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財団法人 日本サッカー協会 

平成 18年度 第２回理事会 

 

報告事項 

 １. ＴＯＹＯＴＡ プレゼンツ ＦＩＦＡクラブワールドカップ ジャパン ２００６の件 

   

Ⅰ．ＦＩＦＡクラブワールドカップ ＪＦＡ組織体制 

 

※別紙資料№８ 

 

Ⅱ．ＪＦＡ大会業務方針 

 

※別紙資料№９ 

 

 ２. ＡＦＣプロリーグ特別委員会の件 

   

(１)委員会名称 

   ＡＦＣプロリーグ特別委員会 (AFC Professional League Ad-Hoc Committee) 

 

(２)委員会メンバー 

   委員長:         川淵三郎 

   副委員長:       平田竹男 

   メンバー:      Mr. John O’Neill (Australia) 

                      Mr. Nan Yong (China) 

                      Mr. Priya Ranjan Das Munsi (India) 

                      Dr. Mohammad Dadgan (Iran) 

                      Mr. Kim Won Dong (Korea Rep.) 

                      Mr. John Koh (Singapore) 

                      Mr. Faisal Al Abdulhadi (Saudi Arabia) 

                      Mr. Hamad Mohamed Abdulla bin Brook (UAE) 

       名誉アドバイザー: Mr. Dave Richards (England) 

    委員会事務局:    ＪＦＡのＡＦＣプロリーグプロジェクトが対応 

 

(３)開催概要 

日 時: 2006年５月 12日(金) 

   13:00-15:00 ＡＦＣプロリーグ特別委員会会議 

16:30-17:00 記者会見 
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19:00-21:00 ウェルカムディナー 

場 所: ＪＦＡハウス 

来日者: 上記メンバー以外に、ＡＦＣより Mr. Mohamed bin Hammam Al Abdulla 会      

長・ Dato’ Peter Velappan 事務総長等も来日。 

 

 ３． 2006年ＦＩＦＡ 功労賞の件 

  

 

 

 

2006 年６月７日ミュンヘンにて開催される第 56 回ＦＩＦＡ総会にて、2006 年ＦＩＦＡ功労賞

(Order of Merit)が川淵キャプテンに授与されることが 2006年３月のＦＩＦＡ理事会にて決定し

ました。 

ＦＩＦＡ功労賞は、サッカーの発展と振興に多大な貢献をした人物の栄誉を称える賞で、今ま

でに約 90 名が受賞し、ＪＦＡでは 1992 年に藤田 静夫 第６代会長(故人)が受賞し、ジーコ監督

も 1996年に受賞しています。 

 

 ４. 日本代表 キリンカップの件 

 ①   

行事名：日本代表 キリンカップ ２００６ 

    日本代表 対 ブルガリア代表・日本代表 対 スコットランド代表 

期 間：2006年５月８日(月)～13日(土) 

場 所：大阪府大阪市・埼玉県さいたま市 

 

[スケジュール] 

５月８日(月)  集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

９日(火)  ｷﾘﾝｶｯﾌﾟ2006 日本代表 対 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ代表(長居ｽﾀｼﾞｱﾑ) 

10日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、東京へ移動 

 11日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  12日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  13日(土)  ｷﾘﾝｶｯﾌﾟ2006 日本代表 対 ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ代表(埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ2002) 

         試合終了後、解散 

  

 

 [スタッフ]  

監督           ：   ジーコ      ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ     ：   エドゥー     ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ      ：   里内   猛   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ        ：   カンタレリ   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ：  和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：   白石  稔   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ｽﾎﾟｰﾂ医学委員/東京慈恵会医科大学) 

ﾌｨｼﾞｵｾﾗﾋﾟｽﾄ    ：   リカルド    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ：   早川  直樹   ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ：   並木磨去光   ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ・ﾅｽﾞｰ) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ：   三木  裕昭   ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄ ｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

通訳           ：   鈴木  國弘   ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

統括      ：  加藤 彰恒  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部)  

総務      ：  湯川 和之  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾌﾟﾚｽｵﾌｨｻｰ       ：   福士一郎太   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部) 

ﾌﾟﾚｽｵﾌｨｻｰ       ：   永松  太   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部) 

ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ：   麻生  英雄   (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ (株)) 

ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ：   服部 智博  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ (株)) 

 

[選    手] 

ＧＫ    土肥 洋一   (ＦＣ東京) 

川口 能活   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    楢﨑 正剛     (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ＤＦ    田中  誠   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

宮本 恒靖   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)     

三都主ｱﾚｻﾝﾄﾞﾛ (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

中澤 佑二   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

坪井 慶介   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

村井 慎二     (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

加地  亮   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

駒野 友一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

茂庭 照幸   (ＦＣ東京) 

ＭＦ    福西 崇史   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

小笠原満男  （鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ） 

本山 雅志   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

小野 伸二   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ)  

遠藤 保仁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

阿部 勇樹     (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

長谷部 誠   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＦＷ    久保 竜彦    (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

玉田 圭司     (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

巻 誠一郎   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

佐藤 寿人   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

           計 23名 

 

 ５. Ｕ-19(Ｕ-20ワールドカップ 2007)日本代表 インド遠征の件 
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行事名：Ｕ－19(Ｕ-20ワールドカップ 2007)日本代表 インド遠征 

期 間：2006年５月 21日(日)～５月 30日(火) 

