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2013年 10月 10日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2013年度 第 6回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ理事会（10月 3日・4日開催）報告の件  

  10月 3日・4日にＦＩＦＡ理事会がスイスで開催された。主な決定事項は以下の通り。 

＜2022 ＦＩＦＡワールドカップ カタール＞ 

開催時期に関し、主要ステークホルダーであるＦＩＦＡ、大陸連盟、加盟協会、リーグ、ク

ラブ、選手およびメディアライツ ライセンス取得者と民間関連会社を含めた協議プロセスを

開始することを決定した。このプロセスは、ＡＦＣサルマン会長を議長としたグループが請

け負う。本大会は 9 年後に開催されるものであり、十分な時間をかけ、決定までに全ての要

素を熟考し、2014 ＦＩＦＡワールドカップ ブラジルまでには何も決定は下さないことを決

定した。また、ＦＩＦＡ会長はカタールの新首長を訪問し、ワールドカップに関する労働者

の権利や条件を報告するよう委任された。 

＜ＦＩＦＡタスクフォース イスラエル―パレスチナ＞ 

ブラッター会長が 7 月に中東を訪問した。今後、両協会は、ＦＩＦＡ指導の元、サッカーに

関わる人および用具の移動を円滑にする為のメカニズムを実施する。2014 ＦＩＦＡ総会にお

いて覚書を締結する予定。 

＜2014ＦＩＦＡワールドカップ ブラジル 組み合わせ抽選会＞ 

ポット 1 に含まれるシードチームは、ブラジルとその他トップ 7 チームとする。残りのポッ

トに関しては、地域性およびその他を考慮する。2013 年 10 月のＦＩＦＡ／コカコーラランキ

ングを使用することを決定した。 

＜選手の健康保護＞ 

  ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）が 32 度を超えた場合、試合の前半・後半 各 30 分以降に、追  

加でクーリングの為の休憩が与えられる。 

  全ての国際試合において、ＡＥＤの設置が義務付けられる。 

＜人種差別・偏見に対する戦い＞ 

2013 年 5 月のＦＩＦＡ総会で人種差別・偏見タスクフォースの決議が採用されたことに関

し、総会以降のこれまでの成果を、理事会は評価した。 

＜ガバナンス改革プロセス＞ 

2014 年のＦＩＦＡ総会の議題となる在任期間と年齢制限について、当面はＦＩＦＡツヴァイ

ジンガー理事（ドイツ）によって検証される。 

＜選手の第三者所有権＞ 

問題の複雑化と重大さについて理事より懸念が示され、本件に関するＦＩＦＡの調査を歓迎

した。 

＜女子サッカータスクフォース＞ 

女子サッカータスクフォースを設立すること、およびＦＩＦＡ女子クラブワールドカップ開

催に関する提案が出された。今後タスクフォース、大陸連盟およびＦＩＦＡ理事会で議論さ

れる。 
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＜ヨルダンサッカー協会＞ 

ヨルダンサッカー協会からの依頼を受け、シリア難民の為のミニピッチをヨルダンに建設す

る為に、ＵＳＤ800,000を追加援助することを決定した。 

＜加盟協会関連＞ 

  ガボン：ロードマップを完結する為に、正常化委員会の委任を 2013 年 12 月 31 日まで延

長することを決定。 

  ソロモン諸島：協会の通常業務の遂行、経営の再建、選挙の実施、規約の採択を 2014 年

末までに実施する為に、正常化委員会の設置を決定した。 

＜その他＞ 

  イラク：イラクで国際親善試合開催禁止令の撤廃を求めるイラク協会の依頼を却下し

た。 

  イタリア：2018 および 2022 ＦＩＦＡワールドカップにおけるイタリアのメディア権を

扱う販売代理店を MP&Silvaに決定した。 

 

 2. アジア各国代表チーム 日本キャンプ［アジア貢献事業］の件 

  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受入れを

予定している。 

①チーム  ：ミャンマー女子フットサル代表チーム 

期 間  ：10月 7日（月）～17日（木） 

キャンプ地：東京都練馬区 Fisco Futsal arena としまえん 

費 用  ：ミャンマーサッカー協会負担 

②チーム  ：U-23ラオス代表チーム 

期 間  ：10月 18日（金）～30日（水） 

キャンプ地：Ｊ-GREEN堺 

費 用  ：ラオスサッカー協会負担 

③チーム  ：U-23ミャンマー代表チーム 

期 間  ：11月 1日（金）～10日（日） 

キャンプ地：Ｊ-GREEN堺 

費 用  ：ミャンマーサッカー協会負担 

④チーム  ：ベトナム女子フットサル代表チーム 

期 間  ：11月 16日（土）～30日（土） 

キャンプ地：東京都府中市 

費 用  ：ベトナムサッカー協会負担 

 

