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1.

ＦＩＦＡクラブワールドカップの件
(1) オフィシャルドローについて
以下にて 2011 年大会の組み合わせ抽選会を実施し、Ｊリーグ優勝クラブを除く対戦カード
が決定した。
日時： 11 月 17 日（木） 16:30-17:30
場所： 名古屋／ミッドランドスクエア
登壇： デイヴィッド・チャンＦＩＦＡ副会長（ＯＦＣ会長）
小倉会長、田嶋副会長、三浦知良選手（大会アンバサダー）
マリオン・マイヤー－フォーフェルダー女史（ＦＩＦＡ）
出席： 大東 J リーグチェアマン、各出場クラブ代表者、他関係者
12/08（木） Ｍ１： 開催国代表 vs. オークランド・シティＦＣ（ＯＦＣ）
12/09（金） レストデー
12/10（土） レストデー
12/11（日） Ｍ３： エスペランス・スポルティーブ・ド・チュニス（ＣＡＦ）
vs. アルサッド・スポーツクラブ（ＡＦＣ）
Ｍ２： Ｍ１勝者 vs. ＣＦモンテレイ（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）
12/12（月） レストデー
12/13（火） レストデー
12/14（水） Ｍ４： Ｍ２敗者 vs. Ｍ３敗者
Ｍ５： Ｍ２勝者 vs. サントスＦＣ（ＣＯＮＭＥＢＯＬ）
12/15（木） Ｍ６： Ｍ３勝者 vs. ＦＣバルセロナ（ＵＥＦＡ）
12/16（金） レストデー
12/17（土） レストデー
12/18（日） Ｍ７： Ｍ５敗者 vs. Ｍ６敗者
Ｍ８： Ｍ５勝者 vs. Ｍ６勝者
(2) チャリティ活動について
ＦＩＦＡの支援のもと、大会を通じて以下のチャリティ活動を実施する。「ＲＥ－ＫＩＣ
ＫＯＦＦ ＪＡＰＡＮ」というスローガンを掲げており、3 年ぶりにＦＩＦＡクラブワー
ルドカップを日本で開催すること、復興への第一歩を日本が歩み始めていること、この 2
つの意味を込め、ＦＩＦＡや全出場クラブ協力のもと、復興に向けた一助となることを目
指す。
1) チャリティオークション
各出場クラブの協力により、選手のサイン入りシャツやグッズを提供してもらい、大会
直前から終了までの間、オンラインにてチャリティオークションを実施する。これらの
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売り上げを義捐金として日本赤十字社を通じて寄付する。
2) 選手／コーチからのメッセージ
選手やコーチからの復興に向けた応援メッセージを各出場クラブの協力を得て集め、大
会の様々な場面で露出を図る。
3) チャリティプロジェクト公式フェイスブックサイト
ソーシャルメディアとしてフェイスブックを活用し、世界中のファンから寄せられた応
援メッセージを、スタジアム大型映像やイベント会場をはじめとする大会の様々な場面
で露出を図り、世界中が日本を応援している雰囲気を作り出す。
4) チャリティグッズ
本プロジェクトのスローガンである「ＲＥ－ＫＩＣＫＯＦＦ ＪＡＰＡＮ」がデザイン
された「ＢＯＮＦＩＮ(ボンフィン)」をキーアイテムとして、様々な場面で露出を図る。
スローガンを露出することで、本プロジェクトに対する認知度を高める。
(3) ＪＦＡ実行委員会について
以下にて第 2 回実行委員会を開催した。
日時： 11 月 30 日（水） 14:00‐15:00
場所： ＪＦＡハウス 4F 会議室 6
(4) 後援名義申請について
ＦＩＦＡパートナーであるソニー株式会社の以下の大会イベントに関して、ＪＦＡのチャ
リティ活動と連携を図ることからイベントに対して後援名義を使用したい。
■タイトル：FIFA Club World Cup Japan 2011 Public Viewing in TOHOKU （仮称）
■主

催：ソニー株式会社

■協

力：公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

■後

援：財団法人日本サッカー協会

■主

旨： 次世代を担う子供たちの中・長期的支援のため、(社)セーブ・ザ・チルドレ
ン・ジャパンと協力し、「RESTART JAPAN ファンド」を設立。
ソニーグループの総合力を活かし、子供の保護とケア、教育、創造的活動に
重点を置いた支援プロジェクトを展開。
その活動の一環として、ソニーの製品やテクノロジー、及び、社 員 の 力 な
ど、総合力を活かしたパブリック・ビューイングを通じ、被災された 3 県の
皆様に、本大会の映像を配信し、ソニーならではの形で支援を届ける。

■日 時： 12 月 18 日（日）
事前イベント ※開催時間と内容は会場によって異なります。
パブリック・ビューイング19：30～
■場所／会場： 宮城県多賀城市「多賀城市総合体育館」
岩手県陸前高田市「サンビレッジ高田」
福島県会津若松市「市民文化センターホール」
■連携内容： 決勝戦のパブリック・ビューイング映像上に、ＦＣＷＣチャリティ活動公式
フェイスブックページを通じて世界中から集められた応援メッセージを掲
出し、被災地の方々に直接思いを届ける。
2.