場 所：バンガロール／インド 

 

[スケジュール] 

５月 21日(日)   集合 

   22日(月) 出発 

   ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、親善試合 

28日(日) 

 29日(月)  現地発  

 30日(火)  帰国後、解散     

 

[スタッフ] 

監  督        ：  吉田  靖  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ          ：  森保   一  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    加藤 好男  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    原  邦夫  (社会保険京都病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ：  山崎  亨  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総  務     ：   山下 恵太  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ：   菅原 大介  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ｴｸｨｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ：  山根 威信  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手] 

５月 16日(火)に発表予定 

 

 ６. Ｕ-16(Ｕ-17ワールドカップ 2007)日本代表 イラン遠征の件  

   

行事名：Ｕ－16(Ｕ－17ワールドカップ 2007)日本代表 イラン遠征 

期 間：2006年４月 26日(水)～５月 11日(木) 

場 所：イラン/テヘラン 

 

[スケジュール] 

４月 26日(水)   集合、ｲﾗﾝへ出発 

４月 27日(木) 

 ｜      ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

５月１日(月)  

  ２日(火)  Ｕ-17国際大会 

        日本代表 対 ｲﾗﾝ代表Ａ 

 ３日(水)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  



報告事項 

H18/05/19 第２回理事会 

5 

４日(木)    Ｕ-17国際大会 

        日本代表 対 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ代表 

 ５日(金)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  

６日(土)    Ｕ-17国際大会 

        日本代表 対 ｼﾘｱ代表 

７日(日)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  

８日(月)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

９日(火)   Ｕ-17国際大会 準決勝 

10日(水)  Ｕ-17国際大会 ３位決定戦、決勝 

         ｲﾗﾝを出発 

11日(木)  帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  城福  浩 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ        ：  小倉  勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    川俣 則幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    加藤 晴康 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  松田 直樹 (国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ) 

総務      ：   青木 克史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：   田島 一樹 (筑波大学大学院) 

 

[選  手] 

ＧＫ  廣永遼太郎   (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    森廣 泰彦   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

ＤＦ   田中 裕人   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

甲斐 公博     (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    嘉  涼平   (鹿児島実業高校)  

島川 俊郎   (柏ﾚｲｿﾙﾕｰｽＵ-18) 

横山 文也   (鵬翔高校) 

ＭＦ  水沼 宏太   (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

中谷 柾名   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ)  

田仲 智紀   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

前田 陽平   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ) 

東  慶悟   (大分ﾄﾘﾆｰﾀＵ-18) 

  河野  諒   (大分鶴崎高校) 

佐藤 和弘   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ)  

山浦 公裕   (ＦＣ東京Ｕ-18) 

ＦＷ  辻  智人   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

齊藤  学   (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 
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大迫 勇也   (鹿児島城西高校) 

端戸  仁   (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

指宿 洋史   (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

                                 以上 20名 

 

 ７. なでしこジャパン(日本女子代表) 国際親善試合の件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表) 国際親善試合 

期 間：2006年５月２日(火)～９日(火) 

場  所：熊本県熊本市・大阪府大阪市 

 

[スケジュール] 

５月２日(火)    集合 

  ３日(水) 

   ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ６日(土) 

７日(日)  国際親善試合 

対ｱﾒﾘｶ女子代表（KKｳｲﾝｸﾞ･熊本） 

試合終了後、大阪に移動 

  ８日(月)    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

９日(火)  国際親善試合 

対ｱﾒﾘｶ女子代表 (長居ｽﾀｼﾞｱﾑ) 

試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 大橋 浩司   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ       ： 佐々木 則夫 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 澤村 公康  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤 賢   (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 安達 淳子  (ＪＭﾄﾚｰﾅｰ) 

総務       ： 小林 利章  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 橋倉 剛   (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 見汐 翔太  (筑波大学) 

 

[選  手]  

ＧＫ  山郷 のぞみ  (浦和ﾚｯｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    秋山 智美   (ＴＡＳＡＫＩ ﾍﾟﾙｰﾚ) 

    福元 美穂   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

ＤＦ   磯﨑 浩美   (ＴＡＳＡＫＩ ﾍﾟﾙｰﾚ) 
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四方 菜穂   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

下小鶴 綾   (ＴＡＳＡＫＩ ﾍﾟﾙｰﾚ) 

安藤 梢    (浦和ﾚｯｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

矢野 喬子   (神奈川大学) 

豊田 奈夕葉  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

岩清水 梓   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

宇津木 瑠美  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

ＭＦ  酒井 與惠   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    澤  穂希   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)   

    柳田 美幸  （浦和ﾚｯｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

    山本 絵美  （ＴＡＳＡＫＩ ﾍﾟﾙｰﾚ） 

    大野 忍    (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    宮間 あや   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

    中岡 麻衣子  (ＴＡＳＡＫＩ ﾍﾟﾙｰﾚ) 

ＦＷ  大谷 未央   (ＴＡＳＡＫＩ ﾍﾟﾙｰﾚ) 

        荒川 恵理子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    鈴木 智子   (ＴＡＳＡＫＩ ﾍﾟﾙｰﾚ) 

    丸山 桂里奈  (ＴＥＰＣＯ ﾏﾘｰｾﾞ)     

    永里 優季   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)             

                                          以上 23名 

 

 ８. 日本女子学生選抜 第６回伊賀市長杯の件                  

   

