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2011 年 10 月 11 日(火)    

財団法人財団法人財団法人財団法人    日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会    

2011201120112011 年度年度年度年度    第第第第 6666 回理事会回理事会回理事会回理事会    

報告報告報告報告事項事項事項事項    

 1. ＦＩＦＡクラブワールドカップの件  

  (1) ＪＦＡ実行委員会について 

 以下にて第 1回実行委員会を開催し、準備状況の報告並びに議論を行った。 

日時：9月 26 日（月）15:00‐16:00 

場所：ＪＦＡハウス 4F 会議室 6 

出席： ＪＦＡ実行委員会／小倉委員長、大仁副委員長、大東副委員長、田嶋副委員長 

中野委員、福林委員、松崎委員、田中委員、徳田委員、 

青木委員 

  ＪＦＡ実行本部／五香、奥田、貝瀬、高埜、西澤、種蔵、鈴木、藤井 

※欠席： 青木、大矢 

(2) ＦＩＦＡ－ＦＣＷＣ組織委員会について 

 以下にて会議が開催される。  

日時： 10 月 17 日（月） 09:00（チューリヒ現地時間） 

場所： チューリヒ／ＦＩＦＡ本部 

出席： 田嶋副会長、五香 

(3) ＪＦＡ実行本部組織体制について 

 添付組織図の通り確定したメンバーにて各業務を進めていく。 

（報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№1111 

 2. ＡＦＣ会議の件 

  9 月・10 月に開催されたＡＦＣ各種委員会への出席者は以下の通り。 

9 月 9日  第 1 回評価特別委員会      田嶋副会長 

10 月 5 日 第 2 回評価特別委員会      田嶋副会長 

 3. ＪＦＡ復興支援 特任コーチの件 

  2011 年度第 5回理事会で承認された復興支援特任コーチ 加藤久氏については、 

以下の通りとする。 

(1)名  称：「ＪＦＡ 特任コーチ」 

(2)業務内容：①被災地域におけるＪＦＡならび被災地、県協会の行う東日本大震災復興支

援活動への参加 

②東北地域におけるＪＦＡの選手育成事業および指導者養成事業の諸施策

のサポートならびに同地域を担当するトレセンコーチへの協力 

 4. 役員・審判員海外派遣報告の件 

  (役員） 

①AFC Elite Futsal Referee Recruiting 2011 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：平野 伸一 
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期 間：9月 18 日～21日 

場 所：バンコク/タイ 

②AFC Elite Futsal Referee Recruiting 2011 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：五十川 和也 

期 間：9月 30 日～10月 3 日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

③2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 

Round 3 – Group B – Korea Republic vs. UAE 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：10 月 9 日～12日 

場 所：水原/韓国 

④AFC Project Future Referees Selection Course for Batch 2011 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

期 間：11 月 1 日～15日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑤ロンドンオリンピック ラウンド 3 サウジアラビア vs. カタール 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

試合日：9月 21 日(水) 

場 所：サウジアラビア 

 

(審判員） 

①Mekong Region Youth U21 International Football Tournament BIDC Cup 2011 

審判員：山本 雄大 

期 間：10月6日～17日 

場 所：プノンペン/カンボジア 

②2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 

Round 3 – Group B – Lebanon vs. Kuwait 

審判員：當麻 政明、相樂 亨、大塚 晴弘、佐藤 隆治 

期 間：10 月 8 日～13日 

場 所：ベイルート/レバノン 

③AFC Cup 2011 Semi Final – Kuwait SC (KUW) vs. Arbil (IRQ) 

審判員：東城 穣、大塚 晴弘、西尾 英朗、飯田 淳平 

期 間：10月16日～19日 

場 所：クウェート 

④AFC Project Future Referees 2nd Development Course for Batch 2010 

審判員：荒木 友輔 

期 間：10月25日～11月1日 

場 所：モルディブ 

⑤AFC U-19 Championship 2012 (Qualifiers) - Group F 

審判員：佐藤 隆治 
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期 間：10月28日～11月9日 

場 所：ホーチミン/ベトナム 

⑥AFC U-19 Championship 2012 (Qualifiers) - Group G 

審判員：八木 あかね 

期 間：10月28日～11月10日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑦AFC Project Future Referees Selection Course for Batch 2011 

審判員：俵 元希、松田 卓磨、三浦 なみか 

期 間：11 月 2 日～10日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

 5. 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

事業名：第４回全国スポーツクラブサミット 

主催：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

後援(予定)：文部科学省、厚生労働省、公益財団法人日本体育協会、 

公益財団法人日本レクリエーション協会、(社)全国体育指導委員連合、 

公益財団法人日本オリンピック委員会、(財)日本体育施設協会、 

健康日本 21 推進全国連絡協議会、(財)健康・体力づくり事業財団、 

NPO 法人日本健康運動指導士会、公益財団法人笹川スポーツ財団、 

(財)日本サッカー協会、(社)日本プロサッカーリーグ、 

公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会、日本生涯スポーツ学会 

協賛：公益財団法人ミズノスポーツ振興財団、明治乳業株式会社 

期日：11月 12 日(土)、13 日(日) 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター(国際交流棟１階、国際会議室) 