 3. Ｊリーグ報告の件 

  （１）リーグ戦 
① 順位  

② 入場者数 

（報告）資料№１① 
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（２）リーグカップ戦 

    ① 順位 

    ② 入場者数 

（報告）資料№1② 

（３）ＡＦＣチャンピオンズリーグ 2013結果報告 

     ① 準々決勝 

第 1戦   8 月 21日（水）柏レイソル 1-1 アルシャバブ （日立柏サッカー場） 

第 2戦    9 月 18日（水）アルシャバブ  2-2  柏レイソル（キング・ファハド） 

② 準決勝 

第 1戦  9 月 25日（水）柏レイソル 1-4 広州恒大 （日立柏サッカー場） 

         第 2戦   10月 2日 (水）広州恒大   4-0  柏レイソル（広州天河体育中心） 

 

          ※出場 4 クラブ中、唯一準々決勝へ進出した柏レイソルはアルシャバブ（サウジアラビ

ア）と 2 試合引き分けながらアウェイゴール数で上回り、日本勢として 4 年ぶりに準

決勝へ進出。 

      準決勝では中国スーパーリーグ王者の広州恒大に 2 戦合計 1-8 で敗れ、決勝進出はな

らなかった。 

      出場クラブへの財政的なサポートとして JFA より柏レイソルへ上位進出強化費として

15,000 千円（ベスト 8 進出：5,000 千円、ベスト 4 進出 10,000 千円）、J リーグより

出場 4 クラブへ、グループステージ・R16 のアウェーゲーム渡航費の 80％相当、準々

決勝・準決勝のアウェーゲーム渡航費の 50％相当が支払われる。 

 

 4. 第 10回全日本女子フットサル選手権大会 北九州市への共催申請の件 

 

 

 

 

 

 大 会 名：第 10回全日本女子フットサル選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

共  催：北九州市 

主  管：一般財団法人日本フットサル委員会、社団法人福岡県サッカー協会 

後  援：朝日新聞社、北九州市教育委員会、財団法人西日本産業貿易コンベンション協会 

開催期日：11月 2日(土)～4日(月・祝) 

会  場：福岡県／北九州総合体育館 

共催依頼理由：北九州市を共催にすることによりアリーナの利用料金が全額免除されるので、 

大会の支出削減の為にも昨年同様共催を依頼したい。 

 

 5. 名義使用申請の件 

  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６回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(申請中)：文部科学省、厚生労働省、東京都、独立行政法人日本スポーツ振興センター、 

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、 

公益社団法人全国スポーツ推進委員連合、 
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公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本体育施設協会、 

公益財団法人笹川スポーツ財団、公益財団法人日本サッカー協会、 

公益社団法人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、健康日本 21推進全国連絡協議会、 

公益財団法人健康・体力づくり事業財団、公益財団法人住友生命健康財団、 

NPO法人日本健康運動指導士会 

協賛：公益財団法人ミズノスポーツ振興財団、株式会社明治、セントラルスポーツ株式会社 

日程：11月 16日（土）・17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：150名 

目的：本サミットでは、講演、及び事例発表を通じて、日本全国にスポーツクラブの普及・育

成を図るための課題解決策を探求する。 

備考：2012年度に開催の同事業について、日本サッカー協会で後援をしている。 

 

 6. 日本サッカーミュージアムの件 

  （１）入場者数報告 

9月 2,106人  1日平均 84.2人 

（2012年：2,484 人 2011年：4,648人 2010年：1,709人  

2009年：2,353人  2008年：4,120人） 

（２）ヴァーチャルスタジアム吊物修繕工事 

1階ヴァーチャルスタジアムの吊物装置が設置より 20年を経過し、老朽化しているた

め、改修修繕工事を実施。9月 24日（火）より 10月 11日（金）まで全面使用休止。 

（３）9月 1日（日）より 10月 31日（木）まで「スポーツ祭東京 2013」参加役員、選手の 

優待（100円割引）を実施。 

（４）9月 10日（火）ヴァーチャルスタジアムにて「第 10回日本サッカー殿堂掲額式典」 

を実施。 

 

 7. 海外遠征申請の件  

  申請団体：社団法人沖縄県サッカー協会 

チ ー ム：FC 琉球 （第 1種） 

遠征期間：11月 28日（土・祝）～12月 2日（月） 

遠 征 先：クアラルンプール/マレーシア 

 

 8. 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：福島県相馬市 

施設名：福島県相馬市光陽サッカー場 

施設所有者：相馬市長 立谷 秀清（たちや ひできよ） 

ロングパイル人工芝：アストロピッチ-SL (ProN-60) / ㈱アストロ 

公認期間：2013年 10月 10日～2016年 10月 9日 
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公認番号：第 149号 

＜特記事項＞ 

 アストロピッチ-SL (ProN-60) / ㈱アストロは製品検査（ラボテスト）を完了し、ＪＦ

Ａ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。 

 

 9. 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：学校法人梅村学園 

施設名：中京大学サッカー場 

施設所有者：学校法人梅村学園 理事長 小川 英次（おがわ えいじ） 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ (MV2065) / 積水樹脂㈱ 

公認期間：2013年 10月 10日～2016年 10月 9日 

公認番号：第 001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。 

◆ なお、公認規定が推奨する下地構造を満たす施設の全面張替につき、人工芝敷設前のフィ

ールドテストを免除した。 

 

