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2013年 9月 12日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2013年度 第 5回理事会 

報告事項 

 1. アジア各国代表チーム 日本キャンプ［アジア貢献事業］ 

  ＡＦＣ加盟各協会からの要請を受け、アジア貢献事業の一環として下記のキャンプの受入れを

行った。 

① チーム  ：マレーシア代表チーム 

期 間  ：7月 23日(火 )～8月 1日(木) 

キャンプ地：静岡県沼津市 沼津インターグランドホテル 

費 用  ：マレーシアサッカー協会負担 

② チーム  ：シンガポール U14代表チーム 

期 間  ：7月 27日(土 )～8月 3日(土) 

キャンプ地：静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター 

費 用  ：シンガポールサッカー協会負担 

③ チーム  ：チャイニーズ・タイペイＵ22代表チーム 

期 間  ：8月 24日(土 )～29日(木) 

キャンプ地：Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺 

費 用  ：チャイニーズ・タイペイサッカー協会負担 

 2. ＡＦＣ理事会報告の件 

  7月 22日にＡＦＣ理事会がバーレーンで開催された。主な決定事項は以下の通り。 

＜倫理委員会の設立＞ 

ＦＩＦＡと同じく 調査室 と 審査室 から成る倫理委員会を 2014年 1月までに設立する。 

＜ＡＦＣ 60周年ワーキング委員会＞ 

2014年にＡＦＣは設立 60周年を迎える。ＡＦＣ 60周年ワーキング委員会を設立する。 

＜ＡＦＣダイアモンド・オブ・アジア賞 2013＞ 

鄭夢準氏に「ＡＦＣダイアモンド・オブ・アジア賞 2013」を授与する。 

（2013年 11月のＡＦＣアニュアル・アウォーズにて授与される。） 

＜委員の交代＞ 

加盟協会から、各種委員会の委員の交代の申請が出され、ＪＦＡから申請した下記 2 名の

新委員も承認された。 

規律委員会       播磨 謙悟 管理部係長 

マーケティング委員会  野上 宏志 マーケティング部部長代理 

 3. ブルンジ向けサッカー用具提供の件  

 

 

 

 

 

 2013 年度 第 4 回理事会において承認された、ブルンジサッカー連盟へのサッカー用具贈呈に関

し、急遽ブルンジ共和国のンクルンジザ大統領へも、サッカー用具を贈呈することとなり、

2013年 8月 20日にブルンジ共和国において贈呈を行った。最終的な概要は以下の通り。 

＜ＪＦＡの支援＞ 

ブルンジ共和国 ンクルンジザ大統領向け：ボール 1,000個 
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ブルンジサッカー連盟向け：ボール 300個及びシューズ 300足 

＜ＪＦＡからの贈呈者＞ 

田嶋副会長 

 4. 第 8回日本スポーツグランプリ受賞の件  

  第 8回日本スポーツグランプリ ※公益財団法人日本体育協会理事会により決定 

 

受賞者：吉川 五郎（よしかわ ごろう）氏 93歳 埼玉県 サッカー活動歴 77年 

理由：13歳からサッカーをはじめ、戦時中は軍に所属し、大学サッカー部との交流を続けた。 

昭和 54（1979）年の「第 6 回関東四十雀サッカー大会」に 60 歳で FW として出場して以

来、平成 6（1994）年の第 23 回大会まで連続出場を果たすなど所属チームの中心的な存

在として活躍した。 

また、昭和 21（1946）年の埼玉県サッカー協会設立や昭和 54（1979）年の同協会医事委

員会設置に尽力するなど、地元のサッカー組織の整備を通して競技普及にも貢献した。 

さらに、平成 23（2011）年の「プレ埼玉スーパーシニア（O-70）サッカー大会」、翌年

の「第 1 回埼玉スーパーシニア（O-70）サッカー大会」に選手登録するなど、93 歳の現

在もプレーを続けるための鍛練を日々続けている。 

表彰式：9月 29日（日）16：35～ 於グランドプリンスホテル新高輪 飛天（東京都） 

（第 68回国民体育大会役員懇親会会場） 

（参考：対象者） 

（1）原則として日本サッカー協会登録選手であること。 

（2）85歳以上の選手 ※2013年 12月 31日までに 85歳（1928年生）となる選手を含む 

（3）50年間以上サッカーを実施している。 

（4）オリンピック競技大会、各競技別世界選手権大会、アジア大会等の国際大会に出場経験

のある者を除く。 

（5）現在も活動を継続している。 

 5. 日本サッカーミュージアムの件 

  (１）入場者数報告 

   7月 2,806人  1日平均 103.9人 

 （2012年:2,556人 2011年:17,263人 2010年:2,473人 2009年:1,748人   

2008年：2,078人） 

   8月 6,678人  1日平均 222.6人 

 （2012年:5,875人 2011年:14,700人 2010年:4,720人 2009年:5,674人   

2008年：7,348人） 

（２）7月 23日（火）～8月 25日（日）夏季特別開館期間、無休、開館時間（10:00～18:00） 

（３）夏季特別企画を開催 

①7 月 23 日(火)より、夏休み自由研究対策企画「“サッカー歴史新聞”を作ろう！」、

「サッカーミュージアム クイズラリー」（8/25まで） 

  ②7月 29日(月)より、ヴァーチャルスタジアムにて「SAMURAI BLUEを体感しよう！～キリ

ンチャレンジカップ 2013を先取りしよう～」を開催（8/4まで） 

③8月 5日(月)より、ヴァーチャルスタジアムにて夏休み自由研究対策企画「審判にクロー
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ズアップ！」、「サッカー用具の秘密を探る！」を開催（8/11まで） 

  ④8月 24日(土)、25日(日)日本テーブルサッカー協会の協力のもと「テーブルサッカーを

体験しよう」をロウアー（地下 1階予定）にて開催 

（４）7 月 20 日(土)より、「文京区スポーツ関連施設スタンプラリー」（～8/31）、「文京ミ

ューズネット 夏休みこども館長スタンプラリー」（～9/1） 

 6. 役員・審判員海外派遣の件 

  （役員） 

① AFC Women Referee Recruiting 2013 

リクルーター：大岩真由美 

期 間：7月 14 日（日）～16日（火） 

場 所：仁川/韓国 

② PGMOL Conference 

インストラクター：石山昇、柿沼亨 

期 間：6月 30 日（日）～7月 4日（木） 

場 所：イングランド 

③ AFC Futsal Elite Referee Recruiting 

リクルーター：松崎康弘 

期 間：8月 3日（土）～5日（月） 

場 所：キャンベラ/オーストラリア 

④ Asian Youth Games 2013 

インストラクター：廣嶋禎数、山岸貴司 

期 間：8月 10 日（土）～24日（土） 

場 所：南京/中国 

⑤ＡＦＣ U-16女子選手権 2013 （中国／南京）  

大会期間：9月 26日（木）～10月 6日（日） 

マッチコミッショナー： 小林 美由紀 

⑥ＡＦＣ U-19女子選手権 2013 （中国／南京）  

大会期間：10月 11日（金）～20日（日） 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

（審判員） 

① 第 27回ユニバーシアード競技大会 

審判員：山本雄大、桑原里佳子 

期 間：6月 30 日（日）～7月 18日（木） 

場 所：カザン/ロシア 

② 中国スーパーリーグ 

審判員：岡部拓人 

期 間：7月 6日（土）～8日（月） 

場 所：上海/中国 

③ 中国スーパーリーグ 

審判員：村上伸次 
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期 間：7月 13 日（火）～15日（木） 

場 所：北京/中国 

④ EAFF East Asian Cup 2013 

審判員：西村雄一、大塚晴弘 

期 間：7月 18 日（木）～29日（火） 

場 所：ソウル/韓国 

⑤ EAFF Women’s East Asian Cup 2013 

審判員：山岸佐知子、手代木直美 

期 間：7月 18 日～28日 

場 所：ソウル/韓国 

⑥ Manchester United Asian Tour 

審判員：當麻政明、飯田淳平 

期 間：7月 18 日（木）～28日（日） 

場 所：シドニー、メルボルン/オーストラリア 

⑦ 審判交流プログラム 

審判員：山本雄大、名木利幸、越智新次 

期 間：8月 2日（金）～16日（金） 

場 所：ポーランド 

⑧ NIKE Premier Cup 

審判員：上田益也、日比野誠 

期 間：8月 4日（日）～13日（火） 

場 所：イングランド 

⑨ 中国スーパーリーグ 

審判員：井上知広 

期 間：8月 9日（金）～11日（日） 

場 所：済南/中国 

⑩ AFC Asian Cup Australia 2015 Qualifiers 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、八木あかね、飯田淳平 

期 間：8月 12 日（月）～15日（木） 

場 所：シンガポール 

⑪ 中国スーパーリーグ 

審判員：窪田陽輔 

期 間：8月 16 日（金）～18日（日） 

場 所：上海/中国 

⑫ AFC Project Future Referees Batch 2012-Second Development Course 

審判員：浅田武士 

期 間：8月 19 日（月）～26日（月） 

場 所：マーレ/モルディブ 

⑬ 2014 FIFA World Cup Brazil TM Preliminary Competition Asian ZoneRound 5 Play-Off 

