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2014年 6月 5日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014年度 第 7回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ大会立候補国の件  

  ＦＩＦＡは、5月 9日、下記の大会の立候補国を発表した。 

ＪＦＡは、2014 年度第 3 回理事会（3 月 13 日開催）の决定に従い、ＦＩＦＡクラブワールドカ

ップ 2015・2016、同 2017・2018に立候補した。 

  開催国决定時期 立候補国 所属大陸連盟 

    
  FIFA 女子ワールドカップ 2019 

1 

2015年最初の 

FIFA理事会 

イングランド UEFA 

2 フランス UEFA 

3 韓国 AFC 

4 ニュージーランド OFC 

5 南アフリカ CAF 

        

  FIFA U-20 女子ワールドカップ 2018 

1 

2015年最初の 

FIFA理事会 

イングランド UEFA 

2 フランス UEFA 

3 韓国 AFC 

4 ニュージーランド OFC 

 

※ 南アフリカは、FIFA U-20女子ワールドカップ 2016をホ

ストする。 

    
  FIFA U-17 女子ワールドカップ 2018 

1 

2015年最初の 

FIFA理事会 

ボスニア・ヘルツェゴビナ UEFA 

2 エジプト CAF 

3 フィンランド UEFA 

4 北アイルランド UEFA 

5 スウェーデン UEFA 

    
  FIFA クラブ ワールドカップ 2015・2016 

1 2014.09.25-26の 

FIFA理事会 

インド AFC 

2 日本 AFC 
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  FIFA クラブ ワールドカップ 2017・2018 

1 
2014.09.25-26の 

FIFA理事会 

ブラジル CONMEBOL 

2 日本 AFC 

3 ＵＡＥ AFC 

        

  FIFA ビーチサッカー ワールドカップ 2017 

1 

2014.12.18-19の 

FIFA理事会 

アルゼンチン CONMEBOL 

2 バーレーン AFC 

3 ブラジル CONMEBOL 

4 ケイマン諸島 CONCACAF 

5 コスタリカ CONCACAF 

6 エクアドル CONMEBOL 

7 エジプト CAF 

8 エルサルバドル CONCACAF 

9 ドイツ UEFA 

10 トリニダード・トバゴ CONCACAF 

11 ＵＡＥ AFC 

12 ＵＳＡ CONCACAF 
 

 2. 名義使用申請の件 

  (1)申 請 団 体：未来のまちづくり・みちづくりフォーラム実行委員会 

事  業  名： 未来のまちづくり・みちづくりフォーラム 

「ハイスクールサミット in東北」 

主    催：「未来のまちづくり・みちづくりフォーラム」実行委員会 

共    催：一般社団法人東北経済連合会、 

福島県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、仙台市、いわき市、 

特定非営利活動法人ハッピーロードネット 

後    援：公益財団法人日本サッカー協会、福島県教育委員会、青森県教育委員会、 

岩手県教育委員会、宮城県教育委員会、秋田県教育委員会、 

山形県教育委員会、公益社団法人いわき青年会議所、相双４ＪＣ協議会、 

東北地方整備局、一般社団法人東北地域づくり協会、東日本高速道路(株)、 

東北電力(株)、東北国道協議会、 

一般財団法人秋田県建設・工業技術センター、 

公益財団法人山形県建設技術センター、東北建設業協会連合会、 

全国道路利用者会議、福島民報社、福島民友新聞社、東奥日報社、 

デーリー東北新聞社、岩手日報社、河北新報社、秋田魁新報社、 

山形新聞社、山形放送、いわき民報社、東北専門新聞連盟、 

ＮＨＫ福島放送局、公益社団法人こども環境学会 等 

開  催  日：8月 9日（土） 12時 45分～16時 30分 

会    場：いわき産業創造館企画展示ホール[ＬＡＴＯＶ６階]（福島県いわき駅前） 
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参 加 予 定:高校生（東北・全国）約 80名、一般参加（地元高校生・大人）約 300名 