2．公認申請者：学校法人国際武道大学 

施設名：国際武道大学サッカー場 

施設所有者：学校法人国際武道大学 理事長 松前 達郎（まつまえ たつろう） 

ロングパイル人工芝：グラングラス (F-M DS 60) /美津濃㈱ 

公認期間：2013年 10月 10日～2016年 10月 9日 

公認番号：第 004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。 

◆ なお、公認規定が推奨する下地構造を満たす施設の全面張替につき、人工芝敷設前のフィ

ールドテストを免除した。 

 

 10. リスペクト・プロジェクト の件 

  （報告）資料№2 

別紙の通り、リスペクトＦ．Ｃ．ＪＡＰＡＮシンポジウムを開催した。 

 

 11. 大会役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合等への派遣は次の通り。 
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（役員） 

① AFC Men Referee Recruiting 2nd Assessment Visit 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：上川徹 

期 間：8月 30 日～9月 1日 

場 所：ホーチミン/ベトナム 

② 2014 FIFA World Cup Brazil-Preliminary Competition Asian Zone 

ｱｾｯｻｰ：上川徹 

期 間：9月 8日～12日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

③ AFC U16 Championship 2014 Qualifiers-Group H  

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：9月 18 日～10月 1日 

場 所：ヴィエンチャン/ラオス 

（審判員） 

① 国際親善試合（中国 vs.シンガポール、中国 vs.マリ） 

審判員：當麻政明、佐藤隆治、田尻智計、大塚晴弘 

期 間：9月 5日～11日 

場 所：天津/中国 

② 国際親善試合（韓国 vs.クロアチア） 

審判員：東城穣、八木あかね、越智新次 

期 間：9月 8日～11日 

場 所：全州/韓国 

③ AFC Cup 2013 Quarter Final 

審判員：飯田淳平、相楽亨、越智新次 

期 間：9月 15 日～19日 

場 所：コルカタ/インド 

④ AFC Champions League Quarter Final 1-2nd Leg 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、五十嵐泰之 

期 間：9月 16 日～19日 

場 所：ソウル/韓国 

⑤ AFC Champions League Quarter Final 2-2nd Leg 

審判員：佐藤隆治、八木あかね、西尾英朗 

期 間：9月 16 日～20日 

場 所：ブリーラム/タイ 

⑥ AFC U-16 Championship 2014 Qualifiers-Group G 

審判員：山本雄大、唐紙学志 

期 間：9月 18 日～30日 

場 所：香港 

⑦ AFC U16 Championship 2014 Qualifiers-GroupI  

審判員：高山啓義 
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期 間：9月 21 日～30日 

場 所：武漢/中国  

⑧ 中国スーパーリーグ  

審判員：榎本一慶 

期 間：9月 20 日～22日 

場 所：天津/中国 

⑨ AFC U16 Women's Championship 2013  

審判員：佐藤奈美、梶山芙紗子、千葉恵美、手代木直美 

期 間：9月 23 日～10月 7日 

場 所：南京/中国 

⑩ 中国スーパーリーグ  

審判員：野田祐樹 

期 間：9月 27 日～29日 

場 所：北京/中国 

 

 12. 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 

 ①  

  

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 6日（金）～ 10日（火） 

場  所：J-GREEN堺（大阪府堺市） 

[スケジュール］ 

9月 6日(金) 集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・（日本代表を見て）ｹﾞｰﾑ分析 

 7日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ｹﾞｰﾑ：U-14日本女子選抜 0-1（前半 0-1）U-14韓国女子代表 

   ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 

 8日(日) 日韓合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・大阪観光 

 9日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ｹﾞｰﾑ視察：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺 0-1（前半 0-0）U-14韓国女子代表 

 10日(火) ｹﾞｰﾑ：U-14日本女子選抜 6-0（前半 3-0）U-14韓国女子代表 

   → 解散 

[スタッフ］ 

監督  ： 吉田  弘 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ｺｰﾁ  ： 大谷 未央 （大阪学芸高校／ｾﾚｯｿ大阪） 

ｺｰﾁ  ： 浮田あきな （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／釧路ﾘﾍﾞﾗﾙﾃｨ） 

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） 

総務  ： 今関 葉子 （JFA 女子部） 

[選手］ 

GK    米澤 萌香 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ･ｾﾘｱｽ） 

田中 桃子 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

FP    宝田 沙織 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ﾚﾃﾞｨｰｽ(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 
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吉間かれん （栃木県：栃木ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

野島 咲良 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

千葉玲海菜 （福島県：ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城） 

小野 奈菜 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

金平 莉紗 （岡山県：岡山湯郷 Belle espoir） 

筒井 梨香 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ﾚﾃﾞｨｰｽ(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