審判員：西村雄一・相樂 亨・名木利幸・飯田淳平 
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期 間：9月 3日（火）～8日（日） 

場 所：アンマン/ヨルダン 

 7. 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 坂戸ディプロマッツ （第 3種） 

遠征期間 12月 19日（木）～27日（金） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（2）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム ジェフユナイテッド市原・千葉 U-15 （第 3種） 

遠征期間 9月 14日（土）～24日（火） 

遠 征 先 マドリッド/スペイン 

（3）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-12/U-15 混合チーム （第 3種） 

遠征期間 9月 15日（日）～20日（金） 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

（4）公益財団法人 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 15日（金）～18日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（5）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム JFAアカデミー福島 （第 3種） 

遠征期間 10月 2日（水）～7日（月） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（6）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋グランパス U-15 （第 3種） 

遠征期間 11月 2日（土）～8日（金） 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

【以下、事後報告事項】 

（1）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム U-14 中学校選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（月）～24日（土） 

遠 征 先 仁川市/韓国 

（2）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 成立ゼブラフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 8月 15日（木）～23日（金） 

遠 征 先 カーメン・ジッタード・フランクフルト/ドイツ 

（3）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-15 （第 3種） 

遠征期間 9月 10日（火）～17日（火） 

遠 征 先 ビルバオ/スペイン 
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（4）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 市立習志野高等学校 （第 2種） 

遠征期間 8月 15日（木）～9月 5日（木） 

遠 征 先 ①サンチュール/フランス、②テラサ/スペイン 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 慶應義塾体育会ソッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8月 23日（金）～25日（日） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三鷹 F.A. ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 14日（水）～28日（水） 

遠 征 先 エクサンプロバンス/フランス 

（7）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋グランパス U12 （第 4種） 

遠征期間 8月 16日（金）～23日（金） 

遠 征 先 慶州市/韓国 

（8）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム FC岐阜 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（月）～23日（金） 

遠 征 先 天安市/韓国 

（9）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム FC岐阜 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 1 日（木）～5日（月） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（10）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪エルマーノサッカークラブ （第 3種） 

遠征期間 7月 20日（土）～26日（金） 

遠 征 先 濰坊市/中国 

（11）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪産業大学サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8月 23日（金）～28日（水） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（12）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪堺ジュニア （第 4種） 

遠征期間 8月 23日（金）～26日（月） 

遠 征 先 仁川市/韓国 

（13）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 阪南大学サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8月 19日（月）～24日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 
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（14）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-15 伊丹 （第 3種） 

遠征期間 8月 3日（土）～9日（金） 

遠 征 先 チョンブリ・バンコク/タイ 

（15）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-15 伊丹 （第 3種） 

遠征期間 8月 20日（火）～24日（土） 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（16）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 26日（月）～29日（木） 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（17）社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 川崎 FC （第 3種） 

遠征期間 8月 16日（金）～20日（火） 

遠 征 先 釜山広域市・蔚山広域市/韓国 

（18）社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 九州産業大学サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8月 27日（火）～31日（土） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（19）社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 日本経済大学サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 9月 2日（月）～5日（木） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（20）一般社団法人 宮崎県サッカー協会 

チ ー ム フォルトゥナ延岡 （第 3種） 

遠征期間 8月 8日（木）～12日（月） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

 8. 標章使用申請の件   

  （1）申請団体： 公益財団法人茨城県サッカー協会   

使用目的： パネル 1枚 

（2）申請団体： 公益財団法人東京都サッカー協会   

使用目的： U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2013大会ホームページ内 

東京都 U-12選抜 紹介ページ 

（3）申請団体： 一般社団法人京都府サッカー協会 

   使用目的： 名刺 41名分（各 100枚） 

 9.  プレジデンツ・ミッションの件 

  （報告）資料№1 

ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）について 

2013年度 ＳＭＣ本講座の受講生 25名を決定し、8月 30日（金）に開講した。  
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 10. 第 68回国民体育大会における参加資格違反の件 

  （報告）資料№2 

第 68 回国民体育大会近畿ブロック大会の参加にあたり、所属都道府県として「勤務地」が属す

る「京都府」を選択し、以下選手の参加申込みを行った。当該選手は第 66 回国民体育大会に埼

玉県を所属都道府県として参加（埼玉県予選会）していたことが判明し、以下に示した規定を

満たしていないため、参加資格に違反していたものと認められた。 

これにより、当該競技者及び本協会の処分が公益財団法人日本体育協会より通達された。 

＜規定＞ 

第 68回国民体育大会実施要項総則 

「５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準」（１）参加資格－ウ 

  第 66 回又は第 67 回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む）において選手及び監督

の参加資格で参加した者は、次の場合を除き、第 66 回又は第 67 回大会と異なる都道府県

から参加することはできない。（※以下、省略） 

〔処分内容〕 

（1）当該競技者 

  対象者 ：中村 美希（なかむら みき） 

  都道府県：京都府 

  競  技：サッカー 

処分内容：第 68回大会（ブロック大会・本大会）及び第 69回大会への参加を認めない。 

※本人への処分は本大会（国体）のみとなる 

（2）関係団体 

  本協会に対して、文書による「注意」 

 11. 第 93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦組み合わせ決定の件 

  （報告）資料№3①② 

第 93 回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、8 月 25 日（日）までに決定した全出場チーム

と、8 月 31 日（土）・9 月 1 日（日）に開催された 1 回戦、9 月 4 日（水）・7 日（日）・8 日

（日）・11日（水）に開催された 2回戦の結果を受けて、3回戦の対戦カードが決定した。 

＜全出場チーム＞ 

※別紙参照 

＜トーナメント表 組み合わせ＞ 

※別紙参照 

 12. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  （新規） 

公認申請者：福井県大飯郡おおい町 

施 設 名：総合運動公園球技場 

施設所有者：おおい町長 時岡 忍（ときおか しのぶ） 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ (XXP-62) /住友ゴム工業㈱ 

公認期間：2013年 9月 12日～2016年 9月 11日 

公認番号：第 148号 
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＜特記事項＞ 

 ハイブリッドターフ (XXP-62) /住友ゴム工業㈱は製品検査（ラボテスト）を完了し、Ｊ

ＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 公認規程に基づき 2 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。 

 13. スーパー少女プロジェクト の件 

①  ②  

  

行事名： スーパー少女プロジェクト セレクションキャンプ 

期  間： 7月 20日（土）～ 22日（月） 

場  所： J-GREEN堺/大阪府堺市 

［スケジュール］ 

7月 20日(土) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 21日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 22日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

［スタッフ］ 

GKコーチ 西入 俊浩 JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺 

GKコーチ 小林  忍 JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島 

GKコーチ 轟 奈津子 JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｾﾚｯｿ大阪 

GKコーチ 大友麻衣子 FC町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ 

GKコーチ 石原 千晶 ｶｼｵ計算機株式会社 関西ﾘｽﾄﾛﾏﾝ営業所 

ドクター 森本 将太 兵庫医科大学 整形外科 

総務 今関 葉子 JFA女子部 

［選手（GK）］ 

福田 まい 愛知県 NGU名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ 

小塩 珠生 北海道 釧路ﾘﾍﾞﾗﾙﾃｨ 

藤田 七海 兵庫県 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ 

木内  恋 神奈川県 葉山町立葉山中学校 

半田 涼佳 山形県 鶴岡ｷｬﾛﾙ 

荒木芽依子 東京都 FC･plaisir 

川合 朱音 神奈川県 大和ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ U-15 

横田 小姫 埼玉県 大宮 FC ｴﾝｼﾞｪﾙｽ 

松家  萌 埼玉県 ｴﾙﾌｪﾝ狭山ﾏﾘ 

川口 鈴音 神奈川県 ONCE FC 

三友 采栞 埼玉県 ｴﾙﾌｪﾝ狭山ﾏﾘ 

樋口 陽翔 山口県 萩明倫女子ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 

小笠原梨紗 神奈川県 FCすすき野ﾚﾃﾞｨｰｽ 

ｳ ｹ ﾄｩ ｲ  ﾊﾞ ﾈｯ ｻ

萌々 
東京都 FC高円寺 

林  桃歌 広島県 青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ U-12 

上嶋 亜樹 石川県  

石川 蒼惟 群馬県 FC前橋南 
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奥  海音 兵庫県 北須磨少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

植村 百葉 愛知県 NGU名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ 

三宅 紗優 岡山県 竜之口ｻｯｶｰ少年団 

伊藤 三奈 兵庫県 西宮女子ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 

小川 暖果 香川県 太田ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 

伊藤 七海 千葉県 松戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ U12 

田中 萌絵 大阪府 KIYOFC MARAViLHOSA 

佐藤 叶望 千葉県 流山隼少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

友 菜奈歌 大阪府 KIYOFC MARAViLHOSA 

森松 紗羅 愛媛県 西条中央 SC ひうちﾄﾞﾘｰﾑｽ 

寺田  汐 神奈川県 FC Viso 

  計 28名 

------------------------------------------------------------------- 

行事名： スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間： 8月 28日（水）～ 30日（金） 

場  所： 札幌サッカーアミューズメントパーク/北海道札幌市 

［スケジュール］ 

8月 28日(水) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 29日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 30日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

