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報告事項 

 1. 原 博実 専務理事 退任の件 

①  ②  

  

原 博実 専務理事より、2016年3月8日付で専務理事職辞任の申し出があり、これを受理した。 

辞任日：2016年3月8日 

 

 2. FIFA臨時総会（2月26日開催）の件 

  2月26日にFIFA臨時総会がスイスのチューリヒで開催された｡主な決定･報告事項は以下の通り｡ 

① FIFAリフォーム提案を盛り込んだFIFA規約の改定が179票を獲得し、承認された（有効投票数

207票のうち3/4にあたる156票以上で承認）。 

② FIFA会長選挙（2016－2019年期）において、欧州サッカー連盟（UEFA）事務総長のジャン

ニ・インファンティーノ氏（スイス）が2回目の投票で115票を獲得し、第9代FIFA会長に選出

された。 

1回目投票結果： 

有効票数          207 

当選必要数 138 

プリンスアリ 27 

シェイクサルマン       85 

ジェローム・シャンパーニュ   7 

ジャンニ・インファンティーノ    88 

2回目投票結果：  

有効票数          207 

当選必要数 104 

プリンスアリ 4 

シェイクサルマン        88 

ジェローム・シャンパーニュ   0 

ジャンニ・インファンティーノ 115（当選）  

※トーキョー・セシュワレイ氏は投票前演説において選挙戦からの撤退を表明 

＜次回FIFA総会＞ 

 5月11･12日 メキシコシティにて 

 

 3. FIFA理事会（2月24日開催）の件 

  2月25日にFIFA理事会がスイスのチューリヒで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

 FIFAリフォーム委員会が、新規約案にある基本原理を強化するために立案した新ガバナンス

規則を承認（施行にはFIFA臨時総会の承認が必要）。 

 インドネシアとクウェートの両協会の資格停止処分について、次回FIFA総会（5月12・13日@

メキシコ）まで持ち越すことをFIFA臨時総会へ提案。 

 各国に設置されている正常化委員会に関するFIFA緊急委員会の決定を批准。 
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 ・ホンジュラスとグアテマラの両協会の正常化委員会の発足 

・モルディブ協会の正常化委員会の委任を2016年3月31日まで延長 

・ベニン協会の正常化委員会メンバー2名の解任 

・タイ協会の正常化委員会の変更の承認 

＜次回FIFA理事会＞ 

 チューリッヒのFIFA本部にて、3月17～18日に開催予定。 

 

 4. 大会役員 国際試合への派遣の件  

  AFC Cup 2016 - Group F 

New Radiant SC (モルディブ) Vs. Kitchee (香港) 

試合日： 4月12日（火） 

マッチコミッショナー： 大谷 憲也 

 

AFC Champions League 2016 - Group A 

Al Nasr (UAE) Vs. Lokomotiv（ウズベキスタン） 

試合日： 4月20日（水） 

マッチコミッショナー： 青木 克史 

 

 5. 2015年度 47FA基盤強化研修会 修了の件 

  2015年度47FA基盤強化研修会を以下の概要にて開催した。 

地域/都道府県協会より52名が受講し、全員が修了した。 

[目的] 

「JFA中期事業計画2015-2022」に掲げる「47FAのあるべき姿・求められる資質」に基づき、各

FAの事務局運営責任者が、組織の円滑な運営、発展・維持に必要となるマネジメントの知識・

スキル・センスを育むことで、都道府県各協会における事業拡大・収益向上・事務効率化を通

じた更なる組織の充実が達成されることを目指す。また、各FA間の情報共有、実情把握として

も活用される場とする。 

[日程・カリキュラム] ※セッション毎に平日コースと週末コースを設定した。 

Session1 
9/9,10 

9/12,13 

JFAの理念・ビジョン・バリュー、ロジカルシンキング、環境分析、

戦略立案 

Session2 
10/14,15 

10/17,18 

マーケティング、プレゼンテーションスキル、企画提案、好事例共

有 

Session3 
11/4,5 

11/7,8 

組織マネジメント、ファシリテーション、ガバナンス・コンプライ

アンス、情報活用・情報戦略 

Session4 
12/9,10 

12/12,13 
ファイナンス・アカウンティング、施設、事業・財政計画 

 

[修了者] 

松本 敏嗣 ( 北海道 / 専務理事 )  

大南 博義 ( 青森 / 専務理事 )  
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佐藤 訓文 ( 岩手 / 専務理事 )  

菅原 英俊 ( 宮城 / 専務理事 )  

佐藤 和生 ( 秋田 / 事務局長 )  

岸 慎一 ( 山形 / 専務理事 )  

橋本 善一郎 ( 福島 / 専務理事 )  

大和田 健 ( 茨城 / 専務理事 )  

糸井 朗 ( 栃木 / 専務理事 )  

菅原 宏 ( 群馬 / 専務理事 )  

坂庭 泉 ( 埼玉 / 事務局長 )  

