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 1 Jリーグ報告の件 

  （報告）資料№1 

(1)リーグ戦 

明治安田生命Ｊ１リーグ 1stステージ 

明治安田生命Ｊ２リーグ 

明治安田生命Ｊ３リーグ 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(2)リーグカップ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(3)カップ戦 

結果、入場者数は別紙の通り 

 

 2 8地域サッカー協会法人化の件 

  「JFA ミッション 2015-2022」に基づき、JFA リフォームの一環として法人化を進め、2016 年 4

月 1 日に北海道を除く 8 地域が設立登記申請を行い受理された。これにより、9 地域サッカー協

会全てが法人化した。 

(1)北海道サッカー協会 

 法 人 形 態 ：公益財団法人  

＊1998 年 4月 1日に法人化し、2013年 4月 1日に公益財団法人となっている。 

  会 長：出口  明（でぐち あきら） 

  専 務 理 事 ：松本 敏嗣（まつもと としつぐ） 

  事 務 総 長 ：石井  亮（いしい りょう） 

  所 在 地：〒062-0912 北海道札幌市豊平区水車町 5-5-41 

北海道フットボールセンター 

(2)東北サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 

  会 長：久保 雅喜（くぼ まさき） 

  専 務 理 事 ：大南 博義（おおみなみ ひろよし） 

  事 務 総 長 ：安達  健（あだち けん） 

  所 在 地：〒981-0103 宮城県宮城郡利府町森郷字内ノ目南 119-1 

 宮城県サッカー場内 一般社団法人宮城県サッカー協会と同ビル 

(3)関東サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 

  会 長：上野 二三一（うえの ふみかず） 

  専 務 理 事 ：植田 昌利（うえだ まさとし） 

  事務総長代理：青地 俊彦（あおち としひこ） 
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  所 在 地：〒113-8311 東京都文京区サッカー通り（本郷 3-10-15） JFAハウス 7F 

     公益財団法人日本サッカー協会、および公益財団法人東京都サッカー協会と同ビル 

(4)北信越サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 

  会 長：島田 一彦（しまだ かずひこ） 

  専 務 理 事 ：荒川  剛（あらかわ つよし） 

  事 務 総 長 ：真田 幸明（さなだ ゆきはる） 

  所 在 地：〒936-0078 富山県滑川市高月町 129番地 日医工スポーツアカデミー内 

         公益社団法人富山県サッカー協会と同ビル 

(5)東海サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 

  会 長：髙田  稔（たかだ みのる） 

  専 務 理 事 ：竹山 勝自（たけやま しょうじ） 

  事 務 総 長 ：大畑 政典（おおはた まさのり） 

  所 在 地：〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町二丁目 1番地の 5 5風来館 6階 

         一般財団法人静岡県サッカー協会と同ビル 

(6)関西サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 

  会 長：赤須 陽太郎（あかす ようたろう） 

  専 務 理 事 ：藤縄 信夫（ふじなわ のぶお） 

  事 務 総 長 ：樋川 利雄（といかわ としお） 

  事務総長代理：江口 恵美（えぐち えみ） 

  所 在 地：〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町 1-7-25 TK靭本町ビル 6F   

         一般社団法人大阪府サッカー協会と同ビル 

(7)中国サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 

  会 長：野村 尊敬（のむら そんきょう） 

  専 務 理 事 ：古田 篤良（ふるた あつよし） 

  事 務 総 長 ：桝田 健二（ますだ けんじ） 

  所 在 地：〒730-0015 広島県広島市中区橋本町 3-21 コーポ芦屋 2F 

         公益財団法人広島県サッカー協会と同ビル 

(8)四国サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 

  会 長：豊島 吉博（とよしま よしひろ） 

  専 務 理 事 ：兵頭 龍哉（ひょうどう たつや） 

  事 務 総 長 ：山下 由貴（やました ゆき） 

  所 在 地：〒770-0864 徳島県徳島市大和町二丁目 1番 6号 佐々木ビル 2階 

         一般社団法人徳島県サッカー協会と同ビル 

(9)九州サッカー協会 

  法 人 形 態 ：一般社団法人 
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  会 長：山崎  亨（やまざき とおる） 

  専 務 理 事 ：竹田  孝（たけだ たかし） 

  事 務 総 長 ：藤井 明穂（ふじい あきお） 

  所 在 地：〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 5丁目 13番 3号  

セントラルビル 304号 

 

 3 2015年度 JFAスポーツマネジャーズカレッジの件 

  （報告）資料№2 

2015年度 JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）について 

(1)SMC本講座 

   2015 年度 JFA スポーツマネジャーズカレッジ（SMC）本講座は、24 名が受講し、全員が修了

した。 

(2)SMCサテライト講座 

   2015年度 SMC サテライト講座は、14ヶ所で実施し、計 233名が受講した（補講中を含む）。 

 

 4 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）：佐伯市 

施設名：佐伯市総合運動公園多目的グラウンド（大分県佐伯市大字長谷 2787番地 2） 

使用製品：クリヤマ株式会社 モンドターフ NSF Monofibre 4NX 65 AS 

公認期間：2016 年 4月 14 日～2019年 4月 13日 

公認番号：第 186 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。 

 

 5 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）：廿日市 

施設名：廿日市市サッカー場（広島県廿日市市地御前北 1-2-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+ SSL 

公認期間：2016 年 4月 14 日～2019年 4月 13日 

公認番号：第 056 号 

(2) 申請者（施設所有者）：静岡県 

施設名：小笠山総合運動公園 人工芝グラウンド（静岡県掛川市篠場） 

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 14 日～2019年 4月 13日 

公認番号：第 011 号 

(3) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S6フィールド 
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     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2050RSpro ACS75 

公認期間：2016 年 4月 14 日～2019年 4月 13日 

公認番号：第 090 号 

(4) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S7フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040 ACS65 

公認期間：2016 年 1月 14 日～2018年 1月 13日 

公認番号：第 091 号 

(5) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S8フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2055 

公認期間：2016 年 1月 14 日～2018年 1月 13日 

公認番号：第 092 号 

(6) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S9フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2055 

公認期間：2016 年 1月 14 日～2018年 1月 13日 

公認番号：第 093 号 

(7) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S10フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2055 

公認期間：2016 年 1月 14 日～2018年 1月 13日 

公認番号：第 094 号 

(8) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S11フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62HP 

公認期間：2016 年 1月 14 日～2018年 1月 13日 

公認番号：第 095 号 

(9) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S12フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62HP 

公認期間：2016 年 1月 14 日～2018年 1月 13日 

公認番号：第 096 号 
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(10) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S13フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62HP 

公認期間：2016 年 1月 14 日～2018年 1月 13日 

公認番号：第 097 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。 

  

 6 一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟 設立および加盟の件 

  法人が設立されることを前提に、2016 年度第 2 回理事会で加盟審査を行い、2016 年 3 月 27 日

開催の定時評議員会にて、本協会の関連団体として加盟が承認された日本障がい者サッカー連

盟が、予定通り 4月 1日に一般社団法人として設立された。 

従って、同連盟は 2016年 4月 1日付けで本協会の関連団体となった。 

 