行事名：第６回伊賀市長杯・忍びの里レディーストーナメント 

期 間：2006年５月１日(月)～６日(土) 

場  所：三重県伊賀市 

 

[スケジュール] 

５月１日(月)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ２日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ３日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ４日(木) 

   |    大会 

  ６日(土)  試合終了後解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 田口 禎則  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ             ： 太田 真司  (吉備国際大学) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 川島  透  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ﾄﾞｸﾀｰ           ： 油井 直子  (東急病院) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 倉田 あや  (倉田ｸﾘﾆｯｸ) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 江口 陽子  (松岡整形外科) 

総務       ： 松浦 由美子 (東京女子体育大学) 

 

[選  手]  

ＧＫ  大友麻衣子  (日本体育大学) 

    岸  星美  (早稲田大学)  

ＤＦ  岩倉 三恵  (日本大学/浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    田中 景子  (武蔵丘短期大学)  

    奥田亜希子  (大阪教育大学/ＦＣ高槻) 

    後藤  史  (早稲田大学)  

    堂下 弥里  (早稲田大学)  

    島田 知佳  (早稲田大学)  

    河上恵実子  (武庫川女子大学/ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

ＭＦ  那須麻衣子  (天理大学/伊賀ＦＣくノ一) 

    詫間 美樹  (東京女子体育大学) 

    庭田亜樹子  (龍谷大学/ＦＣ高槻) 

    川澄奈穂美  (日本体育大学) 

    南山 千明  (日本女子体育大学/日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    伊藤美菜子  (日本体育大学) 

    中川 理恵  (大阪体育大学) 

    清原万里江  (立命館大学/ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    井手上麻子  (日本体育大学) 

    有吉 佐織  (日本体育大学) 

ＦＷ  渡辺 夏奈  (早稲田大学)  

    堀田えり子  (神奈川大学)  

    佐藤衣里子  (早稲田大学)  

※所属大学/所属チーム 

                              以上 22名 

 

 ９. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年４月 15日(土)～16日(日) 

場  所：東京都 

 

[スケジュール] 

４月 15日(土)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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  16日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： サッポ      ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 岩崎 潤一   (千葉大学付属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 大場 真孝   （大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院）  

通訳      ： エジソン土井  （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

総務      ： 平井  徹   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

ＧＫ  石渡 良太   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    川原 永光   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

    青木 亮三   (ＤＣ Ａｓａｈｉｋａｗａ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

ＦＰ  市原 誉昭   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) ※ 

藤井 健太   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

        前田 喜史   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    金山 友紀   (Ｃａｓｃａｖｅｌ) 

    豊島  明    (大洋薬品/ＢＡＮＦＦ)     

    小宮山友祐   (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ)    

       神  敬治   (Ｃｏｒｒｉｄａ ｄｅ Ｔｏｒｏｓ) 

        近藤 純也   (P.S.T.C.Ｌｏｎｄｒｉｎａ) 

    山田 将貴   (Ｂｌａｃｋ Ｓｈｏｒｔｓ) 

    小山 剛史    (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)     

    高橋 健介   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ )     

        稲葉洸太郎   (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ) 

北原  亘   (大洋薬品/ＢＡＮＦＦ) 

  ※追加招集 

                                                         以上 16名 

 

 10. フットサル日本代表 ＡＦＣフットサル選手権壮行試合の件 

   

行事名：フットサル日本代表 ＡＦＣフットサル選手権壮行試合 

期 間：2006年４月 27日(木)～５月５日(金) 

場  所：大阪府大阪市・東京都 

 

[スケジュール] 

４月 27日(木)   集合 

  28日(金)   

  ｜      ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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５月２日(火)   

３日(水)  ＡＦＣﾌｯﾄｻﾙ選手権 壮行試合 

         日本代表 対 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表 

      試合終了後、移動 

４日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

５日(金)   ＡＦＣﾌｯﾄｻﾙ選手権 壮行試合 

        日本代表 対 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表 

        試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： サッポ      ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ    ： アヴェラール  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 蒲地 宏昌   (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 大場 真孝   （大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院）  

通訳      ： エジソン土井  （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

総務      ： 平井  徹   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

ＧＫ  石渡 良太   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    定永 久男  （大洋薬品/ＢＡＮＦＦ） 

    川原 永光   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

ＦＰ  比嘉リカルド （ＦＣ琉球） 

藤井 健太   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

        前田 喜史   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    金山 友紀   (Ｃａｓｃａｖｅｌ) 

    鈴村 拓也  （Ｂａｒｇａｓ Ｓｉｇｕｌｏ ＸＸＩ/ｽﾍﾟｲﾝ） 

    豊島  明    (大洋薬品/ＢＡＮＦＦ)   

    木暮賢一郎  （Ｃｌｉｐｅｕｓ Ｎａｚａｒｅｎｏ/ｽﾍﾟｲﾝ）   

    小宮山友祐   (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ)    

        小野 大輔   (ＣＬＴ Ｔｅｒｎｉ/ｲﾀﾘｱ)     

    小山 剛史    (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)     

    高橋 健介   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ)     

                                                         以上 14名 

                  

 11. フットサル日本代表 ＡＦＣフットサル選手権ウズベキスタン 2006の件 

   

行事名：フットサル日本代表 ＡＦＣフットサル選手権ウズベキスタン 2006 

期 間：2006年５月 12日(金)～30日(火) 