中西 聡太 ( 千葉 / 事務局長 )  

宇尾野 浩 ( 東京 / 事務局次長 )  

大森 洋次郎 ( 神奈川 / 専務理事 )  

望月 一徳 ( 山梨 / 事務局次長 )  

原 利昭 ( 長野 / 事務局長 )  

板垣 剛 ( 新潟 / 事務局長 )  

並川 宏英 ( 富山 / 専務理事 )  

西野 哲之 ( 石川 / 事務局長・理事・三種委員長 )  

西村 昭治 ( 福井 / 専務理事 )  

川口 貴宏 ( 静岡 / 事務局長代理 )  

徳田 康 ( 愛知 / 専務理事 )  

奥田 典之 ( 三重 / 事務局長 )  

尾関 孝昭 ( 岐阜 / 専務理事 )  

前田 康一 ( 滋賀 / 専務理事 )  

福島 隆志 ( 滋賀 / 理事、競技委員長（施設・競技委員長） )  

丸山 展生 ( 京都 / 事務局長 )  

中熊 光義 ( 京都 / 常務理事、専務理事補佐 )  

杉本 雄二 ( 大阪 / 理事、事業・広報委員長 )  

小林 進 ( 兵庫 / 理事 )  

北野 和好 ( 奈良 / 事務局長 )  

高塚 徹 ( 和歌山 / 副会長 )  

髙田 貴志 ( 鳥取 / 事務局長・理事 )  

鈴木 惠朗 ( 島根 / 常務理事 兼 事務局長 )  

山下 和也 ( 岡山 / 事務局長 )  

桝田 憲二 ( 広島 / 事務局長 )  

小林 訓二 ( 山口 / 専務理事 )  

藤田 克己 ( 香川 / 事務局長 )  

豊田 栄二 ( 徳島 / 事務局長 )  

兵頭 龍哉 ( 愛媛 / 専務理事 )  

國澤 卓 ( 高知 / 事務局長 )  

山口 廣司 ( 福岡 / 事務局長 )  
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東 達也 ( 佐賀 / 事務局長 )  

濱本 成一 ( 長崎 / 事務局長 )  

藤山 直秀 ( 熊本 / 常務理事・財務委員長 )  

岐津 宏史 ( 大分 / 事務局長 )  

長倉 春義 ( 宮崎 / 常務理事 兼 事務局長 )  

松山 孝 ( 鹿児島 / 専務理事 )  

又吉 正德 ( 沖縄 / 事務局長 )  

藤縄 信夫 ( 関西 / 理事長 )  

山下 由貴 ( 四国 / 事務局担当 )  

竹田 孝 ( 九州 / 事務局長 ) 

 

[成績優秀者] 

1位 板垣 剛 ( 新潟 ) 

2位 徳田 康 ( 愛知 ) / 鈴木 惠朗 ( 島根 ) 

4位 山下 和也 ( 岡山 ) 

5位 藤山 直秀 ( 熊本 ) 

 

 6. JFA/Jリーグ協働プログラムの件 

  2015年度第8回の理事会にて承認された本件に関し、2015年度事業としてJリーグと協働で以下の

通り実施した。 

①2015年度事業報告  ※【 】内は2015年度事業費 

(1)フットパス（アカデミー評価システム） 【60,788千円】 

 J1、7クラブのオーディットを実施。 

(2)国際経験 【140,565千円】 

  A. Jクラブ海外遠征支援 

   15クラブ18チームの海外遠征に対して渡航費の支援を行った。 

  B. U13、14Jリーグ選抜新規海外遠征 

   従来はU13、U14選抜トレーニングキャンプよりそれぞれ1チームを編成し海外キャンプを実

施していたが、それぞれ2チームを選抜し、U13、U14、1チームずつを同時にベトナムに派

遣し、海外キャンプを実施した。 

  C. KリーグU17チャンピオンシップ（韓国）Jクラブ派遣 

   KリーグU17チャンピオンシップへ2クラブを派遣した。 

  D. アジアチャンピオンズトロフィー派遣 

   ユース年代のミニACLともいえる本大会に1クラブを派遣した。 

  E. 日メコン国際大会Jクラブ出場支援 

  JFA主催の本大会に2クラブが出場し、国内移動費を支援した。 

  F. JリーグU17チャレンジカップ開催 

   海外から4クラブ、Jリーグから4クラブの計8クラブで大会を開催した。 

  G. JリーグU18インターナショナルユースカップ開催 

   海外から2クラブ、Jユースカップの上位2チームの計4クラブで大会を開催した。 
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  H. 国際大会開催支援（47FA） 