 7 JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 31団体を「JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー」に認定した。 

（ ）内は賛同テーマ 

認定日：2016年 4月 1日 

(1)あざみ野キッカーズ（引退なし, 補欠ゼロ） 

(2)クライティーボ FC（引退なし, 補欠ゼロ） 

(3)つばさアカデミア・サッカースクール（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(4)テゲバジャーロ宮崎（引退なし, 障がい者サッカー） 

(5)メリメロ（障がい者サッカー） 

(6)よこおスポーツクラブ ゴラッソ横尾（補欠ゼロ） 

(7)一般社団法人 Tifosi（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー）  

(8)見附小学校（補欠ゼロ） 

(9)札幌中央フットボールクラブ（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(10)三郷サッカースポーツ少年団ジュニアユース（補欠ゼロ） 

(11)三鷹 JFC（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(12)七里御浜 FC（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(13)社会福祉法人 純心会 まるくこども園（補欠ゼロ） 

(14)蹴球団藤岡キッカーズ（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー）  

(15)上鷺宮少年サッカークラブ（補欠ゼロ） 

(16)川崎ジュニアフットボールクラブ（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(17)東京都知的障がい者サッカー連盟（障がいサッカー） 

(18)特定非営利活動法人 春日イーグルス（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー）  
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(19)特定非営利活動法人 ReBra（引退なし） 

(20)特定非営利活動法人カティオーラ（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(21)北摂ユナイテッド（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(22)ApreDiver（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(23)FC REAL（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(24)HYOGO CHANCEN SV（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(25)NPO 大豆戸フットボールクラブ（引退なし, 補欠ゼロ） 

(26)NPO 法人 SHIRAOKA K'sフットボールクラブ（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー）  

(27)NPO 法人サルバトーレ櫛引（補欠ゼロ） 

(28)NPO 法人浦和スポーツクラブ（引退なし, 補欠ゼロ, 障がい者サッカー） 

(29)PLAY MAKERプロジェクト（引退なし） 

(30)Rafaga Club de Futbol（引退なし, 補欠ゼロ） 

(31)TODOS UNIDOS（引退なし, 補欠ゼロ） 

 

 8 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：東日本ろう者サッカー協会 

大会名：第15回EJDFAデフリーグ大会 

主催：東日本ろう者サッカー協会 

後援（予定）：品川区、一般財団法人日本ろう者サッカー協会、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本ケアフィット共育機構 

協力：東京スポーツ・レクリエーション専門学校、社会福祉法人埼玉県聴覚障害者福 

祉会ふれあいの里どんぐり 

日程：4月29日（金・祝）～30日（土） 

会場：品川区大井ふ頭中央海浜公園 第二球技場 

大会目的：Ⅰ．試合の勝敗にこだわらず、サッカーをエンジョイする。 

       Ⅱ．サッカーを通して、ろう者サッカー競技者の健康増進を促す。 

Ⅲ．ろう者サッカー競技者の交流の場を設け、相互交流を行う。 

Ⅳ．当大会を通し、各選手のサッカー技術などの向上を図る。 

Ⅴ．ろう者サッカーの認知度の向上を図る。 

  入場料：無料 

(2)申請団体： 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

大会名：第3回レオピン杯Copa Amputee 

主催：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

後援（予定）：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、公益財団法人日本サッカー協会、

公益財団法人関西サッカー協会 

日程：5月14日（土）～15日（日） 

会場：花博記念公園鶴見緑地競技場 

大会目的：アンプティサッカーの技術向上と、普及振興に寄与することを目的とし、特定非

営利活動法人日本アンプティサッカー協会加盟チームによる全国大会として実施

する。 
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  入場料：無料 

(3)申請団体：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

大会名：第15回アクサブレイブカップ ブラインドサッカー日本選手権 

主催：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

後援（予定）：厚生労働省、スポーツ庁、東京都、調布市、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人東京都障害者スポーツ協会 

日程：7月9日（土）～10日（日） 

会場：アミノバイタルフィールド 

大会目的：ブラインドサッカー日本一を決定し、また、各チームの技術向上並びに障がい者

スポーツ推進に寄与する。 

  入場料：無料 

(4)申請団体：文京区 

大会名：2016～ がんばれ 日本！～自治体交流ジュニアサッカ一大会 

(2020 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成イベント） 

主催：文京区、台東区、北区、荒川区 

主管：自治体交流ジュニアサッカー大会実行委員会 

後援：公益財団法人日本サッカー協会 

協力：公益財団法人東京都サッカー協会、東京都少年サッカー連盟 

日程：5月15日(日)、22 日(日) 

会場：文京区小石川運動場 （人工芝）（5月15日、22日） 

北区赤羽スポーツの森公園競技場（人工芝）（5月15日）※15日は2会場で実施。 

参加自治体：文京区、台東区、北区、荒川区、三鷹市、府中市、調布市、清瀬市､日の出町 

概要：2020東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業の一環として、2016年8月に開

催を控えたリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックを盛り上げ応援するとと

もに、子どもたちの健全な育成とサッカー競技の普及啓発をすることを目的に、文京

区、台東区、北区及び荒川区の4自治体で、自治体交流ジュニアサッカ一大会事業を開

催する。 

 

 9 海外遠征申請の件 

  （1）一般財団法人 福島県サッカー協会 

チ ー ム Estellas. FC （第 4種） 

遠征期間 5月 15日～24日 

遠 征 先 レーゲンスブルク・レーアウ/ドイツ、 

フランティシュコヴィ・ラーズニェ/チェコ 

（2）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズユース （第 2種） 

遠征期間 5月 18日～23日 

遠 征 先 香港/香港 

（3）公益社団法人 千葉県サッカー協会 
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チ ー ム クラブ・ドラゴンズ柏 （第 3種） 

遠征期間 5月 29日～6月 7日 

遠 征 先 クレモナ/イタリア 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスプライマリー追浜 （第 4種） 

遠征期間 5月 2日～11日 

遠 征 先 アロウザ/スペイン 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム OSA FC U-15 （第 3種） 

遠征期間 5月 29日～6月 6日 

遠 征 先 ブレーメン/ドイツ 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスジュニアユース追浜 （第 3種） 

遠征期間 5月 23日～31日 

遠 征 先 ニュルンベルク/ドイツ 

（7）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島ヴォルティスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 5月 21日～26日 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

（8）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島ヴォルティスユース （第 2種） 

遠征期間 5月 23日～6月 3日 

遠 征 先 マドリード/スペイン 

（9）一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム 思斉館 FC （第 4種） 

遠征期間 4月 29日～5月 1日 

遠 征 先 全羅南道木浦市/韓国 

（10）一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム FCあかまつ （第 4種） 

遠征期間 4月 29日～5月 1日 

遠 征 先 全羅南道木浦市/韓国 

【事後申請】 

以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請分として報告致します。 

（1）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 筑波大学女子サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 3月 8日～20日 

遠 征 先 ソチ/ロシア 

（2）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 25日～4月 3日 
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遠 征 先 広州/中国 

（3）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 17日～28日 

遠 征 先 ダラス/アメリカ 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム U-12 小田原選抜 （第 4種） 