［スタッフ］ 

GKコーチ 西入 俊浩 JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺 

GKコーチ 影山 啓自 JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ 

GKコーチ 本村 俊三 文教大学明清高等学校女子ｻｯｶｰ部 

GKコーチ 中川 一輝 帯広北高等学校女子ｻｯｶｰ部  ※8月 29日 

コーチ 松田  哉 JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ 

ドクター 鈴木 智之 札幌医科大学 整形外科 

ドクター 中野 和彦 西岡第一病院 整形外科  ※8月 29日午前 

総務 今関 葉子 JFA女子部 

［選手（GK）］ 

西村 清花 兵庫県 FC VICTORIES 

西中 麻穂 滋賀県 おおつヴｨｸﾄﾘｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

鈴木佐和子 埼玉県 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

福田 まい 愛知県 NGU名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ 

山田 陽菜 愛知県 CEREJA FC 

芝 ひより 大阪府 ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ 

藤田 七海 兵庫県 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ 

浅越 千裕 神奈川県 OSA ﾚｲｱ FC 

藤田 みあ 奈良県 ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛｯｻ高田 FC ｿﾋｨｰｿﾞ 

鈴木あぐり 山形県 山形 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 
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林 せりか 北海道 小樽 Corsa'rio 

湯浅里香子 広島県 青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's 

飛嶋菜々子 埼玉県 大宮 FC ｴﾝｼﾞｪﾙｽ 09 

和田 涼花 新潟県 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15 

横田 小姫 埼玉県 大宮 FC ｴﾝｼﾞｪﾙｽ 

本間 珠幸 埼玉県 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

伊能 真弥 埼玉県 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

朝山 美帆 兵庫県 INAC神戸ﾚｵﾈｯｻ U-15 

井上 沙季 愛知県 FC ﾎｯﾂ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺) 

山下 莉奈 大阪府 ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ 

  計 20名 
 

 14. 中学校女子サッカー部フェスティバルの件 

 ①  

  

行事名：“Live Your Goals” Girls Festival 中学校女子サッカー部フェスティバル 

期  間：8月 12日（月）～ 14日（水） 

場  所：J-GREEN堺/大阪府堺市 

参加チーム： 

① 札幌女子 Circle of Friends 北海道 選手 14名 

② T.S.N.ユナイテッド 宮城県 選手 12名 

③ いばらき Rosyガールズ 茨城県 選手 10名 

④ 文京学院大学女子中学校 東京都 選手 11名 

⑤ 津山市立津山東中学校 岡山県 選手 8名 

⑥ 熊野中学校女子サッカー部 広島県 選手 13名 

⑦ 杵築合同女子サッカー部「杵築なでしこ」 大分県 選手 8名 

⑧ 真志喜中学校女子サッカー部 沖縄県 選手 12名 

内容： 

○8月 12日(月) 午後／ オープニング・参加チーム紹介 → シャッフルゲーム 

 夜／ レクチャー（佐々木則夫 なでしこジャパン監督） 

○8月 13日(火) 午前／ シャッフルグループでトレーニング 

 午後／ チームごとにトレーニング → チーム対抗戦 

 夜／ ミーティング（各チームから明日の試合への意気込みを発表） 

○8月 14日(水) 午前／ チーム対抗戦 

 昼／ クロージング（各チームから参加した感想を発表） 
 

 15. 日本代表 EAFF東アジアカップ 2013決勝大会の件 

  行事名：日本代表 東アジアカップ 2013決勝大会 

期 間：7月 18日（木）～29日（月） 

場 所：韓国/ソウル 

[スケジュール] 

7月 18日 （木） 移動・集合 

7月 19日 （金） トレーニング 
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7月 20日 （土） トレーニング 

7月 21日 （日） 
EAFF東アジアカップ 2013決勝大会 

日本代表 vs 中国代表 △3-3（1-1） 

7月 22日 （月） トレーニング 

7月 23日 （火） トレーニング 

7月 24日 （水） トレーニング 

7月 25日 （木） 
EAFF東アジアカップ 2013決勝大会 

日本代表 vs オーストラリア代表 ○3-2（1-0） 

7月 26日 （金） トレーニング 

7月 27日 （土） トレーニング 

7月 28日 （日） 
EAFF東アジアカップ 2013決勝大会 

日本代表 vs 韓国代表 ○2-1（1-1） 

7月 29日 （月） 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 原 博実 (JFA技術委員長) 

ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員会) 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ｼﾞｬﾝﾊﾟｵﾛ・ｺﾗｳｯﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 加藤 晴康 (JFAスポーツ医学委員会/立教大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFAスポーツ医学委員会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

チーム運営統括 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

チームカメラマン 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン/BOTTOM UP) 

[選  手] 

GK 林 卓人 (ベガルタ仙台) 

 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) 

 栗原 勇蔵 (横浜 F・マリノス) 
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 徳永 悠平 (FC東京)※追加招集 

 千葉 和彦 (サンフレッチェ広島) 

 森脇 良太 (浦和レッズ)  

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 森重 真人 (FC東京) 

 鈴木 大輔 (柏レイソル) 

MF 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 髙萩 洋次郎 (サンフレッチェ広島) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

 山口 螢 (セレッソ大阪) 

 扇原 貴宏 (セレッソ大阪) 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) ※1 

FW 豊田 陽平 (サガン鳥栖) 

 山田 大記 (ジュビロ磐田) 

 柿谷 曜一朗 (セレッソ大阪) 

 齋藤 学 (横浜 F・マリノス) 

 工藤 壮人 (柏レイソル) 

 大迫 勇也 (鹿島アントラーズ) 

 原口 元気 (浦和レッズ) 

※1 不参加 

以上 24名 

 16. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2013の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2013 

期 間：8月 12日（月）～14日（水） 

場 所：宮城県仙台市 

[スケジュール] 

8月 12日 （月） 集合、トレーニング（被災地サッカー少年団交流会） 

8月 13日 （火） 公式練習 

8月 14日 （水） 

キリンチャレンジカップ 2013 

日本代表 vs. ウルグアイ代表 ●2－4（0－2） 

試合後解散 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 



報告事項 

2013/9/12 第 5回理事会 

14 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFAスポーツ医学委員会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

チーム運営統括 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

チームカメラマン 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン/BOTTOM UP) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リージュ(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 (ガンバ大阪) 

 伊野波 雅彦 (ジュビロ磐田) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 森重 真人 (FC東京) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イングランド)) 

 酒井 高徳 (VfBシュツットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 長谷部 誠 (VfLヴォルフスブルグ(ドイツ)) 

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

 山口 螢 (セレッソ大阪) 

FW 豊田 陽平 (サガン鳥栖) 

 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ（ロシア）) 

 香川 真司 
(マンチェスター・ユナイテッド(ｲﾝｸﾞﾗﾝ

ﾄﾞ)） 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 柿谷 曜一朗 (セレッソ大阪) 

 工藤 壮人 (柏レイソル) 

以上 23名 

 17. U-19日本代表 スペイン遠征/アルクディア国際ユースサッカートーナメントの件 

  行事名：U-19日本代表 スペイン遠征/アルクディア国際ユースサッカートーナメント 

期 間：8月 7日(水)～23日(金) 
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場 所：スペイン/バレンシア 

[スケジュール] 

8月 7日(水) PM集合  

8月 8日(木) AM移動 

8月 9日(金) PM トレーニング 

8月 10日(土) AM/PM トレーニング 

8月 11日(日) AM トレーニング  PM 開会式 

8月 12日(月) PM vs.カナダ   ●0-1（0-0） 

8月 13日(火) トレーニング 

8月 14日(水) トレーニング 

8月 15日(木) PM vs.ベラルーシ △1-1（1-1） 

8月 16日(金) トレーニング 

8月 17日(土) PM vs.アルゼンチン ○2-1（0-1） 

8月 18日(日) PM vs.ブルガリア  ●1-2（1-0） 

8月 19日(月) トレーニング 

8月 20日(火) PM トレーニングマッチ vs. CD Llosa ●0-1 

8月 21日(水) トレーニング 

8月 22日(木) 現地発 

8月 23日(金) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

団 長 原 博実 (JFA技術委員長) 

監 督 霜田 正浩 (JFA技術委員会) 

コーチ 松本 直也 (桃山学院大学) 

GKコーチ 齋藤 誠一 (湘南ベルマーレ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 (JFA) 

ドクター 岩本 健一 (医療法人明浩会 西大宮病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 藤本 栄雄 (エスティームスポーツマッサージ) 

総 務 倉田研太郎 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 牲川 歩見 ジュビロ磐田  ※3 

 
永井 堅梧 松本山雅 FC 

 
山田 元気 京都サンガ F.C. ※2 

DF 室屋 成 明治大学 

 
小暮 大器 セレッソ大阪 

 
小口 大貴 専修大学 

 
秋野 央樹 柏レイソル 

 
植田 直通 鹿島アントラーズ 

 
吉野 恭平 東京ヴェルディ 
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中島 大貴 福岡大学 

MF 小林 成豪 関西学院大学 

 
矢島 慎也 浦和レッズ 

 
長谷川 竜也 順天堂大学 

 
金森 武志 アビスパ福岡 

 
野澤 英之 FC東京 

 
喜田 拓也 横浜 F・マリノス 

 
中島 翔哉 東京ヴェルディ 

 
豊川 雄太 鹿島アントラーズ ※2 

 
小林 祐介 柏レイソル    ※1 

 
中川 寛斗 湘南ベルマーレ 

 
鈴木 武蔵 アルビレックス新潟 ※3 

 
木下 康介 SCフライブルク（ドイツ） ※3 

※1：参加辞退  ※2：追加招集  ※3途中離脱・帰国 

以上 21名 

 18. U-18日本代表 中国遠征の件 

  行事名：U-18日本代表 中国遠征 

期 間：7月 8日(月)～15日(月) 