ＦＩＦＡ倫理委員会 報告の件
11 月 18 日にＦＩＦＡ倫理委員会より以下の決定が発表された。
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本件は、カリブサッカー連盟（Caribbean Football Union）が 5 月 10 日・11 日にトリニダード・
トバゴで行った会議に関してＦＩＦＡ倫理委員会が調査し、ＦＩＦＡ倫理規定に明らかに違反す
るとして 8 月に倫理訴訟を開始していた。この決定は 10 月 14 日の決定に継ぐもので、ＣＦＵ関
係者に関しては最終のものである。
2011.11.18 FIFA 倫理委員会が発表したカリブサッカー連盟関係者に関する処分
（FIFA 倫理委員会のカリブサッカー連盟関係者に関する最終決定）
2011.0
氏名

5 現在

加盟協会(MA)

の MA で

FIFA 倫理委員会の決定事項

の役職
Patrick John

ドミニカ

会長

Vincent Cassell

モントセラト

会長

Raymond Guishard アングィラ

会長

Noel Adonis

ガイアナ

GS

Tandica Hughes

モントセラト

Everton
Gonsalves
Derrick Gordon

2 年間いかなるサッカー活動の禁止と
罰金 CHF3,000。
60 日間いかなるサッカー活動の禁止
と罰金 CHF300。
45 日間いかなるサッカー活動の禁止
と罰金 CHF300。
30 日間いかなるサッカー活動の禁止
と罰金 CHF300。
15 日間いかなるサッカー活動の禁止。

アンチグアバーブーダ

会長

アンチグアバーブーダ

GS

7 日間いかなるサッカー活動の禁止と
罰金 CHF300。
懲戒処分と罰金 CHF300
サッカー関係者ではなくなっている

Oliver Camps

トリニダード・トバゴ

会長

ので訴訟終了。サッカー関係に復帰す
る場合は、FIFA 倫理委員会は再度調
査を行う。
サッカー関係者ではなくなっている

Lionel Haven

バハマ

GS

ので訴訟終了。サッカー関係に復帰す
る場合は、FIFA 倫理委員会は再度調
査を行う。
サッカー関係者ではなくなっている

Patrick Mathurin セントルシア

会長

ので訴訟終了。サッカー関係に復帰す
る場合は、FIFA 倫理委員会は再度調
査を行う。

Philippe White

ドミニカ

監査役

違反なしと見做された。

Damien Hughes

アングィラ

GS

違反なしと見做された。
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2011.10.14 FIFA 倫理委員会が発表したカリブサッカー連盟関係者に関する処分
2011.0
氏名

5 現在

加盟協会(MA)

の MA で

FIFA 倫理委員会の決定事項

の役職
Franka Pickering 英連邦バージン諸島

会長

18 ヶ月間いかなるサッカー活動の禁
止と罰金 CHF500。
6 ヶ月間いかなるサッカー活動の禁
止。

Horace Burrell

ジャマイカ

会長

但し、2 年間の執行猶予期間により、
FIFA 倫理委員会はこの決定を 3 ヶ月
間保留する。
30 日間いかなるサッカー活動の禁止
と罰金 CHF300。

Osiris Guzman

ドミニカ共和国

会長

但し、6 ヶ月の執行猶予期間により、
FIFA 倫理委員会はこの決定を 15 日間
保留する。
30 日間いかなるサッカー活動の禁止

Ian Hypolite

セントビンセント・グ
レナダ

と罰金 CHF300。
GS

但し、6 ヶ月の執行猶予期間により、
FIFA 倫理委員会はこの決定を 15 日間
保留する。

Aubrey Liburd
Hillaren
Frederick
Anthony Johnson

英連邦バージン諸島

副会長

懲戒処分と罰金 CHF300

US バージン諸島

会長

懲戒処分と罰金 CHF300

会長

懲戒処分

GS

警告

セントキッツ・ネービ
ス

David Hinds

バルバードス

Mark Bob Forde

バルバードス

Richard Groden

トリニダード・トバゴ

GS

警告

Yves Jean-Bart

ハイチ

会長

警告

Horace Reid

ジャマイカ

GS

警告

Felix Ledesma

ドミニカ共和国

監査役

違反なしと見做された。

Noel Adonis

ガイアナ

GS

尋問延期

Patrick Mathurin セントルシア

会長

情報不足により、現時点では未決定。

David Frederick

副会長

サッカー関係者ではなくなっている

警告

ケイマン諸島

ので訴訟終了。
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サッカー関係に復帰する場合は、FIFA
倫理委員会は再度調査を行う。
サッカー関係者ではなくなっている
Joseph Delves

セントビンセント・グ
レナダ

ので訴訟終了。

会長

サッカー関係に復帰する場合は、FIFA
倫理委員会は再度調査を行う。

3.

ＡＦＣ理事会 報告の件
11 月 23 日にＡＦＣ理事会がマレーシアで開催された。主な決定事項は以下のとおり。
＜ＡＦＣ ＦＡＰ＞


ＡＩＤ27 をＡＦＣファイナンシャルアシスタンスプログラム（ＡＦＣ ＦＡＰ）と改名する。



ＡＦＣ ＦＡＰ対象協会（ＭＡ）に準加盟である北マリアナ諸島協会を含めることとした。

＜ＡＦＣ フットサルクラブ選手権 2012＞


ホスト国をクウェートに決定した。

＜ＡＦＣ Ｕ-19/Ｕ-16 選手権 2012＞


Ｕ-19 ホスト国をＵＡＥ、Ｕ-16 ホスト国をイランに決定した。

＜ロンドンオリンピック ラウンド 4＞


マレーシアがラウンド 4 に進出した場合でも、
ホスト国をマレーシアとすることに決定した。

＜ＡＣＬ2012＞
 出場クラブ枠を以下に決定した。

ACL
カタール

4

サウジアラビア

3

UAE

Play

ACL

-off

Play
-off

日本

4

1

韓国

3

1

3

1

中国

3

1

ウズベキスタン

2

1

ウズベキスタン

1

イラン

2

2

オーストラリア

2

1

タイ

1

1

インドネシア
計

14

5

計

1
14

5

＜委員会メンバー＞
フットサル委員会： 松崎理事を Co-opted 委員
法務委員会：
4.

