後ともご支援ご指導の程、 よろしくお願いいたします。

武田 有生
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この度、 ２級審判員に昇級させて頂きました藤原悠人と申します。初めに、 この度２級昇級にあたりまして、 ご指導ご支援頂きました兵庫県サッカー協会並びに神戸市サッカー協会の皆様には、 心よりの感謝を申し上げます。
私は高校生までサッカーをしておりましたが、 怪我により、 一度サッカーを引退しました。 しかし、 J リーグの試合を観戦することを通じて、 もう一度サッカーに関わりたいと思うようになりました。 サッカーに関わる方法を模索する中で現役の時に少しやらせていただいていた審判員という世界に興味を抱き、 知り合いの方を通じて、 この世界に飛び込みました。そこからアクティブ３級登録を通じて、 兵庫県サッカー協会並びに神戸市サッカー協会より割当を頂き、 様々な試合を担当する機会を頂きました。 多くの試合を担当していくことを通じて、 審判員としてサッカーに関わることのやりがいや達成感に夢中になっていきました。 また、 上級審判員の皆様と関わる機会が増えていき、 自分自身も上級審判員の皆様のように２級審判員を目指したい、 また活動していきたいと考えるようになりました。

今後は、 ２級審判員として責任感を持って活動していき、 １試合１試合を大切にしながら、 自分自身が目標としている選手からリスペクトしてもらえるようなレフェリングができる審判員になれるように努力していく所存です。
最後になりましたが、 これからもご指導ご鞭撻の方よろしくお願いします。

藤原 悠人
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サッカー 2級

この度 2 級審判員に昇級させていただきました姫路サッカー協会の田中

翔輝と申します。

まずはじめに２級昇級審査を受けるにあたってご指導していただきました

兵庫県、 姫路サッカー協会審判委員会の皆様に感謝申し上げます。

私が本格的に審判活動を始めて３年半が経過し、 段々と２級審判員

になりたいという目標が自分の中で大きくなってきました。 2 級審判員にな

るには多くの研修会への参加や試合を担当しなければならないことを耳に

し、 学校が倉敷市にあり下宿生の私にとってはチャレンジすることは難しく

断念するしかないと思っていたのですが、 強化部の皆様に今年度の２級

候補に選んでいただきました。 学校の関係でなかなか参加できませんでし

たが可能な限り研修会へ参加しつつ、 試合ではインストラクターの方々か

ら多くのことを指導していただいたことで、 無事２級審査に合格することが

出来ました。

今後は２級審判員として１試合１試合により責任と覚悟をもって取り組

んで参ります。

インストラクターの皆様、 今後ともご指導、 ご鞭撻のほど何卒よろしくお

願い申し上げます。

田中 翔輝
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サッカー 2級

この度、 2 級審判員に昇級させていただきました谷淳平と申します。

これまでたくさんのサポートをしていただきました兵庫県サッカー協会 ・神戸市サッカー協会の皆様に感謝申し上げます。兵庫の皆様には、 2 級昇級までの 1 年間、 毎月 2級候補基礎スキル習得研修会を企画 ・運営していただきました。 そこでたくさんの学びを得て、 先輩方から刺激を受け、 大きく成長することができました。 お忙しい中ステップアップの場を用意していただきありがとうございました。
他府県の方々から、 ここまで充実した研修制度が整っているのは珍しいと聞き、 兵庫という恵まれた環境で活動することができて良かったと思いました。
これからも教えていただいたことを忘れず、 皆様に良い報告ができるように精一杯努力いたします。 今度ともご指導ご鞭撻の程、 よろしくお願い致します。

谷　淳平
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サッカー 2級