場 所：中国/杭州市、埼玉県大宮市・東京都調布市 

[スケジュール] 

7月 8日(月) PM集合、トレーニング 

9日(火) AM移動(成田→上海→杭州) PM到着、トレーニング 

10日(水) AM/PM トレーニング 

11日(木) AMトレーニング PM vs.U-18杭州緑城足球倶楽部 ○4-0（0-0） 

12日(金) AMトレーニング PM vs.U-20杭州緑城足球倶楽部 ○4-2（3-0） 

13日(土) AM移動(杭州→嘉興→上海→成田→東京) PM到着 

14日(日) AM vs.大宮アルディージャ ●1-2（0-2） 

15日(月) AM vs.東洋大学 ●0-2（0-2）、試合後解散 

 [スタッフ] 

監 督 鈴木 政一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 内山 篤 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 浜野 征哉 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 諸岡 孝俊  (兵庫医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

[選 手] 

GK 高木和 徹 (清水エスパルスユース) 
 

 
田中 雄大 (青森山田高校) 

 
DF 桜井 将司 (流通経済大学) 
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ﾊｰﾌﾅｰ･ﾆｯｷ (名古屋グランパス) ※2 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18) 

 

 
内田 裕斗 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
内山 裕貴 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 

 
北谷 史孝 (興國高校) ※1 

 
畠中 槙之輔 (東京ヴェルディユース) 

 

 
広瀬 陸斗 (浦和レッズユース) 

 

 
高橋 壮也 (立正大淞南高校) 

 
MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 

 

 
谷村 憲一 (モンテディオ山形) 

 

 
田村 翔太 (湘南ベルマーレ) ※3 

 
関根 貴大 (浦和レッズユース) 

 

 
大山 啓輔 (大宮アルディージャユース) ※1 

 
川上 翔平 (FC東京 U-18) 

 

 
北川 柊斗 (名古屋グランパス U18) ※2 

 
松田 天馬 (東福岡高校) 

 

 
安東 輝 (JFAアカデミー福島) ※2 

 
小川 直毅 (ガンバ大阪ユース) ※2 

 
川辺 駿 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
FW 小屋松 知哉 (京都橘高校) 

 

 
金子 翔太 (JFAアカデミー福島) 

 

 
越智 大和 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 

 
宮市 剛 (中京大中京高校) 

 
※1 参加辞退  ※2 追加招集  ※3 辞退後、7/14再招集 

以上 26名 

 19. U-18日本代表候補 2013SBSカップ国際ユースサッカーの件 

  行事名：U-18日本代表候補 2013SBSカップ国際ユースサッカー 

期 間：8月 12日(月)～18日(月) 

場 所：静岡県静岡市、他 

[スケジュール] 

8月 12日(月) PM集合、トレーニング 

13日(火)  AM/PMトレーニング 

14日(水) AM/PM トレーニング 

15日(木) 第 1 戦 16:00K/O vs.U-18ウルグアイ代表 ○2-0（2-0） 

16日(金) 第 2 戦 18:30K/O vs.U-18ロシア代表 ○4-0（2-0） 

17日(土) AMトレーニング 

18日(日) 第 3 戦 15:00K/O vs.静岡ユース ○1-0 （0-0） 

[スタッフ] 

監 督 鈴木 政一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 内山 篤 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 
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ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 高畠 勉 
(JFA ナショナルコーチングスタッフ／川崎

フロンターレ) 

GKコーチ 浜野 征哉 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 井澤 敏明 (九州大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

[選 手] 

GK 阿波加 俊太 (コンサドーレ札幌) ※2 

 
高木和 徹 (清水エスパルスユース) 

 

 
福井 光輝 (湘南工科大学附属高校) ※3 

 
田中 雄大 (青森山田高校) ※2 

 
田口 潤人 (横浜 F・マリノスユース) ※3 

DF 
ハーフナー・ニッ

キ 
(名古屋グランパス) 

 

 
三浦 弦太 (清水エスパルス) 

 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18) ※1 

 
内田 裕斗 (ガンバ大阪ユース) ※2 

 
内山 裕貴 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 

 
安東 輝 (JFAアカデミー福島) ※1 

 
北谷 史孝 (興國高校) 

 

 
広瀬 陸斗 (浦和レッズユース) 

 

 
尾身 俊哉 (横浜 F・マリノスユース) ※3 

MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 
 

 
松本 昌也 (大分トリニータ) 

 

 
田村 翔太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
関根 貴大 (浦和レッズユース) 

 

 
大山 啓輔 (大宮アルディージャユース) 

 

 
小川 直毅 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
汰木 康也 (横浜 F・マリノスユース) ※3 

 
川辺 駿 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
FW 金子 翔太 (JFAアカデミー福島) 

 

 
越智 大和 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 

 
北川 柊斗 (名古屋グランパス U18) 

 

 
宮市 剛 (中京大中京高校) 

 

※1参加辞退 ※2 離脱 ※3 追加招集 

 以上 26名 
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 20. U-17日本代表 国際ユースサッカーin新潟の件 

  行事名：U-17日本代表 国際ユースサッカーin新潟 

期 間：7月 9日(火)～15日(月・祝) 

場 所：新潟県/新潟市・新発田市・聖籠町  

[スケジュール] 

7月 9日(火) PM集合 トレーニング 

7月 10日(水) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニングマッチ vs.U-17北信越選抜   ○6-0（2-0） 

7月 11日(木) AMトレーニング 

PM トレーニング 

7月 12日(金) AM トレーニング 

PM トレーニング 

7月 13日(土) PM vs.U-17アメリカ代表    ●1-2（1-0） 

7月 14日(日) PM vs.U-17新潟選抜      ●0-1（0-1） 

7月 15日(月) PM vs.U-17クロアチア代表   ●0-1（0-1） 

[スタッフ] 

監 督 吉武 博文 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 高畠 勉 
(JFA ナショナルコーチングスタッフ/川崎

フロンターレ) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 田島 一樹 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 三澤 辰也 (総合南東北病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 金成仙太郎 (国際スポーツ医科学研究所 

総 務 池辺 友和 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 永石 拓海 高川学園高校 

 林 瑞輝 ガンバ大阪ユース 

 齋藤 和希 セレッソ大阪 U-18           ※1 

 
木村 真 柏レイソル U-18            ※1 

DF 中山 雄太 柏レイソル U-18 

 
野口 航 熊本県立大津高校 

 
渡辺 良太郎 前橋育英高校              ※2 

 
石田 崚真 ジュビロ磐田 U-18 

 
三竿 健斗 東京ヴェルディユース 

 
坂井 大将 大分トリニータ U-18 

 
浦田 樹 ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18 

MF 瓜生 昂勢 筑陽学園高校 

 
鈴木 徳磨 前橋育英高校       

 
水谷 拓磨 清水エスパルスユース 

 
須藤 駿介 静岡学園高校 

 
小川 紘生 浦和レッズユース 
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三好 康児 川崎フロンターレ U-18 

FW 杉本 太郎 帝京大可児高校 

 
山口 真司 ヴィッセル神戸 U-18 

 
会津 雄生 柏レイソル U-18 

 
渡辺 凌磨 前橋育英高校 

※1 参加辞退  ※2 離脱 

以上 21名 

 21. U-17日本代表 チェコ遠征/第 20回 Vaclav Jezek国際ユーストーナメントの件 

  行事名：U-17日本代表 チェコ遠征/第 20回 Vaclav Jezek国際ユーストーナメント 

期 間：8月 16日(金)～26日(月) 

場 所：チェコ/リベレツ 

[スケジュール] 

8月 16日(金) PM集合 トレーニング 

8月 17日(土) AM/PMトレーニング 

8月 18日(日) AM 移動 

PM トレーニング 

8月 19日(月) AM/PM トレーニング 

8月 20日(火) PM vs.U-17チェコ代表     ●1-4（1-1） 

8月 21日(水) PM vs.U-17ルーマニア代表   ●1-1 PK1-4 （1-0） 

8月 22日(木) AM トレーニング 

8月 23日(金) AM トレーニング 

8月 24日(土) PM vs.U-17トルコ代表     ●0-3（0-1） 

8月 25日(日) 現地発 

8月 26日(月) 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 吉武 博文 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 高畠 勉 
(JFA ナショナルコーチングスタッフ/川崎

フロンターレ) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 田島 一樹 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 結城 新 (東京医科歯科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 並木磨去光 (JFA/スポーツマッサージ・ナズー) 

総 務 池辺 友和 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 白岡 ティモシィ サンフレッチェ広島 F.Cユース 