遠征期間 3月 26日～28日 

遠 征 先 済州/韓国 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム SC相模原 U-18 （第 2種） 

遠征期間 3月 29日～4月 5日 

遠 征 先 トリノ/イタリア 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム SC相模原ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3月 29日～4月 2日 

遠 征 先 光州・ソウル/韓国 

（7）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム FCフレスカ神戸 （第 3種） 

遠征期間 3月 29日～4月 6日 

遠 征 先 チッタドゥカーレ/イタリア 

（8）一般社団法人 愛媛県サッカー協会 

チ ー ム FC 今治 U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 26日～4月 3日 

遠 征 先 清遠市/中国 

 

 10 2016/2017年競技規則の改正の件 

   国際サッカー評議会（以下、IFAB）は、2016 年 3 月 5 日ウェールズにて、第 130 回年次総会

を開催し、2016/2017 年競技規則の改正を決定したと IFAB から回付により報告があった。速報

として、以下報告する。 

【2016/2017年競技規則の全面改訂について（概要）】 

(1) IFAB 130年の歴史で、最も広範囲な改訂である。 

(2) サッカーに関わる人々にとって、競技規則がより身近でわかり易いものにすべく、構成を

変え、用語を整理し、競技規則の理解と解釈、適用の一貫性を向上させた。 

【2016/2017年競技規則の改正の大きな変更点について】 

(1) 「決定的な得点の機会の阻止」について 

ペナルティーエリア内において、「決定的な得点の機会の阻止」をした競技者は、今回の

改正以前では「退場」であった。つまり、相手チームに PK が与えられ、反則をした競技

者は退場となり、且つ次試合出場停止が課せられた（一般的に「三重罰」と称される）。 
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今回の改正により、以下の通りとなった。 

ペナルティーエリア内において、「決定的な得点の機会の阻止」をした競技者は、ボール

にプレーしようとしていた、または、ボールへ向う相手競技者にチャレンジした場合は

「警告」となる（退場とはならない）。 

   一方、ペナルティーエリア内であっても、以下のケースはフェアプレー遵守のため、「退 

場」となる（「三重罰」が課せられる）。 

a. ホールディング（押さえる）、プッシング（押す）、プリング（引っ張る）する行為 

b. ボールにプレーしようとしていない、またはボールにプレーする可能性がない状況で

の反則 

c. フィールド上で起こった場所に関わらず、退場となる反則（例えば、著しく不正なプ

レー、乱暴な行為、等） 

     ＊競技者が意図的にボールを手または腕で扱い、「相手チームの得点」または「決定的な    

得点の機会」を阻止した場合（但し、自分のペナルティーエリア内でゴールキーパーが行

ったものには適用しない）は、反則を犯した場所、すなわちペナルティーエリア内外に関

わらず「退場」となる。 

＊本規則は、今後、2年間実施し、2018年の年次総会にて再検証される。 

(2) 競技者の数：延長戦における 4 人目の交代について 

ノックアウトステージの競技会において、延長戦では 4 人目の交代を実験的に許可する。 

＊2016 年 3 月 18 日に開催された FIFA 理事会にて、本規則を、Olympic Football 

Tournaments Rio 2016、FIFA U-20 Women’s World Cup Papua New Guinea 2016、そ

して FIFA Club World Cup Japan 2016にて実施されることが承認された。 

(3) 審判団へのビデオアシスタントについて 

試合の状況を変えてしまうような明らかなミスを防ぐために、ビデオアシスタントレフェ

リー（VARs）を 2年間、試行することとした。 

試行の目的は、VARs の実施が、試合を改善することである。この結果は、IFAB のリーダ

ーシップのもと、独立した研究機関にて分析され、その情報は 2017 及び 2018 の年次総会

で報告される。 

(4)その他 

a. キックオフは、どの方向にボールを蹴っても良いとした。 

b. 警告/退場を伴った反則時に、その反則を受けて怪我をした競技者は、フィールド内で

短時間の医療的処置を受けることが可能となった。そして、プレーすることが可能と

判断されれば、フィールドから去ることなく、そのままプレーすることを可能とし

た。 

【2016/2017年競技規則の改正の施行時期】 

競技規則の変更は 6 月 1 日から施行される。但し、その時期がリーグ戦の期間中である場合

は、新シーズン開幕まで競技規則の変更の導入を遅らせることも可能である。 

【2016/2017年競技規則の改正に関する今後のスケジュール】 

4月前半 ： IFABから 2016/2017年競技規則の改正の全内容が発表される予定。 

5月 19日： 理事会にて、各リーグや全国大会での同改正の施行時期について上程する。 

6月 16日： 理事会にて、同改正の全文について上程する。 
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【国際サッカー評議会（International Football Association Board）とは】 

サッカーの競技規則を決定する機関であり、FIFA から 4 名と英国 4 協会（イングランド、スコ

ットランド、ウェールズ、北アイルランド）から各 1 名の代表であるの計 8 名で構成されてい

る。出席者の 3/4 以上の賛成があった場合に、競技規則は改正される。 

 

 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、委員会他） 

① AFC Refereeing Seminar Part 2: Women Referees & Assistant Referees Course 

期 間：3月 11 日～3月 19日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：深野悦子 

② AFC Referees Committee 

期 間：3月 29 日～3月 31日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

委 員：上川徹 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2016 Group G 

期 間：3月 11 日～3月 17日 

場 所：メルボルン/オーストラリア 

アセッサー：上川徹 

② AFC Cup 2016 Group F 

期 間：3月 13 日～3月 16日 

場 所：マニラ/フィリピン 

アセッサー：岡田正義 

③ Dr. Pepper Dallas Cup 

期 間：3月 18 日～3月 29日 

場 所：ダラス/アメリカ合衆国 

アセッサー：上荒敬司、山岸佐知子 

④ 2018 FIFA World Cup Russia TM-Preliminary Competition Asian Zone 

Round 2-Match day 9-Group C 

期 間：3月 22 日～3月 25日 

場 所：武漢/中国 

アセッサー：廣嶋禎数 

⑤ AFC Champions League 2016 Group G 

期 間：4月 4日～4月 7日 

場 所：水原/韓国 

アセッサー：岡田正義 
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＜審判員＞ 

（セミナー） 

① AFC Refereeing Seminar Part 2-Women Referees & Assistant Referees Course 

期 間：3月 12 日～3月 19日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：今泉奈美、梶山芙紗子、山下良美、手代木直美、萩尾麻衣子、坊薗真琴 

② AFC Development Group Referees 2015－Support Programme 

期 間：3月 23 日～3月 28日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：岡部拓人 

（大会・試合） 

① AFC Cup 2016 Group F 

期 間：3月 6日～3月 9日 

場 所：マニラ/フィリピン 

審判員：木村博之、山内宏志 

② 審判交流プログラム（オーストラリア） 

期 間：3月 9日～3月 21 日 

場 所：シドニー他/オーストラリア 

審判員：岡部拓人、福島孝一郎 

③ AFC Champions League 2016 Group A 

期 間：3月 12 日～3月 17日 

場 所：イスファハーン/イラン 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、名木利幸 

④ AFC Champions League 2016 Group A 

期 間：3月 12 日～3月 17日 

場 所：ジェッダ/サウジアラビア 

審判員：東城穣、越智新次、八木あかね 

⑤ AFC Cup 2016 Group D 

期 間：3月 14 日～3月 17日 

場 所：マナマ/バーレーン 

審判員：飯田淳平、山内宏志 

⑥ Dr. Pepper Dallas Cup 

期 間：3月 18 日～3月 29日 

場 所：ダラス/アメリカ合衆国 

審判員：川俣秀、佐藤誠和、鶴岡将樹、梶山芙紗子、佐々木里沙、松下朝香 

⑦ 2018 FIFA World Cup RussiaTM-Preliminary Competition Asian Zone 

Round 2-Match day 9 Group H 

期 間：3月 22 日～3月 26日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、越智新次 



報告事項 

2016/4/14 第 5回理事会 

 