塚本 夏希 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

藤 菜々子 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

山本 琴永 （大阪府：FCヴｨﾄｰﾘｱ(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

曽根 七海 （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） 

宮本 華乃 （熊本県：ﾛｱｯｿ熊本ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

平田  朋 （滋賀県：YASU club U-15） 

高平 美憂 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

牛島 理子 （熊本県：ﾛｱｯｿ熊本ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

小嶋 星良 （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） 

山田ひかり （静岡県：常葉学園橘中学校女子ｻｯｶｰ部） 

川北 美空 （三重県：楠ｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ）           

計 20名 

 13. ＦＩＦＡグラスルーツコース 2013の件 

  行事名：ＦＩＦＡグラスルーツコース 2013 

期  間：9月 24日(火)～29日(日) 

場  所：福岡/実技：福岡フットボールセンター／講義：西鉄イン福岡 

[スケジュール］ 

9月 24日(火)  集合・講義・実技 

9月 25日(水)  講義・実技  

9月 26日(木)  講義・実技 

9月 27日(金)  講義・実技 

9月 28日(土) グラスルーツフェスティバル＆トーナメント開催 

9月 29日(日) 講義・解散 

[スタッフ］ 

インストラクター ：Horst Kriete（FIFAインストラクター） 

インストラクター ：皆川 新一（JFA技術委員会キッズプロジェクトメンバー） 

インストラクター：橋川 和晃（JFAナショナルトレセンコーチ） 

 コースサポート：彌冨 圭一郎（福岡県サッカー協会、アビスパ福岡） 

[受講者］ 

35名 

 14. ＪＦＡエリートプログラム U-13 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 U-13 トレーニングキャンプ   

期  間：9月 12日(木)～16日(月・祝) 

場  所：大阪府/J-GREEN堺 
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[スケジュール］ 

9月 12日(木) 集合・トレーニング 

9月 13日(金) トレーニング  

        試合 U-13 対 セレッソ大阪ジュニアユース 

        1本目 0-2、2本目 0-2、3本目 1-0  

9月 14日(土) トレーニング 

9月 15日(日) トレーニング 

        試合 U-13 対 ガンバ大阪ジュニアユース 

        1本目 0-1、2本目 1-1、3本目 1-1 

9月 16日(月・祝) 解散 

[スタッフ］ 

監 督 ：池内 豊  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ：橋川 和晃（JFAナショナルトレセンコーチ） 

ＧＫコーチ ：川俣 則幸（JFAナショナルトレセンコーチ） 

[選手］ 

ＧＫ      緒方 翔平（大分県：スマイス・セレソン） 

 木村 謙一（茨城県：鹿島アントラーズジュニアユース） 

ＦＰ          鬼京 大翔（愛知県：名古屋グランパス三好 FC） 

東城 雅也（長野県：FC CEDAC）  

奥野 耕平（大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

茨木 諒佑（大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

佐藤 耕誠（静岡県：アスルクラロ沼津 U15） 

河原 淳 （宮崎県：日章学園中学校） 

河井 哲太（大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

曽根 嵩之（徳島県：徳島ヴォルティスジュニアユース） 

宮代 大聖（神奈川県：川崎フロンターレ U-15） 

橋爪 晃広（富山県：カターレ富山 U-15） 

喜田 陽 （大阪府：セレッソ大阪 U-15） 

佐藤 有悟（北海道：コンサドーレ札幌 U-15） 

北島 祐二（福岡県：アビスパ福岡 U-15） 

森田 晃樹（東京都：東京ヴェルディジュニアユース） 

岡野 凛平（長崎県：FOOTBALL CLUB BRISTOL U15） 

榊原 彗悟（神奈川県：横浜Ｆ・マリノスジュニアユース） 

江川 湧清（熊本県：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO） 

池田 蓮 （北海道：コンサドーレ札幌 U-15） 

粟野 健翔（宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

山﨑 大地（サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース）   

                                 以上 22名 

 15. ＪＦＡエリートプログラム U-14 韓国遠征 ～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業～の件  

  行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-14 韓国遠征 
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    ～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期  間：10月 8日(火)～13日(日) 

場  所：韓国/ Changwon Football Center 

[スケジュール］ 

10月 8日(火)  集合・移動 

10月 9日(水)  トレーニング  

10月 10日(木) トレーニング・試合 

10月 11日(金) トレーニング 

10月 12日(土) トレーニング・試合 

10月 13日(日）移動・解散 

[スタッフ］ 

監 督 ：山橋 貴史（JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ：池内 豊 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