 阿部 航斗 アルビレックス新潟ユース 

DF 茂木 力也 浦和レッズユース 

 
宮原 和也 サンフレッチェ広島 F.Cユース 

 
進藤 亮佑 コンサドーレ札幌 U-18 

 
佐々木 渉 FC東京 U-18 



報告事項 

2013/9/12 第 5回理事会 

21 

 
石田 崚真 ジュビロ磐田 U-18 

 
三竿 健斗 東京ヴェルディユース 

 
坂井 大将 大分トリニータ U-18 

 
浦田 樹 ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18 

MF 長倉 颯 横浜 F・マリノスユース 

 
鈴木 徳磨 前橋育英高校       

 
水谷 拓磨 清水エスパルスユース 

 
仲村 京雅 ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18 

 
斎藤 翔太 浦和レッズユース 

 
三好 康児 川崎フロンターレ U-18 

FW 中野 雅臣 東京ヴェルディユース 

 
杉森 考起 名古屋グランパス U18 

 
北川 航也 清水エスパルスユース 

 
永島 悠史 京都サンガ F.C.U-18 

 
渡辺 凌磨 前橋育英高校 

以上 21名 

 

 22. U-16日本代表 第 14回豊田国際ユースサッカー大会の件 

  行事名：U-16日本代表 第 14回豊田国際ユースサッカー大会 

期 間：8月 5日(月)～11日(日) 

場 所：愛知県豊田市 

[スケジュール] 

8月 5日(月) PM集合 トレーニング 

8月 6日(火) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニングマッチ  

vs.名古屋グランパス U18   ●2-6（2-0） 

8月 7日(水) AMトレーニング 

PM トレーニング 

8月 8日(木) AM トレーニング 

PM vs.U-16クウェート代表 ○3-0（1-0） 

8月 9日(金) AM トレーニング 

PM vs.U-16愛知県・豊田市・名古屋グランパス選抜 ○3-2（2-1） 

8月 10日(土) AM トレーニング 

8月 11日(日) PM vs.U-16メキシコ代表             ●0-2（0-1） 

[スタッフ] 

監 督 吉武 博文 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 高畠 勉 
(JFA ナショナルコーチングスタッフ/川崎

フロンターレ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 木村 康彦 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 田島 一樹 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 高松 晃 (名古屋大学附属病院) 



報告事項 

2013/9/12 第 5回理事会 

22 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 金成仙太郎 (国際スポーツ医科学研究所) 

総 務 池辺 友和 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 阿部 航斗 アルビレックス新潟ユース 

 田渕 佑 名古屋グランパス U15 

 鶴田 海人 ヴィッセル神戸 U-15伊丹 

DF 市丸 瑞希 ガンバ大阪ユース 

 
中山 雄太 柏レイソル U-18 

 
岩本 和希 ガンバ大阪ユース 

 
町田 浩樹 鹿島アントラーズユース 

 
中川 如哉 サンフレッチェ広島 F.Cユース 

 
坂井 大将 大分トリニータ U-18 

 
浦田 樹 ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18 

MF 阿部 雅志 星稜高校 

 
鈴木 徳磨 前橋育英高校       

 
藤川 虎太朗 サガン鳥栖 U-15 

 
西本 卓申 アルバランシア熊本 

 
佐々木 匠 ベガルタ仙台ユース 

 
三好 康児 川崎フロンターレ U-18 

 
サイ ゴダード トッテナム・ホットスパー（イングランド） 

FW 杉森 考起 名古屋グランパス U15 

 
石川 啓人 サガン鳥栖 U-15 

 
中村 駿太 柏レイソル U-15 

 
小川 紘生 浦和レッズユース 

以上 21名 

 23. Ｕ-15日本代表 マレーシア遠征の件 

  行事名：Ｕ-15日本代表 マレーシア遠征 

期 間：7月 19日(金)～28日(日) 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

[スケジュール] 

7月 19日(金) 集合 

20日(土) 移動（成田→仁川→クアラルンプール） 

21日(日) AM/PM トレーニング 

22日(月) AMトレーニング PM vs.Frenz United Football Club ○3-1（1-0） 

23日(火) AM/PM トレーニング 

24日(水) AMトレーニング PM vs.U-17マレーシア代表 △2-2（1-2） 

25日(木) AM/PM トレーニング 

26日(金) AMトレーニング PM vs.U-15マレーシア代表 ○1-0（0-0） 

27日(土) AMトレーニング PM移動（クアラルンプール→仁川→成田） 

28日(日） PM帰国、解散 
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 [スタッフ]  

監 督    ： 吉武 博文(JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 木村 康彦(JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ   ： 森山 佳郎(JFAナショナルコーチングスタッフ/サンフレッチェ広島) 

ＧＫコーチ  :  佐々木 理  (JFAナショナルコーチングスタッフ/名古屋グランパス) 

ｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 湯浅 理平  (JFA) 

ドクター   ： 小林 拓馬  (札幌医科大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 秋山 良範  (コンディショニングルーム AKI) 

総 務    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 鶴田 海人 (ヴィッセル神戸伊丹 U-15) 

 田渕 佑 (名古屋グランパス U15) 

 井上 聖也 (黒潮町立大方中学校) 

DF 加藤 潤 (新潟明訓高校) 

 

西 晃佑 (カターレ富山 U-15) 

 

上田 駿斗 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 下口 稚葉 (JFAアカデミー福島 U15) 

 堂安 律 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 渡辺 皓太 (東京ヴェルディジュニアユース)  

 冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-15) 

 轡田 登 (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース) 

MF 中川 如哉 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 伊藤 涼太郎 (作陽高校) 

 安西 海斗 

(柏レイソル U-18)                 

※2 

 麻田 将吾 (アルフット安曇野 JY) 

 小柏 剛 (大宮アルディージャジュニアユース) 

 藤川 虎太朗 (サガン鳥栖 U-15) 

 白石 健 (スマイス・セレソン) 

 古賀 太陽 (柏レイソル U-15) 

 住田 将 (名古屋グランパス U15) 

FW 宮内 真輝 (アビスパ福岡 U-15) 

 イヨハ 理 ヘンリー (FC.フェルボール愛知)            

※1 

 田中 陸 (柏レイソル U-15) 

 杉浦 文哉 (名古屋グランパス U15) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 

以上 23名 

 24. Ｕ-15日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-15日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 27日(火)～29日(木) 

場 所：神奈川県横浜市 
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[スケジュール] 

8月 27日(火) 

 

AM集合 

PMトレーニング 

8月 28日(水) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニングマッチ vs 横浜 F・マリノス Jr.ユース追浜  

●1-5(0-4) 

8月 29日(木) 

 

AMトレーニング 

PMトレーニング、終了後、解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉武 博文  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 木村 康彦  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ＧＫコーチ  :  佐々木 理  (JFAナショナルコーチングスタッフ/名古屋グランパス) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 湯浅 理平  (JFA) 

ドクター   ： 小林 拓馬  (札幌医科大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 秋山 良範  (コンディショニングルーム AKI) 

総 務    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 上田 朝都 (横浜 F・マリノスユース) 

 吉川 幸佑 (コンサドーレ札幌 U-15) 

 井上 聖也 (黒潮町立大方中学校) 

 染谷 大河 (柏レイソル U-15) 

DF 加藤 潤 (新潟明訓高校) 

 

阿部 雅志 (星稜高校) 

 川尻 龍司 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 

西 晃佑 (カターレ富山 U-15) 

 堂安 律 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 イヨハ 理 ヘンリー (FC.フェルボール愛知) 

 渡辺 皓太 (東京ヴェルディジュニアユース)  

 冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-15) 

MF 立川 嶺 (ジュビロ磐田 U-18)  

 望月 陸 (清水エスパルスジュニアユース) 

 船木 翔 (セレッソ大阪 U-15) 

 斧澤 隼輝 (長崎南山中学校) 

 麻田 将吾 (アルフット安曇野 JY) 

 小野 湧哉 (ブレイズ熊本/JFAアカデミー熊本宇城)  

 飛鷹 啓介 (ソレッソ熊本/JFAアカデミー熊本宇城)  

 渡邊 陽 (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)  

 古賀 太陽 (柏レイソル U-15) 

 安井 拓也 (ヴィッセル神戸 U-15) 

FW 原口 知土 (作陽高校) 

 才木 勇斗 (千里丘 FC) 

 小柏 剛 (大宮アルディージャジュニアユース) 
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 町田 ジェフリー (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)  

 赤間 勇斗 (長崎ドリーム FC) 

 松岡 大智 (カターレ富山 U-15) 

以上 28名 

 25. ユニバーシアード日本代表 直前キャンプ（ロシア）、ユニバーシアード競技大会カザン 2013

の件 

  行事名：ユニバーシアード日本男子代表 直前キャンプ（ロシア） 

期 間：6月 13日(木)～20日(木) 

場 所：ロシア/カザン 

[スケジュール] 

6月 13日(木)  PM順天堂大学集合 トレーニング 

14日(金)  移動、カザン入り 

15日(土) 
 

AMトレーニング PM練習試合 FC KAMA3 

4-2(2-1) 

   16日(日)  AMトレーニング PMトレーニング 

   17日(月) 
 

AMトレーニング 

PM練習試合 vs FC Neftechimik 3-1(2-1) 

   18日(火)  終日 カザン市内視察（選手村周り/試合会場） 

   19日(水)  移動 

   20日(木)  帰国、解散 

------------------------------------------------------------------------------- 

行事名：ユニバーシアード日本男子代表 ユニバーシアード競技大会カザン 2013 

期 間：6月 29日(土)～7月 18日(木) 