場  所：茨城県鹿嶋市・ウズベキスタン/タシケント 
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[スケジュール] 

５月 12日(金)   集合、鹿嶋へ移動 

  13日(土)   

  ｜      ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  15日(月)   

  16日(火)   ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝへ移動 

  17日(水)    

  ｜      ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

20日(土) 

21日(日)  ＡＦＣﾌｯﾄｻﾙ選手権ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ2006 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ① 

         日本代表 対 香港代表 

22日(月)   ＡＦＣﾌｯﾄｻﾙ選手権ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ2006 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ② 

         日本代表 対 ｲﾗｸ代表 

  23日(火)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

24日(水)   ＡＦＣﾌｯﾄｻﾙ選手権ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ2006 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ③ 

         日本代表 対 ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ代表 

25日(木)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  26日(金)   ＡＦＣﾌｯﾄｻﾙ選手権ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ2006 準決勝 

  27日(土)   ＡＦＣﾌｯﾄｻﾙ選手権ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ2006 決勝 

  29日(月)   日本へ出発 

  30日(火)   帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 大仁 邦彌   ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

監督            ： サッポ      ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ    ： アヴェラール  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 蒲地 宏昌   (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 大場 真孝   （大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院）  

通訳      ： エジソン土井  （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

総務      ： 平井  徹   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

ＧＫ  石渡 良太   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    定永 久男  （大洋薬品/ＢＡＮＦＦ） 

    川原 永光   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

ＦＰ  比嘉リカルド （ＦＣ琉球） 

藤井 健太   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

        前田 喜史   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 
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    金山 友紀   (Ｃａｓｃａｖｅｌ) 

    鈴村 拓也  （Ｂａｒｇａｓ Ｓｉｇｕｌｏ ＸＸＩ/ｽﾍﾟｲﾝ） 

    豊島  明    (大洋薬品/ＢＡＮＦＦ)   

    木暮賢一郎  （Ｃｌｉｐｅｕｓ Ｎａｚａｒｅｎｏ/ｽﾍﾟｲﾝ）   

    小宮山友祐   (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ)    

        小野 大輔   (ＣＬＴ Ｔｅｒｎｉ/ｲﾀﾘｱ)     

    小山 剛史    (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)     

    高橋 健介   (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ)     

                                                           以上 14名 

                  

 12. ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年４月 14日(金)～16日(日) 

場  所：沖縄県宮古島市 

 

 

[スケジュール] 

４月 14日(金)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  15日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  16日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 加登 永一    (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

ｺｰﾁ       ： 鳥飼 浩之   (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 稲福 全人   (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

統括      ： 野見山 篤   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

総務      ： 島崎 洋行   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

ＧＫ  加登 永一   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    小川 和男   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    歌門 大輔   (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

    照喜名辰吾   (かりゆしＦＣ) 

ＦＰ  吉井 勝宏   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

中村 律臣   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

        黒木 直幸   (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

    新垣  隆   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    丸尾 訓照   (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 
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    松永 征人   (ﾁｰﾑ・ﾃﾞｨﾊﾞｲｵ) 

    永山 宜真   (Ｄｏｒｓａｌ Ｍ．ＦＣ) 

    生出 勇樹   (ﾊｰﾚﾑ1985) 

    塩川 健勇   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    河原塚 毅   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    佐藤 義人   （Ｄｏｒｓａｌ Ｍ．ＦＣ） 

    當間 正人    (ＦＣ琉球)   

    市川 憲悟  （Ｐｏｃｃａｌｉ ＦＣ）   

    小林 邦光   (Ｓｃｏｒｐｉｏｎ‘ｓ)    

        上原 朋也   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ)     

    秋山 裕樹    (ﾊｰﾚﾑ1985)     

                                                           以上 20名 

                  

 13. ビーチサッカー日本代表ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップ 2006 アジア地区予選の件 

   

行事名：ビーチサッカー日本代表 FIFAビーチサッカーワールドカップ 2006 アジア地区予選 

期 間：2006年５月 15日(月)～27日(土) 

場  所：UAE/ドバイ 

 

[スケジュール] 

５月 15日(月)   集合、ＵＡＥへ出発 

  16日(火)   

  ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

21日(日)   

22日(月)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2006 ｱｼﾞｱ地区予選 

       日本代表 対 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ代表 

23日(火)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2006 ｱｼﾞｱ地区予選 

       日本代表 対 ｲﾗﾝ代表 

24日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

25日(木)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2006 ｱｼﾞｱ地区予選 準決勝 

26日(金)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2006 ｱｼﾞｱ地区予選 決勝 

27日(土)  帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 加登 永一    (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

ｺｰﾁ       ： 鳥飼 浩之   (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 稲福 全人   (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 石附 次郎   (ﾌﾘｰ) 

統括      ： 野見山 篤   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 
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総務      ： 島崎 洋行   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

ＧＫ  加登 永一   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    小川 和男   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

ＦＰ  吉井 勝宏   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

中村 律臣   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

        黒木 直幸   (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

    新垣  隆   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    丸尾 訓照   (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

    塩川 健勇   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    河原塚 毅   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

    佐藤 義人   （Ｄｏｒｓａｌ Ｍ．ＦＣ） 

    當間 正人    (ＦＣ琉球)   

    上原 朋也   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ)     

                                                              以上 12名 

 

 14. 2006ナショナルトレセン開催日程決定の件 

   