三好顧問弁護士を委員

ＡＦＣ会議の件
11 月に開催されたＡＦＣ各種会議への出席者は以下の通り。
11 月 3 日 社会貢献委員会

東明国際委員

20 日 審判委員会

上川審判委員

マーケティング委員会

濱口国際委員

財務委員会

中島国際委員

プロサッカー合同会議

川淵名誉会長、小倉会長、大東副会長、
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金森社長（ガンバ大阪）、福島専務（名古屋グランパス）
21 日 競技会委員会

小倉会長

評価特別委員会

田嶋副会長

22 日 技術委員会

田嶋副会長

医学委員会

土肥スポーツ医学委員

23 日 理事会
5.

田嶋副会長

ＡＦＣ年間アワード 2011 の件
11 月 23 日マレーシアにてＡＦＣ年間アワード 2011 が開催された。
日本関連の受賞者は以下の通り。

6.

最優秀女子プレーヤー

宮間 あや（岡山湯郷 Belle）

最優秀ユースプレーヤー

石毛 秀樹（清水エスパルスユース）

最優秀女子レフェリー

山岸 佐知子

最優秀代表チーム

SAMURAI BLUE（日本代表）

最優秀女子代表チーム

なでしこジャパン

最優秀監督（男性）

佐々木 則夫（なでしこジャパン監督）

最優秀監督（女性）

手塚 貴子（Ｕ-19 日本女子代表コーチ）

最優秀フットサルチーム

名古屋オーシャンズ

最優秀協会

ＪＦＡ

東日本大震災復興支援 「2011 日本高校生訪中代表団」の件

（報告）資料№
（報告）資料№1
資料№1
行事名：東日本大震災復興支援 「2011 日本高校生訪中代表団」派遣の件
派 遣：日中両国政府
担当局：外務省アジア大洋州局中国・モンゴル課）
中国側受入機関：中国日本友好協会
日本側実施機関：財団法人日中友好会館
協 力：財団法人日本サッカー協会
期 間：12 月 5 日(月)～12 日(月)
場 所：中国/北京・山東省・上海
[スケジュール]
12 月５日（月）

集合・オリエンテーション ホテル日航成田泊

12 月６日（火）

オリエンテーション/ 15：15 成田発・中国・北京着

12 月７日（水）

サッカー交流他・歓迎会

12 月８日（木）

山東省へ移動

12 月９日（金）

サッカー交流他

12 月 10 日（土）

ホームステイ

12 月 11 日（日）

上海へ移動・歓迎会

12 月 12 日（月）

13：50 成田着・解散

［スタッフ］
団 長

櫻岡 祐一

（東北ｻｯｶｰ協会会長/(財)福島県ｻｯｶｰ協会会長）

ドクター

小林 拓馬

（札幌医科大学）

トレーナー

中條 智志

（財団法人日本ｻｯｶｰ協会 JFA ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ）
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事務局

倉田 研太郎 （財団法人日本ｻｯｶｰ協会 技術部）

記録係

大富部 佳奈子（財団法人日本ｻｯｶｰ協会 広報部情報戦略グループ）

引率（岩手県）

久保 勝彦

（岩手県立北上翔南高等学校）

引率（岩手県）

葛西 崇

（岩手県立葛巻高等学校）

引率（宮城県）

阿部 隆悦

（宮城県石巻市北高等学校）

引率（宮城県）

千葉 拡

（宮城県農業高等学校）

引率（福島県）

鈴木 哲

（福島県立郡山北工業高等学校）

引率（福島県）

矢吹 拓也

（福島県立いわき総合高等学校）

［選手］※詳細別紙参照
岩手県 28 名、宮城県 27 名、福島県 25 名（計 80 名）
7.

役員・審判員海外派遣報告の件
(役員）
① AFC Elite Assistant Referee Course
ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇
期 間：11月29日～12月7日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
② AFC Elite Education Seminar 2012
(1) Women Referee Course
ｺｰｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：大岩 真由美
期 間：2012 年 1 月 10 日～17 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(2) Elite Futsal Referee Instructor Course
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：五十川 和也、平野 伸一
期 間：2012 年 1 月 31 日～2 月 4 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(3) Elite New Referee Assessor Course
ｱｾｯｻｰ：岡田 正義
期 間：2012 年 1 月 31 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(4)Elite Referee Assessor Course
ｱｾｯｻｰ：岡田 正義、小幡 真一郎、上川 徹、廣嶋 禎数
期 間：2012 年 2 月 1 日～5 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(4) Elite Referee Recruiter Course
ﾘｸﾙｰﾀｰ：上川 徹
期 間：2012 年 2 月 6 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(5) Elite Referee Instructor Course
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：廣嶋 禎数
期 間：2011 年 2 月 7 日～11 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
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(6) Elite Referee Fitness Instructor Course
ﾌｨｯﾄﾈｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：山岸 貴司
期 間：2012 年 2 月 9 日～15 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
（審判員）
① AFC Elite Assistant Referee Course – East & Central
審判員：五十嵐 泰之、入部 進也、大塚 晴弘、田尻 智計、西尾 英朗、
宮島 一代、八木 あかね
期 間：11 月 30 日～12 月 4 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
②AFC Elite Education Seminar 2012
(1) New Elite Men Referee Course
審判員：飯田 淳平、山本 雄大
期 間：2012 年 1 月 8 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(2) Elite Men Referee Course
審判員：飯田 淳平、佐藤 隆治、高山 啓義、東城 穣、當麻 政明、
西村 雄一、山本 雄大
期 間：2012 年 1 月 9 日～15 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(3) Elite Women Referee Course
審判員：梶山 芙紗子、佐藤 奈美、深野 悦子、山岸 佐知子
期 間：2012 年 1 月 11 日～17 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
(4) Elite Futsal Referee Course
審判員：小崎 知広、延本 泰一
期 間：2012 年 2 月 3 日～7 日
場 所：クアラルンプール/マレーシア
8.

