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報告事項 

 1 FIFAカウンシルの件 

  6月 10日（日）に FIFAカウンシルがロシアのモスクワで開催された。主な決定・報告事項は以下

の通り。 

 2026 FIFAワールドカップ開催地に関する評価報告書が公開され、アメリカ・カナダ・メキシ

コ共催及びモロッコの 2候補を正式に承認。6月 13日の FIFA総会における投票にて決定。 

 FIFAランキングの算出方法を一新し、ワールドカップロシア大会後より適用する。 

 南米連盟加盟の 10 協会による提案（2022 FIFA ワールドカップから出場チーム枠を 32 から

48に拡大）については開催国であるカタールとの協議を優先し、今回の FIFA総会での議論に

は含まない。 

 FIFA会長選挙の概要を発表 

2018年 6月 10日 選挙告示 

2018年 6月 13日 選挙期間開始 

2019年 2月 5日 FIFA加盟協会による FIFA会長候補者提出期限 

2019年 5月 5日 FIFA加盟協会へ認可候補者の氏名を通知 

2019年 6月 5日 第 69回 FIFA総会にて FIFA会長選を実施 

 FIFA倫理規定を改定、2018年 8月１日より施行 

 2019年開催の FIFAユース大会日程が確定 

FIFA U-20ワールドカップポーランド 2019： 5月 23日～6月 15日 

FIFA U-17ワールドカップペルー2019： 10月 5日～27日 

 次回 FIFAカウンシルは 2018年 10月 25日～26日にルワンダ・キガリにて開催。 

 

 2 AFC理事会の件 

  6 月 11 日（月）に AFC 理事会がロシアのモスクワで開催された。主な決定・報告事項は以下の通

り。 

 AFC競技会の 2021年-2028年商業権について、DDMC Fortisスポーツ AGとの契約締結を決定 

 AFC 管轄の 5 ゾーン（西、中央、南、ASEAN、東）について、各地域別の規約制定ならびに総

会開催を義務付け。ガバナンス強化の見地からの決定であり、各ゾーンは AFC 総会へ出席は

できるが投票権はないものとする。 

 AFC 会長選立候補には３以上の協会・連盟による推薦を条件とする。FIFA や UEFA の規定に倣

い上記条件を設定。立候補は資格を有するどの加盟協会からも可能であり、立候補者の加盟

協会である必要はない。 

 AFCドーハオフィスを開設。2022FIFAワールドカップカタールの準備サポートが目的。 

 

 3 FIFA総会の件 

 

 

6 月 13 日（水）に第 68 回 FIFA 総会がロシアのモスクワで開催された。主な決定・報告事項は以

下の通り。 

 2026 FIFAワールドカップ開催地選定の投票が行われ、有効票数 200中 134票を獲得したカナ
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ダ・メキシコ・米国による３カ国共催に決定。モロッコは 65 票獲得、残る１票はどちらにも

投票せず。 

 2017年の財務報告及び 2019年から 2022年までの予算を承認 

 次回の第 69回 FIFA総会は、FIFA女子ワールドカップ開幕前日の 2019 年 6月 5日にフラン

ス・パリで開催。 

 

 4 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 

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 

 

 5 天皇杯 JFA 第 98回全日本サッカー選手権大会 2回戦 PK方式やり直しの件 

  天皇杯 JFA 第 98回全日本サッカー選手権大会 2回戦において担当審判員による、次のラウンドに

進出するチームの決定に直接影響を及ぼす明らかな競技規則の適用ミスがあった。天皇杯実施委員会

で検討した結果、PK 方式のやり直しを行うこととし、6月 28日に実施した。 

[試合結果] 

大会名：天皇杯 JFA 第 98回全日本サッカー選手権大会 2回戦 マッチナンバー44 

期 日：2018年 6月 6日(水)19:00 

会 場：パロマ瑞穂スタジアム 

観客数：2,455人 

結 果：名古屋グランパス(J1)1-1（1-0,0-1,延 0-0,0-0）PK4-5 奈良クラブ(奈良県代表 

/JFL) 

[PK方式の結果] 

 

 

 

 

※ABBA方式 

[経緯] 

名古屋グランパスと奈良クラブによる試合は、前後半および延長戦終了時点で 1 対 1 の同点と

なり、競技会規定によりペナルティーマークからのキック（以下：PK 方式）が実施された。主

審は、奈良クラブ 4 本目のキッカーの動きをフェイントと判断し、ボールがゴールに入ったも

のの得点を認めなかった。競技規則 第 10 条に基づけば、当該選手は警告となり、キックは失

敗として記録され、その時点で PK4-2 の名古屋が 3 回戦進出となるところだったが、主審は競

技規則の適用を誤り、当該選手に警告を出さずにキックのやり直しを命じた。その結果、最終

 

1 2 3 4 5 6 

奈良クラブ（先攻） ○ ○ ✕ ○ ○ ○ 

名古屋グランパス（後攻） ○ ○ ○ ○ ✕ ✕ 
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的に 6本目のキックを終了し PK4-5で奈良クラブが 3回戦に進出することなった。 

同日のマッチオフィシャルおよび主たる関係者（副審、第 4 の審判員、審判アセッサー、マッ

チコミッショナー等）全員が、主審による競技規則適用ミスに気付かなかった。 

6月 7日(木)に審判員資格保有者から本協会審判部に「本来、競技規則 第 10条に基づけば、当

該選手を警告し、キックは失敗として記録するとなっている」との問い合わせがあり、その

後、本協会審判委員長、常勤インストラクター、審判部が協議した結果、競技規則の適用ミス

であることが判明した。 

6月 8日(金)AMに天皇杯実施委員長、実施委員会一部メンバー、審判委員長が協議。競技規則

適用ミスが起きた段階で試合は終了していたものと判断して名古屋グランパスが 3回戦に勝ち

進むことを決定し、名古屋グランパス、奈良クラブ、Jリーグ、JFL、（公財）愛知県サッカー

協会、（一社）奈良県サッカー協会に通知した。 

その後 IFAB（国際サッカー評議会）から、PK 方式のやり直しが一つの解決策である旨の連絡が

あったため、6月 11 日(月)に臨時で天皇杯実施委員会を開催し、PK方式のやり直しを実施する

ことを決定。6月 28 日(木)に以下の通り開催し、この結果、名古屋グランパスが勝利して天皇

杯 3回戦進出を決めた。 

[PK方式やり直し] 

期 日：2018年 6 月 28日(木)18:00 

会 場：パロマ瑞穂スタジアム 

観客数：2,214人（無料試合） 

結 果：名古屋グランパス（J1） PK7-6 奈良クラブ（奈良県代表/JFL） 

 