2006年度ナショナルトレセン U-16/14/12の開催日程が下記の通り決定した。 

 

◎ナショナルトレセンＵ－16 

 期間・場所 2006年 11月 22日(水)～ 26日(日) Ｊヴィレッジ 

    

◎ナショナルトレセンＵ－14 

 期間･場所 ① 2007年 3月 17日（土）～ 21日（水） Ｊヴィレッジ 

  ② 2007年 3月 24日（土）～ 28日（水） 熊本県大津 

※ 開催時期について同日開催を予定していたが、サニックス杯の開催日

が例年通りとなったことと、イースター（4/1～4/6）の関係で各年代

の代表活動時期を考慮し、例年通りとする。 

     

◎ナショナルトレセンＵ－12 地域開催    

期間・場所 

北海道： 2006年 10月 13日（金）～16日（月） 栗山町ふじスポーツ広場 

東 北： 2006年 10月 ６日（金）～９日（月） Ｊヴィレッジ 

関  東： 2006年 12月 26日（火）～29日（金） 鹿島ハイツ（予定） 

北信越： 2006年 10月 ６日（金）～９日（月） 長野県・アルウィン 

東  海： 2006年 10月 ６日（金）～９日（月） 静岡県・エコパ（予定） 

関  西： 2006年 12月 23日（土）～26日（火） 滋賀県・ビッグレイク 

中  国： 2006年 12月 24日（日）～27日（水） 広島広域公園ビックアーチ 

四  国： 2006年 12月 22日（金）～25日（月） 愛媛県総合運動公園陸上競技場 

九  州： 2006年 12月 25日（月）～28日（木） 熊本県大津 
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 15. 高円宮杯（Ｕ-18）海外遠征について 

   

高円宮杯第 17回全日本ユース（Ｕ-18）サッカー選手権大会 海外遠征 

 

優勝チーム：ヴェルディユース・/ＳＢＣカップ２００６(ﾄﾞｲﾂ･ﾗｵﾌﾟﾊｲﾑ) 

【スタッフ】 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ    古沼  貞雄 

監督             柴田  峡 

コーチ           菊原  志郎 

GKコーチ        中村  和哉 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ        津越  智雄 

【選手】 

ＧＫ  高木 駿  、ＧＫ  中根  良 、ＤＦ 笠松 亮太 

ＤＦ  皆川 翔太、ＤＦ  古川 将大、ＤＦ 金沢 真吾 

ＤＦ  平  智弘、ＤＦ  吉田 啓祐、ＤＦ 高橋 祥平 

ＭＦ  村杉 聡史、ＭＦ  小林 裕紀、ＭＦ 奥田 大二郎 

ＭＦ  高橋 賢人、ＭＦ  山﨑 文人､ ＭＦ 成田 久人 

ＭＦ  和田 拓也､ ＭＦ  高木 俊幸、ＦＷ 征矢 智和 

ＦＷ  河野 広貴、ＦＷ  ｴﾙｻﾑﾆｰ ｵｻﾏ 

【スケジュール】 

4月 11日(火）12:05 成田(LH-715)→17:30 ﾐｭﾝﾍﾝ→ﾗｵﾌﾟﾊｲﾑ 

4月 12日(水） PM    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

4月 13日(木） AM    ﾗｵﾌﾟﾊｲﾑ 

               19：00 親善試合【vs FV Biberach （Biberach：ﾋﾞｰﾍﾞﾗｯﾊ）】 

4月 14日(金）PM    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

4月 15日(土）       【SBC-Cup:初日】予選ﾘｰｸﾞ 

4月 16日(日）       【SBC-Cup:2日目】予選ﾘｰｸﾞ･準決勝 

4月 17日(月）       【SBC-Cup:最終日】順位決定戦･3位決定戦･決勝 

4月 18日(火）        ミュンヘン発(LH-714) 

4月 19日(水)         10:00 成田到着 

 

準優勝チーム：コンサドーレ札幌ユース U18/ダラスカップ２００６参加 

【スタッフ】 

監督   四方田修平 

コーチ  深川 友貴 

GKｺｰﾁ   赤池 保幸 

ﾄﾚｰﾅｰ     松田 拓也 

【選   手】 

ＭＦ 長沼 恭平、ＤＦ 谷川 瑞樹、ＭＦ 大野 翔平、ＤＦ 久松 秀樹 



報告事項 

H18/05/19 第２回理事会 

16 

ＦＷ 岡    揚、 ＭＦ 安藤 謙佑、ＤＦ 廣中 辰哉、ＧＫ 塚本 祐輝 

ＤＦ 松本 壮平、ＦＷ 門間 勇介、ＭＦ 伊東 祐亮、ＧＫ 岩田 健太郎 

ＦＷ 大西 洋平、ＤＦ 山川 詩音、ＦＷ 能登  剛、 ＤＦ 鎌部 奨他 

ＭＦ 加藤 大己、ＭＦ 福田 慎也､ ＭＦ 岩月 章太、ＭＦ 小川 博也 

【スケジュール】 

4月 7日(金) 12:35 新千歳発(NH3124)成田へ 

18:00 成田発(AA060)  

15:25 ダラスフォートワース着、バンにてホテルへ移動 

18:00 ホテル到着後ホストファミリーと対面後、各家族ごと解散 

4月 8日(土) AM･PM トレーニング 

4月 9日(日) 14:00 予選ﾘｰｸﾞ1戦 vs Santos(New Complex) 