定員：200 名 

趣旨：日本スポーツクラブ協会は、平成 11 年度以来全国に各種のスポーツクラブの普

及・育成するための事業の一環として、全国スポーツクラブセミナー及びサミッ

トを開催している。本サミットは、「スポーツクラブの過去、現在、未来」、「ス

ポーツ立国戦略の概要」、「我が国の生涯健康の施策と展望」の３つの特別講演

に加え、スポーツ振興くじ(toto)助成金申請のポイントの解説、更に各種スポー

ツクラブが抱える諸課題に焦点をあて、そのクラブの継続的発展のため高齢者の

健康運動プログラムの導入を図る等、経営戦略的な取り組みとして企画。他方面

にわたる多くの皆様方の利益の増進に寄与することを目的に開催。 

(2)申請団体：（社）京都府サッカー協会 

事 業 名：サッカースタジアム建設の機運を高める府民シンポジウム 

主  催：京都サッカースタジアムを推進する会 

     京都商工会議所京都スポーツ復興特別委員会 

※（社）京都府サッカー協会は、京都サッカースタジアムを推進する会の

構成団体のひとつである。 

後援（予定）：(財)日本サッカー協会、 (社)日本プロサッカーリーグ 
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開催時期：11月（予定）  

会  場：京都市内 

定  員：300～400 名 

基調講演：テーマ「横から目線の指導力（仮題）」 

     講師 プロサッカーチーム監督 佐々木則夫氏 

パネルディスカッション：テーマ「スポーツ環境の整備と社会への影響（仮題）」 

            パネリスト 佐々木則夫氏はじめ計 4名程度 

            コーディネーター 調整中 

参 加 費：無料（事前申し込み制） 

目  的：京都サッカースタジアムを推進する会では、サッカースタジアム建設を切望

する 47 万人の署名を集め、京都府知事に提出した。この気運をさらに高め

ていくために、シンポジウムを開催する。 

 6. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

    9 月 4,648 人  1 日平均 178.8 人 

 （2010 年 1,709 人 2009 年 2,353 人 2008 年 4,120 人 2007 年 2,348 人） 

2011 年度 43,530 人 1 日平均 308.7 人 

 7. 海外遠征申請の件 

  （1）(社)宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ユース （第 2種） 

遠征期間 10 月 12 日（水）～19日（水） 

遠 征 先 エトロポレ/ブルガリア 

（2）(社)宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ジュニア （第 4種） 

遠征期間 10 月 31 日（月）～11月 6日（日） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（3）(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都専門学校サッカー連盟選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 11 月 11 日（金）～14日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（4）(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレＵ－１２ （第 4種） 

遠征期間 10 月 5日（水）～11 日（火） 

遠 征 先 マドリッド/スペイン 

（5）(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスユース （第 2種） 

遠征期間 10 月 24 日（月）～27日（木） 

遠 征 先 水原市/韓国 

（6）(社)新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 （第 3種） 
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遠征期間 12 月 24 日（土）～28日（水） 

遠 征 先 上海/中国 

（7）（社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 神戸大学フットサル部 （フットサル） 

遠征期間 10 月 3日（月）～13 日（木） 

遠 征 先 ケアンズ/オーストラリア 

（8）(社)大分県サッカー協会 

チ ー ム 新日鐵大分サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 11 月 2日（水）～6日（日） 

遠 征 先 武漢市/中国 

（9）(社)鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 霧島市立国分中学校サッカー部 （第 3種） 

遠征期間 9 月 23 日（金）～25 日（日） 

遠 征 先 釜山/韓国 

 8. 標章使用申請の件 

  (1)申請団体：（社）山梨県サッカー協会 

使用目的：第 8回全日本女子フットサル選手権 関東大会 大会プログラム 400 部  

 9. 審判交流プログラムの件 

  ①イングランド(サッカー) 

 ＜招聘＞ 

審判員：Lee Probert、Robert Madley 

期 間：7月 17 日～8月 5日 

 ＜派遣＞ 

  審判員：當麻 政明、山本 雄大 

  期 間：10 月 30 日～11月 21 日 

②イングランド(フットサル) 

 ＜招聘＞ 

審判員：Gavin Sartain 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：Sean Dipple 

期 間：9月 29 日～10月 11 日 

③中国(女子) 

 ＜招聘＞ 

審判員：LIN Shiqin、LI Juan 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：ZUO Xiudi 

期 間：10 月 6 日～10日 

 ＜派遣＞ 

  審判員：牧野 直美、新川 里佳子 

  ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：柿花 和夫 

  期 間：9月 28 日～10 月 5 日 
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 10. ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 トレーニングキャンプの件 