場 所：ロシア/カザン 

[スケジュール] 

6月 29日(土)  PM集合、ユニバ結団式出席 

30日(日)  移動、カザン入り 

7月  1日(月)  AMトレーニング  PM全体ミーティング 

    2日(火)  AMトレーニング 

   3日(水) 
 

AM 軽トレーニング 

PM練習試合 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾒｷｼｺ代表 ○3-0 (1-0)（25分×2） 

   4日(木)  AMミーティング  PMトレーニング 

   5日(金)  17:00 第 1戦 vsユニバーシアードトルコ代表○4‐0(1-0) 

   6日(土)  AMトレーニング 

   7日(日)  PM トレーニング・ミーティング 

   8日(月)  17:00 第 2戦 vsユニバーシアードウクライナ代表○4‐1(0-1) 

   9日(火)  AMトレーニング 

   10日(水)  17:00 第 3戦 vsユニバーシアードウルグアイ代表○1‐0(0-0) 

   11日(木)  PMトレーニング 

   12日(金)  17:00準々決勝 vsユニバーシアードマレーシア代表○4‐0(2-0) 

   13日(土)  PMトレーニング 

   14日(日)  17:00準決勝 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾌﾗﾝｽ代表●1‐1(0-0)（PK1‐3） 

   15日(月)  PMトレーニング 
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   16日(火)  16:00 3位・4位決定戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾛｼｱ代表○3－0（1-0） 

   17日(水)  移動 

   18日(木)  AM帰国、解散 

 [スタッフ]  

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ ： 乾 眞寛 (福岡大学/全日本大学サッカー連盟技術委員長) 

監 督 ： 吉村 雅文（順天堂大学/全日本大学サッカー連盟技術委員会） 

コーチ ： 

松本 直也（桃山学院大学/全日本大学サッカー連盟技術委員

会） 

GKコーチ ： 伊藤 友彦（産業能率大学） 

ドクター ： 島 洋祐（KKR北陸病院） 

トレーナー ： 加藤 淳司（中京大学/びわじま整形外科） 

技術スタッフ ： 吉田 卓史（福山大学/全日本大学サッカー連盟技術委員会） 

総 務 ： 李 宇韺（専修大学） 

[選 手]  

GK 藤嶋 栄介 (福岡大学) 

 

圍 謙太朗 (桃山学院大学)  

DF 小川 大貴 (明治大学) 

 

寺岡 真弘 (関西大学) 

 

二見 宏志 (阪南大学) 

 

北爪 健吾 (専修大学)  

 

車屋 紳太郎 (筑波大学)  

 

菊地 俊介 (日本体育大学) 

 大武 峻 (福岡大学)  

MF 谷口 彰悟 (筑波大学) 

 窪田 良 (阪南大学)  

 長澤 和輝 (専修大学)  

 下田 北斗 (専修大学) 

 

泉澤 仁 (阪南大学)  

 

茶島 雄介 (東京学芸大学)  

 

天野 純 (順天堂大学) 

FW 赤﨑 秀平 (筑波大学)  

 皆川 佑介 (中央大学)  

 仲川 輝人 (専修大学)  

 松本 大輝 (日本体育大学) 

以上 20名 

 26. なでしこジャパン（日本女子代表） EAFF女子東アジアカップ 2013決勝大会の件 

  行事名：なでしこジャパン EAFF女子東アジアカップ 2013決勝大会 

期 間：7月 16日（火）～28日（日） 

場 所：千葉県習志野市、韓国/ソウル 

[スケジュール] 

7月 16日 （火） 集合、トレーニング 

7月 17日 （水） トレーニング 
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7月 18日 （木） トレーニング、移動 

7月 19日 （金） 公式トレーニング 

7月 20日 （土） 第 1戦 vs. 中国女子代表 ◯2-0（1-0） 

7月 21日 （日） トレーニング 

7月 22日 （月） トレーニング 

7月 23日 （火） トレーニング 

7月 24日 （水） トレーニング 

7月 25日 （木） 第 2戦 vs. 朝鮮民主主義人民共和国女子代表 △0-0（0-0） 

7月 26日 （金） トレーニング 

7月 27日 （土） 第 3戦 vs. 韓国女子代表 ●1-2（0-1） 

7月 28日 （日） 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 佐々木 則夫 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 中村 順 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

GKコーチ 前田 信弘 (JFA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 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学)  ※7/16～7/23 

ドクター 斎田 良知 (順天堂病院) 

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 中野 江利子 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 見汐 翔太 
(JFAアカデミー福島/筑波大学大学院)  

※7/19～7/26 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ/BOTTOM UP) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 (JFAコミュニケーション部) 

総 務 山田   薫 (JFA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) 

 山根 恵里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

DF 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 田中 明日菜 (1.FFC Frankfurt (ドイツ)) 

 宇津木 瑠美 (Montpellier HSC (フランス)) 

 北原 佳奈 (アルビレックス新潟レディース) 

 長船 加奈 (ベガルタ仙台レディース) 

 熊谷 紗希 (Olympique Lyonnais (フランス)) 

MF 安藤 梢 (1.FFC Frankfurt (ドイツ))  

 宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 川澄 奈穂美 (INAC神戸レオネッサ) 
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上尾野辺 めぐ

み 
(アルビレックス新潟レディース) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 山崎 円美 (アルビレックス新潟レディース) 

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ) 

FW 丸山 桂里奈 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 大野 忍 (ASエルフェン狭山 FC) 

 大儀見 優季 (CHELSEA LADIES (イングランド)) 

 菅澤 優衣香 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 髙瀬 愛実 (INAC神戸レオネッサ) 

 岩渕 真奈 (TSG 1899 Hoffenheim (ドイツ)) 

以上 23名 

 27. Ｕ-19日本女子代表 海外遠征（アメリカ）の件 

  行事名：Ｕ-19日本女子代表 海外遠征（アメリカ） 

期 間：8月 5日（月）～13日（火） 

場 所：アメリカ/ロサンゼルス 

[スケジュール] 

8月 5日 （月） 集合、移動、トレーニング 

8月 6日 （火） トレーニング 

8月 7日 （水） トレーニング 

8月 8日 （木） トレーニング、vs. U-20アメリカ女子代表 ◯3-2（2-0） 

8月 9日 （金） トレーニング 

8月 10日 （土） トレーニング 

8月 11日 （日） vs. U-20アメリカ女子代表 ◯3-0（1-0） 

8月 12日 （月） 移動 

8月 13日 （火） 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 吉田 弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 岡本 三代 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/セレッソ大阪) 

GKコーチ 川島 透 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 山口 祐司 (弘前大学大学院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

総 務 宮﨑 英津子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 林﨑 萌維 (岡山湯郷ベル) 

 井上 ねね (JFAアカデミー福島)  

 山下 杏也加 (村田女子高等学校) 

DF 上野 紗希 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 
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 三宅 史織 (JFAアカデミー福島) 

 乗松 瑠華 (JFAアカデミー福島) 

 土光 真代 (日テレ・ベレーザ)  

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 畑中 美友香 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 小島 美玖 (JFAアカデミー福島) 

MF 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

 中里 優 (日テレ・ベレーザ)※2 

 栗島 朱里 (浦和レッズレディース)  

 濱本 まりん (FC吉備国際大学 Charme) 

 川原 奈央 (早稲田大学)※2 

 井上 綾香 (ベガルタ仙台レディース) 

 成宮 唯 (ベガルタ仙台レディース) 

 巴月 優希 (スペランツァ FC大阪高槻)※1 

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  

 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ) 

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ)  

FW 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)  

 道上 彩花 (INAC神戸レオネッサ)  

 白木 星 (常盤木学園高等学校) 

※1：辞退、※2：追加招集 

以上 24名 

 28. Ｕ-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 20日（火）～24日（土） 

場 所：新潟県十日町市 

[スケジュール] 

8月 20日 （火） 集合、トレーニング 

8月 21日 （水） 
AMトレーニング 

PMトレーニングマッチ vsJAPANサッカーカレッジ △1-1（1-0） 

8月 22日 （木） トレーニング 

8月 23日 （金） AMトレーニング、PMトレーニング 

8月 9日 （金） トレーニング、解散 

[スタッフ] 

監 督 高倉 麻子 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 大部 由美 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 川島 透 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 塚原 由佳 (北里大学 北里研究所病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅ

ｰ 
佐瀬 由紀子 

(花田学園) 
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ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 見汐 翔太 (JFAアカデミー福島/筑波大学大学院) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (筑波大学大学院) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 森田 有加里 (大阪桐蔭高等学校) 

 松本 真未子 (浦和レッズレディースユース)  

 スタンボー 華 (JFAアカデミー福島) 

DF 工藤 真子 (日テレ・メニーナ)※1 

 市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 橋沼 真帆 (JFAアカデミー福島) 

 中條 結衣 (JFAアカデミー福島)  

 宮川 麻都 (日テレ・メニーナ)  

 南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

MF 安部 由希子 (聖和学園高等学校) 

 杉田 妃和 (藤枝順心高等学校) 

 作間 琴莉 (村田女子高等学校) 

 北川 ひかる (JFAアカデミー福島)  

 立花 葉 (JFAアカデミー福島) 

 三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 平田 舞 (JFAアカデミー福島) 

