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2015年 3月 12日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2015 年度 第 3回理事会 

報告事項 

 1. （仮称）一般財団法人日本ビーチサッカー連盟の件 

  （報告）資料№1 

日本ビーチサッカー連盟設立準備会より、ビーチサッカー（以下、「BS」）の環境整備、競技

者と地域サッカー協会及び都道府県サッカー協会との緊密な関係構築、BSの普及やサッカーへ

の貢献等を目的に、新連盟を設立する旨の報告と本協会から連盟への役員の派遣要請があっ

た。しかしながら、 

①ビーチサッカーを専門に活動するチームは約 30チーム（2014年度第 9回全国ビーチサッカ

ー大会の参加チーム数：118 チーム）に限られ、また各地域においてビーチサッカー連盟が

充分に組織化されていない。 

②ビーチサッカーは FIFA、AFCが行っている競技のひとつであり、ビーチサッカーが正しく競

技され、普及、発展するためには、本協会がしっかりと管理監督すべきであり、管理できな

い組織の設立や大会が開催されることは避けなければならない。 

よって、本協会としては同連盟に対して次のとおり対応することとする。 

(1) 新連盟設立は容認するが、加盟団体としては認めない。 

(2) 同連盟への役員派遣は行わない。 

(3) 同連盟の活動はフットサル委員会が管轄し、サポートする。 

(4) 同連盟が主催する競技会に参加する選手は、本協会に加盟登録させる。また、同連盟の大

会には本協会が後援を出来るような態勢をつくる。これらにより、本協会、FIFA､AFC並び

に CASの指示、指令、命令、決定並びに裁定等を遵守する義務を課すことができる。 

(5) 今後少なくとも 6 地域でのリーグ開催及び盤石な組織化とチーム数の拡大が図られた場合

は、本協会からの役員派遣と加盟団体としての承認について検討する。 

なお、同連盟が主催する大会においては、本協会登録選手が競技し、本協会登録審判員が審判

することになるため、設立準備会には、本協会の後援と、将来本協会の加盟団体になることを

想定し、本協会の諸規則を遵守することを約束している。 

 

 2. 海外遠征申請の件 

  （1）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム べガルダ仙台ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 4月 1日（水）～4月 6日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（2）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 常総アイデンティティ U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 29日（日）～4月 6日（月） 

遠 征 先 ケルン/ドイツ 

（3）一般社団法人 群馬県サッカー協会 

チ ー ム 群馬育英学園私立前橋育英高等学校 （第 2種） 
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遠征期間 3月 27日（金）～4月 7日（火） 

遠 征 先 ダラス/アメリカ 

（4）一般社団法人 群馬県サッカー協会 

チ ー ム 前橋フットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 3月 27日（金）～4月 7日（火） 

遠 征 先 ダラス/アメリカ 

（5）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム さいたま市立浦和高等学校 （第 2種） 

遠征期間 3月 24日（火）～3月 31日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（6）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 船橋市立船橋高等学校 （第 2種） 

遠征期間 4月 1日（水）～4月 9日（木） 

遠 征 先 リヨン/フランス 

（7）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学付属柏高等学校 （第 2種） 

遠征期間 4月 20日（月）～5月 2日（土） 

遠 征 先 ヴェローナ/イタリア 

（8）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム F.C. フトゥーラス エストレージャス （第 3種） 

遠征期間 3月 28日（土）～4月 6日（月） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-18 （第 2種） 

遠征期間 3月 22日（日）～3月 31日（火） 

遠 征 先 フランクフルト/ドイツ 

（10）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FCトリプレッタジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3月 29日（日）～4月 7日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（11）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女子 （女子） 

遠征期間 3月 12日（木）～3月 24日（火） 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

（12）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム Lazos27 （シニア） 

遠征期間 4月 6日（月）～4月 14日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（13）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース U-14 （第 3種） 
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遠征期間 3月 26日（木）～4月 1日（水） 

遠 征 先 ソウル・大田・大邱/韓国 

（14）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 30日（月）～4月 7日（火） 

遠 征 先 タンパ/アメリカ 

（15）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム AC長野パルセイロ U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 24日（火）～4月 2日（木） 