 6 天皇杯実施委員会 委員変更の件 

  以下の通り、委員を交代する 

 現）品川 和彦（日本放送協会 視聴者総局 事業センター） 

新）藤田 和彦（日本放送協会 視聴者総局 事業センター）※人事異動による変更 

 

現）藤縄 信夫（関西/一般社団法人大阪府サッカー協会） 

新）杉本 雄二（関西/一般社団法人大阪府サッカー協会）※関西 FAの役員改選による変更 

 

 7 日本代表チームの監督及びコーチングスタッフ選出等プロセスの件 

 

 

 

 各日本代表チームの監督及びコーチングスタッフ選出、契約解除とそれに伴う交代プロセスにつ

いて明確化した。 

 

 8 2018年度 JFAアカデミー熊本宇城スタッフ及び JFA地域ユースダイレクターサブコーチ追加の件 

  （報告）資料 2 

2018 年度の JFA アカデミー熊本宇城スタッフ及び JFA 地域ユースダイレクターサブコーチとし

て、以下の 1名を選任した。 

【氏  名】  小川 秀樹（おがわ ひでき） 

【役  職】  JFA アカデミー熊本宇城コーチ 

JFA 地域ユースダイレクター サブコーチ 九州地域担当 



報告事項 

2018/7/26 第 8回理事会 

 

【就 任 日】  2018年 7月 1日 

 

※小川氏は、2015 年より JFA アカデミー熊本宇城スタッフとして活動していたが、2017 年 6 月か

ら 1 年間、JOC スポーツ指導者海外研修員としてドイツへ派遣されており、研修修了後、再び

JFAアカデミー熊本宇城スタッフとして配属されることとなった。 

なお、JFAアカデミー熊本宇城に所属していた須藤啓太コーチは、JOC同研修員として、2018年

7月から 2年間スペインに派遣されることとなった。 

 

 9 2018年度 功労賞の件 

  地域 FA及び都道府県 FAから申請があった以下の方に、功労賞を授与する。 

なお、受賞者には、表彰楯を贈呈する。 

 

対象者： 

(1)地域 FA及び都道府県 FAの三役（会長、副会長及び専務理事）を退任された方 

(2)地域 FA役員を退任された方(役員歴 20年以上)：各地域 FAで年度毎 2名以内 

№ FA 氏名 前（元）役職 

1 青森県 高田 重利 副会長 

2 青森県 大髙 承治 副会長 

3 宮城県 菅原 英俊 専務理事 

4 秋田県 熊谷 明夫 会長 

5 秋田県 加藤 江梨子 副会長 

6 山形県 川越 進 副会長 

7 山形県 佐藤 攻 副会長 

8 山形県 菅原 靖 副会長 

9 山形県 吉川 吉次 副会長 

10 山形県 神保 義弘 副会長 

11 埼玉県 星野 隆之 副会長 

12 千葉県 青木 克己 会長 

13 東京都 上野 二三一 会長 

14 東京都 杉山 揚二 副会長 

15 東京都 高山 清 副会長 

16 神奈川県 本木 幹雄 会長 

17 山梨県 宮島 雅展 会長 

18 山梨県 藤本 征男 副会長 

19 新潟県 光野 治 副会長 

20 富山県 須河 元信 副会長 

21 富山県 武田 孝志 副会長 

22 富山県 田村 友一 副会長 
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23 富山県 長谷川 均 副会長 

24 富山県 水上 裕康 副会長 

25 富山県 源 八郎 副会長 

26 富山県 並川 宏英 専務理事 

27 石川県 荒川 剛 専務理事 

28 静岡県 髙田 稔 副会長 

29 愛知県 鈴木 登 会長 

30 滋賀県 松田 保 会長 

31 滋賀県 奥村 弘 副会長 

32 兵庫県 稲垣 嗣夫 会長 

33 奈良県 奥野 信亮 会長 

34 広島県 小城 得達 会長 

35 広島県 白井 孝司 副会長 

36 広島県 田中 保昭 副会長 

37 山口県 天久 弘 会長 

38 山口県 高橋 徹 副会長 

39 徳島県 逢坂 利夫 会長 

40 高知県 福冨 和平治 副会長 

41 福岡県 石井 幸孝 会長 

42 福岡県 野田 直亮 副会長 

43 福岡県 野見山 俊二 副会長 

44 福岡県 籾井 徹 副会長 

45 福岡県 山邉 利太郎 副会長 

46 佐賀県 中村 勇 会長 

47 長崎県 小嶺 忠敏 会長 

48 大分県 首藤 隆憲 会長 

49 宮崎県 日髙 勇二 副会長 

    
 

 10 日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2018の件 

  行事名：日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2018 

期 間：5月 21日(月)～31日(木) 

場 所：神奈川県横浜市 

[スケジュール] 

5月 21日 (月) 集合 

5月 30日 (水) KIRIN CHALLENGE CUP 2018  vs.ガーナ代表 ●0-2 

5月 31日 (木) 解散 

 [スタッフ] 

団 長 関塚 隆 (JFA技術委員長) 
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監 督 西野 朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 手倉森 誠 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 森保 一 (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) 

GKコーチ 下田 崇 (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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 和田 一郎 (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テクニカルハウス) 

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 池田 浩 (JFA医学委員長/順天堂大学医学部附属順天堂医院) 

ドクター 土肥 美智子 (国立スポーツ科学センター) 

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)  

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 久保田 武晴 (くぼたスポーツ接骨院)  

チーム統括 湯川 和之 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部) 

主 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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 知元 明洋 (JFAマーケティング部) 

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 (株式会社 BOTTOM UP) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 (株式会社 シミズオクト) 

 [選  手] 

GK 川島 永嗣 (FCメス/フランス)  

 東口 順昭 (ガンバ大阪)  

 中村 航輔 (柏レイソル)  

DF 長友 佑都 (ガラタサライ SK/トルコ)  

 槙野 智章 (浦和レッズ)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド)  

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス)  

 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)  

 遠藤 航 (浦和レッズ)  

 植田 直通 (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)  

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) ※1 

 本田 圭佑 (CFパチューカ/メキシコ)  
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 乾 貴士 (レアル・ベティス/スペイン)  

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ)  

 山口 蛍 (セレッソ大阪)  

 原口 元気 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ)  

 宇佐美 貴史 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ)  

 柴崎 岳 (ヘタフェ CF/スペイン)  

 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

 三竿 健斗 (鹿島アントラーズ)  