⑧ 審判交流プログラム（ポーランド） 

期 間：3月 24 日～4月 11日 

場 所：ワルシャワ/ポーランド 

審判員：木村博之、名木利幸、田中利幸 

⑨ 2018 FIFA World Cup RussiaTM-Preliminary Competition Asian Zone 

Round 2-Match day 10 Group D 

期 間：3月 26 日～3月 31日 

場 所：テヘラン/イラン 

審判員：東城穣、唐紙学志、山内宏志 

⑩ 2018 FIFA World Cup RussiaTM-Preliminary Competition Asian Zone 

Round 2-Match day 10 Group G 

期 間：3月 26 日～3月 31日 

場 所：サイダ/レバノン 

審判員：飯田淳平、八木あかね 

⑪ AFC Champions League 2016 Group C 

期 間：4月 3日～4月 8日 

場 所：タブリーズ/イラン 

審判員：山本雄大、八木あかね、越智新次 

 

 12 2015年度 A級コーチジェネラルライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№3 

A 級コーチジェネラル養成講習会の全てのカリキュラムを終了した別紙記載の受講者を認定す

る。 

 

 13 2015年度 A級コーチ U-15ライセンス判定結果の件 

  A級コーチ U-15 養成講習会の全てのカリキュラムを終了した下記 23名の受講者を認定する。 

  井川 雄一    髙見 慎司    前底 泰仁 

内海 武利    田川 太知    松本 剛季 

大久保 毅    竜田 隆志    望月 隆司 

小田 正則    田中 拓也    森村 紀夫 

河原畑 康高   寺峰 輝     渡辺 英直 

久米 卓士    所 桂太郎    （50音順） 

雲居 和城    中山 善彰 

菅田 浩之    平山 周一 

高田 栄二    藤井 健太   

 

 14 2015年度 A級コーチ U-12ライセンス判定結果の件 

  A級コーチ U-12 養成講習会の全てのカリキュラムを終了した下記 36名の受講者を認定する。 

  浅海 紀行 小西 鉄平 中村 淳 山口 大介 

石川 洋平 小村 貴光 長森 恵介 山宮 俊寛 
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今泉 幸 佐藤 瞬 西村 真介 与沢 一男 

今道 憲治 高山 裕介 日浦 貴之 若松 大樹 

岩間 浩昭 竹本 良平 福田 直人 渡邊 誠人 

落合 弘祐 辰巳 禎一 蒔苗 淳  

小野 秀和 田中 慶太郎 松下 涼太  

加藤 裕介 智田 季之 武藤 悟  

菊田 康史 津田 晋吾 薮中 一真  

工藤 正使 冨田 賢 山内 是吏  

  複数年 土井 和則 

 

 15 2015年度 B級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№4 

B級コーチ養成講習会の全てのカリキュラムを終了した別紙記載の受講者を認定する。 

 

 16 女子 GKキャンプ の件 

   

  

行事名：女子 GK キャンプ 

期  間：3月 4日（金）～ 6日（日） 

場  所：静岡県/J-STEP 

［スケジュール］ 

3月 4日(金) 集合 →フィジカル測定・ トレーニング・ミーティング 

5日(土) トレーニング・ミーティング 

6日(日) トレーニング・ミーティング  →解散 

［スタッフ］ 

GKコーチ ：  轟 奈都子  （JFAナショナルトレセンコーチ／セレッソ大阪） 

GKコーチ ：  影山 啓自  （JFAナショナルトレセンコーチ／JFAアカデミー今治） 

GKコーチ ：  安齋 和之  （JFAナショナルトレセンコーチ／FC BLOOM） 

GKコーチ ：  池田 敏晃  （藤枝順心サッカークラブ） 

GKコーチ ：  小林 忍     (JFAナショナルコーチングスタッフ／川崎フロンターレ） 

※3/4～5 

ドクター  ：  大岩 孝子  （静岡赤十字病院） 

総務      ：  奈良輪 織恵 (JFA女子部） 

［選手］ 

GK  高橋 智子  （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-18） 

   福永 絵梨香 （大阪府：セレッソ大阪堺レディース） 

   星野 あかり （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18） 

   西村 清花  （大阪府：大商学園高等学校） 

福田 まい  （静岡県：藤枝順心高等学校サッカー部） 

川端 涼朱  （東京都：十文字高等学校） 

小林 未歩  （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18） 

黒沢 彩乃  （東京都：日テレ・メニーナ） 
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今井 佑香  （東京都：日テレ・メニーナ・セリアス） 

松家 萌   （埼玉県：ちふれ ASエルフェン埼玉マリ） 

近澤 澪菜  （静岡県：JFAアカデミー福島） 

山下 莉奈  （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

尾添 有紗  （島根県：FC斐川） 

高橋 千空  （長野県：箕輪少年サッカークラブ） 

藤丸 知世  （広島県：廿日市ソレイルフットボールクラブ） 

小野 未織  （愛知県：一宮 FC・レディース） 

藤原 凪沙  （山口県：FCケーツーなでしこ） 

越智 れもん （高知県：神田 FC） 

西川 佳那  （北海道：アストーレ鍛神 FC） 

草苅 希羽  （岡山県：鶴山ジュニアサッカークラブ） 

三浦 七海  （新潟県：JSC LUMIERE U-12） 

坂口 波   （鹿児島県：串木野 FC） 

打桐 夕未  （静岡県：森フットボールクラブアルゴス） 

田島 伊織  （兵庫県：西神中央フットボールクラブ） 

                                計 24名 

 

 17 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 

   

  

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 

期  間：3月 25 日（金）～ 28日（月） 

場  所：滋賀県/ SGHG守山パーク 

［スケジュール］ 

3月 25日(金) 集合、フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

26日(土) トレーニング・ミーティング 

    27日(日) トレーニング・ミーティング  

28日(月) 練習試合・ミーティング、解散 

［スタッフ］ 

監督      ：淀川 知治 (JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ    ：狩野 倫久 (JFA ナショナルトレセンコーチ／SAGAWA SHIGA FC） 

GKコーチ  ：轟 奈都子 (JFA ナショナルトレセンコーチ／セレッソ大阪） 

ドクター  ：塩澤 淳  (順天堂大学)※3/25～3/26 

ドクター  ：増田 研一 (関西医療大学）※3/27～3/28 

総務      ：宮崎英津子 (JFA女子部） 

［選手］ 

GK  野田 明日香 （東京都：東京ベイフットボールクラブ女子） 

石田 心菜  （熊本県：益城ルネサンス熊本 FCフェニックス） 

鈴木 紋伽  （群馬県：ザスパクサツ群馬 U-15レディース） 

竹下 奏彩  （兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15） 

FP  木村 日咲  （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18） 
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葛西 由依  （青森県：SHLINE LFC） 