17:00 開会式(スタジアム） 

19:00 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑ Man U Vs Real Madrid 

4月 10日(月)12:00 予選ﾘｰｸﾞ2戦 vs Eintracht Frankfult(Richland Complex) 

4月 11日(火) AM･PM トレーニング 

4月 12日(水) 14:00 予選ﾘｰｸﾞ2戦 vs Blackburn Rovers(New Complex) 

4月 13日(木)     フレンドリーマッチ(予定) 

4月 14日(金)     フレンドリーマッチ(予定) 

4月 15日(土) 19:30スーパーグループ３位決定戦観戦(スタジアム) 

4月 16日(日) 18:00スーパーグループ決勝戦(スタジアム) 

4月 17日(月) 12:05ダラス発(AA061) 

4月 18日(火) 15:15 成田着 

 

 16. 日本高校選抜チーム直前合宿･欧州遠征について 

   

日本高校選抜チーム直前合宿･欧州遠征（4/5～19) 

～第 66回ベリンソォーナ国際ユースサッカー大会参加～ 

 

[派遣選手･スタッフ] 

【スタッフ】 

団長  秋森  学  【高知県立高知西高等学校】 

総務  尾﨑 春樹 【和歌山県立和歌山西高等学校】 

総務  高橋 一成 【千葉県立袖ヶ浦高等学校】 

監督  松崎 博美 【鵬翔高等学校】 

ｺｰﾁ   白井 三津雄【多々良学園高等学校】 

GKｺｰﾁ 石末 龍治  【ヴィッセル神戸】 

主務  若菜 健一  【埼玉県立越ヶ谷高等学校】 

副務  松村 道彦  【埼玉県立浦和高等学校 】 

ﾄﾞｸﾀｰ 沖田 剛之  【至聖病院】 
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ＡＴ  山本 晃永  【ワイズ・アスリート・サポート 】 

 

【選 手】 

ＧＫ  武田 洋平   大津高 

ＤＦ 本城 宏紀   鹿児島実業高 

ＤＦ  作田 裕次   星稜高 

ＤＦ  左山 晋平   広島観音高 

ＤＦ  宮路 洋輔   鵬翔高 

ＭＦ  小島 暢明   遠野高 

ＭＦ  松本  怜   青森山田高 

ＭＦ  菅田 恭介   多々良学園高 

ＭＦ  小澤 竜己   青森山田高 

ＦＷ  森島 康仁   滝川第二高 

ＦＷ  青木 孝太   野洲高 

ＦＷ  佐々木 竜太 鹿島学園高 

ＭＦ  平間 直道   多々良学園高 

ＭＦ  楠神 順平   野洲高 

ＤＦ  西岡 謙太   鹿児島実業高 

ＦＷ  迫田 亮介   鹿児島実業高 

ＧＫ 清水 圭介   滝川第二高 

ＤＦ  田中 雄大   野洲高 

 

【スケジュール】 

4月 5日(水) 13:30 日本高校選抜壮行会（麹町・日本テレビ） 終了後成田へ移動 

 17:00 トレーニング（成田市中台運動公園陸上競技場） 

4月 6日(木)  9:00 トレーニング（成田市中台運動公園陸上競技場） 

       14:00 練習試合 vs順天堂大学（順天堂大グラウンド） 

4月 7日(金)  9:00 トレーニング（成田市中台運動公園陸上競技場） 

 15:00 練習試合 vs早稲田大学（習志野市秋津サッカー場） 

4月 8日(土) 11:35 成田発(NH209）  

        16:35 フランクフルト着 到着後バスにてデュセルドルフへ移動 

4月 9日(日) 10:30 トレーニング（ｶｰｽﾄ地区ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 

        15:00 トレーニング（ｽﾀｼﾞｱﾑ､ｻﾌﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 

4月 10日(月) 9:30トレーニング（ｽﾀｼﾞｱﾑ､ｻﾌﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 

        18:30 vs R.W. Essen（ｶｰｽﾄ地区ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ) 

4月 11日(火) 9:30 トレーニング（ｽﾀｼﾞｱﾑ､ｻﾌﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 

        18:30 vs R.W. Oberhausen（ｶｰｽﾄ地区ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ) 

4月 12日(水) 15:40 デュセルドルフ発（LH2660） 

         17:05 ミラノ到着 バスにてベリンソォーナへ移動 
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4月 13日(木) 第 66回ベリンソォーナ国際ユースサッカー大会【予選リーグ】 

         20:15 vsUS Sampdoria(Sementina) 

4月 14日(金) 大会２日目【予選リーグ】   20:15 vsFC Porto(Minusio) 

4月 15日(土) 大会３日目【予選リーグ】   15:30 vsFC Basel(Bellinzona) 

4月 16日(日) 大会４日目【準決勝】       16:45 第 2試合(Bellinzona) 

4月 17日(月) 大会最終日【決勝】         20:00 決勝 (Bellinzona)  

4月 18日(火)ベリンソォーナよりミラノへ移動 

              18:15 ミラノ発（LH3889） 

              19:40 フランクフルト到着 

              20:45 フランクフルト発（NH210） 

4月 19日(水)14:50 成田着 

 

 17. 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

   