 行事名：ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 トレーニングキャンプ 

    ～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ事業～ 

期  間：9月 4日（日）～ 8日（木） 

場  所：時之栖スポーツセンター（静岡県御殿場市） 

［スケジュール］ 

9 月  4 日(日) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙﾁｪｯｸ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 

  5 日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ 

   ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 2-0 U-14 韓国女子代表 

   栄養指導 

  6 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ（GK から見たｹﾞｰﾑ）・ 

   ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 1-4 JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島（中学生） 

   文化交流（折り紙） 

  7 日(水) 韓国ﾁｰﾑと合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ 

   ｹﾞｰﾑ観戦：U-14 韓国女子代表 2-2 JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島（中学生） 

  8 日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ→ 解散 

［スタッフ］ 

監督  ： 大部 由美 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ｺｰﾁ  ： 岡本 三代 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／Kochi ganador FC） 

GK ｺｰﾁ ： 西入 俊浩 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

［選手］ 

GK  石野妃芽佳 （東京都：ｽﾌｨｰﾀﾞ世田谷 FC ﾕｰｽ） 

   浅野 菜摘 （神奈川県：横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ JOY） 

   松本真未子 （埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ Jr ﾕｰｽ） 

FP  大賀理紗子 （千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16） 

   呉屋絵理子 （兵庫県：宝塚ｴﾙﾊﾞｲﾚ LFC） 

   杉田 妃和 （福岡県：FC ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ） 

   工藤 真子 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

   久保あやの （埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ Jr ﾕｰｽ） 

   小林菜々子 （富山県：富山ﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

   平泉はるか （北海道：BP函館ｷﾙﾃｨ） 

   三浦 成美 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

   河原陽夏里 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

   鴨川 実歩 （茨城県：KASHIMA-LSC） 

   久光 日向 （北海道：小樽 Corsa'rio） 

   遠藤  優 （埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ Jr ﾕｰｽ） 

   橋谷 優里 （鹿児島県：神村学園中等部女子ｻｯｶｰ部） 

   中田 有紀 （愛媛県：AC.MIKAN） 

   神田 若帆 （広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's） 

   児野 楓香 （愛知県：名古屋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 
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   宮川 麻都 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ）         計 20 名 

 11. Ｕ-13 日本選抜 トレーニングキャンプ (9/15～19)の件 

行事名：Ｕ－13 日本選抜 トレーニングキャンプ／ 

期  間：9月 15 日(木)～19 日(月) 

場  所：石川県・七尾市和倉温泉多目的グラウンド 

石川県・能登島マリンパーク 海族公園グラウンド 

［スケジュール］ 

９月 15 日(木) 集合 トレーニング 

９月 16 日(金) トレーニング  

９月 17 日(土) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 星稜中学校 ○ ２－１ 

９月 18 日(日) トレーニング 

９月 19 日(月) 試合 Ｕ－13日本選抜 対 石川県 U-15 トレセン ● ３－４ 

解散 

［スタッフ］ 

監 督 ：木村 康彦（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

コーチ ：猿澤 真治（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ＧＫコーチ ：望月 数馬（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ドクター ：中瀬 順介（金沢大学附属病院）９/15～17 

五嶋 謙一（金沢大学附属病院）９/18～19 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：末藤 崇成（筑波大学大学院） 

［選手］ 

 ＧＫ 鶴田 海人       兵庫県 （ｳﾞｨｯｾﾙ神戸伊丹 U-15） 

      渡辺 優三       神奈川県（川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15） 

 ＦＰ 中尾 慶心        徳島県 （徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

阿部 雅志       三重県 （FC 四日市ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

川尻 龍司       北海道 （ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

佐々木 匠        宮城県 （ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

川原田 湧       神奈川県（横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

高 宇洋        神奈川県（川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15） 

川上エド オジョン智慧 埼玉県 （浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

西田 一翔       大阪府 （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

東野 広太郎      石川県 （ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ白山 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

岩崎 悠人       福島県 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

西本 卓申       熊本県 （ｱﾙﾊﾞﾗﾝｼｱ熊本 FC） 

堂安 律        大阪府  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

イヨハ 理 ヘンリー  愛知県 （FC ﾌｪﾙﾎﾞｰﾙ愛知） 

崎村 祐丞       福岡県 （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U‐15） 

中間 俊亘       広島県 （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

飛鷹 啓介       熊本県 （ｿﾚｯｿ熊本・JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城） 
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渡辺 皓太       東京都 （東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

常本 佳吾       神奈川県（横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

                               以上 20 名 

 12. Ｕ-14 日本選抜 韓国遠征 (9/27～10/2)の件 

  行事名：Ｕ-14 日本選抜 韓国遠征 

期  間：9月 27 日(火)～10 月 2 日(日) 