ＧＫコーチ ：望月 数馬（JFAナショナルトレセンコーチ） 

[選手］ 

ＧＫ     大迫 敬介（鹿児島県：FELICIDOD FOOTBALL CLUB） 

若原 智哉（京都府：京都サンガ F.C.U-15） 

ＦＰ      中野 優太（香川県：F.Cコーマラント） 

藤原 慶人（広島県：サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース）  

髙橋 大悟（鹿児島県：神村学園中等部サッカー部） 

佐藤 颯汰（宮崎県：日章学園中学校） 

佐藤 悠太（神奈川県：横浜Ｆ・マリノスジュニアユース） 

藤村 怜 （北海道：コンサドーレ札幌 U-15） 

郷家 友太（宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

井澤 春輝（熊本県：ソレッソ熊本） 

塩澤 隼人（東京都：FC東京 U-15むさし） 

山本 修平（北海道：コンサドーレ札幌 U-15） 

橋本 尽 （京都府：京都サンガ F.C.U-15） 

芝本 蓮 （大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

谷川 勇磨（兵庫県：ヴィッセル神戸 U-15） 

シマブク カズヨシ（埼玉県：浦和レッドダイヤモンズジュニアユース） 

奥抜 侃志（埼玉県：大宮アルディージャジュニアユース） 

住田 将 （愛知県：名古屋グランパス U15） 

滝 裕太 （静岡県：清水エスパルスジュニアユース） 

松田 康平（石川県：ツエーゲン金沢 津幡 U15） 

                          以上 20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：9月 2日（月）～6日（金） 

場 所：大阪府堺市、大阪市 
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[スケジュール] 

9月 2日 （月） 集合、トレーニング 

9月 3日 （火） トレーニング 

9月 4日 （水） トレーニング 

9月 5日 （木） 公式練習 

9月 6日 （金） 
キリンチャレンジカップ 2013 

日本代表 vs. グアテマラ代表 ○3－0（0－0） 

[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) 

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 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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFA)  

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)  

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 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)) 

 槙野 智章 (浦和レッズ)  ※2 

 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 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ))  ※1 

 酒井 高徳 (VfBシュツットガルト(ドイツ)) 
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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) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ（ロシア）) 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 山口 螢 (セレッソ大阪) 

FW 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)） 

 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) 

※1 途中離脱  ※2 追加招集 

以上 24名 

 17. 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：9月 7日（土）～10日（火） 

場 所：神奈川県横浜市 

[スケジュール] 

9月 7日 （土） トレーニング、移動 

9月 8日 （日） トレーニング 

9月 9日 （月） 公式練習 

9月 10日 

 

 

（火） 

 

 

キリンチャレンジカップ 2013 

日本代表 vs. ガーナ代表 ○3－1（0－1） 

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) 

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 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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFA)  

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)  

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  
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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)  

ﾁｰﾑｱﾒﾗﾏﾝ 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 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)) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) ※2 

 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)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ))  ※1 

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) ※1 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ（ロシア）) 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 山口 螢 (セレッソ大阪) 

FW 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) ※1 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)） 

 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) 
 

※1 途中離脱  ※2 追加招集 

以上 24名 

 18. U-18日本代表 ウズベキスタン遠征の件 

  行事名：U-18日本代表 ウズベキスタン遠征 

期 間：9月 2日(月)～9日(月) 

場 所：ウズベキスタン/タシケント 

[スケジュール] 

9月 2日(月) PM集合、トレーニング 

9月 3日(火) AM移動(関西→仁川→タシケント) PM到着 

9月 4日(水) AM/PM トレーニング 
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9月 5日(木) AMトレーニング PM vs.U-18ウズベキスタン代表 ○3-2（0-2） 

9月 6日(金) AMトレーニング PM vs.BUNYODKOR-B ○2-0（0-0） 

9月 7日(土) AMトレーニング 

9月 8日(日) AM vs.U-18ウズベキスタン代表 △2-2（1-1）PM移動(タシケント→仁川) 

9月 9日(月) AM移動（仁川→関西）、到着、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 阿波加 俊太 (コンサドーレ札幌) 
 

 
高木和 徹 (清水エスパルスユース) ※1 

 
田口 潤人 (横浜 F・マリノスユース) 

 

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) ※1 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18) ※2 

 
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) 

 

 
安東 輝 (JFAアカデミー福島) 

 

 
北谷 史孝 (興國高校) ※2 

 
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) 

 
MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) ※1 

 
松本 昌也 (大分トリニータ) 

 

 
谷村 憲一 (モンテディオ山形) ※2 

 
関根 貴大 (浦和レッズユース) 

 

 
小屋松 知哉 (京都橘高校) 

 

 
金子 翔太 (JFAアカデミー福島) 

 

 
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) 

 

 
川辺 駿 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
FW 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) 
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宮市 剛 (中京大中京高校) 

 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 

 
※1参加辞退 ※2 追加招集 

 以上 25名 

 19. U-17日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-17日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：9月 9日(月)～11日(水) 

場 所：東京都町田市/神奈川県横浜市 

[スケジュール] 

9月 9日(月) PM 集合 トレーニング 

9月 10日(火) AM/PMトレーニング 

9月 11日(水) AM トレーニング、PM 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ｸﾞｽﾀｯﾌ/川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｵｰﾁ 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 三澤 辰也 (総合南東北病院) 

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) 

 
林 瑞輝 (ガンバ大阪ユース) 

 
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) 

 
佐々木 渉 (FC東京 U-18) 

 
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) 

MF 会津 雄生 (柏レイソル U-18) 

 
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 杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
小川 紘生 (浦和レッズユース) 
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杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 
瓜生 昴勢 (筑陽学園高校) 