目    的：高校生が「大人社会への意見や考えを提言」する機会を提供するとともに、 

「まち・みち・地域づくり活動」への参画を促し、次世代の人材育成を図り、 

「安全で安心なまちづくり」と「活力ある地域づくり」を大人と一緒に考えて

いくことを目的とする。 

平成 23 年 3月 11日に発生した東日本大震災は、私たちがこれまでに経験した

ことのない未曾有の大災害となったが、未来を担う子ども達が住民の一人とし

て、主体的に復興や防災に関わっていける環境を作ることが大切である。 

地元 福島のＪヴィレッジを含めた東日本大震災からの復興や今後予想される

震災への備えなどを踏まえ、「愛するふるさとの未来像」をメインテーマと

し、高校生たちが想いを語り合い、これまでのフォーラム（4 回開催）の集大

成として、未来に向けた提言をまとめ、全国に発信することを目的として、フ

ォーラムを開催する。 

 

 3. 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。 

（役員） 

① FIFA U-20女子ワールドカップカナダ 2014 

アシスタントジェネラルコーディネーター：江川 純子 

大会期間：8月 5日（火）～24日（日） 

② AFC Men Referee Recruiting 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：石山昇 

期 間：5月 9日～11日 

場 所：ビエンチャン／ラオス 

③ The Referee and Referee Commissioner Training Course of V. League 2014 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山昇 

期 間：5月 11日～15日 

場 所：ダナン／ベトナム 

④ AFC Women’s Asian Cup Vietnam 2014 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：大岩真由美 

期 間：5月 9日～27日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

⑤ AFC Referee Committee 

委 員：上川徹 

期 間：5月 24日～26日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

⑥ AFC Men Referee Recruiting 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：岡田正義 

期 間：5月 24日～27日 

場 所：ブルネイ 
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⑦ AFC U-14 Girls’ Regional Championsihp 2014 

委 員：西村志保 

期 間：5月 23日～6月 5日 

場 所：北京／中国 

（審判員） 

① AFC Futsal Championship 2014 

審判員：小崎知広、小林裕之 

期 間：4月 27日～5月 11日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

② AFC Women’s Asian Cup Vietnam 2014 

審判員：山岸佐知子、手代木直美 

期 間：5月 9日～27日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

③ AFC Champions League 2014-Round of 16 

審判員：佐藤隆治、大塚晴弘、八木あかね、當麻政明 

期 間：5月 4日～8日 

場 所：ドーハ／カタール 

④ AFC Champions League 2014-Round of 16 

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸、木村博之 

期 間：5月 10日～15日 

場 所：リヤド／サウジアラビア 

⑤ AFC Cup 2014-Round of 16 

審判員：飯田淳平、五十嵐泰之、唐紙学志、東城穣 

期 間：5月 11日～15日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

⑥ The Beach Soccer Championship 

審判員：櫻田雅裕 

期 間：5月 12日～21日 

場 所：カリフォルニア州／USA 

⑦ AFC Challenge Cup Maldives 2014 

審判員：山本雄大、越智新次 

期 間：5月 15日～6月 1日 

場 所：マーレ／モルディブ 

⑧ K-League親善試合 

審判員：吉田哲郎、平間亮、村井良輔 

期 間：5月 21日～23日 

場 所：水原／韓国 

⑨ AFC U-14 Girls’Regional Championship-East Region 

審判員：長浜杏名 

期 間：5月 24日～6月 5日 
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場 所：北京／中国 

⑩ U23国際親善試合 

審判員：木村博之、八木あかね、唐紙学志 

期 間：5月 30日～6月 2日 

場 所：ソウル／韓国 

 

 4. 海外遠征申請の件 

  （1）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-14 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 7月 10日（木）～21日（月・祝） 

遠 征 先 イエテボリ/スウェーデン 

（2）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-13 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 7月 26日（土）～8月 2日（土） 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

 (3)  公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム コンサドーレ札幌 （第 1種） 

遠征期間 6月 24日（火）～26日（木） 

遠 征 先 大邱/韓国 

（4）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 東北学院高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 7月 25日（金）～29日（火） 

遠 征 先 光州/韓国 

（5）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 常盤木学園高等学校サッカー部 （女子） 

遠征期間 7月 7日（月）～21日（月・祝） 

遠 征 先 ブレイン/アメリカ 

（6）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム さいたま市高校選抜サッカー選手団 （第 2種） 