場  所：韓国／パジュ・ナショナルトレーニングセンター 

［スケジュール］ 

９月 27 日(火) 出発 

９月 28 日(水) トレーニング  

９月 29 日(木) トレーニング 

試合  

９月 30 日(金) トレーニング 

10 月１日(土) トレーニング 

試合 

10 月２日(日) 帰国・解散 

［スタッフ］ 

監 督 ：足達 勇輔（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

コーチ ：佐藤 一樹（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ＧＫコーチ ：望月 数馬（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ドクター ：高橋 祐樹（浦添総合病院） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：大島 琢（筑波大学大学院） 

［選手］ 

 ＧＫ 指崎 尚大    神奈川県（横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ追浜） 

      坂口 璃久    石川県 （私立星稜中学校ｻｯｶｰ部） 

 ＦＰ 丹代 藍人    青森県 （青森山田中学校） 

鈴木 徳真    茨城県 （FC古河ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

杉森 考起     愛知県 （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15） 

斎藤 宏太    山形県 （山形 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

長沼 洋一    山梨県 （U ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 

野中 優之介   福岡県 （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15） 

市丸 瑞希    大阪府 （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

久保田 成悟   北海道 （ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

森 晃太     愛知県 （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15） 

髙野 俊也    宮城県 （FCみやぎﾊﾞﾙｾﾛﾅ） 

杉山 雄太    北海道  （ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

津留 卓麿    長崎県 （V･ﾌｧｰﾚﾝ長崎 U-15） 

竹本 雄飛    広島県 （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

牧野 潤     福島県 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 
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郡 大夢     東京都 （東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

藤谷 壮     兵庫県 （ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-15） 

丸岡 悟     徳島県 （徳島市川内中学校） 

河本 敬太    広島県 （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

                               以上 20 名 

 13. 日本代表 2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選の件 

  行事名：日本代表 2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選 第 1・2戦 

期 間：8月 29 日（月）～9月 7日（水） 

場 所：埼玉県さいたま市・ウズベキスタン タシケント 

[スケジュール] 

8 月 29 日 （月） 集合、トレーニング 

8 月 30 日 （火） トレーニング 

8 月 31 日 （水） トレーニング 

9 月 1日 （木） 公式練習 

9 月 2日 （金） 
2014FIFA ワールドカップアジア 3次予選  

vs．朝鮮民主主義人民共和国代表 ○1-0 

9 月 3日 （土） 移動（タシケント） 

9 月 4日 （日） トレーニング 

9 月 5日 （月） 公式練習 

9 月 6日 （火） 
2014FIFA ワールドカップアジア 3次予選  

vs．ウズベキスタン代表 △1-1 

9 月 7日 （水） 解散，帰国 

[スタッフ] 

団 長 大仁 邦彌 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((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 ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 ((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 ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((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 ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ドクター 池田  浩 
((財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会 /  

順天堂大学医学部附属順天堂医院） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)   

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (フリー)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

通訳 矢野 大輔 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

総 務 津村 尚樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 
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ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン(株)/（株）BOTTOM UP) 

ｼｪﾌ 西  芳照 (フリー) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (リールセ SK(ベルギー）) 

西川 周作 (サンフレッチェ広島) 

権田 修一 (FC 東京) 

DF 駒野 友一 (ジュビロ磐田) 

今野 泰幸 (FC 東京) 

栗原 勇蔵 (横浜 F・マリノス) 

伊野波 雅彦 (ハイデュク・スプリト（クロアチア）) 

槙野 智章 (１．FC ケルン（ドイツ）) 

内田 篤人 (FC シャルケ 04（ドイツ）) 

吉田 麻也 (VVV フェンロ（オランダ）) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

中村 憲剛 (川崎フロンターレ)※怪我の為途中離脱 

阿部 勇樹 (レスター・シティー（イングランド）) 

長谷部 誠 (VfL ヴォルフスブルグ（ドイツ）) 

増田 誓志 (鹿島アントラーズ)※追加招集 

細貝  萌 (FC アウクスブルグ（ドイツ）) 

柏木 陽介 (浦和レッズ) 

FW 李  忠成 (サンフレッチェ広島) 

岡崎 慎司 (VfB シュトゥットガルト（ドイツ）) 

本田 圭佑 (CSKA モスクワ(ロシア))※怪我の為途中離脱 

ハーフナーマイク (ヴァンフォーレ甲府)※追加招集 

田中 順也 (柏レイソル)※追加招集 

森本 貴幸 (ノバーラ（イタリア))※怪我の為参加辞退 

香川 真司 (ボルシア・ドルトムント（ドイツ）) 

清武 弘嗣 (セレッソ大阪) 

原口 元気 (浦和レッズ) 

計 26 名 

 14. Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 男子サッカー アジア最終予選／ 

ロンドンオリンピック予選の件 

  行事名：Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 男子サッカー アジア最終予選／

ロンドンオリンピック予選 第 1戦 

期 間：9月 15 日（木）～21日（水） 

場 所：熊本県熊本市、佐賀県鳥栖市 

 

[スケジュール] 

9 月 15 日(木) 集合・トレーニング 
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9 月 16 日(金) トレーニング 