遠 征 先 エッセン/ドイツ 

（16）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都府選抜 U-12 （第 4種） 

遠征期間 3月 27日（金）～3月 30日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（17）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-13選抜 （第 3種） 

遠征期間 3月 25日（水）～3月 29日（日） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（18）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3月 30日（月）～4月 8日（水） 

遠 征 先 マドリッド/スペイン 

（19）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ユース （第 3種） 

遠征期間 4月 3日（金）～6日（月） 

遠 征 先 井邑/韓国 

（20）一般社団法人 奈良県サッカー協会 

チ ー ム YF NARATESORO （第 4種） 

遠征期間 4月 9日（木）～4月 12日（日） 

遠 征 先 海門/中国 

（21）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島トレセン U-12 （第 4種） 

遠征期間 3月 27日（金）～3月 31日（火） 

遠 征 先 天安/韓国 

（22）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 川崎 FC （第 3種） 

遠征期間 3月 27日（金）～3月 31日（火） 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（23）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム ロアッソ熊本ジュニアユース （第 3種） 
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遠征期間 3月 30日（月）～4月 7日（火） 

遠 征 先 ビジャレアル、バルセロナ/スペイン 

【遠征日程変更】 

2014年 10月理事会にて報告済の以下の遠征は、本年 3月に日程を変更した。 

(1)  一般財団法人福島県サッカー協会 

チ ー ム ＪＦＡアカデミー福島 (女子) 

遠征期間 変更前： 11月 14日(金)～24日(月・振休) 

     変更後： 3月 22日（日）～4月 1日（水） 

遠 征 先 アメリカ／ダラス 

 

 3. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 一般社団法人群馬県サッカー協会 

使用目的： 名刺 19名分（各 100枚） 

(2) 申請団体： 一般社団法人宮崎県サッカー協会 

使用目的： 名刺 2名分（各 200枚） 

（3）申請団体： 一般社団法人長崎県サッカー協会 

使用目的： 2015年全労済カップ九州少年サッカー長崎県大会ポスター 

730mm×510mm（600枚） 

 4. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次の通り。 

＜役員＞ 

（セミナー） 

① AFC Refereeing Seminar 2015 Observer-Referee Instructor 

インストラクター：須原清貴 

期 間：2月 2日～2月 7日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② AFC Refereeing Seminar 2015 Referee Instructor/Referee Assessor 

インストラクター：石山昇、廣嶋禎数、深野悦子 

期 間：2月 2日～2月 11 日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

③ AFC Refereeing Seminar 2015 Observer-Referee Assessor 

アセッサー：上川徹、岡田正義  

期 間：2月 7日～2月 7日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

④ Futsal Referee Workshop 

インストラクター：松崎康弘 

期 間：2月 14 日～2月 16日 

場 所：香港 

⑤ Refereeing Assistance Programme-Seminar for FIFA referee instructors 

インストラクター：石山昇 
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期 間：2月 16 日～2月 22日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

（国際試合・大会） 

① AFC Champions League 2015 Play-Off East PO4 

アセッサー：廣嶋禎数 

期 間：2月 15 日～2月 18日 

場 所：北京／中国 

② AFC Cup 2015 Group E 

アセッサー：廣嶋禎数 

期 間：2月 22 日～2月 25日 

場 所：香港 

③ ACL 2015 グループステージ 

Al Shabab (サウジアラビア) vs Naft Tehran (イラン) 

試合日： 4月 7日（火） 

マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① FIFA seminar for prospective referees for the FIFA Women's World Cup Canada 2015 

審判員：山岸佐知子、梶山芙紗子 

期 間：2月 21 日～3月 1日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

（国際試合・大会） 

① AFC Champions League 2015 Preliminary Round 1-East PR1.4 

審判員：山本雄大、大塚晴弘、五十嵐泰之 

期 間：2月 2日～2月 6日 

場 所：ジョホール・ダルル・タクジム／マレーシア 

② U-16女子日本代表アメリカ遠征帯同 

審判員：山下良美 

期 間：2月 8日～2月 17 日 

場 所：ロサンゼルス／USA 

③ AFC Champions League 2015 Preliminary Round 2-East PR2.3 

審判員：東城穣、名木利幸、越智新次、岡部拓人 

期 間：2月 8日～2月 11 日 

場 所：広州／中国 

④ AFC Champions League 2015 Play-Off East PO1 

審判員：佐藤隆治、相楽亨、八木あかね、木村博之 

期 間：2月 15 日～2月 18日 

場 所：ソウル／大韓民国 

⑤ AFC Cup 2015 Play-Off West PO2 

審判員：飯田淳平、唐紙学志、山内宏志 
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期 間：2月 14 日～2月 19日 