 ①AFC CUP 2006 – Group E・PERLIS VS XIANGXUE SUN HEI 

ﾏｯﾁｺﾐｯｼｮﾅｰ：小川佳実 

期 間：４月23（日）～26日（水） 

場 所：マレーシア/ペルリス 

②AFC CUP 2006 – Group F・SELANGOR VS HURRIYA SC 

ﾏｯﾁｺﾐｯｼｮﾅｰ：小川佳実 

期 間：５月14（日）～18日（水） 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

③AFC FUTSAL CHAMPIONSHIP 2006 – FINAL ROUND 

ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：松崎康弘 

期 間：５月17（水）～30 日（火） 

場 所：ウズベキスタン/タシケント 

④AFC U-19 Women’s Championship 2006 

審判員：大岩真由美、高橋早織 

期 間：４月５（水）～19日（水） 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

⑤Dallas Cup 

審判員：佐藤隆治（ﾚﾌｪﾘｰｶﾚｯｼﾞ３回生） 

期 間：４月７（金）～18日（火） 

場 所：アメリカ/ダラス 

⑥AFC FUTSAL CHAMPIONSHIP – QUALIFYING ROUND  

審判員：八木あかね 
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期 間：４月16（日）～23日（日） 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

⑦Seminar for prospective Assistant Referees for the 2006 FIFA World Cup Germany 

審判員：廣嶋禎数 

期 間：４月17（月）～22日（土） 

場 所：ドイツ/フランクフルト 

⑧AFC CUP 2006 – Group F・TAMPINES ROVERS VS SERANGOR 

審判員：西村雄一、手塚洋、山崎裕彦、家本政明 

期 間：４月30（日）～５月３日（水） 

場 所：シンガポール 

⑨AFC CUP 2006 – Group・HAPPY VALLEY VS TAMPINES ROVERS 

審判員：松村和彦、柴田正利、山崎裕彦、西村雄一 

期 間：５月14（日）～17日（水） 

場 所：ホンコン 

⑩AFC FUTSAL CHAMPIONSHIP 2006 – FINAL ROUND 

ＡＦＣデレゲーション団長：小倉副会長 

審判員：鈴木亮哉 

期 間：５月17日（水）～30日（火） 

場 所：ウズベキスタン/タシケント 

 

 18. 記念事業推進委員会について 

   

・平成 18年度 2002 FIFAワールドカップ記念事業のスポーツ組織マネジメント能力開発事業「Ｊ

ＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006」の受講生募集を、次のとおり、実施する。 

 

  ＜募集期間（予定）＞ 

    2006年５月 19日（金）～2006年６月 19日（月） 

 

  ＜受講対象者＞ 

    １）本事業と併せて実施する「サッカーを中心としたモデル的スポーツ環境整備助成」で形

成されるスポーツクラブ等を実際に運営する立場にある者、及び、将来、当該スポーツ

クラブ等の運営の中心的な役割を担いうる者 

    ２）都道府県サッカー協会を実際に運営する立場にある者、及び、将来、都道府県サッカー

協会の運営の中心的な役割を担いうる者 

    ３）J クラブ、総合型地域スポーツクラブ、その他スポーツ組織等を実際に運営する立場に

ある者、及び、将来、当該組織の運営の中心的な役割を担いうる者 
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    ※ 平成 18年度の受講者数の定員は 30名程度とし、最終的な受講者の決定にあたっては、

提出書類をもって、審査・選定を行う。 

 

  ＜応募方法／ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006概要＞ 

 募集開始日の 2006年５月 19日（金）に、ＪＦＡホームページ及び都道府県サッカー協会に

展開する「ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006実施要項」を参照のこと。 

 

 19. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）第 6回アドバイザリーボード 

  4月 28日（金）に第 6回アドバイザリーボードを開催した。 

 

※別紙資料№10 

 

２）日本サッカーミュージアム ウエディング 

  4 月 30 日（日）、東京ガーデンパレスとの提携企画「日本サッカーミュージアム ウエディ

ング」を行った。 

 

３）ゴールデンウィーク特別営業期間 

  4月 29日（祝）～5月 7日（日）特別営業期間として開館時間を 10:00～19:00とした。 

4月 29日（祝）から有料ゾーン先着 400名に、なでしこジャパン応援グッズ「なでしこの花

栽培セットをプレゼント。 

期間中、「Amazing,J. スタンプラリー」を開催。 

5月 5日（祝）「こどもの日小中学生無料」1,176人（有料 716人、招待 460人）開館以来歴

代 2番目の入場者を記録。 

 

４）特別企画展「SAMURAI BLUE STADIUM」 

  5 月 13 日（土）より、ミュージアム内に「SAMURAI BLUE STADIUM」を設置。来場者

に「SAMURAI BLUE STADIUM」のスタンド席にミュージアム期間限定オリジナル写真シ

ールが貼付してもらう。 

 

 20. 第２回日本サッカー殿堂掲額式典の件 

   

第２回日本サッカー殿堂掲額式典 

   日 時  5月 23日（火）13:00 

   場 所  JFA ハウス 1階 日本サッカーミュージアム「ヴァーチャルスタジアム」 
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 21. 標章使用申請の件 

   

(１) 申請団体：山形県サッカー協会 

   使用目的：名刺作製 １名分 

 

(２) 申請団体：(社)長崎県サッカー協会 

   使用目的：社団法人化に伴うペナント作製 300個 

 