 井手口 陽介 (クルトゥラル・レオネサ/スペイン)  

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド)  

 大迫 勇也 (ベルダー・ブレーメン/ドイツ)  

 武藤 嘉紀 (1.FSV マインツ 05/ドイツ)  

 浅野 拓磨 (ハノーファー96/ドイツ)  

※1離脱                                 計 27名 

 11 日本代表 2018FIFA ワールドカップロシア™ 直前合宿の件 

  行事名：日本代表 2018FIFA ワールドカップロシア™ 直前合宿 

期 間：6月 1日(金)～12日(火) 

場 所：オーストリア/インスブルック 

 [スケジュール] 

6月 1日 (金) 集合 

6月 2日 (土) 出発 

6月 8日 (金) 国際親善試合 vs.スイス代表 ●0-2 

6月 12日 (火) 国際親善試合 vs.パラグアイ代表 ○4-2 

 [スタッフ] 

団 長 関塚 隆 (JFA技術委員長) 

監 督 西野 朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 手倉森 誠 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 森保 一 (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) 

GKコーチ 下田 崇 (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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 和田 一郎 (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テクニカルハウス) 

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 池田 浩 (JFA医学委員長/順天堂大学医学部附属順天堂医院) 

ドクター 土肥 美智子 (国立スポーツ科学センター) 

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)  
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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 久保田 武晴 (くぼたスポーツ接骨院)  

チーム統括 湯川 和之 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部) 

主 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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 知元 明洋 (JFAマーケティング部) 

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 (株式会社 BOTTOM UP) 

ｼｪﾌ 西 芳照 (株式会社 Dream24) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｼｪﾌ 鈴木 貴之 (株式会社 Dream24) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 (株式会社 シミズオクト) 

 [選  手] 

GK 川島 永嗣 (FCメス/フランス) 

 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 中村 航輔 (柏レイソル) 

DF 長友 佑都 (ガラタサライ SK/トルコ) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド) 

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス) 

 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) 

 遠藤 航 (浦和レッズ) 

 植田 直通 (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) 

 本田 圭佑 (CFパチューカ/メキシコ) 

 乾 貴士 (レアル・ベティス/スペイン) 

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

 原口 元気 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ) 

 宇佐美 貴史 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ) 

 柴崎 岳 (ヘタフェ CF/スペイン) 

 大島 僚太 (川崎フロンターレ) 

 井手口 陽介 (クルトゥラル・レオネサ/スペイン) 

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド) 

 大迫 勇也 (ベルダー・ブレーメン/ドイツ) 

 武藤 嘉紀 (1.FSV マインツ 05/ドイツ) 

 浅野 拓磨 (ハノーファー96/ドイツ) 

                          計 25名 
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 12 日本代表 2018FIFA ワールドカップロシア™の件 

  行事名：日本代表 2018FIFA ワールドカップロシア™ 

期 間：6月 13日(水)～7月 5日(木) 

場 所：ロシア/カザン他 

 [スケジュール] 

6月 13日 (水) 移動 

6月 19日 (火) グループリーグ第 1戦 vs.コロンビア代表  ○2-1 

6月 24日 (日) グループリーグ第 2戦 vs.セネガル代表   △2-2 

6月 28日 (木) グループリーグ第 3戦 vs.ポーランド代表  ●0-1 

7月 2日 (月) Round 16 vs.ベルギー代表         ●2-3 

7月 4日 (水) 移動 

7月 5日 (木) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

団 長 関塚 隆 (JFA技術委員長) 

監 督 西野 朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 手倉森 誠 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 森保 一 (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) 

GKコーチ 下田 崇 (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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 和田 一郎 (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テクニカルハウス) 

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 池田 浩 (JFA医学委員長/順天堂大学医学部附属順天堂医院) 

ドクター 土肥 美智子 (国立スポーツ科学センター) 

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)  

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 久保田 武晴 (くぼたスポーツ接骨院)  

チーム統括 湯川 和之 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部) 

主 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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 知元 明洋 (JFAマーケティング部) 

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 (株式会社 BOTTOM UP) 

ｼｪﾌ 西 芳照 (株式会社 Dream24) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｼｪﾌ 鈴木 貴之 (株式会社 Dream24) 
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宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 (株式会社 シミズオクト) 

 [選  手] 

GK 川島 永嗣 (FCメス/フランス)  

 東口 順昭 (ガンバ大阪)  

 中村 航輔 (柏レイソル)  

DF 長友 佑都 (ガラタサライ SK/トルコ)  

 槙野 智章 (浦和レッズ)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド)  

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス)  

 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)  

 遠藤 航 (浦和レッズ)  

 植田 直通 (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)  

 本田 圭佑 (CFパチューカ/メキシコ)  

 乾 貴士 (レアル・ベティス/スペイン)  

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ)  

 山口 蛍 (セレッソ大阪)  

 原口 元気 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ)  

 宇佐美 貴史 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ)  

 柴崎 岳 (ヘタフェ CF/スペイン)  

 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド)  

 大迫 勇也 (ベルダー・ブレーメン/ドイツ)  

 武藤 嘉紀 (1.FSV マインツ 05/ドイツ)  

 浅野 拓磨 (ハノーファー96/ドイツ) ※1 

※1離脱                                  計 24名 

 

 13 U-21日本代表 フランス遠征(第 46回トゥーロン国際大会 2018)の件 

  行事名：U-21日本代表 フランス遠征(第 46回トゥーロン国際大会 2018) 

期 間：5月 23日(水)～6月 9日(土) 

場 所：フランス/プロヴァンス他 

[スケジュール] 

5月 23日(水) 集合 

5月 24日(木) 出国 

5月 28日(月) 第 1戦 vs. U-21トルコ代表 ●1-2 

5月 31日(木) 第 2戦 vs. U-19ポルトガル代表 ○3-2 

6月 3日(日) 第 3戦 vs. U-21カナダ代表 △1-1 
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6月 7日(木) 順位決定戦 vs. U-21トーゴ代表 ○1-0 

6月 9日(土) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団長 内山 篤 (JFA技術委員) 

監督 横内 昭展 (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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 松本 良一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 佐藤 孝大 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 諸岡 孝俊 (兵庫医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 吉田 成仁 (帝京平成大学) 

総務 本間 一憲 (JFA代表チーム部) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 峯尾 雅樹 (アディダス ジャパン株式会社) 

 [選 手] 

GK オビ パウエルオビンナ (流通経済大学) 
 

 
山口 瑠伊 (エストレマドゥーラ UD/スペイン) 

 