遠征期間 7月 23日（水）～30日（水） 

遠 征 先 マインツ他/ドイツ 

（7）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム フットボールクラブ深谷 （第 3種） 

遠征期間 7月 27日（日）～8月 3日（日） 

遠 征 先 高揚/韓国 

（8）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-18 （第 2種） 

遠征期間 5月 25日（日）～6月 6日（金） 

遠 征 先 マドリード/スペイン 

（9）公益社団法人 千葉県サッカー協会 
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チ ー ム 柏レイソル U-12 （第 4種） 

遠征期間 6月 22日（日）～30日（月） 

遠 征 先 マラガ/スペイン 

（10）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 西武掛川地区 U-12選抜 （第 4種） 

遠征期間 7月 25日（金）～28日（月） 

遠 征 先 抱川市・ソウル/韓国 

（11）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム GSA静岡県トレセン U-12 （第 4種） 

遠征期間 7月 23日（水）～8月 2日（土） 

遠 征 先 メキシコシティ/メキシコ 

（12）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水エスパルスジュニアユース U-14 （第 3種） 

遠征期間 7月 30日（水）～8月 8日（金） 

遠 征 先 サンパウロ/ブラジル 

（13）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡トレーニングセンターU-12 （第 4種） 

遠征期間 7月 27日（日）～30日（水） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（14）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 7月 22日（火）～8月 3日（日） 

遠 征 先 コールレイン/北アイルランド 

（15）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 7月 23日（水）～28日（月） 

遠 征 先 調整中/ベトナム 

（16）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 高槻市少年選抜 U-12 （第 4種） 

遠征期間 8月 6日（水）～13日（水） 

遠 征 先 トゥーンバ/オーストラリア 

（17）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪府選抜 U-16 （第 2種） 

遠征期間 7月 7日（月）～11日（金） 

遠 征 先 上海/中国 

（18）一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

チ ー ム 全日本大学サッカー選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 7月 6 日（日）～15日（火） 

遠 征 先 ムルシア/スペイン 
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5月の理事会にて承認された以下の遠征は、受け入れ先都合により日程を変更した。 

（1）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪 （第 1種） 

遠征期間 6月 17日（火）～24日（火） 

遠 征 先 ジャカルタ・バンドン/インドネシア 

遠征期間変更 6月 12日（木）～17日（火） 

（2）公益財団法人広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 （第 1種） 

遠征期間 5月 19日（月）～22日（木） 

遠 征 先 釜山/韓国 

遠征期間変更 5月 19日（月）～21日（水） 

 

5月の理事会で承認された以下遠征は、現地情勢に鑑み中止することとした。 

（1）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ （第 1種） 

遠征期間 5月 22日（木）～25日（日） 

遠 征 先 ビンズン/ベトナム 

（2）一般社団法人 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 5月 22日（木）～25日（日） 

遠 征 先 ビンズン/ベトナム 

 

 5. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 一般社団法人秋田県サッカー協会 

使用目的： 名刺 39名分（各 200枚） 

（2）申請団体： 特定非営利活動法人山形県サッカー協会 

使用目的： 名刺 1名分（各 100枚） 

（3）申請団体： 公益財団法人埼玉県サッカー協会 

使用目的： ４種役員用ＩＤカード 40枚 

（4）申請団体： 一般社団法人長野県サッカー協会 

   使用目的： 役員用天皇杯ポロシャツ 50枚 

         理事・事務局員用ＡＤカード 40枚 

 

 6. 第 94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 開催概要決定の件 

  （報告）資料№1 

「第 94回天皇杯全日本サッカー選手権大会」の組み合わせ及び会場が、天皇杯実施委員会

（5/16開催）において、別紙の通り決定した。 

併せて、消費税率引上げに伴い、今年度よりチケット料金が改訂される事が決定した。 

＜組み合わせ＞ 

別紙参照 ※1回戦～ラウンド 16（4回戦） 
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＜会場一覧＞ 

別紙参照 ※1回戦～2回戦 

＜チケット料金＞ 

別紙参照 

また、ＡＣＬ出場チームの関係で試合日が確定していなかった試合は、当該チームのＡＣＬ敗

退により、予定通りの日程で確定した。 

＜大会日程＞ 

別紙参照 

 

 7. 2013年度 Ｓ級コーチ養成講習会判定結果の件 

①  ②  

  