   国内で開催した国際大会（静岡FA 1件）の、海外チーム渡航費を支援した。 

  I. アカデミーダイレクター、コーチ海外研修 

   J１、J2、40クラブのアカデミーダイレクター、コーチを対象に海外研修を実施した。 

  J. GKコーチ研修会 

   FCバルセロナよりアカデミー年代のGKコーチダイレクターを招聘し、Jクラブのアカデミー

GKコーチを対象に研修会を実施した。 

(3)女子 【575千円】 

  JFA女子委員会、女子部と検討を進めた。Jリーグでは女子部会を立ち上げ、議論を開始し

た。 

(4)全国指導者研修 【5,222千円】 

  JFA技術部主管で「代表強化指針に基づく育成方針共有研修会」、「JFAアカデミー指導者に

よる巡回指導」を実施した。 

(5)データベース構築 【支出なし】 

 データベース構築に向けた検討を実施した。 

(6)ダイレクター、スタッフ 

  Jリーグ内に専任担当者を採用し、2016年2月より新体制をスタートした。 

  ・Jリーグ育成ダイレクター 松永 英機（まつなが ひでき） 

  ・Jリーグ育成サブダイレクター 上田 丈晴（うえだ たけはる） 

  ・マネジャー 増本 伸弘（ますもと のぶひろ） 

 

 7. 名義使用申請の件 

  (1)申請者 ：竹内悌三賞実行委員会 

事業名 ：竹内悌三賞2016 

主 催 ：竹内悌三賞実行委員会 （株式会社石井幹子デザイン事務所内） 

後 援 ：公益財団法人日本サッカー協会 

目 的 ：日本サッカー殿堂の掲額者でもある竹内悌三氏が兵役として参加した第二次世界大戦が

終戦70周年を迎えるにあたり、戦後の同氏の家族と似た境遇となる、母子家庭の環境にあ

りながらもサッカーに励む子どもたち、また、それらを支える家族を讃え、支援する。 

実施方法：現在、母子家庭においてサッカー・フットサル等に励む子どもによる作文を募集し、

応募作品の中から審査により選ばれた作品を「竹内悌三賞」として表彰する。 

日 程 ：3月11日（金）募集開始 

5月6日（金）  募集締切 

5月下旬      受賞作品決定・発表 

6月11日（土）表彰式 於：日本サッカーミュージアム 

備 考 ：本件は2015年度に第一回を開催し、今回は二回目の実施となる 

(2)申請団体：東京新聞 

行事名：東京新聞フォーラム 

 竹内悌三賞記念 日本サッカーベルリンの奇跡から80年～そしてリオへ～（仮称） 

主 催：東京新聞 
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協 力：公益財団法人日本サッカー協会 日本サッカーミュージアム 

    株式会社石井幹子デザイン事務所 

日 程：6月11日（土）13:30～16:00（予定） 

会 場：日本サッカーミュージアム１階ヴァーチャルスタジアム 

開催趣旨：1936年のベルリン大会でオリンピックに初参加したサッカー日本代表が、優勝候補の

スウェーデンに勝利した「ベルリンの奇跡」と呼ばれる戦いから、今年で80年にな

る。また、今年の8月にはリオデジャネイロ オリンピックが開催される。本フォーラ

ムでは、日本サッカー界の歩みを振り返りながら、今後を展望する。 

内 容：主催者あいさつ 

    第一部「ベルリンの奇跡とは～日本サッカー143年の歩み」（仮題） 

    第二部「リオ大会を占う」（仮題） 

※「竹内悌三賞」の授賞式と同時開催となります。 

※構成は変更となる場合があります。 

※出演者につきましては、これからの調整となります。 

入場料等：聴講無料 事前申込制 ※定員（150名）を超えた場合は抽選 

募集期間：2016年4月中旬～5月末（予定）東京新聞ホームページまたはハガキでの事前申込 

 

(3)法務省から、以下の「第36回全国中学生人権作文コンテスト」に対して、後援名義使用依頼が

あった。法務省の全国中学生人権作文コンテスト後援の件については、2015年度 第1回(1月)理事

会にて承認されているため、今年度以降、依頼があった場合は都度報告する。 

申請団体：法務省 

行事名  ：第36回全国中学生人権作文コンテスト 

主 催 ：法務省、全国人権擁護委員連合会 

後 援（予定）：文部科学省、一般社団法人日本新聞協会、日本放送協会 

公益財団法人日本サッカー協会 

協 賛（予定）：公益財団法人人権教育啓発推進センター、公益財団法人人権擁護協力会、 

        公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

対 象 ：中学校に在学する生徒及び特別支援学校の中学部に在学する生徒 

趣 旨 ：次代を担う中学生が人権問題について作文を書くことによって、人権尊重の重要性、

必要性についての理解を深めるとともに豊かな人権感覚を身に付けること、及び入賞

作品を国民に周知広報することによって、広く一般に人権尊重思想を根付かせること

を目的とする。 

実施方法：法務局・地方法務局及び都道府県人権擁護委員連合会は、適宜の方法により、法務

局・地方法務局ごとに地方大会を実施し、推薦基準に従いその代表作品を中央大会に

推薦する。法務省及び全国人権擁護委員連合会は、地方大会から推薦された代表作品

について、中央大会審査会において審査を行い、表彰する。 

期  日：地方大会への周知              2月頃 

地方大会から中央大会審査会への推薦     10月14日 

中央大会での審査・入賞発表 （予定）    11月25日 

中央大会審査会による表彰          12月4日 
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 8. 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 ベガルタ仙台ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 4月 3日～6日 