場 所：リーファ／バーレーン 

⑥ AFC Champions League 2015 Group B 

審判員：當麻政明、名木利幸、越智新次、岡部拓人 

期 間：2月 22 日～2月 26日 

場 所：タシケント／ウズベキスタン 

⑦ AFC Champions League 2015 Group D 

審判員：東城穣、大塚晴弘、五十嵐泰之、木村博之 

期 間：2月 22 日～2月 26日 

場 所：ドバイ／UAE 

 

 5. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  申請者（施設所有者）：姫路市 

施   設   名 ：姫路市立球技スポーツセンター（兵庫県姫路市花田町加納原田 813） 

使  用  製  品 ：積水樹脂株式会社／ドリームターフ PT2065R 

公  認  期  間 ：2015年 3月 12日～2018年 3月 11日 

公  認  番  号 ：第 173号 

 ＜特記事項＞ 

 使用製品は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を 

完了している。 

 当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく 2回の現地検査 

（フィールドテスト）を実施し、基準を満たしている。 

 

 6. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  申請者（施設所有者）：唐津市 

施   設   名 ：松浦河畔公園ラグビー・サッカー場(佐賀県フットボールセンター) 

（佐賀県唐津市鏡 2988）  

使  用  製  品 ：積水樹脂株式会社／ドリームターフ MV2065 

公  認  期  間 ：2015年 3月 12日～2017年 3月 11日（2回目の更新：2年間） 

公  認  番  号 ：第 078号 

 ＜特記事項＞ 

 使用製品はＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を 

完了している。 

 当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく 1回の現地検査 

（フィールドテスト）を実施し、基準を満たしている。 

 

 7. 大学・専門学校における指導者養成講習会開設の件 

  （報告）資料№2 

次の大学において、Ｃ級コーチ養成講習会の開設を認める。 

■ 松本大学（長野県） Ｃ級コーチ養成講習会 
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インストラクター：飽田 敏（あくた さとし）  Ｓ級コーチライセンス保有 

※参考：開設認定校数  大学：35校  短大：2校  専門学校：16校（本件含まず） 

 

 8. 2015年度 Ａ級コーチジェネラル養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№3 

 

 9. 2015年度 Ａ級コーチ U-15養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№4 

 

 10. 2015年度 Ａ級コーチ U-12養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№5①② 

 

 11. 2015年度 Ｂ級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№6 

 

 12. 2015年度 ＧＫ-Ｃ級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№7 

 

 13. ＪＦＡアカデミー福島 2015年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 323名 

2014年 8月 23日（土） 北陸大学フットボールパーク（石川県金沢市） 

2014年 8月 25日（月） ドリームフィールド宇多津（香川県綾歌郡宇多津町） 

2014年 8月 29日（金） ツネイシフィールド（広島県福山市） 

2014年 9月 13日（土） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2014年 9月 14日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2014年 9月 20日（土） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2014年 9月 21日（日） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

■2次選考試験：受験者数 142名 

2014年 10月 17 日（金）J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2014年 10月 18 日（土）J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2014年 10月 19 日（日）しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2014年 10月 25 日（土） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2014年 10月 26 日（日）しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2014年 10月 27 日（月）文京区小石川運動場（東京都文京区） 

■3次選考試験：受験者数 59名 

2014年 11月 8日（土）～9日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2014年 11月 15 日（土）～16日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 



報告事項 

2015/3/12 第 3回理事会 

8 

■最終選考試験：受験者数 26名 

2014年 11月 29 日（土）～30日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■第 2回目募集選考試験：受験者数 23名 

2014年 12月 5日（金）～7日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

16名 

〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 164名 

2014年 8月 22日（金） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2014年 8月 25日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2014年 8月 30日（土） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