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 

次の 3名を S級コーチとして認定する。 

① 氏  名：浮嶋 敏（うきしま びん） 

指導チーム：湘南ベルマーレ U-15 

生年月日 ：1967年 9月 4日 

資  格 ：2005年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2002年 ～2005年 神奈川県立新城高校サッカー部監督  

       2006年 ～2008年 横浜 FCジュニアユース監督（育成統括を兼任）        

       2009年 ～2010年 横浜 FCユース監督（アカデミーダイレクターを兼任）      

       2011年 ～2012年 湘南ベルマーレトップチームコーチ 

       2013年 ～現在  湘南ベルマーレ U-15平塚 監督 

               （アカデミーダイレクターを兼任） 

②氏  名：田中 誠（たなか まこと） 

生年月日 ：1975年 8月 8日 

資  格 ：2013年 A級コーチジェネラルライセンス 

③氏  名：鳥居塚 伸人（とりいづか のぶひと） 

指導チーム：ザスパクサツ群馬 

生年月日 ：1972年 8月 7日 

資  格 ：2011年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1999年 ～ 2000年  群馬朝鮮初中級学校・コーチ 

       1999年 ～ 2002年  群馬県立前橋商業高校・コーチ 

       2001年 ～ 2002年  ブルーボタン・コーチ 

       2002年        図南サッカークラブ U-15・コーチ 

       2002年        高崎市選抜・監督 

       2003年 ～ 2004年  ザスパ草津・コーチ（選手兼任） 

     2009年 ～ 2011年  ザスパ草津トップチーム・コーチ 

    2012年        ザスパ草津 U-15・監督 

     2013年 ～ 現在    ザスパクサツ群馬 U-12・コーチ 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：397名（上記 3名含む） 

※ 2013年度 S級コーチ認定者数：11名/21名中 
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 8. 2013年度 Ｂ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  2013年度Ｂ級コーチ養成講習会に次の者が合格した。 

金子 英高 

※4月 419名、5月 7名を報告済み 合計：427名 

 9. 2014年度 ナショナルトレセン U-14（前期）活動の件 

③  ④  

  

（報告）資料№2 

行事名：ナショナルトレセン U-14    

期  間：5月 22日(木)～25日(日) 

場  所：東日本 中札内交流の杜（北海道・帯広） 

関 東 時之栖スポーツセンター（静岡県御殿場市・裾野市） 

中日本 七尾市和倉温泉多目的グラウンド(石川県・七尾市) 

西日本 大分スポーツ公園 サッカーラグビー場（大分県・大分市） 

［スケジュール］ 

５月 22日(木) 集合・トレーニング 

５月 23日(金) トレーニング  

５月 24日(土) トレーニング 

５月 25日(日) ゲーム・解散 

［スタッフ］※開催地域のチーフ 

 開催地域：東日本（北海道・東北） 

山橋 貴史 ※ （JFAナショナルトレセンコーチ/北海道） 

山﨑 茂雄 ※ （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

菊池 利三  （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

山路 嘉人  （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

井上 祐   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/東北） 

尾形 行亮  （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/北海道） 

 開催地域：関東 

木村 浩吉 ※ （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

村松 浩   （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

保坂 不二夫  （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

皆川 新一    （JFAナショナルトレセンコーチ/キッズプロジェクト） 

楠本 晃義  （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/関東） 

高桑 大二朗 （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/関東）  

中日本 

池内 豊 ※  （JFAナショナルトレセンコーチ/東海） 

星原 隆昭  （JFAナショナルトレセンコーチ/関西） 

片渕 浩一郎 （JFAナショナルトレセンコーチ/北信越） 

堀池 巧     （JFAナショナルトレセンコーチ/東海） 

木村 康彦  （JFAナショナルトレセンコーチ/北信越） 

菊池 彰人    （JFAナショナルトレセンコーチ/関西） 

遠藤 善主    （JFAナショナルトレセンコーチ/北信越） 
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武田 亘弘   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/関西） 

安藤 信也    （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/東海） 

西日本 

橋川 和晃※ （JFAナショナルトレセンコーチ/九州） 

猿澤 真治   （JFAナショナルトレセンコーチ/四国） 

森山 佳郎   （JFAナショナルトレセンコーチ/中国） 

島田 信幸   （JFAナショナルトレセンコーチ/九州） 

梁 圭史    （JFAナショナルトレセンコーチ/中国） 

竹元 義幸   （JFAナショナルトレセンコーチ/九州） 

墨屋 孝    （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/九州） 

阿江 孝一   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/中国）  

［地域スタッフ］［選手］ 

  ※別紙資料参照 

 