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 鹿島アントラーズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 4月 19日～27日 

遠 征 先 ベネチア/イタリア 

（3）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム FELICE FC 浦安 （第 3種） 

遠征期間 3月 25日～4月 2日 

遠 征 先 トリノ/イタリア 

（4）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 3月 21日～31日 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム NPO法人アリアンテ 東京・久留米 FC U-15 （第 2種） 

遠征期間 3月 30日～4月 6日 

遠 征 先 ビルバオ/スペイン 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA （第 3種） 

遠征期間 3月 26日～4月 4日 

遠 征 先 バルセロナ・バレンシア/スペイン 

（7）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15 藤沢・平塚・小田原 （第 3種） 

遠征期間 3月 18日～29日 

遠 征 先 バルセロナ・ヨレット/スペイン 

（8）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース戸塚 U-14 （第 3種） 

遠征期間 4月 19日～26日 

遠 征 先 サンクトペテルブルク/ロシア 

（9）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム オイスカ高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3月 21日～25日 

遠 征 先 水原/韓国 

（10）公益社団法人 滋賀県サッカー協会 

チ ー ム 滋賀県トレーニングセンターU-14 （第 3種） 

遠征期間 3月 24日～31日 
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遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（11）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県 U-16選抜 （第 2、3種） 

遠征期間 3月 11日～21日 

遠 征 先 ホッフェンハイム・ライプチヒ/ドイツ 

（12）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム arco-iris KOBE （フットサル） 

遠征期間 4月 8日～10日 

遠 征 先 台北/チャイニーズ・タイペイ 

（13）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム 岡山県作陽高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3月 21日～30日 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（14）一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム サガン鳥栖 U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 25日～28日 

遠 征 先 トリノ/イタリア 

（15）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） 

遠征期間 3月 17日～29日 

遠 征 先 ビジャレアル・バルセロナ/スペイン 

 

 9. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  (1)申請者（施設所有者）：守山市 

施設名：野洲川歴史公園サッカー場 A（滋賀県守山市服部町 2439） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2016年 4月 11日～2019年 4月 10日 

公認番号：第 029号 

(2)申請者（施設所有者）：昭和町 

施設名：押原公園人工芝グラウンド（山梨県中巨摩郡昭和町押越 1500-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ F65E-fil 

公認期間：2016年 3月 8日～2017年 3月 7日 

公認番号：第 049号 

(3)申請者（施設所有者）：松山市 

施設名：北条スポーツセンター球技場（愛媛県松山市大浦 40） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XXP-62HP 

公認期間：2016年 4月 19日～2019年 4月 18日 

公認番号：第 052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

 



報告事項 

2016/3/10 第 3回理事会 

 

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。 

 

 10. 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）：藤枝市 

施設名：藤枝総合運動公園多目的広場（静岡県藤枝市原地内） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSpro 2055 SSL 

公認期間：2016年 3月 10日～2019年 3月 9日 

公認番号：第 185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。 

 

 11. 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とおり。 

＜インストラクター＞ 

（セミナー） 

① The AFC Refereeing Seminar 2016 - Part 2: Referee Assessor & Instructor 

期 間：1月31日～2月6日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：上川徹、岡田正義、石山昇、廣嶋禎数、深野悦子 

② Refereeing Assistance Programme Seminar for FIFA referee instructors 

期 間：2月15日～21日 

場 所：セビージャ/スペイン 

インストラクター：石山昇、深野悦子 

③ AFC Project Future Referees Batch 2015 - First Development Course 

期 間：2月23日～3月2日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：石山昇 

(大会） 

① AFC Champions League 2016 - Group H 

期 間：2月22日～25日 

場 所：広州/中国 

アセッサー：岡田正義 

② AFC Champions League 2016 - Group G 

期 間：2月29日～3月3日 

場 所：上海/中国 

アセッサー：岡田正義 
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＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2016－Preliminary Stage 2-East PS2.1 

期 間：1月31日～2月4日 

場 所：ハノイ/ベトナム 

審判員：山本雄大、八木あかね、五十嵐泰之、岡部拓人 

② AFC Futsal Championship Uzbekistan 2016 

期 間：2月7日～23日 

場 所：タシケント／ウズベキスタン 

審判員：小崎知広、小林裕之 

③ AFC Champions League 2016－Play-Off East PO3 

期 間：2月6日～10日 

場 所：アデレード／オーストラリア 

審判員：東城穣、越智新次、唐紙学志、木村博之 

④ AFC Cup 2016 - Group G 

期 間：2月22日～26日 

場 所：コルカタ／インド 

審判員：飯田淳平、八木あかね 

⑤ AFC Champions League 2016 - Group D 

期 間：2月22日～25日 

場 所：アルアイン／UAE 

審判員：東城穣、山内宏志 

⑥ AFC Champions League 2016 - Group B 

期 間：2月27日～3月2日 

場 所：イスファハーン／イラン 

審判員：山本雄大、唐紙学志 

 12. 2016年度 ナショナルGKキャンプの件 

 