島田 芽依  （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

河岸 笑花  （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

田畑 晴菜  （大阪府：ヴィエントフットボールクラブとよの／JFAアカデミー堺） 

松久 栞南  （東京都：十文字中学校） 

山口 歌子  （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

今立 のどか （北海道：北海道リラ・コンサドーレ） 

名和 真理奈 （静岡県：常葉学園橘中学校女子サッカー部） 

高和 芹夏  （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

河本 紗英  （愛媛県：愛媛 FCレディース MIKAN） 

原田 和佳  （徳島県：プルミエール徳島サッカークラブ／JFAアカデミー堺） 

岩﨑 心南  （東京都：日テレ・メニーナ） 

善積 わらい （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

阿部 文音  （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

高良 琴音  （沖縄県：ヴィクサーレ沖縄フットボールクラブ・ナビィータ） 

渕上 野乃佳 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース Rame） 

小林 莉々子 （静岡県：常葉学園橘中学校女子サッカー部） 

片野田 朱珠 （三重県：楠クラブレディース） 

野口 明莉  （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース Colza） 

木下 桃香  （東京都：日テレ・メニーナ） 

計 25名（GK,FP別に年齢順） 

 

 18 2016年度 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：エリートプログラム U-13 トレーニングキャンプ 

期 間：3月 18 日(金)～22日(火) 

場 所：大阪府/J-GREEN堺 

［スケジュール］ 

3月 18日(金) PM 集合・トレーニング 

3月 19日(土) AM トレーニング 

PM 練習試合 対 興国高校（30分×4） 

3月 20日(日・祝) AM トレーニング 

PM トレーニング 

3月 21日(月・振休) AM トレーニング 

PM 練習試合 対 履正社高校（30分×4） 

3月 22日(火) AM トレーニング 

PM 解散 

［スタッフ］ 

池内 豊 JFAナショナルトレセンコーチ 

濱崎 芳己 JFAナショナルトレセンコーチ 

川俣 則幸 JFAナショナルトレセンコーチ 
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［選 手］ 

佐々木 雅士 柏レイソル U-15 

川上 隼 コンサドーレ札幌 U−15 

具志 寛太 那覇市立小禄中学校 

本田 修也 アルビレックス新潟 U-15 

工藤 宗大 大分トリニータ U-15 

大橋 滉太 セレッソ大阪西 U-15 

押富 大輝 ヴィッセル神戸 U-15 

藤原 優大 青森山田中学校 

吉田 有志 セレッソ大阪 U-15 

上田 浩大 FC東京 U-15むさし 

青島 健大 清水エスパルスジュニアユース 

大山 智也 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 

佐藤 優斗 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 

東 潤太 コンサドーレ札幌 U−15 

柴山 昌也 大宮アルディージャジュニアユース 

松永 響 レノファ山口 FC U-15 

幸坂  琉輝 コンサドーレ旭川Ｕ−15 

鈴木 海音 ジュビロ磐田 U-15 

中野 桂太 京都サンガ F.C.U-15 

小塩 拳生 清水エスパルスジュニアユース 

佐古 真礼 東京ヴェルディジュニアユース 

白石 肇史 愛媛 FC U-15 

   

 19 日本代表 2018FIFA ワールドカップロシア TM アジア 2 次予選 兼 AFC アジアカップ UAE 

2019予選の件 

 

 

 

 行事名：2018FIFAワールドカップロシア TM アジア 2次予選 

兼 AFC アジアカップ UAE 2019予選 vs.アフガニスタン代表 

期 間：3月 21 日（月・振休）～24日（木） 

場 所：埼玉県 

行事名：2018FIFAワールドカップロシア TM アジア 2次予選 

兼 AFC アジアカップ UAE 2019予選 vs.シリア代表 

期 間：3月 25 日（金）～29日（火） 

場 所：埼玉県 

[スケジュール] 

3月 21 日 （月・振休） 集合 

3月 24 日 （木） vs.アフガニスタン代表 ○5-0 

3月 29 日 （火） vs.シリア代表 ○5-0  

  
解散 
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[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (JFAナショナルチームダイレクター) 

監 督 ｳﾞｧｲｯﾄﾞ・ﾊﾘﾙﾎｼﾞｯﾁ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾞﾇﾍﾞｰ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｼﾘﾙ・ﾓﾜﾝﾇ (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) 

GKコーチ ﾘｶﾙﾄﾞ・ﾛﾍﾟｽ (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 湯浅 理平 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 香取 庸一 (東京医科大学) 

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)  

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) 

通訳 樋渡 群 (JFA) 

通訳 羽生 直行 (JFA) 

通訳 茂木 哲也 (Emi TRAVEL PARIS) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

副 務 秋江 昌司 (JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 (JFAコミュニケーション部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン株式会社) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社/株式会社 BOTTOM UP) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (ダンディー・ユナイテッド/スコットランド) 

 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

 林 彰洋 (サガン鳥栖) 

DF 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 森重 真人 (ＦＣ東京) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド) 

 藤春 廣輝 (ガンバ大阪) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96/ドイツ) 

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/ドイツ) 

 昌子 源 (鹿島アントラーズ) 

MF 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 柏木 陽介 (浦和レッズ) 

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ) 

 清武 弘嗣 (ハノーファー96/ドイツ) 
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 山口 蛍 (ハノーファー96/ドイツ) 

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ) 

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド) 

 本田 圭佑 (ACミラン/イタリア) 

 ハーフナー・マイク (ADO デン・ハーグ/オランダ) 

 小林 悠 (川崎フロンターレ)          ※1 

 齋藤 学 (横浜 F･マリノス)          ※2 

 金崎 夢生 (鹿島アントラーズ) 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

※1 離脱 ※2追加招集                          計 25名 

 

 20 日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

期 間：3月 7日（月）～9日（水） 

場 所：千葉県 

[スケジュール] 

3月 7日 （月） 集合 

3月 9日 （水） 解散 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (JFAナショナルチームダイレクター) 

監 督 ｳﾞｧｲｯﾄﾞ・ﾊﾘﾙﾎｼﾞｯﾁ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾞﾇﾍﾞｰ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｼﾘﾙ・ﾓﾜﾝﾇ (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) 

GKコーチ ﾘｶﾙﾄﾞ・ﾛﾍﾟｽ (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 湯浅 理平 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 香取 庸一 (東京医科大学) 

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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 久保田 武晴 (ぼたスポーツ接骨院) 

通訳 樋渡 群 (JFA) 

通訳 羽生 直行 (JFA) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

副 務 秋江 昌司 (JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 (JFAコミュニケーション部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン株式会社) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社/株式会社 BOTTOM UP) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 
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[選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

 六坂 勇治 (ベガルタ仙台)             ※1 

 林 彰洋 (サガン鳥栖) 

DF 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 森重 真人 (ＦＣ東京) 

 米倉 恒貴 (ガンバ大阪) 