■2次選考試験：受験者数 36名 

2014年 10月 18 日（土）～19日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 18名 

2014年 11月 7日（金）～9日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

7名 

 

 14. ＪＦＡアカデミー熊本宇城 2015 年度入校生選考試験の件  

 

 

 

 

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 59名 

2014年 10月 4日（土） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2014年 10月 5日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■2次選考試験：受験者数 39名 

2014年 11月 2日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2014年 11月 3日（月・祝） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■最終選考試験：受験者数 26名 

2014年 12月 5日（金）～7日（日）  

宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■2回目募集選考試験：受験者数 10名 

2014年 12月 12 日（金）～14日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

18 名 

 

 15. ＪＦＡアカデミー堺 2015年度入校生選考試験の件  

 

 

 

 〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 80名 
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2014年 8月 21日（木） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2014年 8月 25日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2014年 8月 26日（火） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■2次選考試験：受験者数 44名 

2014年 9月 20日（土）～21日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■最終選考試験：受験者数 30名 

2014年 10月 24 日（金）～26日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

②最終合格者 

12名 

 

 16. ＪＦＡアカデミー今治 2015年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 38名 

2014年 10月 4日（土） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

2014年 10月 5日（日） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

■2次選考試験：受験者数 26名 

2014年 11月 8日（土）～9日（日） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

■最終選考試験：受験者数 19名 

2014年 12月 5日（金）～7日（日） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

②最終合格者 

12名（うち入校予定者は 10名） 

 

 17. ＪＦＡアカデミー福島 2014年度卒校生の件 

  2014年度卒校生（4期生）18名 

〔男子〕13名 （ ）内は卒校後進路 

安食 和希 （東京国際大学 経済学部） 

似鳥 康太 （ファジアーノ岡山） 

加賀山 泰毅 （関西大学 人間健康学部） 

髙森 大夢 （同志社大学 社会学部） 

石井 幹人 （仙台大学 体育学部） 

宇野 能功 （日本体育大学 体育学部） 

濵田 力 （東京メディカル・スポーツ専門学校） 

瀬川 泰樹 （青山学院大学 法学部） 

草野 侑己 （阪南大学） 

堀 大貴 （東京学芸大学 教育学部） 

金城 ジャスティン俊樹 （ドイツ 1860ミュンヘン U19（アマチュア）） 

浅見 貫太 （立教大学 コミュニティ福祉学部） 

遠藤 渚 （新潟経営大学 経営情報学部） 
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〔女子〕5名 

水谷 有希 （筑波大学 体育専門学群） 

森 沙也香 （山梨学院大学 経営情報学部） 

守屋 都弥 （INAC 神戸レオネッサ） 

小島 美玖 （アルビレックス新潟レディース/新潟医療福祉大学 健康科学部） 

平尾 知佳 （浦和レッズレディース） 

  
 

 18. ＪＦＡアカデミー熊本宇城 2014 年度卒校生の件  

 

 

 

 2014年度卒校生（4期生）18名 （ ）内は卒校後進路 

安部 隆也 （長崎県：鎮西学院高校/Ｖファーレン長崎ユース） 

井澤 春輝 （埼玉県：浦和レッズユース） 

江村 凜太郎 （佐賀県：佐賀清和高校/サガン鳥栖ユース） 

佐藤 龍大 （福岡県：九産大九州高校/アビスパ福岡ユース） 

鮫島 圭喜 （熊本県：熊本学園大付属高校） 

髙橋 大燿 （京都府：京都橘高校） 

田畑 拓武 （鹿児島県：神村学園高校/アラーラ鹿児島） 

中村 豪 （熊本県：東海大星翔高校） 

一 怜哉 （熊本県：東海大星翔高校） 

花田 駿 （熊本県：東海大星翔高校） 

濱田 宗次郎 （鹿児島県：鹿児島実業高校） 

林田 滉也 （静岡県：福島県立ふたば未来学園高校/JFAアカデミー福島） 

深松 裕太朗 （熊本県：東海大星翔高校） 

本田 翔 （鹿児島県：鹿児島実業高校） 

宮本 滉大 （鹿児島県：鹿児島実業高校） 

宮本 優 （静岡県：（予定）清水桜ヶ丘高校/清水エスパルスユース） 

蓑田 一真 （静岡県：秀岳館高校） 

山田 悠大 （熊本県：（予定）熊本県立第二高校） 

  
 