 
波多野 豪 (ＦＣ東京) ※3 

DF 板倉 滉 (ベガルタ仙台) 
 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
椎橋 慧也 (ベガルタ仙台) 

 

 
杉岡 大暉 (湘南ベルマーレ) 

 

 
冨安 健洋 (シントトロイデン VV/ベルギー) 

 

 
橋岡 大樹 (浦和レッズ) ※4 

MF 三好 康児 (北海道コンサドーレ札幌) 
 

 
森島 司 (サンフレッチェ広島) 

 

 
三笘 薫 (筑波大学) 

 

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪) 

 

 
井上 潮音 (東京ヴェルディ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
菅 大輝 (北海道コンサドーレ札幌) 

 

 
神谷 優太 (愛媛 FC) ※1 

 
伊藤 達哉 (ハンブルガーSV/ドイツ) ※1 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) ※2 

 
松本 泰志 (サンフレッチェ広島) ※2 

FW 小川 航基 (ジュビロ磐田) 
 



報告事項 

2018/7/26 第 8回理事会 

 

 
上田 綺世 (法政大学) 

 

 
田川 亨介 (サガン鳥栖) 

 

※1から※2に変更 

※3追加招集 ※4離脱                            計 23名 

 

 14 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 28日(月)～6月 1日(金) 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

5月 28日 (月) 集合 

5月 30日 (水) 練習試合 vs. U-19大学選抜 ○3-1 

練習試合 vs. U-19大学選抜 ○2-0 

6月 1日 (金) 解散 

 [スタッフ]  

監督 影山 雅永 (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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 廣山 望 (JFAアカデミー福島) 

GKコーチ 高橋 範夫 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GK ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 櫛引 実 (JFAアカデミー堺) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 玉木 笙汰 (筑波大学) 

ドクター 村松 佑太 (聖隷佐倉市民病院) 

トレーナー 山浦 伊吹 (スポーツマッサージ・ナズー) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 茂木 秀 (セレッソ大阪) 

 
猿田 遥己 (柏レイソル) 

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島) 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.) 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪) 

DF 渡邊 泰基 (アルビレックス新潟) 

 
松田 陸 (ガンバ大阪) 

 
杉山 弾斗 (ジェフユナイテッド市原・千葉) 

 
中川 創 (柏レイソル) 

 
宮本 駿晃 (柏レイソル) 

 生駒 仁 (横浜 F・マリノス) 

 中村 勇太 (東洋大学) 
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川井 歩 (サンフレッチェ広島) 

 
阿部 海大 (ファジアーノ岡山) 

MF 堀 研太 (横浜 F・マリノス) 

 
中島 元彦 (セレッソ大阪) 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田) 

 滝 裕太 (清水エスパルス) 

 品田 愛斗 (ＦＣ東京) 

 横山 塁 (東洋大学) 

 平川 怜 (ＦＣ東京) 

 福岡 慎平 (京都サンガ F.C.U-18) 

 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18) 

 中村 敬斗 (ガンバ大阪) 

 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C.U-18) 

FW 原 大智 (ＦＣ東京) 

 福元 友哉 (ファジアーノ岡山) 

 安藤 瑞季 (セレッソ大阪) 

 佐々木 大樹 (ヴィッセル神戸) 

 飯島 陸 (法政大学) 

 山田 寛人 (セレッソ大阪) 

計 31名 

 

 15 U-19日本代表 ロシア遠征の件 

  行事名：U-19日本代表 ロシア遠征 

期 間：6月 17日(日)～28日(木) 

場 所：ロシア/カザン 

 [スケジュール] 

6月 17日(日) 集合 

6月 22日(金) 練習試合 vs.U-19FCルビン・カザン ◯1-0 

6月 26日(火) 練習試合 vs.U-19FCルビン・カザン ◯3-0 

6月 28日(木) 解散 

[スタッフ]  

団長 内山 篤 (JFA技術委員) 

監督 影山 雅永 (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 高橋 範夫 (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 松本 良一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 佐藤 孝大 (JFAテクニカルハウス) 
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ドクター 梶原 将也 (筑波大学) 

トレーナー 山浦 伊吹 (スポーツマッサージ・ナズー) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

主務 本間 一憲 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 大迫 敬介 (サンフレッチェ広島) 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.) 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪) 

DF 橋岡 大樹 (浦和レッズ) 

 
宮本 駿晃 (柏レイソル) 

 
川井 歩 (サンフレッチェ広島) 

 
阿部 海大 (ファジアーノ岡山) 

 
谷口 栄斗 (国士舘大学) 

 
荻原 拓也 (浦和レッズ) 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U-18) 

 小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-18) 

MF 齊藤 未月 (湘南ベルマーレ) 

 
安部 裕葵 (鹿島アントラーズ) 

 
堀 研太 (横浜 F・マリノス) 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田) 

 
郷家 友太 (ヴィッセル神戸) 

 
藤本 寛也 (東京ヴェルディ) 

 山田 康太 (横浜 F・マリノス) 

 滝 裕太 (清水エスパルス) 

 田川 亨介 (サガン鳥栖) 

 原 大智 (ＦＣ東京) 

FW 安藤 瑞季 (セレッソ大阪) 

 久保 建英 (ＦＣ東京) 

                                                       計 23名 

 16 U-18日本代表 ポルトガル遠征(第 24回リスボン国際トーナメント U18)の件 

  行事名：U-18日本代表 ポルトガル遠征(第 24 回リスボン国際トーナメント U18) 

期 間：6月 9日(土)～19日(火) 

場 所：ポルトガル/リスボン 

[スケジュール] 

6月 9日 (土) 集合、出国 

6月 13日 (水) 第 1戦 vs.U-18チェコ代表 ◯1-0 

6月 15日 (金) 第 2戦 vs.U-18ポルトガル代表 ◯1-0 
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6月 17日 (日) 第 3戦 vs.U-18ノルウェー代表 ●1-2 

6月 19日 (火) 帰国、解散 

 [スタッフ]  

団長 内山 篤 (JFA技術委員) 

監督 影山 雅永 (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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 西川 誠太 (JFAナショナルトレセンコーチ) 

GKコーチ 高橋 範夫 (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 松本 良一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 佐藤 孝大 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 村松 佑太 (聖隷佐倉市民病院) 

トレーナー 山浦 伊吹 (スポーツマッサージ・ナズー) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 石井 僚 (浦和レッズユース) 

 
梅田 透吾 (清水エスパルスユース) 

DF 吉永 昇偉 (大宮アルディージャユース) 

 
三国 ケネディエブス (青森山田高校) 