 
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 

 20. U-15日本代表 AFCU-16選手権 2014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選手権予選 直前キャンプ 

期 間：9月 14日(土)～21日(土) 

場 所：タイ／チョンブリ 

[スケジュール] 

9月 14日(土)    PM 集合      

9月 15日(日)   移動、トレーニング 

9月 16日(月・祝) AMトレーニング PMトレーニング 

9月 17日(火)   AMトレーニング PMトレーニング 

9月 18日(水)      AMトレーニング、PM練習試合試合 vsU-15チョンブリ FC ○3-1（1-1） 

9月 19日(木)   AMトレーニング PM トレーニング 

9月 20日(金)   AM トレーニング PM 練習試合 vs.U-15タイ代表 ●0-2（0-2） 

9月 21日(土)   AM 移動(マレーシアへ) 

[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  : 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   ： 湯浅 理平  (JFA) 

ドクター   ： 松永 怜     (東京医科大学病院) ※9/14～9/20 

ドクター   ： 齊藤 雅彦  (東邦大学医療センター佐倉病院) ※9/19～ 

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) 

 
原田 岳 (横浜 F・マリノスジュニアユース) 

 
井上 聖也 (黒潮町立大方中学校) 

DF 加藤 潤 (新潟明訓高校) 

 
阿部 雅志 (星稜高校) 

 
西 晃佑 (カターレ富山 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) 

 
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) 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-15) 

MF 佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 
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斧澤 隼輝 (長崎南山中学校) 

 
西本 卓申 (アルバランシア熊本) 

 
麻田 将吾 (アルフット安曇野 JY) 

 
藤川 虎太朗 (サガン鳥栖 U-15) 

 
渡邊 陽 (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース) 

 
安井 拓也 (ヴィッセル神戸 U-15) 

FW 小柏 剛 (大宮アルディージャジュニアユース) 

 
石川 啓人 (サガン鳥栖 U-15) 

 
赤間 勇斗 (長崎ドリーム FC) 

 
田中 陸 (柏レイソル U-15) 

 
杉浦 文哉 (名古屋グランパス U15) 

以上 23名 

 21. U-15日本代表 AFCU-16選手権 2014予選の件 

  行事名：U-15日本代表 AFCU-16選手権 2014予選 

期 間：9月 21日(土)～30日(月) 

場 所：マレーシア／クアラルンプール 

[スケジュール] 

9月 21日(土)            PM トレーニング 

9月 22日(日)～24日（火）トレーニング 

9月 25日(水)      第 1戦 vs.U-15フィリピン代表 ○9-0（4-0） 

9月 26日(木)      トレーニング 

9月 27日(金)      第 2戦 vs.U-15ベトナム代表 ◯2-1（1-0） 

9月 28日(土)      トレーニング 

9月 29日(日)      第 3戦 vs.U-15インドネシア代表 ◯3-0（0-0） 

9月 30日(月)      移動、帰国、解散 

[スタッフ]  

団 長    ： 原  博実   (JFA技術委員長) 

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  : 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   ： 湯浅 理平  (JFA) 

ドクター   ： 松永 怜     (東京医科大学病院) 

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) 

 
原田 岳 (横浜 F・マリノスジュニアユース) 

 
井上 聖也 (黒潮町立大方中学校) 

DF 加藤 潤 (新潟明訓高校) 

 
阿部 雅志 (星稜高校) 
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西 晃佑 (カターレ富山 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) 

 
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) 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-15) 

MF 佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 
斧澤 隼輝 (長崎南山中学校) 

 
西本 卓申 (アルバランシア熊本) 

 
麻田 将吾 (アルフット安曇野 JY) 

 
藤川 虎太朗 (サガン鳥栖 U-15) 

 
渡邊 陽 (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース) 

 
安井 拓也 (ヴィッセル神戸 U-15) 

FW 小柏 剛 (大宮アルディージャジュニアユース) 

 
石川 啓人 (サガン鳥栖 U-15) 

 
赤間 勇斗 (長崎ドリーム FC) 

 
田中 陸 (柏レイソル U-15) 

 
杉浦 文哉 (名古屋グランパス U15) 

以上 23名 

 22. 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 国際親善試合 

期 間：9月 17日（火）～23日（月・祝） 

場 所：長崎県諫早市 

[スケジュール] 

9月 17日 （火） 集合、トレーニング 

9月 18日 （水） トレーニング 

9月 19日 （木） トレーニング 

9月 20日 （金） トレーニング 

9月 21日 （土） トレーニング 

9月 22日 （日） vs. ナイジェリア女子代表 ○2-0（1-0） 

9月 23日 （月・祝） 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)  

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) 

※9/19～帯同 
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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) 

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)           

DF 近賀 ゆかり (INAC神戸レオネッサ)           

 中野 真奈美 (岡山湯郷 Belle)              

 磯金 みどり (INAC神戸レオネッサ)                   

 北原 佳奈 (アルビレックス新潟レディース)           

 高良 亮子 (ベガルタ仙台レディース)            

 加戸 由佳 (岡山湯郷 Belle)              