日本サッカー協会認定選手エージェント 新規認定者の件
FIFA 選手エージェント規則（FIFA Players’ Agents Regulations）および日本サッカー協会選手
エージェント規則に基づき、以下１名を新たに本協会の認定選手エージェントとして認定した。
認定者：


奥出 真士 (オクデ シンジ)
1979 年 12 月 26 日生まれ(31 歳)

株式会社 RIGHTS

※上記１名はＦＩＦＡの指示に基づき 9 月 29 日(木)に実施された選手エージェント試験に合格
した。また、本協会の認定に際して必要となる職業賠償責任保険への加入および職業行動規範
誓約書への署名を完了している。
※この結果、本協会認定選手エージェントは 31 名となる。
9.

日本サッカーミュージアムの件
１）入場者数報告
11 月 2,691 人

1 日平均 103.5 人
2011/12/8 第 8 回理事会
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（2010 年 1,651 人 2009 年 1,859 人 2008 年 2,177 人 2007 年 2,118 人）
2011 年度 49,558 人 1 日平均 256.8 人
10.

海外遠征申請の件
（1） 東北サッカー協会
チ ー ム 東北 Hoffnung （第 4 種）
遠征期間 12 月 14 日（火）～20 日（月）
遠 征 先 デューレン/ドイツ
（2）(財）茨城県サッカー協会
チ ー ム 鹿島アントラーズユース （第 2 種）
遠征期間 2012 年 1 月 5 日（木）～18 日（水）
遠 征 先 ドーハ/カタール
（3）(財)東京都サッカー協会
チ ー ム 慶應大学体育会ソッカ―部 （第 1 種）
遠征期間 12 月 10 日（土）～12 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－15 （第 3 種）
遠征期間 12 月 24 日（土）～27 日（火）
遠 征 先 上海/中国
（5）(財)愛知県サッカー協会
チ ー ム U-14 愛知県選抜 （第 3 種）
遠征期間 12 月 24 日（土）～27 日（火）
遠 征 先 上海/中国
（6）(社）大阪府サッカー協会
チ ー ム ガンバ大阪門真ジュニアユース （第 3 種）
遠征期間 12 月 24 日（土）～27 日（火）
遠 征 先 上海/中国
（7）(社）兵庫県サッカー協会
チ ー ム ヴィッセル神戸 U-18 （第 2 種）
遠征期間 12 月 9 日（金）～20 日（火）
遠 征 先 ベロ・リゾンチ/ブラジル
（8）(財）鳥取県サッカー協会
チ ー ム 鳥取県立境高等学校 （第 2 種）
遠征期間 12 月 3 日（土）～6 日（火）
遠 征 先 江陸市/韓国

11.

レフェリーカレッジ修了の件
以下の受講生 4 名について、当初定めた 2 年間の定期講習・集中講習・地元講習に対して積極的
に取り組み、その課程を修了した。
7 期生 （2010 年入学生）


荒木 友輔

（あらき ゆうすけ）

関東協会・東京都

２５歳



宇田 賢史

（うだ けんし）

関東協会・東京都

２６歳
2011/12/8 第 8 回理事会
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12.



清水 勇人

（しみず はやと）

関東協会・千葉県

２７歳



三原 純

（みはら じゅん）

中国協会・島根県

３０歳

第 91 回天皇杯全日本サッカー選手権大会 組み合わせ・会場決定の件

（報告）資料№
（報告）資料№2
資料№2
第 91 回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、11 月 16 日に開催された 3 回戦の結果を受けて
4 回戦の対戦カードおよび決勝までの会場とキックオフ時間が以下の通り決定した。
＜トーナメント表 組み合わせ＞
別紙参照
＜会場/キックオフ時間＞
4 回戦

12 月 17 日（土）

【73】13：00 名古屋グランパス vs 柏レイソル 名古屋市瑞穂陸上競技場
【74】13：00 横浜Ｆ・マリノス vs 松本山雅ＦＣ 富山県総合運動公園陸上競技場
【75】13：00 鹿島アントラーズ vs 京都サンガＦ.Ｃ. 香川県立丸亀競技場
【76】17：00 川崎フロンターレ vs 湘南ベルマーレ 等々力陸上競技場
【77】13：00 水戸ホーリーホック vsＦＣ東京 ケーズデンキスタジアム水戸
【78】15：00 愛媛ＦＣvs 浦和レッズ 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
【79】17：00 ベガルタ仙台 vs セレッソ大阪 キンチョウスタジアム
【80】15：00 清水エスパルス vsジェフユナイテッド千葉
アウトソーシングスタジアム 日本平
※ＦＩＦＡクラブワールドカップ 2011 に出場するチーム(柏レイソルと名古屋グランパスが該
当)の試合は、12 月 21 日(水) 19:00 開催
準々決勝 12 月 24 日（土）
【81】13：00 【73】の勝者 vs【74】の勝者 名古屋市瑞穂陸上競技場
【82】15：00 【76】の勝者 vs【75】の勝者 等々力陸上競技場
【83】13：00 【77】の勝者 vs【78】の勝者 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
【84】13：00 【79】の勝者 vs【80】の勝者 大阪長居スタジアム
準決勝 12 月 29 日（木）
【85】15：00 【81】の勝者 vs【82】の勝者 国立競技場
【86】13：00 【83】の勝者 vs【84】の勝者 大阪長居スタジアム
決勝

2012 年 1 月 1 日（元日）

【87】14：00 【85】の勝者 vs【86】の勝者 国立競技場
13.

ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件
（更新）
1．公認申請者：白山市
施設名：松任総合運動公園グラウンド
施設所有者：白山市長 作野 広昭（さくの ひろあき）
ロングパイル人工芝：アストロピッチ（SP）/ ㈱アストロ
公認期間：2011 年 12 月 11 日～2014 年 12 月 10 日
公認番号：第 77 号
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＜特記事項＞
公認規程に基づき 1 回の検査(フィールドテスト）を実施し、
ＪＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。
2．公認申請者：学校法人富山第一高等学校
施設名：TOMIICHI グリーンフィールド
施設所有者：学校法人富山第一高等学校 理事長 河合 敦夫（かわい あつお）
ロングパイル人工芝：アストロジョイ（S65）/ ㈱アストロ
公認期間：2011 年 10 月 20 日～2014 年 10 月 19 日
公認番号：第 24 号
＜特記事項＞
公認規程に基づき 1 回の検査（フィールドテスト）を実施し、
ＪＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。
14.

2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3 次予選アウェイ vs タジキスタン代表の件
行事名：2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3 次予選アウェイ vs タジキスタン代表
期 間：11 月 5 日（土）～11 日（金）
場 所：カタール/ドーハ、タジキスタン/ドゥシャンベ
[スケジュール]
11 月 5 日

（土）

集合、移動→ドーハ

11 月 6 日

（日）

ドーハ着、トレーニング

11 月 7 日

（月）

トレーニング

11 月 8 日

（火）

トレーニング

11 月 9 日

（水）

トレーニング、移動→ドゥシャンベ

11 月 10 日 （木）

公式練習

11 月 11 日 （金） 2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3 次予選
タジキスタン代表 vs 日本代表 ○4-0（1-0）、試合後移動→北京
[スタッフ]
団 長

大仁 邦彌

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会副会長)

技術委員長

原

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術委員長)

監 督

ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

ドクター

柳田 博美

(兵庫県立加古川医療センター)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ

前田 弘

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

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

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

通訳

矢野 大輔

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

総 務

津村 尚樹

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

博実
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ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ

加藤 秀樹

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ

松田 利幸

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

山根 威信

(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社)

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ

麻生 英雄

(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社/株式会社 BOTTOM UP)

[選

手]

GK

DF

MF

FW

川島 永嗣

(ﾘｰﾙｾ SK/ﾍﾞﾙｷﾞｰ）

山本 海人

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)

西川 周作

(ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)

駒野 友一

(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)

今野 泰幸

(FC 東京)

栗原 勇蔵

(横浜 F･ﾏﾘﾉｽ)

伊野波 雅彦

(ﾊｲﾃﾞｭｸ・ｽﾌﾟﾘﾄ/ｸﾛｱﾁｱ）

長友 佑都

(ｲﾝﾃﾙ・ﾐﾗﾉ/ｲﾀﾘｱ）※怪我の為辞退

槙野 智章

(1.FC ｹﾙﾝ/ﾄﾞｲﾂ）

安田 理大

(SBV ﾌｨﾃｯｾ/ｵﾗﾝﾀﾞ）※追加招集

内田 篤人

(FC ｼｬﾙｹ 04/ﾄﾞｲﾂ）

吉田 麻也

(VVV ﾌｪﾝﾛ/ｵﾗﾝﾀﾞ）

遠藤 保仁

(ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)

中村 憲剛

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)

阿部 勇樹

(ﾚｽﾀｰ・ｼﾃｨｰ/ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ）

長谷部 誠

(VfL ｳﾞｫﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ/ﾄﾞｲﾂ）

細貝

(FC ｱｳｸｽﾌﾞﾙｸﾞ/ﾄﾞｲﾂ）

萌

前田 遼一

(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)

李

(ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)

忠成

岡崎 慎司

(VfB ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ/ﾄﾞｲﾂ）

ハーフナーマイク

(ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府)

香川 真司

(ﾎﾞﾙｼｱﾄﾞﾙﾄﾑﾝﾄ/ﾄﾞｲﾂ）

清武 弘嗣

(ｾﾚｯｿ大阪)

原口 元気

(浦和ﾚｯｽﾞ)
計 24 名

15.

2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3 次予選アウェイ vs 朝鮮民主主義人民共和国代表の件
行事名：2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3 次予選アウェイ
vs 朝鮮民主主義人民共和国代表
期 間：11 月 12 日（土）～16 日（水）
場 所：中国/北京、朝鮮民主主義人民共和国/平壌
[スケジュール]
11 月 12 日 （土）

北京着、トレーニング

11 月 13 日 （日）

トレーニング

11 月 14 日 （月）

移動→平壌、公式練習
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11 月 15 日 （火） 2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3 次予選
朝鮮民主主義人民共和国代表 vs 日本代表 ●0-1（0-0）
11 月 16 日 （水）

移動→日本、解散

[スタッフ]
団 長

大仁 邦彌

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会副会長)

技術委員長

原

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術委員長)

監 督

ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人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

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

ドクター

柳田 博美

(兵庫県立加古川医療センター)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ

前田 弘

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

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

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

通訳

矢野 大輔

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会)

総 務

津村 尚樹

(財団法人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

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ

松田 利幸

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

山根 威信

(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社)

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ

麻生 英雄

(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社/株式会社 BOTTOM UP)

川島 永嗣

(ﾘｰﾙｾ SK/ﾍﾞﾙｷﾞｰ）

山本 海人

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)

西川 周作

(ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)

駒野 友一

(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)

今野 泰幸

(FC 東京)

栗原 勇蔵

(横浜 F･ﾏﾘﾉｽ)