 藤春 廣輝 (ガンバ大阪) 

 塩谷 司 (サンフレッチェ広島) 

 丸山 祐市 (ＦＣ東京) 

 車屋 紳太郎 (川崎フロンターレ) 

 昌子 源 (鹿島アントラーズ) 

 植田 直通 (鹿島アントラーズ) 

MF 柏木 陽介 (浦和レッズ) 

 遠藤 康 (鹿島アントラーズ) 

 武藤 雄樹 (浦和レッズ) 

 米本 拓司 (ＦＣ東京)              ※1 

 永木 亮太 (鹿島アントラーズ)          ※2 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

 遠藤 航 (浦和レッズ) 

FW 興梠 慎三 (浦和レッズ) 

 小林 悠 (川崎フロンターレ) 

 金崎 夢生 (鹿島アントラーズ) 

 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 

 齋藤 学 (横浜 F･マリノス) 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

 浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島) 

※1 離脱 ※2追加招集                          計 27名 

 

 21 U-23日本代表 ポルトガル遠征の件 

  行事名：U-23日本代表 ポルトガル遠征 

期 間：3月 21 日（月・振休）～30日（水） 

場 所：ポルトガル 

 [スケジュール] 

3月 21 日 (月･振休) 集合、出発 

3月 25 日 (金) 国際親善試合 vs.U-23メキシコ代表 ○2-1 

3月 28 日 (月) 練習試合 vs.スポルティング・クルーべ・デ・ポルトガル △1-1 

3月 30 日 (水) 帰国、解散 
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 [スタッフ] 

技術委員 木村 浩吉 （JFA技術委員） 

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 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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 （JFA) 

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 久保田 武晴 （くぼたスポーツ接骨院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山浦 伊吹 （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)  

主務 杉山 友朗 （JFA代表チーム部） 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 高埜 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 杉本 大地 （徳島ヴォルティス） 
 

 
牲川 歩見 （サガン鳥栖） 

 

 
中村 航輔 （柏レイソル） 

 
DF 山中 亮輔 （柏レイソル） ※1 

 
亀川 諒史 （アビスパ福岡） 

 

 
奈良 竜樹 （川崎フロンターレ） 

 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） 

 

 
ファン・ウェルメスケルケン・際 （FCドルトレヒト/オランダ） 

 

 
秋野 央樹 （柏レイソル） ※2 

 
植田 直通 （鹿島アントラーズ） 

 

 
中谷 進之介 （柏レイソル） 

 
MF 大島 僚太 （川崎フロンターレ） ※1 

 
遠藤 航 （浦和レッズ） ※1 

 
原川 力 （川崎フロンターレ） 

 

 
中島 翔哉 （FC東京） 

 

 
豊川 雄太 （ファジアーノ岡山） 

 

 
南野 拓実 （ザルツブルク/オーストリア） 

 

 
関根 貴大 （浦和レッズ） ※1 

 
小泉 慶 （アルビレックス新潟） ※2 

 
鎌田 大地 （サガン鳥栖） 

 

 
井手口 陽介 （ガンバ大阪） ※1 

FW 久保 裕也 （BSCヤングボーイズ/スイス） 
 

 
金森 健志 （アビスパ福岡） 

 

 
浅野 拓磨 （サンフレッチェ広島） ※1 

 
オナイウ 阿道 （ジェフユナイテッド千葉） ※2 
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※1 離脱 ※2追加招集                          計 25名 

 

 22 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：3月 6日（日）～9日（水） 

場 所：東京都 

 [スケジュール] 

3月 6日 (日) 集合 

3月 9日 (水) 練習試合 vs.全日本大学選抜  ●1-2 

 
 解散 

 [スタッフ] 

監督 内山 篤 (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 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 寺門 大輔 (JFA)  

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 井澤 敏明 (九州大学整形外科)  

トレーナー 秋山 良範 (コンディショニングルーム AKI)  

総務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

 [選  手] 

GK 辻 周吾 (サガン鳥栖)    

 
廣末 陸 (青森山田高校)    

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース)    

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18)    

DF 中山 雄太 (柏レイソル)    

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪)    

 
野田 裕喜 (ガンバ大阪)    

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ)    

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸)    

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18)    

 
長谷川 巧 (アルビレックス新潟 U-18)    

 
橋岡 大樹 (浦和レッズユース)    

MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ)    

 
鈴木 徳真 (筑波大学)    

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島)    

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ)    

 
森島 司 (サンフレッチェ広島)    

 
邦本 宜裕 (アビスパ福岡)    
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佐藤 亮 (明治大学)    

 
伊藤 涼太郎 (浦和レッズ)    

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台) ※1   

 
堂安 律 (ガンバ大阪)    

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡)    

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18)    

FW 和田 昌士 (横浜 F・マリノス)    

 
森 晃太 (ヴァンフォーレ甲府)    

 
垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ)    

 
小川 航基 (ジュビロ磐田)    

 
岩崎 悠人 (京都橘高校)    

※1 離脱                                  計 29名 

 

 23 U-19日本代表 バーレーン U-19 カップの件 

  行事名：U-19日本代表 バーレーン U-19カップ 

期 間：3月 19 日（土）～30日（水） 

場 所：バーレーン 

 [スケジュール] 

3月 19 日 (土) 集合、出発 

3月 22 日 (火) 第 1戦 vs.U-19マリ代表  ●0-2 

3月 25 日 (金) 第 2戦 vs.U-19バーレーン代表  ◯3-2 

3月 28 日 (月) 第 3戦 vs.U-19メキシコ代表  ●2-3 

3月 30 日 (水) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

監督 内山 篤 (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 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 酒井 清孝 (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)  

ドクター 杉本 武 (医療法人尚信会 整形外科河村医院)  

トレーナー 秋山 良範 (コンディショニングルーム AKI)  

総務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

 [選  手] 

GK 小島 亨介 (早稲田大学) 
 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

 

 
山口 瑠伊 (FCロリアン/フランス) 

 
DF 中山 雄太 (柏レイソル) ※1 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ) 
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初瀬 亮 (ガンバ大阪) 

 

 
野田 裕喜 (ガンバ大阪) 

 

 
小島 雅也 (ベガルタ仙台) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) ※2 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 

 
橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 
MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 

 

 
坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
森島 司 (サンフレッチェ広島) ※2 

 
邦本 宜裕 (アビスパ福岡) ※1 

 
伊藤 涼太郎 (浦和レッズ) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
FW 垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
吉平 翼 (大分トリニータ) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1 離脱 ※2追加招集                         計 25名 

 

 24 U-17日本代表サニックス杯国際ユースサッカー大会 2016の件 

  行事名：U-17日本代表サニックス杯国際ユースサッカー大会 2016 

期 間：3月 15 日（火）～20日（日・祝） 

場 所：福岡県 

 

 [スケジュール] 

3月 15 日 (火) 集合 

3月 17 日 (木) 第 1戦 vs. U-17ウズベキスタン代表 ◯0-0(PK5-3） 

第 2戦 vs. U-17韓国高校連盟選抜 ◯3-0 

3月 18 日 (金) 第 3戦 vs. U-17北京選抜 ◯8-1 

3月 19 日 (土) 準々決勝 vs. 九州国際大学付属高校高校 ◯3-2 

準決勝 vs. 青森山田高校 ◯3-0 

3月 20 日 (日・祝) 決勝 vs. 東福岡高校 ◯1-0 

解散 
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[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)  