 

 

 行事名：ナショナルGKキャンプ2016 

期  間：2月12日(金)～14日(日) 

場  所：大分県/大分スポーツ公園 

［スケジュール］ 

2月12日(金) PM トレーニング 

2月13日(土) AM トレーニング 

 PM トレーニング 

2月14日(日) AM  トレーニング 

［スタッフ］ 

川俣 則幸 JFAナショナルトレセンコーチ 

大橋 昭好 JFAナショナルトレセンコーチ 

植田 元輝 JFAナショナルトレセンコーチ 

斎藤 武志 JFAナショナルトレセンコーチ 
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末廣 亮介 JFAナショナルトレセンコーチ 

野田 晶生 JFAナショナルトレセンコーチ 

［選 手］ 

伊藤 隆介 サンフレッチェ広島F.Cユース 

谷井 宏気 ガンバ大阪ユース 

田渕 佑 名古屋グランパスU18 

中野 小次郎 徳島ヴォルティスユース 

波多野 豪 FC東京U-18 

堀江 亮博 尚志学園高等学校 

真木 晃平 大分トリニータU-18 

武者 夢大 北海道大谷室蘭高等学校 

山ノ井 拓己 静岡学園高等学校サッカー部 

若原 智哉 京都サンガF.C.U-18 

飯川 雄介 ヴィッセル神戸U-15 

小野 広太 サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース 

小畑 祐馬 ベガルタ仙台ジュニアユース 

北原 一樹 御荘中学校サッカー部 

国田 柊平 アンフィニMAKI.FC 

志賀 一允 柏レイソルU-15 

高山 汐生 湘南ベルマーレU-15平塚 

中島 佳太郎 ジュビロ磐田U-15 

三井 大輝 名古屋グランパスU15 

見並 玲温 コンサドーレ旭川U-15 

 

 13. 2015年度 S級コーチ養成講習会判定結果の件 

 

 

 

 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以下の3

名をS級コーチとして認定した。 

 

氏  名 ：大橋 昭好（おおはし あきよし） 

指導チーム：JFA（ユース育成サブダイレクター） 

生年月日 ：1962年12月11日 

資  格 ：2002年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1998年 ～1999年  本田技研（株）サッカー部GKコーチ 

      2000年 ～2001年  本田技研（株）サッカー部監督 

      2002年 ～2003年  ジュビロ磐田ジュニア、ジュニアユースGKコーチ 

      2003年 ～2007年8月 ジュビロ磐田ユースGKコーチ 

      2006年 ～2007年8月 JFAナショナルトレセンコーチ東海担当GKコーチ 

      2007年9月 ～2008年 ジュビロ磐田トップGKコーチ 

    2009年～2013年   JFAナショナルトレセンコーチ北信越、東海担当GKコーチ 

   2009年～2010年    U15日本代表GKコーチ 
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2010年～2011年    U16日本代表GKコーチ 

    2011年～2012年    U15,U17日本代表GKコーチ 

      2012年～2013年    U16日本代表GKコーチ 

      2013年～2014年    U17日本代表GKコーチ 

      2014年～2015年    U16,U17日本代表GKコーチ、ナショナルトレセンコーチGK担当 

      2015年            J22選抜GKコーチ 

      2015年～現在    JFAユース育成サブダイレクター 

 

氏  名 ：須藤 大輔（すどう だいすけ） 

指導チーム：Route須藤大輔サッカースクール 

生年月日 ：1977年4月25日 

資  格 ：2011年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2010年       藤枝明誠ジュニアユース コーチ 

      2011年～2014年    山梨学院大学サッカー部 コーチ 

      2015年～現在    Route須藤大輔サッカースクール 代表 

 

氏  名 ：中村 忠（なかむら ただし）         

指導チーム：FC東京U-18 

生年月日 ：1971年6 月10 日 

資  格 ：2009年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2005年       東京ヴェルディ 普及部コーチ兼ユースコーチ  

      2006年       東京ヴェルディジュニアユース コーチ 

      2007年 ～2011年   東京ヴェルディユース コーチ    

      2012年            FC東京U-15むさし コーチ  

      2013年 ～2015年   FC東京U-15むさし 監督     

      2016年 ～現在   FC東京U-18 コーチ      

 

※ 現S級コーチライセンス保持者数：432名（上記3名含む） 

※ 2015年度S級コーチ認定者数： 5名/21名中 

 