 10. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2014の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2014 

期 間：5月 21日（水）～27日（火） 

場 所：鹿児島県指宿市、埼玉県さいたま市 

[スケジュール] 

5月 21日 （水） 集合、トレーニング 

5月 22日 （木） トレーニング 

5月 23日 （金） トレーニング 

5月 24日 （土） トレーニング 

5月 25日 （日） トレーニング、移動、「夢を力に 2014壮行会」 

5月 26日 （月） 公式練習 

5月 27日 

 

 

（火） 

 

 

キリンチャレンジカップ 2014 

日本代表 vs. キプロス代表 ○1－0（1－0） 

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) 

ドクター 

 

島田 和典 

 

(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 

2014/6/5 第 7回理事会 

11 

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   
(独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事

業)  

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 (浦和レッズ) 

 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)) 

 森重 真人 (FC東京) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04（ドイツ）) 

 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）) 

 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 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

FW 大久保 嘉人 (川崎フロンターレ) 

 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (A.C.ミラン(イタリア)) 

 香川 真司 (ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ(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)  

 齋藤 学 (横浜 F･マリノス) 

 大迫 勇也 (TSV 1860ミュンヘン(ドイツ)) 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

計 25名 
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 11. 日本代表 2014FIFAワールドカップブラジル™ 直前合宿の件 

  行事名：日本代表 2014FIFAワールドカップブラジル™ 直前合宿 

期 間：5月 29日（木）～6月 6日（金） 

場 所：アメリカ・タンパ 

[スケジュール] 

5月 29日 （木） 集合、出発 

5月 30日 （金） トレーニング 

5月 31日 （土） トレーニング 

6月 1日 （日） 公式練習 

6月 2日 （月） 国際親善試合 vs.コスタリカ代表 

6月 3日 （火） トレーニング 

6月 4日 （水） トレーニング 

6月 5日 （木） 公式練習 

6月 6日 （金） 国際親善試合 vs.ザンビア代表 

[スタッフ] 

団長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

技術委員長 原 博実 (JFA専務理事兼技術委員長) 

ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員) 

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) 

ドクター 

 

島田 和典 

 

(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   (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

ﾁｰﾑ運営統括 松田 薫ニ (JFA代表チーム部) 

ﾁｰﾑ運営統括補佐 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 西澤 和剛 (JFAコミュニケーション部) 

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) 
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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) 

シェフ 西 芳照 (Dream24) 

シェフ 上村 博光 (Dream24) 

[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 (浦和レッズ) 

 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)) 

 森重 真人 (FC東京) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04（ドイツ）) 

 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）) 

 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 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

FW 大久保 嘉人 (川崎フロンターレ) 

 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (A.C.ミラン(イタリア)) 

 香川 真司 (ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ(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) 

 齋藤 学 (横浜 F･マリノス) 

 大迫 勇也 (TSV 1860ミュンヘン(ドイツ)) 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

計 25名 

 12. Jリーグ・アンダー22 選抜 J3リーグの件 

   

1節 3月 9日(日) vs.FC琉球 ●0-3 (沖縄県総合運動公園陸上競技場） 

2節 3月 16日(日) vs.藤枝 MYFC ○4-2 (藤枝総合運動公園サッカー場) 

3節 3月 23日(日) vs.グルージャ盛岡 ●1-6 (盛岡南公園球技場） 

4節 3月 30日(日) vs.ﾌﾞﾗｳﾌﾞﾘｯﾂ秋田 ○2-1 (秋田市八橋運動公園球技場） 

5節 4月 6日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ○2-0（ニッパツ三ツ沢球技場） 

6節 4月 13日(日) vs.福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ FC ○1-0（とうほう・みんなのスタジアム） 
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7節 4月 20日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-1（とりぎんバードスタジアム） 