 
中村 桐耶 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
吉村 仁志 (大津高校) 

 
中村 拓海 (東福岡高校) 

MF 平川 怜 (ＦＣ東京) 

 
鈴木 冬一 (長崎総合科学大学附属高校) 

 椿 直起 (横浜 F・マリノスユース) 

MF 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18) 

 
アペルカムプ 真大カール (フォルトゥナ・デュッセルドルフ U-19) 

 
水野 雄太 (大津高校) 

 
上月 壮一郎 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
山本 理仁 (東京ヴェルディユース) 

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪) 

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18) 

 櫻川 ソロモン (ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18) 

 斉藤 光毅 (横浜 FCユース) 

計 20名 
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 17 U-16日本代表 U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞の件 

  行事名：U-16日本代表 U-16 インターナショナルドリームカップ 2018 JAPAN  

presented by 朝日新聞 

期 間：6月 10日(日)～17日(日) 

場 所：宮城県仙台市 

[スケジュール] 

6月 10日(日) 集合 

6月 13日(水) 第 1戦 vs. U-16パラグアイ代表 ●2-3 

6月 15日(金) 第 2戦 vs. U-16セネガル代表 ●0-2 

6月 16日(土) 被災地見学・和文化体験 

6月 17日(日) 第 3戦 vs. U-16スペイン代表 ●1-3、解散 

[スタッフ] 

団長 山口 隆文 (JFA副技術委員長) 

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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 星原 隆昭 (JFAナショナルトレセンコーチ／セレッソ大阪) 

GKコーチ 高桑 大二朗 (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 (ジュビロ磐田) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 加藤 晴康 (立教大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 太田原 裕幸 (かもめ Clinic) 

総務 飯野 琢人 (JFA代表チーム部) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 三ツ木 将吾 (アディダス ジャパン株式会社) 

[選 手] 

GK 山田 大樹 (鹿島アントラーズユース) 
 

 
野澤 大志ブランドン (ＦＣ東京 U-18) ※1 

 
佐々木 雅士 (柏レイソル U-18) ※2 

DF 半田 陸 (モンテディオ山形ユース) 
 

 
角 昂志郎 (ＦＣ東京 U-18) 

 

 
鈴木 海音 (ジュビロ磐田 U-18) 

 

 
大串 昇平 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
岩崎 真波 (横浜Ｆ・マリノスユース) 

 

 
佐古 真礼 (東京ヴェルディユース) 

 

 
中野 伸哉 (サガン鳥栖 U-15) 

 

MF 山内 翔 (ヴィッセル神戸 U-18) 
 

 
横川 旦陽 (湘南ベルマーレ U-18) 

 

 
成岡 輝瑠 (清水エスパルスユース) 
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中野 桂太 (京都サンガ F.C.U-18) 

 

 
三戸 舜介 (JFAアカデミー福島 U18) ※3 

 
山根 陸 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

 

FW 青木 友佑 (ＦＣ東京 U-18) 
 

 
樺山 諒乃介 (興國高校) 

 

 
唐山 翔自 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
田中 禅 (サガン鳥栖 U-18) 

 

※1は※2に変更 

※3離脱                                   計 20名 

 

 18 U-16日本代表候補 千葉トレーニングキャンプ 

  行事名：U-16日本代表候補 千葉トレーニングキャンプ 

期 間：7月 1日(日)～4日(水) 

場 所：千葉県東金市 

 [スケジュール] 

7月 1日(日) 集合 

7月 4日(水) 練習試合 vs.流通経済大学 1年 ◯6-2、 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 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 兵頭 康次郎 (筑波記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 太田原 裕幸 (かもめ Clinic) 

総務 飯野 琢人 (JFA代表チーム部) 

[選 手] 

GK 山田 大樹 (鹿島アントラーズユース)  

 野澤 大志ブランドン (ＦＣ東京 U-18)  

 佐々木 雅士 (柏レイソル U-18)  

DF 角 昂志郎 (ＦＣ東京 U-18)  

 鈴木 海音 (ジュビロ磐田 U-18)  

 植田 啓太 (横浜Ｆ・マリノスユース)  

 松本 太一 (サンフレッチェ広島ユース)  

 石田 侑資 (船橋市立船橋高校)  
 

山田 奈央 (浦和レッズユース) ※1 
 

佐古 真礼 (東京ヴェルディユース) 
 

 
長田 悠里 (JFAアカデミー福島 U18) 

 

 
田中 隼人 (柏レイソル U-15) 

 

MF 荒木 遼太郎 (東福岡高校) 
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青島 健大 (清水エスパルスユース) 

 

 
横川 旦陽 (湘南ベルマーレ U-18) 

 

 
近藤 蔵波 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
成岡 輝瑠 (清水エスパルスユース) 

 

 
大森 博 (修徳高校) 

 

 
樺山 諒乃介 (興國高校) 

 

 
中野 瑠馬 (京都サンガ F.C.U-18) 

 

FW 西川 潤 (桐光学園高校) 
 

 
吉田 有志 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
中野 桂太 (京都サンガ F.C.U-18) 

 

 
唐山 翔自 (ガンバ大阪ユース) 

 

※1：追加招集                                計 24名 

 

 19 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  (1) 選手名： 中山 陸（なかやま りく） 

所属ﾁｰﾑ： 東海大学付属相模高校 

受入先： ヴァンフォーレ甲府 

所属歴：  FCカルパ、SC相模原ジュニアユース 

認定日： 2018年 6月 4日 

(2) 選手名： 起 海斗（おき かいと） 

所属ﾁｰﾑ： 興国高校 

受入先： レノファ山口 FC 

所属歴：  大阪住吉 F.C U-12、アイリス FC住吉、大阪市ジュネッスフットボールクラブ 

認定日： 2018年 6月 4日 

(3) 選手名： 小野 雅史（おの まさひと） 

所属ﾁｰﾑ： 明治大学体育会サッカー部 

受入先： 大宮アルディージャ 

所属歴：  イーグルス・ユナイテッド・フットボールクラブ TOR'82 

ボカ・ジュニア・ジャパン柏 TOR'82、柏イーグルス TOR'82 

大宮アルディージャ ジュニア、大宮アルディージャ Jr.ユース 

大宮アルディージャユース 

認定日： 2018年 6月 5日 

(4) 選手名： 大橋 祐紀（おおはし ゆうき） 

所属ﾁｰﾑ： 中央大学学友会サッカー部 

受入先： 湘南ベルマーレ 

所属歴：  ボカ・ジュニア・ジャパン柏 TOR'82、柏イーグルス TOR'82 

ジェフユナイテッド市原・千葉 U-15 

ジェフユナイテッド市原・千葉 U-15習志野 

ジェフユナイテッド市原・千葉 U-15、千葉県立八千代高校 

認定日： 2018年 6月 15日 
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(5) 選手名： 相馬 勇紀（そうま ゆうき） 