 西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 神田 若帆 (広島文教女子大学付属高等学校) 

 長野 風花 (浦和レッズレディースユース)  

FW 松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 小林 里歌子 (常盤木学園高等学校)  

 鴨川 実歩 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U18)  

 児野 楓香 (藤枝順心高等学校)  

 大熊 良奈 (JFAアカデミー福島) 

※1：8/20～8/22まで 

以上 24名 

 29. ユニバーシアード日本女子代表 直前トレーニングキャンプ（静岡）、ユニバーシアード競技

大会カザン 2013の件 

  行事名：ユニバーシアード日本女子代表 直前トレーニングキャンプ（静岡）、 

及びユニバーシアード競技大会カザン 2013 

期 間：6月 23日(日)～7月 18日(木) 

場 所：静岡県御殿場市（御殿場高原時之栖）、ロシア/カザン 

[スケジュール] 

6月 23日(日) 

 

PM集合･トレーニング 

  24日(月) 

 

AMトレーニング  PMトレーニング 

  25日(火) 

 

AM練習試合 vs U-19日本女子代表候補 1-3 (1-1,0-1,0-1) 

(30分ハーフ) 

  

PMトレーニング 
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26日(水) 

 

AMトレーニング  PMトレーニング 

27日(木) 

 

AMトレーニング 

 

 

PM練習試合 vs アカデミー福島男子 U-15 0-1(0-1)(30 分ハー

フ) 

28日(金) 

 

AMトレーニング 

  PM練習試合 vs 桐陽高校男子 1-2 (1-1)(30分ハーフ) 

29日(土)  AMトレーニング 

  PM移動、ユニバ結団式出席 

30日(日)  移動、カザン入り 

7月  1日(月)  AMトレーニング  PMトレーニング 

    2日(火)  AMトレーニング 

  PM練習試合 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞカナダ女子代表 △１-１(0-0) 

   3日(水)  AMトレーニング  PMトレーニング 

   4日(木)  AMトレーニング  PMトレーニング 

   5日(金)  17:00 第 1戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞエストニア女子代表 ○7-0(5-0) 

   6日(土)  PMトレーニング 

   7日(日)  17:00 第 2戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞイングランド女子代表 ○2-1(1-0) 

   8日(月)  PMトレーニング 

   9日(火)  20:00 第 3戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞブラジル女子代表 ●0-1(0-1) 

   10日(水)  PMトレーニング 

   11日(木) 
 

20:00準々決勝 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ南アフリカ女子代表 ○3-3(2-2)

（PK4-5） 

   12日(金)  PMトレーニング 

   13日(土)  17:00 5-8位決定戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ韓国女子代表 ○2-1(1-1) 

   14日(日)  PMトレーニング 

   15日(月) 
 

14:00 5位決定戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞアイルランド女子代表 ○4-0(1-

0) 

   16日(火)  ユニバーシアード閉会式 

   17日(水)  移動 

   18日(木)  AM帰国、解散 

 [スタッフ]  

監 督 ： 堀野 博幸(JFAナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

コーチ ： 川本 竜史(大東文化大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

GKコーチ ： 黒澤 尚(仙台大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

ドクター ： 飯嶋 優子(横須賀市立市民病院)※6/25～7/18 

ドクター ： 武井 聖良(心身障害児総合医療療育センター)※6/23～6/25 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 三宅 明子(ASエルフェン狭山 FC) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ ： 三輪 由衣(筑波大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

総 務 ： 中瀬 晴彦(尚美学園大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

 [選 手]  

GK 高橋 美春 

(静岡産業大学磐田ボニータ/静岡産業

大学) 

 

平尾 恵理 (筑波大学)  

DF 櫻本 尚子 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ/帝京平成大学卒) 
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中村 楓 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ/新潟医療福祉大学) 

 

齊藤 夏美 (バニーズ京都 SC/武蔵丘短期大学卒) 

 

高木 ひかり (早稲田大学)  

MF 加賀 孝子 (仙台大学)  

 

竹山 裕子 (浦和レッドダイヤモンズレディース/埼玉大学) 

 南野 亜里沙 (関東学園大学)  

 左山 桃子 (静岡産業大学磐田ボニータ/静岡産業大学) 

 杉田 亜未 (FC吉備国際大学 Charme/吉備国際大学)  

 西川 明花 (FC吉備国際大学 Charme/吉備国際大学)  

 木下 栞 (日テレ・ベレーザ/駒沢女子大学) 

 

中村 ゆしか (関東学園大学) 

 

後藤 亜弥 (日本体育大学)  

 

川原 奈央 (早稲田大学) 

FW 高橋 千帆 (FC吉備国際大学 Charme/吉備国際大学卒)  

 嶋田 千秋 (日本体育大学)  

 瀬口 七海 (早稲田大学)  

 植村 祥子 (日本体育大学) 

以上 20名 

 

 30. ビーチサッカー日本代表 MUNDIALITO GAIA 2013 の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 MUNDIALITO GAIA 2013 

期 間：7月 21日（日）～30日（火） 

場 所：ポルトガル/ポルト 

[スケジュール] 

7月 21日 （日） 集合 

7月 22日 （月） 移動 

7月 23日 （火） トレーニング 

7月 24日 （水） トレーニング 

7月 25日 （木） 公式トレーニング 

7月 26日 （金） 
MUNDIALITO GAIA 2013 

日本代表 vs ポルトガル代表 ●1-6（0-1）（0-3）（1-2） 

7月 27日 （土） 
MUNDIALITO GAIA 2013 

日本代表 vs スペイン代表 ◯4-2（1-1）（2-0）（1-1） 

7月 28日 （日） 
MUNDIALITO GAIA 2013 

日本代表 vs イタリア代表 ●2-3（0-0）（2-0）（0-3） 

7月 29日 （月） 移動 

7月 30日 （火） 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFA) 

ドクター 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) 
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総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

FP 河原塚 毅 (ソーマプライア) 

 
中村 律臣 (FC URUMA) 

 
牧野 真二 (LEON福岡) 

 
當間 正人 (ソーマプライア) 

 
小牧 正幸 (東京レキオス BS) 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

以上 10名 

 31. 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 27日(火)～30日(金) 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

8月 27日(火) PM集合・トレーニング 

8月 28日(水) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

8月 29日(木) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

8月 30日(金) 

 

AM トレーニング 

終了後、解散 

 [スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFA) 

ドクター 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 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

 
後藤 将斗 (ドルソーレ北九州) 

FP 河原塚 毅 (ソーマプライア) 

 
中村 律臣 (FC URUMA) 

 
牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
尾田 博文 (東京レキオス BS) 

 
當間 正人 (ソーマプライア) 

 
小牧 正幸 (東京レキオス BS) 
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浅見 和正 (ソーマプライア)        ※1 

 
鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
松田 圭祐 (AVANTE OSAKA) 

 
後藤 崇介 (BSC Bienne Hatchets(スイス)) ※2 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

※1 参加辞退  ※2 追加招集 

以上 18名 

 32. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 安藤 由翔 

     （所属歴：若草少年サッカークラブ→フットボールクラブライオス→フットボール

クラブライオスユース U-18→京都産業大学体育会サッカー部） 

所属元： 京都産業大学体育会サッカー部 

受入先： ガイナーレ鳥取 

承認日： 2013年 7月 2日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 武藤 嘉紀 

     （所属歴：バディサッカークラブ→FC 東京 U-15 深川→FC 東京 U-18→慶應義塾体育

会ソッカー部） 

所属元： 慶應義塾体育会ソッカー部 

受入先： FC東京 

承認日： 2013年 7月 2日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 端山 豪 

     （所属歴：東京町田成瀬サッカークラブ→ヴェルディジュニア→ヴェルディジュニ

アユース→東京ヴェルディ 1969 ジュニアユース→東京ヴェルディジュニアユース

→東京ヴェルディユース→慶應義塾体育会ソッカー部） 

所属元： 慶應義塾体育会ソッカー部 

受入先： 東京ヴェルディ 

承認日： 2013年 7月 9日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 高瀬 優孝 

     （所属歴：与野本町サッカー少年団→柏レイソルユース→柏レイソルジュニア→浦

和レッドダイヤモンズジュニアユース→埼玉栄高等学校→中央大学学友会サッカ

ー部） 

所属元： 中央大学学友会サッカー部 

受入先： 大宮アルディージャ 
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承認日： 2013年 7月 23日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 泉澤 仁 