8節 4月 26日(土) vs.FC町田ゼルビア ●0-4（町田市立陸上競技場） 

9節 4月 29日(火) vs.S.C相模原 ○1-0（相模原ギオンスタジアム） 

10節 5月 4日(日) vs.AC長野パルセイロ ●0-1（長野県運動公園陸上競技場） 

11節 5月 11日(日) vs.ツエーゲン金沢 ●0-2（石川県西部緑地公園陸上競技場） 

12節 5月 18日(日) vs.藤枝 MYFC ●1-3（藤枝総合運動公園サッカー場) 

13節 5月 25日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-1（とりぎんバードスタジアム） 
 

 13. Ｕ-19日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：5月 18日(日)～21日(水) 

場 所：福島県相馬市、宮城県利府町 

[スケジュール] 

5月 18日 （日） 集合、トレーニング 

5月 19日 （月） トレーニング 

5月 20日 （火） トレーニングマッチ vs. 福島ユナイテッド FC 2-1（0-1） 

5月 21日 （水） トレーニングマッチ vs. ソニー仙台 0-1（0-0） 

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   ： 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 中村 航輔 （柏レイソル） 

 
田口 潤人 （横浜 F・マリノスユース） 

DF 三浦 弦太 （清水エスパルス） 

 
内山 裕貴 （コンサドーレ札幌） 

 
広瀬 陸斗 （水戸ホーリーホック） 

 
宮原 和也 （サンフレッチェ広島 F.C） 

 
三竿 健斗 （東京ヴェルディユース） 

 
山口 真司 （ヴィッセル神戸 U-18） 

 
石田 崚真 （ジュビロ磐田 U-18） 

 
茂木 力也 （浦和レッズユース） 

MF 松本 昌也 （大分トリニータ） 

 
関根 貴大 （浦和レッズ）       
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金子 翔太 （清水エスパルス） 

 
大山 啓輔 （大宮アルディージャ）            

 
安東 輝 （福島ユナイテッド FC） 

 
小川 直毅 （ガンバ大阪） 

 
川辺 駿 （サンフレッチェ広島 F.C） 

 
奥川 雅也 （京都サンガ F.C.U-18） 

FW 田村 亮介 （京都サンガ F.C.） 

 
諸岡 佑輔 （福岡大学） 

 
越智 大和 （産業能率大学） 

 
宮市 剛 （湘南ベルマーレ） 

 
表原 玄太 （愛媛 FC） 

以上 23名 

 14. 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 WORLD MATCH 

期 間：5月 5日(月・祝)～8日(木) 

場 所：大阪府堺市・大阪市 

[スケジュール] 

5月 5日(月・祝)  PM 集合･トレーニング 

5月 6日(火)    AMトレーニング PMトレーニング 

5月 7日(水)      AMトレーニング PM公式練習 

5月 8日(木)      vs. ニュージーランド女子代表 ○2-1（1-0） 

[スタッフ]  

団 長 上田 栄治 (JFA理事) 

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グスタッフ/早稲田大学) 

ドクター 原 邦夫 (社会保険京都病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 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 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダスジャパン) 

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) 
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 山根 恵里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

DF 上尾野辺めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 宇津木 瑠美 (Montpellier HSC)  ※3 

 長船  加奈 (ベガルタ仙台レディース)  ※1 

 小原 由梨愛 (アルビレックス新潟レディース) ※2 

 高畑 志帆 (浦和レッズレディース) 

 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

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 (Seattle Reign FC) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 川村 優理 (ベガルタ仙台レディース) 

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ) 

 杉田 亜未 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

FW 丸山 桂里奈 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 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) 

 髙瀬 愛実 (INAC神戸レオネッサ) 

 吉良 知夏 (浦和レッズレディース) 

 
 

計 24名 

※1 途中離脱、※2 追加招集、※3 5/6合流 

 15. なでしこジャパン（日本女子代表） AFC女子アジアカップの件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表） AFC女子アジアカップベトナム 2014 

期 間：5月 9日(金)～26日(月) 

場 所：ベトナム・ホーチミン 

[スケジュール] 

5月  9日(金) PM移動、現地着 

5月 10日(土) トレーニング 

5月 11日(日) トレーニング 

5月 12日(月) トレーニング 

5月 13日(火) トレーニング 

5月 14日(水) グループステージ第 1戦 vsオーストラリア △2-2(0-1) 