所属ﾁｰﾑ： 早稲田大学ア式蹴球部 

受入先： 名古屋グランパス 

所属歴：  布田サッカークラブ、三菱養和調布サッカースクール、 

三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース、三菱養和サッカークラブユース 

認定日： 2018年 6月 28日 

(6) 選手名： 大谷 駿斗（おおたに はやと） 

所属ﾁｰﾑ： 金沢学院大学サッカー部 

受入先： カターレ富山 

所属歴：  旭丘サッカースポーツ少年団、松任 FCジュニアユース 

エスポワール白山 FCジュニアユース、石川県立松任高校サッカー部 

認定日： 2018年 7月 11日 

 

 20 2017年度フットサル A級ライセンス認定の件 

  指導者に関する規則第 4 条［ライセンスの認定］に基づき、初めて開催された 2017 年度フットサ

ル A 級コーチ養成講習会を修了し、技術委員会が適格と認めた下記の者に対してライセンスを認

定した。 

  

阿久津貴志、在原正明、伊藤雅範、奥村敬人、小野直樹、金井一哉、小宮山友祐、須賀雄大、 

高橋優介、谷本俊介、中嶋孝行、福角有紘、藤田安澄、前川義信、丸山哲平、保田健二朗、 

横江塁   計 17名   

 

 21 JFAサッカー施設整備助成事業の件 

 

 

 

 

 

 「JFA サッカー施設整備助成金 交付要項」に基づき、助成金交付要望のあった次の案件につい

て、交付決定を行った。 

［申請概要］ 

（１）山梨県 

① 申請者：山梨県中巨摩郡昭和町 

② 申請区分：［助成区分 3］ 施設改修助成事業 

③ 助成対象事業：人工芝改修 

④ 施設名：押原公園 人工芝グラウンド 

⑤ 計画地：山梨県中巨摩郡昭和町押越 1500 番地 1  

⑥ 総事業費：88,786千円 

⑦ 助成金交付決定額：30,000千円 

⑧ 工期予定：2018 年 8月 1日～2018年 8月 31日（予定） 

⑨ 交付決定日：2018年 6月 11日 

 

 22 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）：相馬市 

施設名： 福島県相馬光陽サッカー場 人工芝 Dコート（福島県相馬市光陽三丁目 3－1） 
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使用製品： 株式会社アストロ アストロピッチ SL ProN-60 

公認期間：2016 年 10月 10日～2019年 10 月 9日 

公認番号：第 149 号 

(2) 申請者（施設所有者）：相馬市 

施設名： 福島県相馬光陽サッカー場 人工芝 Eコート（福島県相馬市光陽三丁目 3－1） 

使用製品： 株式会社アストロ アストロピッチ SL ProN-60 

公認期間：2017 年 1月 16日～2020年 1月 15日 

公認番号：第 156 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。 

 

 23 JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  (1) 申請者（施設所有者）：葛飾区 

施設名： 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場（東京都葛飾区奥戸 7丁目 17番 1号） 

使用製品： 奥アンツーカ株式会社 フィールドターフ FTXM-1TE 

公認期間：2018 年 7月 26日～2021年 7月 25日 

公認番号：第 225 号 

(2) 申請者（施設所有者）：一般社団法人奈良県サッカー協会 

施設名： 奈良県フットボールセンター Bピッチ（奈良県磯城郡田原本町法貴寺 1371番地） 

使用製品： 積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2055RS+U 

公認期間：2018 年 7月 26日～2021年 7月 25日 

公認番号：第 226 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。 

 

 24 役員・審判員の海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナ-等への派遣は次の通り。 

＜インストラクター＞ 

（セミナ-他） 

① AFC Non-Elite Women Referees & Assistant Referees Course 

期 間：6月 23 日～6月 29日 

場 所：マレーシア／クアラルンプール 
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インストラクター：山岸貴司、山岸佐知子 

② Professional Game Match Official Limited(PGMOL)カンファレンス 

期 間：6月 29 日～7月 2日 

場 所：英国／ロンドン 

派遣者：小川佳実 

③ アジア貢献指導者派遣事業（審判指導者派遣に関する打合せ） 

期 間：7月 6日～7月 9日 

場 所：インドネシア／ジャカルタ 

派遣者：小川佳実 

 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① FIFA World Cup Russia 2018 

期 間：6月 3日～7月 2日 

場 所：ロシア／モスクワ他 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

② 国際親善試合（イングランド代表 vsコスタリカ代表） 

期 間：6月 5日～6月 9日 

場 所：英国／リーズ 

審判員：木村博之、八木あかね、三原純、荒木友輔 

③ U18 Lisbon International Tournament（U-18日本代表チーム帯同） 

期 間：6月 10 日～6月 19日 

場 所：ポルトガル／リスボン 

審判員：荒木友輔 

 

 25 2018/19サッカー競技規則改正に関する通達の件 

  （報告）資料 3 

2018 年 5 月度理事会において報告し、2018 年 5 月 17 日付（日サ協第 180091 号）で通達した

2018/19年の競技規則改正について、以下の３点を更新した内容を改めて通達する。 

 

(1) 「第 4 条-競技者の用具：4.その他の用具-電子通信」における解釈について不明瞭な点があ

ったため、このたび国際サッカー評議会（以下、IFAB）に確認した。 

(2) IFAB の「Play fair!」戦略のもと、「ペナルティーマークからのキックの AB-BA 方式」を含

む 4つの実験参加について示したがこの対応についての本協会の考え方を改めて整理した。 

(3) IFAB より 6 月初旬に 2018/19 競技規則（英語版）を受領し、再度、改正点について照らし合

わせたところ、一部の文言についてより相応しい表現に修正すべき点があったことから、こ

の通達とともに更新した（参照：別紙 1）。 
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 26 日本女子代表 ニュージーランド遠征の件 

  行事名：日本女子代表 ニュージーランド遠征 

期  間：6月 4日(月)～11日(月) 

場  所：ニュージーランド/ウエリントン 

[スケジュール] 

6月 4日 (月) 集合 

6月 10日 (日) 国際親善試合  vs. ニュージーランド女子代表 ◯3-1 

6月 11日 (月) 解散 

[スタッフ] 

団長 今井 純子 (JFA理事) 