 中村 楓 (アルビレックス新潟レディース)           

 三宅 史織 (JFAアカデミー福島)           

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) 

 上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース)      

 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)           

 杉田 亜未 (FC吉備国際大学 Chaeme)                  

 田中 陽子 (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)         

 大儀見 優季 (CHELSEA LADIES (イングランド)) 

 有町 紗央理 (岡山湯郷 Belle)             

 髙瀬 愛実 (INAC神戸レオネッサ)          

以上 22名 

行事名：なでしこジャパン 国際親善試合 

期 間：9月 23日（月）～27日（金） 

場 所：千葉県千葉市 

[スケジュール] 

9月 23日 （月・祝） 集合、トレーニング 

9月 24日 （火） トレーニング 

9月 25日 （水） トレーニング 

9月 26日 （木） vs. ナイジェリア女子代表 ○2-0（2-0） 

9月 27日 （金） 解散 
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[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)  

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) 

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 曽山 加奈子 (日テレ・ベレーザ)            

 久野 吹雪 (伊賀フットボールクラブくノ一)      

 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)           

 佐藤 楓 (スペランツァ FC大阪高槻)              

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ)                     

 小川 志保 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 長船 加奈 (ベガルタ仙台レディース)              

 薊 理絵 (ASエルフェン狭山 FC)                  

 上野 紗稀 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

MF 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 (日テレ・ベレーザ)            

 中出 ひかり (伊賀フットボールクラブくノ一)      

 川村 優理 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 木龍 七瀬 (日テレ・ベレーザ)            

 吉見 夏稀 (ノジマステラ神奈川)         

FW 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)) 

 後藤 三知 (浦和レッズレディース)          

 菅澤 優衣香 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)             

以上 22名 

 23. 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：9月 30日(月)～10月 2日(水) 

場 所：静岡県袋井市 
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[スケジュール] 

9月 30日(月) PM 集合・トレーニング 

10月 1日(火) AM トレーニング、PM トレーニング 

10月 2日(水) AM トレーニング、PM解散 

 [スタッフ] 

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

コーチ兼通訳   小森 隆弘 (JFA/東急スポーツシステム㈱) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 村岡 誠 (フリーフィジカルコーチ) 

ドクター 土井 俊 (すずかけセントラル病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 (東京ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

総 務 倉田 研太郎 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 冨金原 徹  (デウソン神戸) 

 
藤原 潤 (バルドラール浦安) 

 
関口 優志  (エスポラーダ北海道) 

FP 森岡 薫 (名古屋オーシャンズ) 

 
村上 哲哉 (シュライカー大阪) 

 
北原 亘 (名古屋オーシャンズ) 

 
稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 
小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 
星 翔太 (バルドラール浦安) 

 
西谷 良介  (デウソン神戸) 

 
渡邉 知晃 (名古屋オーシャンズ) 

 
滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 
皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
白方 秀和 (名古屋オーシャンズ) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
室田 祐希 (名古屋オーシャンズ) 

以上 17名  

 

 24. ビーチサッカー日本代表 国際親善試合の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 国際親善試合 

期 間：9月 4日(水)～8日(日) 

場 所：東京／台場 

[スケジュール] 

9月 4日(水) PM 集合・トレーニング 

9月 5日(木) AM トレーニング、PM トレーニング 

9月 6日(金) AM トレーニング、PM トレーニング 
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9月 7日(土) 国際親善試合 vs.ビーチサッカースイス代表 ◯7-2（3-1，2-0，2-2） 

9月 8日(日) 

 

国際親善試合 vs.ビーチサッカースイス代表 ●5-9（0-4，1-0，4-5） 

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) 

主 務 関口 豪 (JFA競技運営部) 

[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) 

 
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) 

 
松田 圭祐 (AVANTE OSAKA) 

 
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 12名  

 25. 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タヒチ 2013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タヒチ 2013 

期 間：9月 14日(土)～28日(土) 

場 所：タヒチ／パペーテ 

[スケジュール] 

9月 14日(土) 集合、出発  PM トレーニング 

9月 15日(日) トレーニング 

9月 16日(月) トレーニング 

9月 17日(火) トレーニング 

9月 18日(水) グループリーグ 第 1戦 vs.ロシア ●1-4(0-0、0-2、1-2) 

9月 19日(木) トレーニング 

9月 20日(金) グループリーグ 第 2戦 vs.パラグアイ ◯3-1(2-0、1-0、0-1) 

9月 21日(土) トレーニング 

9月 22日(日) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ 第 3戦 vs.ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ ◯4-3(1-1、1-1、0-0、2-1) 

9月 23日(月) トレーニング 
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9月 24日(火) トレーニング 

9月 25日(水) 準々決勝 vs.ブラジル ●3-4(1-2、1-0、1-2) 

9月 27日(金) 移動 

9月 28日(土) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

団 長 松崎 康弘 (JFA常務理事) 

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) 

主 務 関口 豪 (JFA競技運営部) 

[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) 

 
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) 

 
松田 圭祐 (AVANTE OSAKA) 