(３) 申請団体：(社)長崎県サッカー協会 

   使用目的：ホームページ作成 

 

 22. 競技会開催・名義使用申請 

   

【競技会開催申請】 

(１) 申請団体： (社)三重県サッカー協会 

大 会 名： 第６回伊賀市長杯女子サッカー大会 忍びの里レディーストーナメント 

主  催： (社)三重県サッカー協会、伊賀市、伊賀市教育委員会 

主  管： (社)三重県サッカー協会女子委員会 

後  援： (予定)(社)三重県サッカー協会、日本女子サッカーリーグ(Ｌリーグ)、 

南アフリカ共和国大使館、三重県教育委員会、伊賀市体育協会、 

上野国際交流協会、(財)伊賀市文化都市協会 

協  賛： 北伊勢上野信用金庫、JAいがほくぶ、(株)ミカサ、明治製菓(株) 

   期  日： 2006年５月４日(木)～５月６日(土) 

会  場： 上野運動公園競技場・野球場、ゆめが丘多目的広場、 

いがまちスポーツセンター 

参加チーム: 12 チーム 

試合の種類： 無料試合 

 

(２) 申請団体： (財)東京都サッカー協会 

大 会 名： 第 57回早慶サッカー定期戦 

主  催： (財)東京都サッカー協会 

主  管： 慶応義塾体育会ソッカー部、早稲田大学ア式蹴球部 

後  援： 朝日新聞社 

   期  日： 2006年６月 29日(木) 

会  場： 国立競技場 

参加チーム: 慶応義塾体育会ソッカー部、早稲田大学ア式蹴球部 

試合の種類： 前売り 900円 

当日 1,000円 ※小学生以下無料 
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(３) 申請団体： (財)東京都サッカー協会 

大 会 名： 第 48回筑波大学・中央大学サッカー定期戦 

主  催： (財)東京都サッカー協会 

主  管： 筑波大学、中央大学 

   期  日： 2006年６月 24日(土) 

会  場： 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 

参加チーム: 中央大学学友会サッカー部、筑波大学蹴球部、及びそのＯＢ 

試合の種類： 前売り・当日 600円 

 

(４) 申請団体： (財)北海道サッカー協会 

大 会 名： 2006 北海道国際ユースサッカー大会 

主  催： (財)日本サッカー協会、(財)北海道サッカー協会、札幌市 

主  管： (財)北海道サッカー協会国際ユースプロジェクト委員会 

後  援： 北海道、北海道教育委員会、(財)北海道体育協会、札幌市教育委員会 

協  賛： 未定 

   期  日： 2006年８月 17日(木)～８月 20日(日) 

会  場： 札幌ドーム、札幌ドーム補助グラウンド、札幌厚別公園競技場 

参加チーム: ミュンヘン 1860FC U-16(ドイツ)、コリンチャンス U-16(ブラジル)、 

      ソウル特別市 U-16(韓国)、日本代表 U-16、北海道選抜 U-16、 

コンサドーレ札幌 U-16 

試合の種類： 前売り・当日 大人 2,000円 中･高校生 1,000円 小学生 500円 

 

【名義使用申請】 

(１) 申請団体：清水ナショナルトレーニングセンター  

   事 業 名：J-STEP サッカーフロンティア 

   協  力：(財)日本サッカー協会 

   期  日：年１回（６月開催予定） 

   内  容：J-STEP から全国にサッカーを発信することを目的に、指導者を対象として講

演会、パネルディスカッション等を行う 

 

(２) 申請団体：(財)福島県サッカー協会 

   事 業 名：(社)日本青年会議所 第 55回全国会員大会記念事業 

       「こころで学ぶスポーツフェスタ～親子フットサルスクール inふくしま～」 

  主  催：(社)日本青年会議所東北地区福島ブロック協議会、(社)郡山青年会議所 

   後  援：福島県、福島県教育委員会、郡山市、郡山市教育委員会、 

郡山市ＰＴＡ連合会、福島民報社、福島民友新聞社、ＮＨＫ福島放送局、 

福島テレビ、テレビュー福島、ラジオ福島、ふくしまＦＭ、 

(財)日本サッカー協会、(財)福島県サッカー協会、福島県南サッカー協会 

   期  日：2006 年 ７月１日(土)～２日(日) 
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   会  場：郡山市総合体育館、あづま運動公園陸上競技場 他 

   参加チーム：福島県内より募集の親子 108名（54組）予定 

 

(３) 申請団体：(財)日本体育協会 

   事 業 名：第 10回日韓青少年夏季スポーツ交流事業 

   主  催：(財)日本体育協会 

   共  催：(財)新潟県体育協会、(財)愛媛県体育協会、(財)日本サッカー協会、 

        (財)日本バレーボール協会、(財)日本バスケットボール協会、 

(財)日本卓球協会、(財)日本バドミントン協会、新潟県教育委員会、 

愛媛県教育委員会 

   派遣対象：新潟県・愛媛県の小学生(５・６年生)及び中学生 184 名 

   (216名)  各競技指導者 24名 

        本部役員(日本体育協会 3名、新潟県 2名、愛媛県 3名) 8名 

   期  日：2006 年 ８月 16日(水)～22日（火） 

   会  場：韓国／仁川広域市 

 

 23. その他 

   

 

 