 14. JFAアカデミー福島2016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313名 

2015年8月3日（月） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2015年8月4日（火） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2015年8月5日（水） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2015年8月9日（日） 岩手県フットボールセンター（岩手県紫波郡） 

2015年8月20日（木） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2015年8月21日（金） J-GREEN堺（大阪府堺市） 
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2015年8月22日（土） 北陸大学フットボールパーク （石川県金沢市） 

■2次選考試験：受験者数117名 

2015年9月12日（土）～13日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

 2015年9月26日（土）～27日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2015年10月3日（土）～4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32名 

2015年12月12日（土）～13日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数145名 

2015年8月21日（金） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2015年8月24日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2015年8月29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50名 

2015年9月22日（火・祝）～23日（水・祝） 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25名 

2015年10月16日（金）～18日（日） 帝人アカデミー富士（静岡県裾野市） 

 

 15. JFAアカデミー熊本宇城2016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38名 

2015年9月26日（土） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2015年9月27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27名 

2015年10月24日（土） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2015年10月25日（日） 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24名 

2015年12月4日（金）～6日（日）  

宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

 

 16. JFAアカデミー堺2016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62名 

2015年8月24日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2015年8月25日（火） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■2次選考試験：受験者数41名 

2015年10月3日（土）～4日（日） 関西医療大学（大阪府泉南郡） 

■最終選考試験：受験者数29名 
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2015年10月30日（金）～11月1日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

 

 17. JFAアカデミー今治2016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44名 

2015年8月24日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2015年9月12日（土） 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34名 

2015年10月17日（土）～18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27名 

2015年12月4日（金）～6日（日） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

 

 18. JFAアカデミー福島2015年度卒校生の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015年度卒校生（5期生）17名 

〔男子〕10名 【】内は卒校後進路 

 梅木 玲於奈 （うめき れおな） 【日本大学 スポーツ科学部】 

 オビ・パウエル・オビンナ 【流通経済大学 法学部】 

 小林 陸葵 （こばやし むつき） 【大阪経済大学 経済学部】 

 櫻井 崇之 （さくらい たかゆき） 【国士舘大学 21世紀アジア学部】 

 谷口 憧斗 （たにぐち しょうと） 【阪南大学 経営情報学部】 

 牧野 潤 （まきの じゅん） 【早稲田大学 スポーツ科学部】 

 吉田 鴻太 （よしだ こうた） 【愛知学院大学 心理科学部】 

 吉田 直矢 （よしだ なおや） 【立教大学 コミュニティ福祉学部】 

 吉田 湧亮 （よしだ ゆうすけ） 【大東文化大学 外国語学部】 

 名畑 祐杏 （なはた ゆあん） 【海外留学希望】 

〔女子〕7名 

 北川 ひかる （きたがわ ひかる）  

 【浦和レッズレディース・早稲田大学 スポーツ科学部】 

 立花 葉 （たちばな よう） 【フロリダ州立大学】 

 植田 悠莉子 （うえだ ゆりこ） 【順天堂大学 スポーツ健康科学部】 

 森田 海 （もりた うみ） 【早稲田大学 スポーツ科学部】 

 橋沼 真帆 （はしぬま まほ）  

 【ASエルフェン埼玉・帝京平成大学 ヒューマンケア学部】 

 中條 結衣 （なかじょう ゆい） 【早稲田大学 スポーツ科学部】 

 浅野 菜摘 （あさの なつみ）  

 【ASエルフェン埼玉・東洋大学 ライフデザイン学部】 
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 19. JFAアカデミー熊本宇城2015年度卒校生の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015年度卒校生（5期生）18名 【】内は卒校後進路 

 井伊 凜太朗 （いい りんたろう） 【筑陽学園高校】 

 石原 駿也 （いしはら しゅんや） 【受験中】 

 泉 太貴 （いずみ たいき） 【東海大付属熊本星翔高校】 

 礒貝 飛那大 （いそがい ひなた） 【帝京長岡高校】 

 岩田 宗一郎 （いわた そういちろう） 【東海大付属熊本星翔高校】 

 江川 湧清 （えがわ ゆうせい） 【鎮西学院高校／Ｖファーレン長崎】 

 大場 剛 （おおば ごう） 【中津南高校】 

 尾崎 琉希 （おざき りゅうき） 【鹿児島実業高校】 

 中村 仁 （なかむら じん） 【受験中】 

 中村 拓也 （なかむら たくや） 【東福岡高校】 

 中山 怜皇 （なかやま れお） 【熊本学園大付属高校】 

 橋田 真 （はしだ まこと） 【熊本商業高校】 

蓮池 就斗 （はすいけ しゅうと） 【東海大付属熊本星翔高校】 

村上 翔基 （むらかみ しょうき） 【熊本農業高校】 

村上 広樹 （むらかみ ひろき） 【長崎総科大付属高校】 

毛利 友哉 （もうり ともや） 【受験中】 

吉岡 涼斗 （よしおか みんと） 【東海大付属熊本星翔高校】 

吉田 健人 （よしだ けんと） 【東海大付属熊本星翔高校】 

  