伊野波 雅彦

(ﾊｲﾃﾞｭｸ・ｽﾌﾟﾘﾄ/ｸﾛｱﾁｱ）

長友 佑都

(ｲﾝﾃﾙ・ﾐﾗﾉ/ｲﾀﾘｱ）※怪我の為辞退

槙野 智章

(1.FC ｹﾙﾝ/ﾄﾞｲﾂ）

安田 理大

(SBV ﾌｨﾃｯｾ/ｵﾗﾝﾀﾞ）※追加招集

内田 篤人

(FC ｼｬﾙｹ 04/ﾄﾞｲﾂ）

吉田 麻也

(VVV ﾌｪﾝﾛ/ｵﾗﾝﾀﾞ）

遠藤 保仁

(ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)

中村 憲剛

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)

阿部 勇樹

(ﾚｽﾀｰ･ｼﾃｨｰ/ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ）

長谷部 誠

(VfL ｳﾞｫﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ/ﾄﾞｲﾂ）

細貝

(FC ｱｳｸｽﾌﾞﾙｸﾞ/ﾄﾞｲﾂ）

[選
GK

DF

MF

FW

博実

手]

萌

前田 遼一

(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)
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李

忠成

(ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)

岡崎 慎司

(VfB ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ/ﾄﾞｲﾂ）

ハーフナーマイク

(ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府)

香川 真司

(ﾎﾞﾙｼｱﾄﾞﾙﾄﾑﾝﾄ/ﾄﾞｲﾂ）

清武 弘嗣

(ｾﾚｯｿ大阪)

原口 元気

(浦和ﾚｯｽﾞ)
計 24 名

16.

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
期 間：11 月 17 日（木）～27 日（日）
場 所：カタール/ドーハ、バーレーン/マナマ、東京都
[スケジュール]
11 月 17 日(木)

集合、トレーニング、出発移動

11 月 18 日(金)

深夜出発、ドーハ着、トレーニング (Aspire Training Field)

11 月 19 日(土)

トレーニング(Aspire Training Field)

11 月 20 日(日)

ドーハ発移動、バーレーン着、トレーニング

11 月 21 日(月)

公式練習

11 月 22 日(火)

第 30 回オリンピック競技大会（2012／ﾛﾝﾄﾞﾝ）男子サッカー競技
アジア最終予選第 2 戦
vs. U-22 バーレーン代表（Bahrain National Stadium）○2-0
試合後現地発移動、

11 月 23 日(水)

帰国、移動、トレーニング

11 月 24 日(木)

トレーニング

11 月 25 日(金)

トレーニング

11 月 26 日(土)

公式練習

11 月 27 日(日)

第 30 回オリンピック競技大会（2012／ロンドン）男子サッカー競技
アジア最終予選第 3 戦
vs. U-22 シリア代表（国立競技場）○2-1、試合後解散

[スタッフ]
団 長

原

博実

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会理事/技術委員長)

監 督

関塚 隆

(財団法人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

小倉 勉

(財団法人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

藤原 寿徳

(財団法人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

(財団法人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

武藤 覚

(財団法人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

御園生 剛

(筑波学園病院)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ

後関 慎司

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会/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

堀田 泰史

(国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ)
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技術委員

霜田 正浩

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術委員)

統 括

平井 徹

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

総 務

本間 一憲

(財団法人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

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ

松田 利幸

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)

宿泊・輸送

田山 義高

(西鉄旅行株式会社)

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

後藤 雄一

(ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社)

[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

薗田 淳

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)

比嘉 祐介 (流通経済大学)
丸山 祐市 (明治大学)
大岩 一貴 (中央大学)
鈴木 大輔 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟)
酒井 宏樹 (柏ﾚｲｿﾙ)
濱田 水輝 (浦和ﾚｯｽﾞ)
酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟)
MF

山本 康裕 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)
山田 直輝 (浦和ﾚｯｽﾞ)
東

慶悟 (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ)

山口 螢

(ｾﾚｯｿ大阪)

登里 享平 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)
扇原 貴宏 (ｾﾚｯｿ大阪)
FW

永井 謙佑 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)
山崎 亮平 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)
大津 祐樹 (ﾎﾞﾙｼｱ MG/ﾄﾞｲﾂ)
大迫 勇也 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)

17.

計 21 名

Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 AFCU-19 選手権(一次予選) 直前キャン
プの件
行事名：Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 直前キャンプ
期 間：10 月 20 日（木）～25 日（火）
場 所：新潟県十日町
[スケジュール]
10 月 20 日 (木)

集合、トレーニング

10 月 21 日 (金)

トレーニング

10 月 22 日 (土)

トレーニング、練習試合 vs JAPAN サッカーカレッジ ○9-0

10 月 23 日 (日)

トレーニング

10 月 24 日 (月)

練習試合 vs アルビレックス新潟 ●0-2
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10 月 25 日 (火)

トレーニング、移動

[スタッフ]
監 督

吉田 靖

(財団法人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

山橋 貴史

(財団法人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

慶越 雄二

(財団法人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

樋口 潤一

(獅子目整形外科病院)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ

山崎 亨

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会/横浜ｽﾎﾟｰﾂﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

片桐 央視

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)

総務

添田 貢広

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部)

[選

手]

GK

DF

MF
MF

FW

櫛引 政敏

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)

池村 彰太

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島/福島県立富岡高校)

杉本 大地

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/ｳｨｻﾞｽ ﾅﾋﾞ高校)

遠藤 航

(湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ)

櫛引 一紀

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌)

松原 健

(大分ﾄﾘﾆｰﾀ)

高橋 祐治

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/立命館宇治高校)

山中 亮輔

(柏ﾚｲｿﾙﾕｰｽ/千葉県立柏南高校)

佐藤 和樹

(名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U18/東海学園高校)