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 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)  

ドクター 赤木 龍一郎 (千葉大学医学部附属病院)  

トレーナー 並木 磨去光 (JFA／スポーツマッサージ・ナズー)  

トレーナー 大津賀 祐介 (JFAアカデミー熊本宇城)  

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部)  

 

 [選  手] 

GK 大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース ) ※2 

 
青木 心 (JFAアカデミー福島 U15) 

 
DF 石原 広教 (湘南ベルマーレユース) 

 

 
田中 陸 (柏レイソル U-18) 

 

 
青山 夕祐 (名古屋グランパス U18) 

 

 
杉山 弾斗 (船橋市立船橋高校) 

 

 
生駒 仁 (鹿児島城西高校) 

 

 
藤松 航矢 (サガン鳥栖 U-18) 

 

 
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) 

 
MF 齊藤 未月 (湘南ベルマーレユース) 

 

 
堀 研太 (横浜 F・マリノスユース) 

 

 
中島 元彦 (セレッソ大阪 U-18) 

 
 藤本 寛也 (東京ヴェルディユース)  

 西山 大雅 (横浜 F・マリノスユース) ※2 

 平川 怜 (FC東京 U-15むさし)  

FW 福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-15) ※1 

 田川 亨介 (サガン鳥栖 U-18) ※2 

 中村 駿太 (柏レイソル U-18)  

 安藤 瑞季 (長崎総合科学大学附属高校) ※2 

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-15) ※1 

 久保 建英 (FC東京 U-15むさし)  

※1 離脱 ※2追加招集                           計 22名 
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 25 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 「スポーツ・フォー・トゥモロー」プログラム  

    中央アジア・日本 U-16 サッカー交流大会 

期 間：2月 27 日（土）～7日（月） 

場 所：ウズベキスタン／タシケント 

 [スケジュール] 

2月 27 日 (土) 集合 

2月 28 日 (日) 移動 

3月 1日 (火) 第 1戦 vs. U-16イラン代表 △0-0 

3月 2日 (水) 第 2戦 vs. U-16トルクメニスタン代表 ◯1-0 

3月 4日 (金) 第 3戦 vs. U-16ウズベキスタン代表 ◯2-0 

3月 6日 (日) 練習試合 vs. U-18 FK Spartak Tashkent ◯7-0 

3月 7日 (月) 帰国、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 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 山本 祐司 (弘前大学医学部附属病院)  

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 青木 心 (JFAアカデミー福島 U15) ※2 

 
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 監物 拓歩 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-15) 

 

 
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) 

 

 
狩野 奏人 (JFAアカデミー福島 U15) 

 
MF 平川 怜 (FC東京 U-15むさし) 

 

 
鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-15) ※2 

 
福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-15) 

 

 
喜田 陽 (セレッソ大阪 U-15) 

 

 
桂 陸人 (サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース) ※1 

 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C. U-15)  
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 瀬畠 義成 (JFAアカデミー福島 U15)  

 粟野 健翔 (ベガルタ仙台ジュニアユース) ※2 

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪 U-18)  

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-15)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース)  

 久保 建英 (FC東京 U-15むさし)  

※1 離脱 ※2追加招集                           計 21名 

 

 26 日本女子代表 女子サッカーアジア最終予選の件 

  行事名：日本女子代表 女子サッカーアジア最終予選 

期 間：2月 22 日（月）～3月 10日（木） 

場 所：大阪府 

[スケジュール] 

2月 22 日 （月） 集合 

2月 29 日 （月） 第 1戦 vs.オーストラリア女子代表 ●1-3 

3月 2日 （水） 第 2戦 vs.韓国女子代表 △1-1 

3月 4日 （金） 第 3戦 vs.中国女子代表 ●1-2 

3月 7日 （月） 第 4戦 vs.ベトナム女子代表 ◯6-1 

3月 9日 （水） 第 5戦 vs.朝鮮民主主義人民共和国女子代表 ◯1-0 

3月 10 日 （木） 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 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 （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） 

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） 

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） 

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） 

 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） 
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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） 

 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）         

 熊谷 紗希 （オリンピック・リヨン/フランス） 

 村松 智子 （日テレ・ベレーザ）           ※1 

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） 

 杉田 亜未 （伊賀フットボールクラブくノ一）     ※1 

 猶本 光 （浦和レッズレディース）         ※1 

 増矢 理花 （INAC神戸レオネッサ）          ※1 

FW 大野 忍 （INAC神戸レオネッサ） 

 大儀見 優季 （1. FFCフランクフルト/ドイツ） 

 菅澤 優衣香 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース）※1 

 髙瀬 愛実 （INAC神戸レオネッサ） 

 岩渕 真奈 （FCバイエルンミュンヘン/ドイツ） 

 横山 久美 （AC長野パルセイロ・レディース） 

※1 離脱                                 計 25名 

 

 27 U-23日本女子代表 ラ・マンガ国際大会の件 

  行事名：U-23日本女子代表 ラ・マンガ国際大会 

期 間：2月 27 日(土)～3月 8日(火) 

場 所：スペイン/ラ・マンガ 

[スケジュール] 

2月 28 日(日) 集合、移動 

3月 2日(水) 第 1戦 vs.U-23ノルウェー女子代表 ◯4-0 

3月 4日(金) 第 2戦 vs.U-23スウェーデン女子代表 ◯2-0 

3月 6日(日) 第 3戦 vs.U-23ドイツ女子代表 ◯1-0 

3月 7日(月) 移動 

3月 8日(火) 帰国、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 西入 俊浩 (JFAナショナルコーチングスタッフ/JFAアカデミー堺) 

ドクター 山口 奈美 (宮崎大学医学部附属病院) 
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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 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 林﨑 萌維 (AC長野パルセイロ・レディース) 

 井上 ねね (日体大 FIELDS横浜) 

DF 佐々木 繭 (ベガルタ仙台レディース) 

 大島 瑞稀 (早稲田大学) 

 高木 ひかり (早稲田大学→ノジマステラ神奈川相模原) 

 吉見 夏稀 (ノジマステラ神奈川相模原)          

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ)            

 畑中 美友香 (伊賀フットボールクラブ くノ一)  

 三浦 桃 (日体大 FIELDS横浜) 

 村松 智子 (日テレ・ベレーザ)           ※1 

MF 千葉 園子 (ASハリマアルビオン) 

 田中 陽子 (ノジマステラ神奈川相模原) 

 尾田 緩奈 (静岡産業大学→伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくノ一)         

 葛馬 史奈 (アンジュヴィオレ広島)            

 中里 優 (日テレ・ベレーザ) 

 三橋 眞奈 (大阪体育大学) 

 猶本 光 (浦和レッズレディース)         ※1 

FW 高橋 美夕紀 (新潟医療福祉大学→ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

 大矢 歩 (愛媛 FCレディース)  

 井上 綾香 (ベガルタ仙台レディース)       

 田中 萌 (神奈川大学) 

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ)          ※1 

※1 追加招集                                        計 22名 

 