9 月 17 日(土) トレーニング 

9 月 18 日(日) トレーニング・鳥栖へ移動 

9 月 19 日(月) トレーニング 

9 月 20 日(火) 公式トレーニング 

9 月 21 日(水) アジア最終予選第 1戦 vs. U-22 マレーシア代表 2-0(勝) 

         試合後、ホテル解散 

[スタッフ] 

団 長 大仁 邦彌 ((財)日本サッカー協会副会長) 

監 督 関塚 隆  ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ)

コーチ 小倉 勉 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ)

GK コーチ 藤原 寿徳 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ)

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グスタッフ)

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 武藤 覚 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ)

ドクター 鈴木 英一 (汐見台病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 ((財)日本サッカー協会/東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 ((財)日本サッカー協会) 

総 務 本間  一憲 ((財)日本サッカー協会代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 辻上 裕章 ((財)日本サッカー協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 後藤 雄一 (アディダス ジャパン(株)) 

[選  手] 

GK 権田 修一 (FC 東京) 

 
増田  卓也 (流通経済大学) 

 
安藤 駿介 (川崎フロンターレ) 

DF 比嘉 祐介 (流通経済大学) 

 
鈴木 大輔 (アルビレックス新潟) 

 
吉田 豊 (ヴァンフォーレ甲府) 

 
酒井  宏樹 (柏レイソル) 

 
濱田 水輝 (浦和レッズ) 

 
酒井 高徳 (アルビレックス新潟) 

 
高橋 祥平 (東京ヴェルディ) 

MF 山本 康裕 (ジュビロ磐田) ※怪我のため辞退 

 
清武 弘嗣 (セレッソ大阪) 

 
山村 和也 (流通経済大学) 

 
水沼 宏太 (栃木ＳＣ) ※追加招集 

 
山田 直輝 (浦和レッズ) 

 
東 慶悟 (大宮アルディージャ) 

 
山口 螢 (セレッソ大阪) 

 
扇原 貴宏 (セレッソ大阪) 

FW 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 
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山崎 亮平 (ジュビロ磐田) 

 
大迫 勇也 (鹿島アントラーズ) 

 
原口 元気 (浦和レッズ) 

計 21 名 

 15. Ｕ-15 日本代表 AFCU-16 選手権 2012 予選 直前キャンプ（タイ／チョンブリ）の件 

  行事名：Ｕ-15 日本代表 AFCU-16 選手権 2012 予選 直前キャンプ 

期 間：9月 4日(日)～10 日(土) 

場 所：タイ／チョンブリ 

[スケジュール] 

9 月 4日(日)  PM 集合 

5 日(月) 移動 

6 日(火) AM トレーニング PM トレーニング 

7 日(水) AM トレーニング PM トレーニング 

8 日(木) PM 国際親善試合 vsU-17 チョンブリ FC ３－０○ 

9 日(金) AM トレーニング PM 交流会（シラチャー日本人学校） 

10 日(土) AM 移動(ラオスへ) 

 [スタッフ]  

監 督    ： 吉武 博文  ((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    ： 江尻 篤彦  ((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  : 大橋 昭好  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター   ： 三澤 辰也    (南相馬市立総合病院) 

ドクター   ： 結城 新   (東京医科歯科大学整形外科) ※9月 9日～ 

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) 

総 務    ： 池辺 友和  ((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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

[選 手]  

GK 長沢 祐弥 (ACN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津) 

 
田口 潤人 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 
白岡 ティモシィ (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

DF 水谷 拓磨 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
酒井 高聖 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

 
宮本 航汰 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
石田 崚真 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 U-15) 

 
伊藤 克尚 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
佐々木 渉 (FC 東京 U-15 むさし) 

 
中谷 進之介 (柏ﾚｲｿﾙ U-18)    

MF 岡村 吾朗 (図南ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ群馬) 

 
杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
北川 航也 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
和田 昌士 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 
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高木 彰人 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
小林 岩魚 (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
三好 康児 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15) 

 
手塚 康平 (柏ﾚｲｿﾙ U-15)    

FW 藤本 裕豪 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
鎌田 啓義 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
阿部 良季 (ｶﾃｨｵｰﾗ FC) 

 
姫野 侑弥 (HOYO AC ERAN FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
中村 文哉 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岐阜 VAMOS)    

以上 23 名 

 16. Ｕ-15 日本代表 AFCU-16 選手権 2012 予選 （ラオス／ヴィエンチャン）の件 

  行事名：Ｕ-15 日本代表 AFCU-16 選手権 2012 予選 

期 間：9月 10 日(土)～24 日(土) 

場 所：ラオス／ヴィエンチャン 

[スケジュール] 