川口 尚紀

(ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ/開志学園高校)

岩波 拓也

(ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-18/ｳｨｻﾞｽ高校)

大島 僚太

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)

杉本 竜士

(東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ/明星高校)

熊谷アンドリュー

(横浜 F・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ/横須賀学院高校)

榊 翔太

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18/北海道札幌西陵高校)

橋本 拳人

(F.C.東京 U-18/ｳｨｻﾞｽ高校)

原川 力

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/立命館宇治高校)

野津田 岳人

(ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C.ﾕｰｽ/広島県立吉田高校)

深井 一希

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18/札幌拓北高校)

小野瀬 康介

(横浜 FC ﾕｰｽ/東京都立美原高校)

南 秀仁

(東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ/神奈川県立上鶴間高校)

近藤 貫太

(愛媛 FC ﾕｰｽ/愛媛県立今治西高校)

久保 裕也

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/立命館宇治高校)
計 23 名

18.

Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 AFCU-19 選手権(一次予選)の件
行事名：Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 AFCU-19 選手権(一次予選)
期 間：10 月 26 日（水）～11 月 11 日（金）
場 所：タイ/バンコク
[スケジュール]
10 月 26 日 (水)

移動、トレーニング

10 月 27 日 (木)

トレーニング
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10 月 28 日 (金)

トレーニング、練習試合 vs BEC TERO ●1-2

10 月 29 日 (土)

トレーニング

10 月 30 日 (日)

トレーニング

10 月 31 日 (月)

公式練習

11 月 01 日 (火)

vs. U-18 グアム代表 ○26-0

11 月 02 日 (水)

トレーニング

11 月 03 日 (木)

トレーニング

11 月 04 日 (金)

トレーニング

11 月 05 日 (土)

vs. U-18 チャイニーズ・タイペイ代表 ○5-0

11 月 06 日 (日)

トレーニング

11 月 07 日 (月)

vs. U-18 タイ代表 △0-0

11 月 08 日 (火)

トレーニング

11 月 09 日 (水)

トレーニング

11 月 10 日 (木)

vs. U-18 韓国代表 ●0-1

11 月 11 日 (金)

移動、解散

[スタッフ]
団 長

霜田 正浩

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術委員)

監 督

吉田 靖

(財団法人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

山橋 貴史

(財団法人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

慶越 雄二

(財団法人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

樋口 潤一

(獅子目整形外科病院)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ

山崎 亨

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会/横浜ｽﾎﾟｰﾂﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

片桐 央視

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)

総務

添田 貢広

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部)

[選
GK

DF

MF

手]
櫛引 政敏

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)

池村 彰太

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島/福島県立富岡高校)

杉本 大地

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/ｳｨｻﾞｽ ﾅﾋﾞ高校)

遠藤 航

(湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ)

櫛引 一紀

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌)

高橋 祐治

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/立命館宇治高校)

山中 亮輔

(柏ﾚｲｿﾙﾕｰｽ/千葉県立柏南高校)

佐藤 和樹

(名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U18/東海学園高校)

小山内 貴哉

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18/北海道札幌稲西高校)

川口 尚紀

(ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ/開志学園高校)

岩波 拓也

(ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-18/ｳｨｻﾞｽ高校)

大島 僚太

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)

杉本 竜士

(東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ/明星高校)

熊谷アンドリュー

(横浜 F・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ/横須賀学院高校)

榊 翔太

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18/北海道札幌西陵高校)

橋本 拳人

(F.C.東京 U-18/ｳｨｻﾞｽ高校)
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FW

原川 力

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/立命館宇治高校)

野津田 岳人

(ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C.ﾕｰｽ/広島県立吉田高校)

深井 一希

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18/札幌拓北高校)

小野瀬 康介

(横浜 FC ﾕｰｽ/東京都立美原高校)

南 秀仁

(東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ/神奈川県立上鶴間高校)

近藤 貫太

(愛媛 FC ﾕｰｽ/愛媛県立今治西高校)

久保 裕也

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18/立命館宇治高校)
計 23 名

19.

Ｕ-15 日本代表候補 トレーニングキャンプ（沖縄）の件
行事名：Ｕ-15 日本代表候補トレーニングキャンプ 沖縄
期 間：11 月 21 日(月)～26 日(土)
場 所：沖縄県国頭郡本部町
[スケジュール]
11 月 21 日(月)

AM 集合･移動 PM トレーニング

22 日(火) AM トレーニング PM トレーニング
23 日(水) AM トレーニング PM 練習試合 vs 那覇西高校 ●1-3
24 日(木) AM トレーニング PM トレーニング
25 日(金) AM トレーニング PM トレーニング
26 日(土) AM 練習試合 vs 那覇高校 ●3-4
[スタッフ]
監 督

： 吉武 博文

(財団法人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

(財団法人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
ドクター

: 大橋 昭好
： 新垣 和伸

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)
(琉球大学医学部附属病院整形外科)

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

： 池辺 友和

(財団法人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

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)

[選 手]
GK

DF

永石 拓海

(高川学園高校)

川島 大輝

(FC ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ)

伊東 倖希

(FC 東京 U-15 深川)

小島 亨介

(名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15)

平岡 翼

(作陽高校)

酒井 高聖

(ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ)

水谷 拓磨

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

大西 拓真

(FC 東京 U-15 深川)

小山 佳晃

(神村学園中等部)

宮本 航汰

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

潟中 弘貴

(ACN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津)

小林 岩魚

(ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

及川 純平

(ACN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津)
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MF

FW

前谷 崇博

(ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

伊藤 克尚

(ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

太田 京輔

(ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ白山 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

青木 亮太

(流通経済大学付属柏高校)

中谷 進之介

(柏ﾚｲｿﾙ U-18)

手塚 康平

(柏ﾚｲｿﾙ U-15)

安藤 翼

(FC 佐伯 S-play･MINAMI)

小川 将太郎

(星陵中学校)

清川 流石

(愛媛 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

姫野 宥弥

(HOYO AC ELAN 大分 U-15)

樋口 雄太

(ｻｶﾞﾝ鳥栖 U-15)

浦田 樹

(ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 U-15)

三好 康児

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15)

杉本 太郎

(帝京大可児高校)

岡田 優希

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15)

平野 智也

(FC.SOUTHERN U-15)

阿部 良季

(ｶﾃｨｵｰﾗ FCU-15)

中村 文哉

(ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岐阜 VAMOS)

古瀬 雄大

(ｻｶﾞﾝ鳥栖 U-15 唐津)

鈴木 徳真

(FC 古河ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

鎌田 啓義

(ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
以上 34 名

20.