 28 ビーチサッカー日本代表 ブラジル遠征の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 ブラジル遠征 

期 間：3月 17 日（木）～29日（火） 

場 所：ブラジル/リオデジャネイロ 

 [スケジュール] 

3月 17 日(木) 集合、移動 

3月 20 日(日・祝) トレーニングマッチ vs.セントラルクラブ ◯4-2 

3月 23 日(水) トレーニングマッチ vs.フラメンゴ ◯5-5(PK:2-0) 

3月 25 日(金) トレーニングマッチ vs.ビーチサッカーブラジル代表 ●2-6 

3月 26 日(土) トレーニングマッチ vs.ビーチサッカーブラジル代表 ●4-8 

3月 27 日(日) トレーニングマッチ vs.リオデジャネイロ選抜 ◯3-3(PK:3-1) 
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3月 28 日(月) 出発 

3月 29 日(火) 帰国、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 立石 智彦 (同愛記念病院) 

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 渡邉 大 (JFA代表チーム部) 

 [選  手] 

GK       照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
後藤 将斗 (ドルソーレ北九州) 

FP 齋藤 正紀 (Vamos a la Casa) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
當間 正人 (東京レキオス BS) 

 
後藤 崇介 (Fusion) 

 
茂怜羅 オズ (Fusion) 

 
奥山 正憲 (Loewe Yokohama) 

 
松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 
赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 
西口 佳佑 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 
中原 勇貴 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

                    計 13名 

 

 29 フットサル日本女子選抜 トリムカップ 2016 第 8回全国女子選抜フットサル大会の件 

  行事名：フットサル日本女子選抜 トリムカップ 2016 第 8回全国女子選抜フットサル大会 

期 間：3月 23 日(水)～27日(日) 

場 所：愛知県 

 [スケジュール] 

3月 23 日(水) 集合 

3月 25 日(金) 第 1戦 vs福島県選抜 ●4-5 

3月 26 日(土) 第 2戦 vs香川県選抜 △4-4 

 
第 3戦 vs兵庫県選抜 ●1-4 

3月 27 日(日) 解散 

 [スタッフ] 

監督 伊藤 雅範 (学校法人タイケン国際学園 日本ウェルネス高等学校信州筑北キャンパス) 

コーチ 福角  有紘 (多摩大学) 

ドクター 船越 雄誠  (社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷浜松病院)  
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吉田 圭一 (順天堂大学医学部附属浦安病院)  

トレーナー 岡田 瞳 (株式会社アレナトーレ) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK       米田 揺杏 (徳島ラティーシャ) 
 

 
藤江 真尋 (丸岡 RUCKレディース) 

 
FP 前川 望愛 (レインボー垂井 U15レディース/JFAアカデミー堺) 

 

 
中山 寧々 (クラブフィールズ・リンダ U15) 

 

 
竹内 千璃 (クラブフィールズ・リンダ U15) 

 

 
老子 千夏 (CANACRAVO FUTEBOL CLUBE) 

 

 
小川 彩乃 (CANACRAVO FUTEBOL CLUBE) 

 

 
渡辺 響 (FCヴィトーリア) 

 

 
北嶋 笑 (丸岡 RUCKレディース) 

 

 
平田 ひなの (FCヴィトーリア/JFAアカデミー堺) 

 

 
向井 麻凪 (CANACRAVO FUTEBOL CLUBE) 

 

 
武井 ののこ (CANACRAVO FUTEBOL CLUBE) 

 

 
前田 佳澄 (徳島ラティーシャ/JFAアカデミー堺) 

 

 
横山 凜花 (丸岡 RUCKレディース) 

 

 
平野 鈴空 (スカラブ大分) 

 

 
見矢 明日香 (レインボー垂井 U15レディース) 

 

 
荒井 一花 (丸岡 RUCKレディース) 

 

 
池内 天紀 (丸岡 RUCKレディース) 

 

 
山川 里佳子 (丸岡 RUCKレディース) 

 
 齋藤 桃花 (FCヴィトーリア/JFAアカデミー堺)  

                   計 20名 

 

 30 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 榎本 滉大（えのもと こうだい） 

     （所属歴：宝泉東小サッカースポーツ少年団→FCおおたジュニアユース→ 

     共愛学園高等学校→仙台大学サッカー部） 

所属元： 仙台大学サッカー部 

受入先： ベガルタ仙台 

承認日： 2016年3月3日 

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

選手名： 矢島 輝一（やじま きいち） 

     （所属歴：八王子CBXフットボールクラブ→FC東京U-15むさし→FC東京U-18→ 

     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： FC東京 
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承認日： 2016年3月8日 

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

選手名： 山田 将之（やまだ まさゆき） 

     （所属歴：南ファイターズサッカー団→NPO法人ワセダクラブ Forza'02→ 

     青森山田高校→法政大学体育会サッカー部） 

所属元： 法政大学体育会サッカー部 

受入先： FC東京 

承認日： 2016年3月8日 

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

選手名： 高野 遼（たかの りょう） 

     （所属歴：柳橋サッカークラブ→横浜F・マリノスプライマリー→ 

     横浜F・マリノスジュニアユース→横浜F・マリノスユース） 

所属元： 日本体育大学学友会サッカー部 

受入先： 横浜Ｆ・マリノス 

承認日： 2016年3月30日 

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

選手名： 小池 裕太（こいけ ゆうた） 

     （所属歴：FCスピリット→宇都宮チェルトFC・U-15→FCアネーロ宇都宮・U-15 

     →アルビレックス新潟ユース→流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎→流通経済大学 

     体育局サッカー部） 

所属元： 流通経済大学体育局サッカー部 

受入先： 鹿島アントラーズ 

承認日： 2016年4月5日 

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

選手名： 田中 勘太（たなか かんた） 

     （所属歴：ＦＣサンアルタス大船渡→ベガルタ仙台ジュニアユース→ベガルタ仙台 

     ユース→びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部） 

所属元： びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部 

受入先： ベガルタ仙台 

承認日： 2016年4月6日 

 

 31 JFA・なでしこリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 高橋 智子（たかはし ともこ） 

     （所属歴：小針レオレオサッカー少年団→アルビレックス新潟レディースU-18） 

所属元： 新潟医療福祉大学女子サッカー部 

受入先： アルビレックス新潟レディース 

承認日： 2016年3月18日 

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

選手名： 山守 杏奈（やまもり あんな） 

     （所属歴：名古屋FCレディース→JFAアカデミー福島） 
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所属元： 筑波大学女子サッカー部 

受入先： 浦和レッドダイヤモンズレディース 

承認日： 2016年3月29日 

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

選手名： 水谷 有希（みずたに ゆうき） 

     （所属歴：湘南ルベントスポーツクラブジュニア→JFAアカデミー福島） 

所属元： 筑波大学女子サッカー部 

受入先： 浦和レッドダイヤモンズレディース 

承認日： 2016年3月29日 

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

選手名： スタンボー 華（すたんぼー はな） 

     （所属歴：拝島第二小学校フットボールクラブ→JFAアカデミー福島） 

所属元： JFAアカデミー福島 

受入先： INAC神戸レオネッサ 

承認日： 2016年4月5日 

 

 