 20. JFAアカデミー堺2015年度卒校生の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015年度卒校生（2期生）12名 【】内は卒校後進路 

 井上 沙希 （いのうえ さき） 【大商学園高校】 

 川名 みのり （かわな みのり） 【日ノ本学園高校】 

 木川 胡桃 （きがわ くるみ） 【鳳凰高校】 

 田中 萌 （たなか もえ） 【藤枝順心高校】 

 谷口 清夏 （たにぐち さやか） 【作陽高校】 

 中村 明日葉 （なかむら あすは） 【藤枝順心高校】 

 中村 萌愛 （なかむら もえ） 【作陽高校】 

 久永 望生 （ひさなが みお） 【日ノ本学園高校】 

 平田 ひなの （ひらた ひなの） 【日ノ本学園高校】 

 前川 望愛 （まえかわ のあ） 【大商学園高校】 

 眞木 悠花 （まき はるか） 【追手門学院高校】 

 宮本 春花 （みやもと はるか） 【聖和学園高校】 

 

 21. 2016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№1 
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 22. 2016年度 A級コーチU15養成講習会開催要項の件 

 

 

 （報告）資料№1 

 

 23. 2016年度 A級コーチU12養成講習会開催要項の件 

 

 

 （報告）資料№1 

 

 24. 2016年度 B級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№1 

 

 25. 2016年度 GK-C級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№1 

 

 26. U-16日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-16日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2月11日（木・祝）～15日（月） 

場 所：静岡県 

[スケジュール] 

2月11日 (木・祝) 集合 

2月13日 (土) 練習試合 vs.藤枝東高等学校 △0-0 ／ 静岡学園高等学校 ●1-3 

2月14日 (日) 練習試合 vs.清水エスパルスユース △1-1／桐光学園高等学校 ◯3-2 

2月15日 (月) 解散 

[スタッフ] 

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 高桑 大二朗 (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) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩   (JFAナショナルコーチングスタッフ／流通経済大学) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 中馬 健太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ／ジュビロ磐田) 

ドクター 池川 直志 (柏市立柏病院) 

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 高田 侑真 (東山高等学校) 
 

 
青木 心 (JFAアカデミー福島U15) 

 

 
大内 一生 (横浜FCジュニアユース) 

 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ジュニアユース) 

 
DF 菊地 健太 (JFAアカデミー福島U15) 

 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪U-15) 
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菅原 由勢 (名古屋グランパスU15) 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸U-15) 

 

 
桑原 海人 (アビスパ福岡U-15) 

 

 
藤井 陽也 (名古屋グランパスU15) 

 

 
熊田 柊人 (鹿島アントラーズジュニアユース) 

 

 
狩野 奏人 (JFAアカデミー福島U15) 

 
MF 鈴木 冬一 (セレッソ大阪U-15) 

 

 
福岡 慎平 (京都サンガF.C. U-15) 

 
 喜田 陽 (セレッソ大阪U-15)  

 東 俊希 (FCゼブラ)  

 上月 壮一郎 (京都サンガF.C. U-15)  

 粟野 健翔 (ベガルタ仙台ジュニアユース)  

 成瀬 竣平 (名古屋グランパスU15)  

 瀬畠 義成 (JFAアカデミー福島U15)  

 谷内田 哲平 (長岡ジュニアユースFC)  

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪U-18) ※1 

 三国  ケネディエブス (青森山田中学校)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) ※2 

 久保 建英 (FC東京U-15むさし)  

 川本 梨誉 (清水エスパルスジュニアユース)  

※1離脱 ※2追加招集                           計25名 

 

 27. 日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2月13日（土）～19日（金） 

場 所：沖縄県 

[スケジュール] 

2月13日 （土） 集合 

2月19日 （金） 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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 岡本 隆吾 (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) 

ドクター 中村 香織 (東京医科歯科大学附属病院) 

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 (日本スポーツ振興センターマルチサポート事業) 

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

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 三ツ木 将吾 (アディダス ジャパン株式会社)  
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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) 

 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) 

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ) 

DF 近賀 ゆかり (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) 

 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 田中 明日菜 (INAC神戸レオネッサ)          ※1 

 髙良 亮子 (ベガルタ仙台レディース) 

 中村 楓 (アルビレックス新潟レディース) 

 村松 智子 (日テレ・ベレーザ) 

 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース)          ※2 

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) 

 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) 

 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ) 

FW 大野 忍 (INAC神戸レオネッサ) 

 有町 紗央里 (ベガルタ仙台レディース) 

 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) 

 横山 久美 (AC長野パルセイロ・レディース) 

※1追加招集、※2離脱                           計25名 

 

 28. U-20日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-20日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2月21日（日）～25日（木） 

場 所：鹿児島県 

[スケジュール] 