     （所属歴：FC トリム→市川フットボールクラブ→柏レイソルユース U-15→アルビレ

ックス新潟ユース→阪南大学サッカー部） 

所属元： 阪南大学サッカー部 

受入先： 大宮アルディージャ 

承認日： 2013年 7月 23日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 二見 宏志 

     （所属歴：FORZA フットボールクラブ→セントラル FC 奈良→高田フットボールクラ

ブ→奈良育英高等学校→阪南大学サッカ部） 

所属元： 阪南大学サッカー部 

受入先： ベガルタ仙台 

承認日： 2013年 8月 6日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 宮市 剛 

     （所属歴：シルフィード FC ジュニア→名古屋グランパス U15→中京大学附属中京高

等学校サッカー部） 

所属元： 中京大学附属中京高等学校 

受入先： 湘南ベルマーレ 

承認日： 2013年 8月 13日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 福田 晃斗 

     （所属歴：内部リバーズ→四日市ＪＦＣ→名古屋グランパスエイト U15→三重県立四

日市中央工業高等学校→鹿屋体育大学サッカー部） 

所属元： 鹿屋体育大学サッカー部 

受入先： サガン鳥栖 

承認日： 2013年 8月 14日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 谷口 彰悟 

     （所属歴：熊本ユナイテッド SC→大津高等学校→筑波大学蹴球部） 

所属元： 筑波大学蹴球部 

受入先： 川崎フロンターレ 

承認日： 2013年 8月 27日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 内田 錬平 

     （所属歴：FC アミスタ→旭川ネイバーズ FC→旭川フットボールクラブ→コンサドー

レ旭川ユース U-15→北海道旭川実業サッカー部→金沢星稜大学サッカー部） 

所属元： 金沢星稜大学サッカー部 
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受入先： カターレ富山 

承認日： 2013年 8月 27日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名：  可児 壮隆 

     （所属歴：FC ムサシ→川崎フロンターレ U-15→川崎フロンターレ U-18→阪南大学サ

ッカー部） 

所属元： 阪南大学サッカー部 

受入先： 川崎フロンターレ 

承認日： 2013年 9月 3日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名：  山﨑 凌吾 

     （所属歴：江西サッカー少年団→瀬戸サッカースポーツ少年団→ヒーロ備前→ヒー

ロ備前ジュニアユース→岡山県立玉野光南高等学校→福岡大学サッカー部） 

所属元： 福岡大学サッカー部 

受入先： サガン鳥栖 

承認日： 2013年 9月 4日 

 33. 第９回フットボールカンファレンスの件 

 

 

 

 

 第９回フットボールカンファレンスを以下の通り、開催する。 

日 程：2015年１月 10日（土）・11日（日）・12日（月・祝） 

場 所：東京ビックサイト 国際会議場（東京都江東区有明 3-11-1） 

参加者：約 1,000名 

   公認指導者（S～D級）及び 1級審判員 800名 

   海外ゲスト 50名（FIFA／各大陸連盟／AFC加盟協会コーチ／ほか） 

   JFA関係者 120名・報道関係者 30名・その他 

参加費：25,000円 

募集時期：2014年 8 月頃より、ホームページやテクニカルニュースにて案内予定。 

 34. 2012年度 Ｓ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  全てのコースを修了し、筆記試験・口頭試験・指導実践・レポート全てにおいて合格した下記

13名を、公認Ｓ級コーチとして認定する。 

 

氏  名 ：有馬 賢二（ありま けんじ）        

指導チーム：FC東京 U-18 

生年月日 ：1972年 11月 26日 

資  格 ：2007年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2003年 ～2004年 FC東京普及部コーチ 

       2004年 ～2008年 FC東京育成部 U-18コーチ      

       2009年 ～2010年 FC東京強化部トップチームコーチ      

       2011年 ～現在    FC東京育成部 U-18コーチ 

 

氏  名 ：太田 真司（おおた しんじ）        
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指導チーム：ＦＣ吉備国際大学 Charme  

生年月日 ：1977年 8月 3日 

資  格 ：2007年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2000年 ～2003年 吉備国際大学男子サッカー部 コーチ   

       2000年 ～2013年 吉備国際大学女子サッカー部 監督       

       2003年 ～2009年 岡山国体成年女子 コーチ       

       2007年      ユニバーシアード日本女子代表 コーチ 

       2009年      ユニバーシアード日本女子代表 監督  

2010年 ～2011年 岡山国体女子選抜 監督       

       2011年      ユニバーシアード日本女子代表 コーチ 

    2011年 ～現在   FC吉備国際大学 Charme 監督           

氏  名 ：菊原 伸郎（きくはら のぶお）        

指導チーム：埼玉大学サッカー部 

生年月日 ：1970年 12 月 18日 

資  格 ：2004年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：1996年 ～ 1998年 筑波大学蹴球部 コーチ、ヘッドコーチ 

       1999年 ～ 2002年 大阪商業大学サッカー部 ヘッドコーチ 

       2001年 ～ 2002年 関西学生選抜 Bヘッドコーチ 

       2002年 ～ 2002年 香川県立高松商業高等学校サッカー 招聘コーチ 

       2003年 ～ 2005年 大阪商業大学サッカー部 コーチ、監督代行       

       2007年 ～ 現在  埼玉大学サッカー部 監督 

         2008年 ～ 2010年 埼玉県大学サッカー選抜 監督 

     2011年 ～ 2011年 埼玉県国体成年サッカー 監督 

氏  名 ：木村 哲昌（きむら てつまさ）         

指導チーム：SC相模原 

生年月日 ：1972年 1月 24日 

資  格 ：2009年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2003年～2012年 NPO法人 Wnyers コーチ 

       2003年～2010年 神奈川大学サッカー部 ヘッドコーチ 

       2010年～2012年 神奈川大学サッカー部 監督 

       2012年～現在   SC相模原 監督 

氏  名 ：小島 伸幸（こじま のぶゆき）         

指導チーム：日本大学保健体育審議会サッカー部 

生年月日 ：1966年 1月 17日 

資  格 ：2010年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2002 年 ～2004年 ザスパ草津 GKコーチ 

       2008 年 ～現在  日本大学保健体育審議会サッカー部コーチ 

氏  名 ：阪倉 裕二（さかくら ゆうじ）         

指導チーム：栃木 SC 

生年月日 ：1967年 6月 7日 
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資  格 ：2004年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：1999年 ～2004年 横浜 FCコーチ   

      2005年 ～2007年 京都サンガ FCユース監督       

      2008年 ～2011年 栃木 SCコーチ      

       2012年       栃木 SCユース    監督        

       2013年 ～ 現在  栃木 SC コーチ  

氏  名 ：薩川 了洋（さつかわ のりひろ）     

指導チーム：FC琉球  

生年月日 ：1972年 4月 18 日 

資  格 ：2012年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2007 年 ～2008年  柏レイソル普及部 コーチ 

   2008年 ～2009年  AC長野パルセイロ コーチ        

    2010年 ～2012年 AC長野パルセイロ 監督        

         2013 年～現在   FC琉球 監督 

氏  名 ：賤機 徳彦（しずはた のりひこ）      

指導チーム：桐蔭学園高等学校サッカー部 

生年月日 ：1967 年 6 月 6 日 

資  格 ：2004年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：1996年 ～1997年  東海大学第一中学校コーチ 

      1997年 ～2004年  東海大学第一中学校監督 

    2004年 ～2005年  東海大学附属翔洋高校コーチ 

    2005年 ～2011年  東海大学附属翔洋高校監督   

    2011年 ～ 現在  桐蔭学園高等学校コーチ   

氏  名 ： 嶋田 正照（しまた まさてる） 

指導チーム：鳳凰高等学校女子サッカー部 

生年月日 ：1970年 6月 19日 

資  格 ：2008年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：1998年 ～ 2006年 鹿児島県国体成年女子選抜 コーチ 

      2000年 ～ 2004年 鹿児島県 U-18選抜 コーチ      

      2005年 ～ 2011年 九州トレセン女子 U-15 チーフコーチ 

      1996年 ～ 現在  鳳凰高等学校女子サッカー部 監督 

2012年 ～ 現在  ナショナルトレセンコーチ 九州担当   

氏  名 ：藤崎 義孝（ふじさき よしたか） 

指導チーム：アビスパ福岡 U-15 

生年月日 ：1975年 5月 16日 

資  格 ：2008 年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2003年 ～2004年 アビスパ福岡スクール   

       2004 年～2006年 アビスパ福岡 U-18コーチ  

       2006年 ～2011年 アビスパ福岡 U-18監督      

       2011年 ～現在  アビスパ福岡 U-15監督   
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氏  名 ：村田 一弘（むらた かずひろ）        

指導チーム：セレッソ大阪 U-18 

生年月日 ：1969年 5月 12日 

資  格 ：2009年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2001年 ～ 2002年 大分トリニータ U-18コーチ 

      2003年 ～ 2004年  大分トリニータサテライトコーチ 

      2004年 ～ 2009年 大分トリニータ U-18監督 

       2010年 ～ 現在     セレッソ大阪 U-18コーチ 

氏  名 ：山尾 光則（やまお みつのり）        

指導チーム：モノリス FC 

生年月日 ：1973年 4月 13日 

資  格 ：2011年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2006年 ～2007年 愛知 FCU-18 コーチ  

       2007年 ～2009年 愛知 FC一宮 監督        

    2009年 ～2012年 尾張クラブ Jr.ユース監督 

      2011年 ～2012年 尾張クラブ ユース監督   

        2012年 ～現在    モノリス FC Jr.ユース監督     

氏  名 ：吉田 恵（よしだ めぐむ） 

指導チーム：サガン鳥栖トップチーム 

生年月日 ：1973年 4月 13日 

資  格 ：2011年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2008年 ～2009年 サンフレッチェ広島ジュニアユースコーチ（U-13）  

      2009年 ～2010年 中京大学体育会サッカー部 コーチ     

      2010年 ～現在  サガン鳥栖トップチーム コーチ 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：386名（上記 13名含む） 

※ 2012年度公認 S級コーチ認定者数：20名/20名中 

 

 