Ｕ-16(FIFA Ｕ-17 女子ワールドカップ 2012)日本女子代表 トレーニングキャンプ/AFC U-16 女
子選手権 2011 の件
行事名：U-16(FIFA U-17 女子ワールドカップ 2012)日本女子代表 トレーニングキャンプ/
AFC U-16 女子選手権 2011
期 間：10 月 27 日（木）～11 月 14 日（月）
場 所：静岡県御殿場市・中国江蘇省南京市
[スケジュール]
10 月 27 日（木）

集合、トレーニング（時之栖）

10 月 28 日（金）

トレーニング(時之栖)

10 月 29 日（土）

トレーニング(時之栖)

10 月 30 日（日）

移動、出発、現地着、トレーニング

10 月 31 日（月）

トレーニング

11 月 01 日（火）

トレーニング、オフィシャルトレーニング

11 月 02 日（水）

トレーニング、オフィシャルトレーニング

11 月 03 日（木）

vｓ. 朝鮮民主主義人民共和国（Jiangning Sports Centre）○1-0

11 月 04 日（金）

トレーニング

11 月 05 日（土）

vｓ. タイ（Olympic Sports Centre Stadium）○10-0

11 月 06 日（日）

トレーニング

11 月 07 日（月）

vｓ. 中国（Jiangning Sports Centre）○3-0
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11 月 08 日（火）

トレーニング

11 月 09 日（水）

トレーニング

11 月 10 日（木）

vｓ. 韓国（Jiangning Sports Centre）○3-0

11 月 11 日（金）

トレーニング

11 月 12 日（土）

トレーニング

11 月 13 日（日）

vｓ. オーストラリア（Jiangning Sports Centre）○1-0

11 月 14 日（月）

移動、現地発、帰国、解散

[スタッフ]
団 長

上田 栄治

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会理事/女子委員長)

監 督

吉田 弘

(財団法人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

高倉 麻子

(財団法人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

手塚 貴子

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/栃木 SC)

GK コーチ

川島 透

(財団法人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)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ

中野 江利子 (株式会社新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

能仲 太司

総 務

宮崎 英津子 (財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

(ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業)

[選手]
GK

DF

井上 ねね

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

染矢 海優

(日ノ本学園高等学校)

平尾 知佳

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

松原 有沙

(大商学園高等学校)

長町 優里

(岡山湯郷 Belle)

三宅 史織

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

土光 真代

(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)

清水 梨紗

(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)

畑中 美友香 (FC ｳﾞｨﾄｰﾘｱ)
MF

万屋 美穂

(FC ｳﾞｨﾄｰﾘｱ)

井上 綾香

(河内 SC ｼﾞｭﾍﾞﾆｰﾙ)

成宮 唯

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

中村 みづき (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽﾕｰｽ)

FW

伊藤 美紀

(常盤木学園高等学校)

野口 彩佳

(十文字高等学校)

平田 美紀

(常盤木学園高等学校)

隅田 凛

(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)

乗松 瑠華

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

籾木 結花

(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)

佐々木 美和 (常盤木学園高等学校)
増矢 理花

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

鳥海 由佳

(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)

白木 星

(ﾉﾙﾃﾞｨｰｱ北海道)

計 23 名
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21.

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：11 月 14 日（月）～16 日（水）
場 所：静岡県袋井市
[スケジュール]
11 月 14 日(月)

集合、トレーニング(エコパアリーナ)

11 月 15 日(火)

トレーニング(エコパアリーナ)

11 月 16 日(水)

トレーニングマッチ(エコパアリーナ) vs.名古屋オーシャンズ
試合後解散

[スタッフ]
監 督

ミゲル・ロドリゴ (財団法人日本ｻｯｶｰ協会）

コーチ兼通訳

在原 正明

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ株式会社)

コーチ兼通訳

小森 隆弘

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ株式会社)

ドクター

山口 徹

(善衆会病院)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ

宮本 大輔

(フリー)

総 務

倉田 研太郎

(財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術部)

[選 手]
GK

川原 永光

(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)

GK

冨金原 徹

(ﾃﾞｳｿﾝ神戸)

GK

藤原 潤

(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)

FP

木暮 賢一郎

(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)

FP

上澤 貴憲

(府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC)

FP

完山 徹一

(府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC)

FP

小宮山 友祐

(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)

FP

村上 哲哉

(ｼｭﾗｲｶｰ大阪)

FP

高橋 健介

(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)

FP

松宮 充義

(ｼｭﾗｲｶｰ大阪)

FP

北原 亘

(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)

FP

稲葉 洸太郎

(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)

FP

原田 浩平

(ﾃﾞｳｿﾝ神戸)

FP

小曽戸 允哉

(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分)

FP

渡邉 知晃

(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)

FP

滝田 学

(ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田)

FP

室田 祐希

(ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道)

FP

逸見 勝利ラファエル(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)

計 18 名
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