2月21日 （日） 集合 

2月25日 （木） 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) 
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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ｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮アルディージャ) 

ドクター 中村 結香子 (塙厚生病院) 

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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三宅 明子 (筑波大学スポーツR＆Dコア) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島→ちふれASエルフェン埼玉) 

 松本 真未子 (浦和レッズレディース) 

DF 土光 真代 (日テレ・ベレーザ) 

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) 

 小島 美玖 (アルビレックス新潟レディース) 

 吉田 凪沙 (吉備国際大学Charme) 

 松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校→ベガルタ仙台レディース)      

 南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 島村 友妃子 (日体大FIELDS横浜) 

 大久保 舞 (岡山湯郷Belle) 

 河野 朱里 (早稲田大学) 

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ) 

 三浦 成美 (日テレ・ベレーザ) 

 塩越 柚歩 (浦和レッズレディース) 

 西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース) 

FW 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ) 

 鳥海 由佳 (日テレ・ベレーザ) 

 白木 星 (浦和レッズレディース) 

                                     計23名 

 

 29. U-17日本女子代表 アメリカ遠征 / 2016 U-17女子 NTC招待の件 

  行事名：U-17日本女子代表 アメリカ遠征 / 2016 U-17女子 NTC招待 

期 間：2月7日（日）～15日（月） 

場 所：アメリカ/カーソン 

[スケジュール] 

2月7日 （日） 集合、移動 

2月11日 （木・祝） 第1戦 vs.U-18韓国女子代表 ◯5-0 

2月13日 （土） 第2戦 vs.U-17イングランド女子代表 △1-1 
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2月15日 （月） 第3戦 vs.U-17アメリカ女子代表 ●1-2 

2月16日 （火） 移動 

2月17日 （水） 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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (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 小暮 千晶 (前橋育英高等学校) 

 田中 桃子 (日テレ・メニーナ) 

DF 冨田 実侑 (岡山県作陽高等学校) 

 小野 奈菜 (日テレ・メニーナ) 

 金平 莉紗 (日ノ本学園高校) 

 高平 美憂 (JFAアカデミー福島) 

 牛島 理子 (日ノ本学園高校) 

 森中  陽菜 (セレッソ大阪堺レディース)      

 根津 茉琴 (JFAアカデミー福島) 

MF 長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

 蔵田 あかり (十文字高等学校) 

 井上 陽菜 (セレッソ大阪堺レディース) 

 北村 菜々美 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

 宝田 沙織 (セレッソ大阪堺レディース) 

 菅野 奏音 (日テレ・メニーナ) 

 松田 紫野 (日テレ・メニーナ) 

FW 植木 理子 (日テレ・メニーナ) 

 宮澤 ひなた (星槎国際高等学校湘南) 

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島) 

 三浦 晴香 (浦和レッズレディースユース) 

                                     計20名 

 

 30. フットサル日本代表 直前キャンプ及びAFCフットサル選手権ウズベキスタン2016の件 

  行事名：フットサル日本代表 直前キャンプおよびAFCフットサル選手権ウズベキスタン2016 

期 間：2月2日(火)～23日(火) 

場 所：千葉県千葉市、ウズベキスタン/タシケント 

 [スケジュール] 
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2月2日 (火) 集合 

2月5日 (金) ウズベキスタンへ移動 

2月8日 (月) トレーニングマッチ  

vs.フットサルチャイニーズ・タイペイ代表 ◯4-0 

2月11日 (木・祝) グループステージ第1戦  

vs.フットサルカタール代表 ◯1-0 

2月13日 (土) グループステージ第2戦  

vs.フットサルマレーシア代表 ◯11-1 

2月15日 (月) グループステージ第3戦  

vs.フットサルオーストラリア代表 ◯3-1 

2月17日 (水) ノックアウトステージ準々決勝  

vs.フットサルベトナム代表 ●4-4(PK1-2) 

2月19日 (金) ノックアウトステージプレーオフ  

vs.フットサルキルギスタン代表 ●2-6 

2月22日 (月) 移動 

2月23日 (火) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 松崎 康弘 (JFA常務理事) 

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 村岡 誠 (フリーフィジカルコーチ) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 船越 雄誠 (聖隷浜松病院) 

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  大岡 茂 (株式会社R-body project) 

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 関口 豪 (JFA代表チーム部) 

副 務 杉山 友朗 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 藤原 潤 (バルドラール浦安) 

 田中 俊則 (府中アスレティックFC) 

 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) 

 酒井 ラファエル良男 (名古屋オーシャンズ) 

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪) 

 星 翔太 (バルドラール浦安) 

 西谷 良介 (フウガドールすみだ) 

 渡邉 知晃 (大連元朝足球倶楽部/中国) 

 滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 吉川 智貴 (マグナ・グルペア/スペイン) 
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 室田 祐希 (エスポラーダ北海道) 

 逸見 勝利ラファエル (SLベンフィカ/ポルトガル) 

                                      計14名 

 

 