5月 15日(木) トレーニング 

5月 16日(金) グループステージ第 2戦 vsベトナム ○4-0(1-0) 

5月 17日(土) トレーニング 

5月 18日(日) グループステージ第 3 戦 vsヨルダン ○7-0(2-0) 

5月 19日(月) トレーニング 
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5月 20日(火) トレーニング 

5月 21日(水) トレーニング 

5月 22日(木) 準決勝 vs中国 ○2－1（0-0,1-1 延長 0-0,1-0） 

5月 23日(金) トレーニング 

5月 24日(土) トレーニング 

5月 25日(日) 決勝 vsオーストラリア ○1－0（1-0） 

5月 26日(月) PM 移動、帰国 

[スタッフ]  

団 長 上田 栄治 (JFA理事) 

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グスタッフ/早稲田大学) 

ドクター 原 邦夫 (社会保険京都病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 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 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダスジャパン) 

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 上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 宇津木 瑠美 (Montpellier HSC)  

 小原 由梨愛 (アルビレックス新潟レディース) 

 高畑 志帆 (浦和レッズレディース) 

 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

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 (Seattle Reign FC) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 川村 優理 (ベガルタ仙台レディース) 

 木龍 七瀬 (Sky Blue FC) 

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ) 

 杉田 亜未 (伊賀フットボールクラブくノ一) 
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 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

FW 丸山 桂里奈 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 大儀見 優季 (CHELSEA LADIES) ※1 

 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) 

 髙瀬 愛実 (INAC神戸レオネッサ) 

 吉良 知夏 (浦和レッズレディース) 

 
 

計 25名 

※1 5/13～5/19まで帯同 

 16. フットサル日本代表 スペイン遠征の件 

  行事名：スペイン遠征 

期 間：3月 26日(水)～4月 11日(金) 

場 所：スペイン・セゴビア、ほか 

[スケジュール] 

3月 26日(水) PM集合 

3月 27日(木) AM移動、PM現地着 

3月 28日(金) トレーニング 

3月 29日(土) トレーニング 

3月 30日(日) トレーニング 

3月 31日(月) トレーニングマッチ カハ・セゴビア戦 ◯4-3 

4月 1日(火) トレーニングマッチ CDブリウエガ戦 ◯2-1 

4月 2日(水) トレーニングマッチ マグナ・ナバーラ戦 ●0-1 

4月 3日(木) トレーニング 

4月 4日(金) トレーニング 

4月 5日(土) トレーニング 

4月 6日(日) トレーニングマッチ アスカル・ルーゴ戦 ●3-4 

4月 7日(月) トレーニングマッチ サンチアゴ・フットサル戦 ●1-4 

4月 8日(火) 終日移動日 

4月 9日(水) トレーニングマッチ インテル・モビスター戦 △3-3 

4月 10日(木) 移動 

4月 11日(金) 帰国、解散 

[スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリー) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA/東急スポーツシステム) 

ドクター 船越 雄誠 (聖隷浜松病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 (東京スポーツ・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 川原 永光 (名古屋オーシャンズ) 
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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) 

 
稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 
小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 

佐藤 亮 (ウマコン・サラゴサ（スペイン）) 

 
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) 

 
中村 良介 (バサジィ大分) 

 
皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
内村 俊太 (湘南ベルマーレ) 

以上 16名 

 17. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 4月の件 

  行事名：フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 4月 

期 間：4月 16日(水)～26日(土) 

場 所：愛知県名古屋市 

[スケジュール] 

4月 16日(水) PM集合、トレーニング 

4月 17日(木) トレーニング 

4月 18日(金) トレーニング 

4月 19日(土) トレーニング 

4月 20日(日) トレーニング 

4月 21日(月) トレーニング 

4月 22日(火) トレーニング 

4月 23日(水) トレーニング 

4月 24日(木) トレーニング 

4月 25日(金) トレーニング 

4月 26日(土) AMトレーニング、PM解散 

[スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリー) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA/東急スポーツシステム) 

ドクター 立石 智彦 (同愛記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ *-4/21 大岡 茂 (R-body project) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ *4/21- 後関 慎司  (東京スポーツ・レクリエーション専門学校) 
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総 務 倉田 研太郎 (JFA代表チーム部)  

[選 手] 

GK 川原 永光 (無所属／移籍交渉中) 