9 月 10 日(土)  PM 移動（ラオスより）トレーニング 

  11 日(日)  AM  トレーニング     

12 日(月)  第 1 戦 vs チャイニーズタイペイ ４－０ ○ 

13 日(火)  AM トレーニング  

14 日(水)  第 2 戦 vs 韓国         ２－４ ● 

15 日(木)  AM トレーニング 

16 日(金)  AM トレーニング 

17 日(土)  第 3 戦 vs ラオス        ６－０ ○ 

18 日(日)   AM トレーニング 

19 日(月)   第 4 戦 vs カンボジア      ４－０ ○ 

20 日(火)   休養日 

21 日(水)   AM トレーニング 

22 日(木)   第 5 戦 vs ベトナム       ５－２ ○ 

23 日(金)   PM 移動 

24 日(土)   AM 成田着 解散 

                F グループ 1位（勝点 12）にて AFCU-16 選手権 2012 への出場を決める。 

 [スタッフ]  

団 長    ： 原 博実    ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員長)※9月 12 日～18 日 

団 長    ： 松田 薫二   ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部部長)※9月 18 日～24 日 

監 督    ： 吉武 博文  ((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    ： 江尻 篤彦  ((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  : 大橋 昭好  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター   ： 結城 新   (東京医科歯科大学整形外科)  

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) 

総 務    ： 池辺 友和  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 
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ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 田島 一樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

[選 手]  

GK 長沢 祐弥 (ACN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津) 

 
田口 潤人 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 
白岡 ティモシィ (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

DF 水谷 拓磨 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
酒井 高聖 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

 
宮本 航汰 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
石田 崚真 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 U-15) 

 
伊藤 克尚 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
佐々木 渉 (FC 東京 U-15 むさし) 

 
中谷 進之介 (柏ﾚｲｿﾙ U-18)    

MF 岡村 吾朗 (図南ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ群馬) 

 
杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
北川 航也 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
和田 昌士 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
高木 彰人 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
小林 岩魚 (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
三好 康児 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15) 

 
手塚 康平 (柏ﾚｲｿﾙ U-15)    

FW 藤本 裕豪 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
鎌田 啓義 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
阿部 良季 (ｶﾃｨｵｰﾗ FC) 

 
姫野 侑弥 (HOYO AC ERAN FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
中村 文哉 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岐阜 VAMOS)    

以上 23 名 

 17. なでしこジャパン（日本女子代表）東日本大震災復興支援チャリティーマッチ 

がんばろうニッポン！の件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表） 東日本大震災復興支援チャリティーマッチ 

がんばろうニッポン！アジア最終予選／ロンドンオリンピック予選 

期 間：8月 17 日（水）～20日（土） 

場 所：東京都新宿区他 

 [スケジュール] 

8 月 17 日 （水） 集合：東京プリンスホテル集合・トレーニング(西が丘) 

8 月 18 日 （木） トレーニング(西が丘) 

8 月 19 日 （金） チャリティーマッチ vｓなでしこリーグ選抜 ○3-2 

8 月 20 日 （土） 朝食後解散 

 

[スタッフ] 

監 督 佐々木 則夫 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 
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コーチ 望月 聡 
((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ/ 

びわこ成蹊スポーツ大学） 

GK コーチ 前田 信弘 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 斉田 良和 (順天堂大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松井 史江 (くまざわ整形外科クリニック) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 能仲 太司 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 見汐 翔太 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業/筑波大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダスジャパン(株)) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 ((財)日本サッカー協会広報部) 

総 務 山田 薫 ((財)日本サッカー協会代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 福元 美穂 (岡山湯郷 Belle) 

 
海堀 あゆみ (INAC 神戸レオネッサ) 

DF 近賀 ゆかり (INAC 神戸レオネッサ) 

 
矢野 喬子 (浦和レッズレディース) 

 
上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 
岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 
田中 明日菜 (INAC 神戸レオネッサ) 

MF 澤 穂希 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 
川澄 奈穂美 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
阪口 夢穂 (アルビレックス新潟レディース) 

 
宇津木 瑠美 (Montpellier HSC) 

FW 丸山 桂里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉) 

 
大野 忍 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
永里 亜紗乃 (日テレ・ベレーザ) 

 
高瀬 愛実 (INAC 神戸レオネッサ) 

計 16 名 

 18. なでしこジャパン アジア最終予選／ロンドンオリンピック予選の件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）アジア最終予選／ロンドンオリンピック予選 

期 間：8月 22 日（月）～9月 12日（月） 

場 所：岡山県美作市、中国山東省済南 

[スケジュール] 

8 月 22 日 （月） 集合・トレーニング 

8 月 23 日 （火） トレーニング 

8 月 24 日 （水） トレーニング 

8 月 25 日 （木） トレーニング 

8 月 26 日 （金） トレーニング 

8 月 27 日 （土） トレーニング 

8 月 28 日 （日） 移動 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2011/10/11 第 6 回理事会 