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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 平川 雅之 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 鈴木 朱美 (山形大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (JFA) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 (亀田メディカルセンター) 

総務 山本 りさ (JFA女子部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 石黒 友耀 (株式会社 BOTTOM UP)  

 [選  手] 

GK 池田 咲紀子 (浦和レッズレディース)  

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ)  

 平尾 知佳 (アルビレックス新潟レディース)  

DF 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ)  

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ)  

 宇津木 瑠美 (シアトル・レイン FC/アメリカ)  

 熊谷 紗希 (オリンピック・リヨン/フランス)  

 高木 ひかり (ノジマステラ神奈川相模原)  

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ)  

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 市瀬 菜々 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

MF 櫨 まどか (マイナビベガルタ仙台レディース)  

 阪口 萌乃 (アルビレックス新潟レディース)      

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ)  

 猶本 光 (浦和レッズレディース) ※1 

 中里 優 (日テレ・ベレーザ) ※2 

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  
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 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ)  

 三浦 成美 (日テレ・ベレーザ) ※2 

 長野 風花 (仁川現代製鉄レッドエンジェルズ/韓国)  

FW 川澄 奈穂美 (シアトル・レイン FC/アメリカ)  

 菅澤 優衣香 (浦和レッズレディース)  

 岩渕 真奈 (INAC神戸レオネッサ) ※1 

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)  

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ)  

※1は※2に選手変更                         計 25名 

 

 27 U-20日本女子代表 イングランド遠征の件 

  行事名：U-20日本女子代表 イングランド遠征 

期 間：6月 19日(火)～25日(月) 

場 所：イングランド 

[スケジュール] 

6月 19日 (火) 集合、出国 

6月 23日 (土) 国際親善試合 vs. U-20イングランド女子代表 ○3-2 

6月 25日 (月) 帰国、解散 

※親善試合の結果については、イングランド FAとの申し合わせにより非公開 

[スタッフ] 

監督  池田 太 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 岡本 三代 (JFAナショナルコーチングスタッフ/セレッソ大阪) 

GKコーチ 西入 俊浩 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 橋本 立子 (公立学校共済組合 関東中央病院) 

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女子部) 

[選  手] 

GK 福田 まい (日体大 FIELDS横浜) 

 スタンボー 華 (INAC神戸レオネッサ) 

DF 南 萌華 (浦和レッズレディース) 

 小野 奈菜 (神奈川大学) 

 高平 美憂 (マイナビベガルタ仙台レディース) 

 北村 菜々美 (セレッソ大阪堺レディース) 

 牛島 理子 (INAC神戸レオネッサ) 

 高橋 はな (浦和レッズレディース) 

MF 今井 裕里奈 (日体大 FIELDS横浜) 

 宮川 麻都 (日テレ・ベレーザ) 

 林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース) 
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 福田 ゆい (INAC神戸レオネッサ) 

 佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 長野 風花 (仁川現代製鉄レッドエンジェルズ/韓国) 

 宮澤 ひなた (日テレ・ベレーザ) 

 矢形 海優 (セレッソ大阪堺レディース) 

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島) 

FW 村岡 真実 (オルカ鴨川 FC) 

 植木 理子 (日テレ・ベレーザ) 

 鈴木 陽 (AC長野パルセイロ・レディース) 

 宝田 沙織 (セレッソ大阪堺レディース) 

計 21名 

 

 28 U-17日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-17日本女子代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：5月 28日(月)～31日(木) 

場 所：静岡県裾野市 

[スケジュール] 

5月 28日 (月) 集合 

5月 29日 (火) トレーニングマッチ vs. JFAアカデミー福島 U-15(男子) ●0-7 

5月 31日 (木) トレーニングマッチ vs. 静岡産業大学磐田ボニータ ●1-4 

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町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ) 

コーチ 宮本 ともみ (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/高田短期大学) 

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 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 長尾 雅史 (順天堂大学附属大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 (亀田メディカルセンター) 

総務 重松 志穂 (JFA女子部) 

[選  手] 

GK 松井 里央 (藤枝順心高校)  

 福田 史織 (浦和レッズレディースユース)  

 大場 朱羽 (JFAアカデミー福島)  

DF 根津 茉琴 (JFAアカデミー福島)  

 松田 紫野 (日テレ・メニーナ) ※1 

 後藤 若葉 (日テレ・メニーナ)  

 富岡 千宙 (JFAアカデミー福島)  

 菊池 まりあ (神村学園高校)  

 大熊 環 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)  
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 長江 伊吹 (藤枝順心高校)  

 善積 わらい (セレッソ大阪堺レディース)  

MF 瀧澤 千聖 (十文字高校)  

 吉田 優菜 (藤枝順心高校)  

 高原 天音 (大商学園高校)  

 中尾 萌々 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)  

 山本 柚月 (日テレ・メニーナ) ※1 

 岩﨑 心南 (日テレ・メニーナ)  

 木下 桃香 (日テレ・メニーナ)  

FW 水野 蕗奈 (追手門学院高校)  

 神谷 千菜 (聖カピタニオ高校)  

 大澤 春花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)            

 門脇 真依 (JFAアカデミー福島)  

 田中 智子 (セレッソ大阪堺レディース)  

 城和 怜奈 (JFAアカデミー福島)  

 山崎 愛海 (INAC神戸レオンチーナ)  

※1離脱                                                                     計 25名 

 

 29 U-17日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-17日本女子代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：7月 2日(月)～5日(木) 

場 所：岡山県美作市 

[スケジュール] 

7月 2日 (月) 集合 

7月 3日 (火) トレーニングマッチ vs. 岡山湯郷 Belle ○1-0 

7月 4日 (水) トレーニングマッチ vs. 岡山県作陽高等学校(女子) ○6-0 

7月 5日 (木) 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町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ) 

コーチ 宮本 ともみ (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/高田短期大学) 

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 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 小林 慶司 (順天堂大学附属練馬病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 (亀田メディカルセンター) 

総務 重松 志穂 (JFA女子部) 

 

[選  手] 

GK 伊藤 有里彩 (前橋育英高校)  

 福田 史織 (浦和レッズレディースユース)  
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 大場 朱羽 (JFAアカデミー福島)  

DF 渋谷 巴菜 (星槎国際高校湘南)  

 根津 茉琴 (JFAアカデミー福島)  

 富岡 千宙 (JFAアカデミー福島)  

 万力 安純 (アンジュヴィオレ広島 U-18)  

 菊池 まりあ (神村学園高校)  

 大熊 環 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)  

 長江 伊吹 (藤枝順心高校)  