 
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) ※4/21追加招集 

 
稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 
小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 

佐藤 亮 (ウマコン・サラゴサ（スペイン）) 

 
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) 

 
中村 良介 (無所属／移籍交渉中) 

 
皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 

前鈍内 マティア

ス エルナン (名古屋オーシャンズ) 

 
内村 俊太 (湘南ベルマーレ) 

以上 17名 

 18. フットサル日本代表 ＡＦＣフットサル選手権の件 

  行事名：フットサル日本代表 ＡＦＣフットサル選手権 

期 間：4月 28日(月)～5月 11日(日) 

場 所：ベトナム・ホーチミン 

[スケジュール] 

4月 28日(月) PM集合 

4月 29日(火・祝) AM移動、PM現地着、トレーニング 

4月 30日(水) トレーニング 

5月 1日(木) グループステージ第 1戦 韓国代表戦 ◯12-0 

5月 2日(金) トレーニング 

5月 3日(土・祝) グループステージ第 2戦 ウズベキスタン代表戦 ●1-2 

5月 4日(日・祝) トレーニング 

5月 5日(月・祝) グループステージ第 3戦 キルギス代表戦 ◯4-0 

5月 6日(火) トレーニング 

5月 7日(水) 準々決勝 タイ代表戦 ◯3-2 

5月 8日(木) 準決勝 クウェート代表戦 ◯6-1 

5月 9日(金) トレーニング 

5月 10日(土) 決勝 イラン代表戦 ◯2-2(1-1、延長 2-2、PK3-0) 
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5月 11日(日) AM移動、PM帰国・解散 

[スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリー) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA/東急スポーツシステム㈱) 

ドクター 原口 貴久 (東京医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 大岡 茂 ((株)R-body project) 

総 務 倉田 研太郎 (JFA代表チーム部)  

[選 手] 

GK 川原 永光 (アグレミーナ浜松) 

 
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) 

 
稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 
小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 

佐藤 亮 (ウマコン・サラゴサ（スペイン）) 

 
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) 

 
中村 良介 (アグレミーナ浜松) 

 
皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
内村 俊太 (湘南ベルマーレ) 

以上 16名 

 19. ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 4月の件 

  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 4月 

期 間：4月 18日(金)～21日(月) 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

4月 18日(金) PM集合、トレーニング 

4月 19日(土) トレーニング 

4月 20日(日) トレーニング 

4月 21日(月) AMトレーニング、PM解散 

[スタッフ]  

監 督 マルセロ・メンデス (JFA) 

GKコーチ 中河 昌彦 (国士舘大) 

通訳 又吉 健良 エジソン (フリー) 

ドクター 新城 宏隆 (バークレーじのん整形外科) 
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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) 

 
杉田 哲司 (湘南 SPREAD1545) 

FP 中村 律臣 (DORSOL北九州) 

 
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) 

 
鈴木 俊多 (RAVIR静岡) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
松田 圭祐 (AVANTE OSAKA) 

 
後藤 崇介 (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) 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

以上 17名 

 20. ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 5月の件 

  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 5月 

期 間：5月 17日(土)～20日(火) 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

5月 17日(土) PM集合、トレーニング 

5月 18日(日) トレーニング 

5月 19日(月) トレーニング 

5月 20日(火) AMトレーニング、PM解散 

[スタッフ]  

監 督 マルセロ・メンデス (JFA) 

GKコーチ 中河 昌彦 (国士舘大) 

通訳 又吉 健良 エジソン (フリー) 

ドクター 平野 篤 (水戸協同病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総 務 倉田 研太郎 (JFA代表チーム部)  

 



報告事項 

2014/6/5 第 7回理事会 

23 

[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) 

 
杉田 哲司 (湘南 SPREAD1545) 

FP 牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (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) 

 
宮本 光 (ドルソーレ北九州) 

 
鈴木 俊多 (RAVIR静岡) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
後藤 崇介 (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) 

 
瀧口 貴史 (ノーソックス横浜) 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

 
渋谷 龍一 (湘南 SPREAD1545) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

以上 18名 

 21. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 車屋 紳太郎 

 （所属歴：熊本ユナイテッド SC→長嶺中学校サッカー部→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： 2014年 5月 13日 

 

 