16 

8 月 29 日 （月） トレーニング 

8 月 30 日 （火） トレーニング 

8 月 31 日 （水） トレーニング 

9 月 1日 （木） 第 1戦 vs. タイ ○3-0 

9 月 2日 （金） トレーニング 

9 月 3日 （土） 第 2戦 vs. 韓国女子代表 ○2-1 

9 月 4日 （日） トレーニング 

9 月 5日 （月） 第 3戦 vs. オーストラリア女子代表 ○1-0 

9 月 6日 （火） トレーニング 

9 月 7日 （水） トレーニング 

9 月 8日 （木） 第 4戦 vs. 朝鮮民主主義人民共和国女子代表 △1-1 

9 月 9日 （金） トレーニング 

9 月 10 日 （土） トレーニング 

9 月 11 日 （日） 第 5戦 vs. 中国女子代表 ○1-0 

9 月 12 日 （月） 現地発、帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 上田 栄治 ((財)日本サッカー協会理事/女子委員長) 

監 督 佐々木 則夫 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 望月 聡 
((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ/ 

びわこ成蹊スポーツ大学） 

GK コーチ 前田 信弘 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ 広瀬 統一 
((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ/ 

早稲田大学) ※8/22～8/30 

ドクター 斉田 良和 (順天堂大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松井 史江 (くまざわ整形外科クリニック) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 江口 陽子 (松岡整形外科) ※8/22～9/12 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 能仲 太司 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 見汐 翔太 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業/筑波大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダスジャパン(株)) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 ((財)日本サッカー協会広報部) 

総 務 山田 薫 ((財)日本サッカー協会代表チーム部) 

[選  手] 

GK 福元 美穂 (岡山湯郷 Belle) 

 
海堀 あゆみ (INAC 神戸レオネッサ) 

DF 近賀 ゆかり (INAC 神戸レオネッサ) 

 
矢野 喬子 (浦和レッズレディース) 

 
南山 千明 

(INAC 神戸レオネッサ) 

※練習生として 8/22～8/27 参加 

 
上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 
岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 
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鮫島 彩 (Boston Breakers） 

 
田中 明日菜 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
川村 優理 

(アルビレックス新潟レディース/新潟医療福祉大学) 

※練習生として 8/22～8/27 参加 

 
熊谷 紗希 (1. FFC Frankfurt) 

MF 澤 穂希 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 
川澄 奈穂美 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
阪口 夢穂 (アルビレックス新潟レディース) 

 
宇津木 瑠美 (Montpellier HSC) 

FW 安藤 梢 (FCR2001 Duisburg) 

 
丸山 桂里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉) 

 
大野 忍 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
永里 優季 (1. FFC Turbine Potsdam) 

 
永里 亜紗乃 (日テレ・ベレーザ) 

 
高瀬 愛実 (INAC 神戸レオネッサ) 

計 22 名 

 19. フットサル日本代表 海外遠征の件（大仁副会長） 

  行事名：フットサル日本代表 海外遠征（イタリア） 

期 間：9月 4日（日）～9日（金） 

場 所：イタリア・アスティ 

 [スケジュール] 

9 月 4日 （日） 集合 

9 月 5日 （月） 移動、現地着 

9 月 6日 （火） トレーニング、国際親善試合 vs. イタリア代表 ●0-7 

9 月 7日 （水） トレーニング、国際親善試合 vs. イタリア代表 ●1-3 

9 月 8日 （木） 現地発 

9 月 9日 （金） 帰国、解散 

 [スタッフ] 

監 督 ミゲル・ロドリゴ ((財)日本サッカー協会） 

ｺｰﾁ兼通訳 在原 正明 ((財)日本サッカー協会/東急スポーツシステム(株)) 

ｺｰﾁ兼通訳 小森 隆弘 ((財)日本サッカー協会/東急スポーツシステム(株)) 

ﾄﾞｸﾀｰ 土井 俊 (浜松南病院） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 宮本 大輔 ((株)国際スポーツ医科学研究所) 

総 務 倉田 研太郎 ((財)日本サッカー協会技術部) 

 

 

[選  手] 

GK 冨金原 徹  (デウソン神戸) 
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藤原 潤 (バルドラール浦安) 

FP 木暮 賢一郎 (名古屋オーシャンズ) 

上澤 貴憲 (府中アスレティック FC) 

小宮山 友祐 (バルドラール浦安) 

村上 哲哉 (シュライカー大阪) 

高橋 健介 (バルドラール浦安) 

北原 亘 (名古屋オーシャンズ) 

原田 浩平 (デウソン神戸) 

小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

星 翔太 (MARFIL SANTA COLOMA/スペイン) 

吉田 輝 (ASD AUGUSTA FC /イタリア) 

滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

逸見 勝利 ラファエル (名古屋オーシャンズ) 

計 15名 

 20. ビーチサッカー日本代表ブラジル遠征の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 ブラジル遠征 

期 間：7月 19 日（火）～8月 1日（月） 

場 所：ブラジル リオデジャネイロ 

 [スケジュール] 