 19. ＪＦＡアカデミー堺 2014年度卒校生の件 

  2014年度卒校生（1期生）11名 （ ）内は卒校後進路 

青木 なつみ (静岡県：藤枝順心高校) 

飯田 百合加 (宮城県：常盤木学園高校) 

乾 理香 (大阪府：大阪桐蔭高校) 

上田 桃 (静岡県：藤枝順心高校) 

髙橋 萌々香 (岡山県：作陽高校) 

宝田 沙織 (大阪府：大阪学芸高校/セレッソ大阪レディース) 

田村 鈴香 (静岡県：福島県立ふたば未来学園高校/JFAアカデミー福島) 

筒井 梨香 (大阪府：桃山学院高校/セレッソ大阪レディース) 

西村 実莉 (宮城県：常盤木学園高校) 

南里 千尋 (大阪府：大阪桐蔭高校) 
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山本 琴永 (兵庫県：日ノ本学園高校) 

  
 

 20. U-22日本代表 海外遠征の件  

  行事名：U-22日本代表 海外遠征 

期 間：2月 11 日(水・祝)～15 日(日) 

場 所：シンガポール 

 

[スケジュール] 

2月 11日(水･祝) 集合  

2月 12 日(木) 移動、シンガポール着 

2月 14 日(土) 国際親善試合 vs.U-22シンガポール代表 ◯8-1 

2月 15 日(日) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 木村 浩吉 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

監 督 手倉森 誠  (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 秋葉 忠宏 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 (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) 

ドクター 高木 博 (昭和大学藤が丘病院) 

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  菊島 良介 (ＪＦＡ)  

総 務 池辺 友和 (ＪＦＡ代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 髙埜 尚人 (ＪＦＡコミュニケーション部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダス ジャパン株式会社) 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス)  

 

牲川 歩見 (ジュビロ磐田)  

DF 松原 健 (アルビレックス新潟)  

 

亀川 諒史 (アビスパ福岡)  

 

奈良 竜樹 (FC東京)  

 

室屋 成 (明治大学)  

 

岩波 拓也 (ヴィッセル神戸)  

 

植田 直通 (鹿島アントラーズ)  

MF 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

 

遠藤 航 (湘南ベルマーレ)  

 

原川 力 (京都サンガ F.C.)  

 

矢島 慎也 (ファジアーノ岡山) ※1 

 

中島 翔哉 (FC東京)  

 

豊川 雄太 (鹿島アントラーズ)  
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井手口 陽介 (ガンバ大阪) ※1 

 

吉野 恭平 (サンフレッチェ広島) ※2 

 

井出 遥也 (ジェフユナイテッド千葉) ※2 

FW 荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌)  

 

鈴木 武蔵 (アルビレックス新潟)  

 

浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島)  

※1 怪我による辞退、※2 追加招集                                      計 20名 

 21. U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2月 6 日（金）～11日（水・祝） 

場 所：鹿児島県さつま郡 

[スケジュール] 

2月 6日(金) 集合 

2月 8日(日) PMトレーニングマッチ vs.神村学園高等部 ●1-8 

2月 11日(水･祝) AMトレーニングマッチ vs.加治木工業高等学校 △1-1 

 
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 渡邉 英豊 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ/大宮アルディージャ) 

ドクター 塚原 由佳 (江戸川病院) 

ドクター 中村 結香子 (坂下厚生総合病院)          ※2/8～ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐瀬 由紀子 (学校法人花田学園) 

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

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

[選  手] 

GK 平尾 知佳 (JFAアカデミー福島→浦和レッズレディース) 
 

 
スタンボー 華 (JFAアカデミー福島) 

 
DF 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

 

 
羽座 妃粋 (日本体育大学) 

 

 
清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 
畑中 美友香 (伊賀フットボールクラブ くノ一) 

 

 
宮地 明日翔 (岡山県作陽高校) 

 

 
竹村 美咲 (日ノ本学園高等学校→INAC神戸レオネッサ) 

 