 
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 12名 

 26. 日本女子選抜 ミャンマー遠征の件 

  行事名：日本女子選抜 ミャンマー遠征 

期 間：9月 6日（金）～24日（火） 

場 所：ミャンマー/ヤンゴン 

[スケジュール] 

9月 6日（金）             PM集合 

9月 7日（土）       移動（成田→バンコク→ヤンゴン） 

9月 8日（日）～11日（水） トレーニング 

9月 12日（木）       15:30 グループリーグ第 1戦 vsフィリピン ○4-1（3-0） 

9月 13日（金）       トレーニング 

9月 14日（土）       15:30 グループリーグ第 2戦 vsインドネシア○8-0（4-0） 

9月 15日（日）       トレーニング 

9月 16日（月・祝）     19:30 グループリーグ第 3戦 vsラオス ○4-1（0-1） 

9月 17日（火）       トレーニング 



報告事項 

2013/10/10 第 6回理事会 

24 

9月 18日（水）       19:30 グループリーグ第 4戦 vsミャンマー ◯3-0（0-0） 

9月 19日（木）       トレーニング 

9月 20日（金）       19：30 準決勝 vsベトナム ◯2-1(0-1)(1-0)延長(1-0)(0-0) 

9月 21日（土）       トレーニング 

9月 22日（日）       18：45 決勝 vs U-19オーストラリア 

                         ◯1-1(0-1)(1-0)延長(0-0)(0-0)PK(5-3) 

9月 23日（月・祝）     移動（ヤンゴン→バンコク→成田） 

9月 24日（火）       成田着、解散 

[スタッフ] 

団 長 本田 一男 (日本女子サッカーリーグ理事長) 

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 田中 龍哉 (徳山大学) 

GKコーチ 杉山 想 (筑波大学大学院) 

ドクター 立石 智彦 (同愛記念病院)  ※9/6～9/16 

ドクター 清水 雅樹 (慶友整形外科病院)  ※9/15～9/24 

トレーナー 岡田 瞳 (フリー) 

総 務 高橋 健一 (西鉄旅行) 

[選  手] 

GK 後長 美咲 (スペランツァＦＣ大阪高槻) 

 原田 実歩 (武蔵丘短期大学シエンシア)  

DF 大関 美優 (日本体育大学) 

 宮下 芙美 (日本体育大学) 

 野津 絵理香 (日本体育大学) 

 須永 愛海 (仙台大学) 

 向井 紗月 (ＦＣ吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ) 

 奥川 千沙 (藤枝順心高等学校) 

MF 橋浦 さつき (ＡＣ長野パルセイロ・レディース) 

 加賀 孝子 (仙台大学) 

 田中 真理子 (スフィーダ世田谷ＦＣ) 

 小松 未奈 (ＦＣ吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ) 

 甲斐 そらみ (新潟医療福祉大学)  

 榎谷 岬 (日本体育大学) 

 今井 晴香 (ＩＮＡＣ神戸レオネッサ) 

 堀内 沙也香 (スペランツァＦＣ大阪高槻) 

 小林  菜々子 (常盤木学園高等学校) 

FW 高橋 美夕紀 (新潟医療福祉大学) 

 三橋  明香 (常盤木学園高等学校)  

 土居 明日香 (常盤木学園高等学校) 

以上 20名 
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 27. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  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 

 

 28. 暴力根絶相談窓口に関する件 

①  ②  

  

2013年 6月 24日(月)に設置した暴力根絶相談窓口の利用状況については、以下の通り。 

■通報件数   

43件（2013年 10月 9 日現在）（内対象件数 36件） 

■通報対象カテゴリー 

  ４種 17件 

   ３種  9件 

   ２種  6件 

   １種  1件 

   女子  3件 

■通報内容（概要） 

・指導者の選手に対する直接的暴力・暴言・威圧的発言など 

   ・指導者の保護者に対する暴言など 

   ・選手同士のいじめ 

■対応状況 

   窓口に通報のあった案件については、暴力根絶相談窓口設置規程に沿って、窓口利用者

の保護に留意しながら対応している。 

  

 29. 田中道博専務理事辞任の件 

①  ②  

  

健康上の理由により、本協会理事（専務理事）職について、2013 年 10 月 8 日付で辞任の申し出

があり、これを受理した。 

 

辞任日：2013年 10月 10日（2013年第 6回理事会の終結をもって） 

 

上記事情に鑑み、田中氏が担当していた委員長職（総務委員会、法務委員会、財務委員会、競
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技会委員会、JFA/J リーグ将来構想委員会）、リーダー職（JFA2005 年宣言推進プロジェク

ト）、各種委員会委員（規律委員会、天皇杯実施委員会、国体実施委員会、殿堂委員会、FIFA

クラブワールドカップ実行委員会、選手ステータス協議会、東日本大震災復興支援検討委員

会）及びプロジェクトメンバー（100 周年記念事業プロジェクト、ACL サポートプロジェクト）

の後任については、11月度の理事会に付議する予定。 

 

 