7 月 19 日 (火) 集合/移動 

7 月 20 日 (水) 現地着 

7 月 21 日 (木) トレーニング 

7 月 22 日 (金) トレーニング 

7 月 23 日 (土) 練習試合 vs ｸﾞｱﾅﾊﾞﾗ FC 

7 月 24 日 (日) 練習試合 vs ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ代表 

7 月 25 日 (月) 練習試合 vs ｸﾞｱﾅﾊﾞﾗ FC 

7 月 26 日 (火) 練習試合 vs ﾌﾗﾒﾝｺﾞ FC 

7 月 27 日 (水) 練習試合 vs ｳﾞｧｽｺ･ﾀﾞ･ｶﾞﾏｽﾗｯｼｭ、vs ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ代表 

7 月 28 日 (木) 練習試合 vs ｳﾞｧｽｺ･ﾀﾞ･ｶﾞﾏ 

7 月 29 日 (金) 公式練習 

7 月 30 日 (土) 国際親善試合 vs ﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表 2-4(負)/現地発 

7 月 31 日 (日) 移動 

8 月 01 日 (月) 帰国/解散 

    [スタッフ] 

監督代行 オスマール (東京レキオス BS) 

ﾄﾞｸﾀｰ 新城 宏隆 (琉球大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総務 添田 貢広 ((財)日本サッカー協会代表チーム部) 

 [選  手] 
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GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

GK 宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

FP 河原塚 毅 (ソーマプライア) 

FP 牧野 真二 (LEON 福岡) 

FP 田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

FP 新垣 隆 (ソーマプライア) 

FP 尾田 博文 (東京レキオス BS) 

FP 當間 正人 (ソーマプライア) 

FP 小牧 正幸 (SPOSiC JAPAN) 

FP 鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

FP 上原 朋也 (ソーマプライア) 

FP 山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

以上 12 名 

 21. 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：8月 17 日（水）～21日（日） 

場 所：沖縄県 宜野湾市 

 [スケジュール] 

8 月 17 日 (水) 集合 

8 月 18 日 (木) トレーニング 

8 月 19 日 (金) トレーニング 

8 月 20 日 (土) トレーニング 

8 月 21 日 (日) トレーニング/解散 

 [スタッフ] 

監督 ラモス 瑠偉 ((財)日本サッカー協会) 

コーチ オスマール (東京レキオス BS) 

ﾄﾞｸﾀｰ 平野 篤 (水戸協同病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総務 添田 貢広 ((財)日本サッカー協会代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

GK 宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

GK 高江洲 地玄 (東京レキオス BS) 

FP 河原塚 毅 (ソーマプライア) 

FP 牧野 真二 (LEON 福岡) 

FP 望月 隆司 (G.C.Nerine) 

FP 田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

FP 新垣 隆 (ソーマプライア) 

FP 尾田 博文 (東京レキオス BS) 

FP 當間 正人 (ソーマプライア) 
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FP 小牧 正幸 (SPOSiC JAPAN) 

FP 鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

FP 上原 朋也 (ソーマプライア) 

FP 後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

FP 山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

FP 瀧口 貴史 (東京レキオス BS) 

                          以上 16 名 

 22. FIFA Beach Soccer World Cup 2011 Ravenna/Italy の件 

  行事名：FIFA Beach Soccer World Cup2011Ravenna/Italy 

期 間：8月 25 日(木)～9月 8日(木) 

場 所：イタリア ラヴェンナ 

 [スケジュール] 

8 月 25 日 (木) 集合/移動 

8 月 26 日 (金) 現地着 

8 月 27 日 (土) トレーニング 

8 月 28 日 (日) 国際親善試合 vs イタリア代表 ○2-1 

8 月 29 日 (月) トレーニング 

8 月 30 日 (火) トレーニング 

8 月 31 日 (水) 公式練習 

9 月 01 日 (木) トレーニング 

9 月 02 日 (金) vs メキシコ代表 ●2-3 

9 月 03 日 (土) トレーニング  

9 月 04 日 (日) vs ウクライナ代表 ●2-4 

9 月 05 日 (月) トレーニング 

9 月 06 日 (火) vs ブラジル代表 ●2-3 

9 月 07 日 (水) 現地発 

9 月 08 日 (木) 帰国/解散 

[スタッフ] 

監督 ラモス 瑠偉 ((財)日本サッカー協会) 

コーチ オスマール (東京レキオス BS) 

ﾄﾞｸﾀｰ 新城 宏隆 (琉球大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総務 添田 貢広 ((財)日本サッカー協会代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

GK 宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

FP 河原塚 毅 (ソーマプライア) 

FP 牧野 真二 (LEON 福岡) 

FP 田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

FP 新垣 隆 (ソーマプライア) 
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FP 尾田 博文 (東京レキオス BS) 

FP 當間 正人 (ソーマプライア) 

FP 小牧 正幸 (SPOSiC JAPAN) 

FP 鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

FP 上原 朋也 (ソーマプライア) 

FP 山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

                          以上 12 名 

 