 
北川 ひかる (ＪＦＡアカデミー福島) 

 

 
市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 

 
遠藤 優 (浦和レッズレディースユース) 

 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 
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MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 
水谷 有希 (JFAアカデミー福島) 

 

 
島村 友妃子 (藤枝順心高等学校) 

 

 
安齋 結花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 

 
三浦 桃 (大商学園高等学校) 

 

 
瀬野 有希 (修徳高校) 

 

 
長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 
杉田 妃和 (藤枝順心高等学校→INAC神戸レオネッサ) 

 

 
三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 
FW 清家 貴子 (浦和レッズレディースユース) 

 

 
兼重 紗里 (柳ヶ浦高等学校) 

 

 
園田 瑞貴 (京都精華女子高等学校) 

 

 
小林 里歌子 (常盤木学園高等学校) 

 
※1 チーム事情により 2/10 途中離脱                 計 25名 

 

 22. U-16日本女子代表 海外遠征の件  

  行事名：U-16日本女子代表 2015 U-17 Women's NTC Invitational 

期 間：2月 8日(日)～17 日(火) 

場 所：アメリカ/ロサンゼルス 

[スケジュール] 

2月 8日(日) 集合、移動 

2月 11日(水･祝) 第 1戦 vs.カナダ代表 ○8-0  

2月 13 日(金) 第 2戦 vs.メキシコ代表 ○2-0 

2月 15 日(日) 第 3戦 vs.アメリカ代表 ●1-3 

2月 17 日(火) 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 楠瀬 直木  (ＪＦＡﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/FC町田ゼルビア) 

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 小林 忍 (ＪＦＡﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/川崎フロンターレ) 

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) 

ドクター 齊藤 雅彦 (東邦大学医療センター佐倉病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  山口 由美子 (関西医療大学)  

総 務 金子 美衣子 (ＪＦＡ代表チーム部) 

主 務 宮崎 英津子 (ＪＦＡ女子部) 

 [選  手] 

GK 小林 未歩 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-16) 

 

米澤 萌香 (日テレ・メニーナ・セリアス) 

DF 金勝 里央 (浦和レッズレディースユース) 

 

千葉 玲海菜 (リベルダード磐城) 
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内藤 夏鈴 (バーモス恵庭フットボールクラブ) 

 

松永 未衣奈 (徳島ラティーシャ) 

 

高平 美憂 (ＪＦＡアカデミー福島) 

 

牛島 理子 (ロアッソ熊本ジュニアユース) 

MF 吉間 かれん (栃木サッカークラブ レディース) 

 

唐橋 万結 (アルビレックス新潟レディース U-15) 

 

滝川 結女 (楠クラブレディース) 

 

加藤 希 (青崎サッカークラブ HANAKO Clover's) 

 

田村 鈴香 (FCヴィトーリア（ＪＦＡアカデミー堺） 

 

船木 和夏 (日テレ・メニーナ) 

 

菅野 奏音 (日テレ・メニーナ) 

FW 市瀬 千里 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-16) 

 

平田 朋 (YASU club U-15) 

 

林 かおる (OWLET FC U-15) 

 

小嶋 星良 (浦和レッズレディースユース) 

 

高橋 はな (浦和レッズレディースユース) 

                                                                   計 20名 

 23. 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：2月 18 日(水)～22日(日) 

場 所：兵庫県明石市 

[スケジュール] 

2月 18 日(水) PM集合 

2月 22 日(日) PM 解散 

 [スタッフ] 

監督 マルセロ・メンデス (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 平野 篤 (水戸協同病院) 

ドクター 植村 健太 (筑波大学附属病院) 

トレーナー 田中 祐介  (三宅スポーツマッサージ) 

通訳 新垣セレマン エベルトン 
 

総務 杉山 友朗 (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 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 (所属無し) 
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小牧 正幸 (東京レキオス BS) 

 
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) 

 
赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

                                                               計 15名 

 24. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 福島 春樹 

     （所属歴：瀬戸NFC→カワムラフットボールクラブ→静岡学園高等学校サッカー部→

専修大学体育会サッカー部） 

所属元： 専修大学体育会サッカー部 

受入先： 浦和レッズ 

承認日： 2015年2月3日 

 

 