 田畑 晴菜 (セレッソ大阪堺アカデミー) ※2 

MF 瀧澤 千聖 (十文字高校)  

 渡邊 凜 (藤枝順心高校)  

 伊藤 彩羅 (日テレ・メニーナ)  

 石田 千尋 (JFAアカデミー福島)  

 森田 美紗希 (岡山県作陽高校)  

 中尾 萌々 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) ※1 

 小原 蘭菜 (藤枝順心高校)  

 岩井 蘭 (JFAアカデミー福島)  

FW 加藤 もも (星槎国際高校湘南)  

 水野 蕗奈 (追手門学院高校)  

 神谷 千菜 (聖カピタニオ高校)  

 及川 莉子 (常盤木学園高校) ※1 

 大澤 春花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)            

 城和 怜奈 (JFAアカデミー福島)  

 百濃 実結香 (セレッソ大阪堺アカデミー)  

※1は※2に選手変更                                                   計 26名 

 

 30 女子 GKセレクションキャンプの件 

  行事名：女子 GKセレクションキャンプ 

期 間：6月 29日(金)～7月 1日(日) 

場 所：J-GREEN堺/大阪府堺市 

 [スケジュール] 

6月 29日 (金) 集合 

7月 1日 (日) 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） 

GKコーチ 西入 俊浩 (JFAナショナルトレセンコーチ） 

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 櫛引 実 (JFAアカデミー堺） 
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GKコーチ 菅原 未紗 (マイナビベガルタ仙台レディース） 

ドクター 増田 研一 (奈良リハビリテーション病院） 

総務 奈良輪 織恵 (JFA女子部) 

[選  手] 

GK 横山 日向佳 (Craque JFC) 

 西尾 今日子 (おおつヴィクトリーズサッカークラブ) 

 藤田 智陽 (鵠沼中学校サッカー部) 

 田中 鈴夏 (鵠沼中学校サッカー部) 

 中村 瑠奈 (バニーズ京都 SC flaps) 

 伊藤 夏鈴 (カティオーラフットボールクラブ レディース) 

 曽我 彩夏 (カティオーラフットボールクラブ レディース) 

 大熊 茜 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

 楠 さやみ (セレッソ大阪堺アカデミー) 

 佐木 双葉 (クラベリーナ東住吉) 

 大竹 夏姫 (つくば FCレディースユース) 

 田口 風季 (NGUラブリッジ名古屋) 

 打桐 星空 (NGUラブリッジ名古屋) 

 小山田 紡希 (大宮 FCエンジェルス 05) 

 岡野 未空 (つくば FCレディースユース) 

 堤 日香梨 (京都らくほく少年サッカークラブ) 

 上野 理佐 (FC LISOL) 

 露木 華瑠 (島田 プリンセス) 

 梅村 心陽 (大磯 FC) 

 山下 真央 (千葉中央 FC U-12ガールズ) 

 田中 咲希 (Football.Club.Waragoma) 

 菱戸 理那 (フェリシダージェガールズ) 

 藤本 一花 (アルビレックス新潟シンガポールサッカースクール/シンガポール) 

 田尻 結菜 (FC Fuji メジェールジュニア) 

 垣本 茉奈香 (パルセイロ稲美フットボールクラブ) 

 永井 愛理 (秦野南が丘ガールズ) 

 佐賀 琴梨 (枝幸町立枝幸小学校) 

 土肥 夕月 (末広フットボールクラブ) 

計 28名 

 31 2018年女子ユースディベロップメント体制の件 

   

（報告）資料 4 

2018 年度女子ユースディベロップメント体制において、サブチーフコーチ 1 名を追加し、別紙の

通りとする。 
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 32 「なでしこジャパン海外強化指定選手」【継続】認定の件 

  「なでしこジャパン海外強化指定選手」【継続】を下記の通り認定した。 

 

(1)選手プロフィール 

氏  名 ：山根 恵里奈（やまね えりな） 

所属チーム：Real Betis Balompie （スペイン女子１部リーグ） 

生年月日 ：1990年 12月 20日 27歳  

身長：188cm 体重：80kg 

ポジション：GK  

国際 Aマッチ 出場数：23試合 -24得点 

(2)認定期間 2018/2019シーズン(契約期間)開始から終了まで 

 

※キャップ数は 2018 年 6月 20日時点のものとする。 

 

 33 フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 7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 7月 

期 間：7月 2日(月)～4日(水) 

場 所：福島県いわき市 

 [スケジュール] 

7月 2日 (月) 集合 

7月 4日 (水) 解散 

[スタッフ] 

ｻﾌﾞﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小森 隆弘 (JFA) 

監 督 ブルーノ・ガルシア (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 木暮 賢一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 内山 慶太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 下地 達朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 湯上 正樹 (熊本大学医学部付属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 泉 重樹 (法政大学 スポーツ健康学部) 

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

[選  手] 

GK 篠田 龍馬 (名古屋オーシャンズ) 

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ) 

 矢澤 大夢 (フウガドールすみだ) 

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田) 

 星 翔太 (名古屋オーシャンズ) 

 滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 皆本 晃 (立川・府中アスレティック FC) 

 星 龍太 (名古屋オーシャンズ) 
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 安藤 良平 (名古屋オーシャンズ) 

 芝野 創太 (シュライカー大阪) 

 吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 内村 俊太 (湘南ベルマーレ) 

 森村 孝志 (バサジィ大分) 

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田) 

 小門 勇太 (湘南ベルマーレ) 

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪) 

 橋本 優也 (名古屋オーシャンズ) 

 内田 隼太 (立川・府中アスレティック FC) 

 清水 和也 (フウガドールすみだ) 

計 19名 

 

 34 ビーチサッカー日本代表 ポルトガル遠征の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 ポルトガル遠征 

期 間：6月 10日(日)～19日(火) 

場 所：ポルトガル/アルマダ 

 [スケジュール] 

6月 10日 (日) 集合 

6月 15日 (金) 第 1戦 vs.ビーチサッカースペイン代表 ●1-6 

6月 16日 (土) 第 2戦 vs.ビーチサッカーポルトガル代表 ●3-4 

6月 17日 (日) 第 3戦 vs.ビーチサッカーメキシコ代表 ◯6-2 

6月 19日 (火) 解散 

[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 牧野 真二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター  柳澤 洋平 (筑波大学附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 對馬 正浩 (スポーツマッサージ・ナズー) 

統 括 奥田 泰久 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

総 務 渡邉 大 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ) 

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS) 

FP 小牧 正幸 (ヴィアティン三重 BS) 

 飯野 智之 (東京レキオス BS) 

 後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 山内 悠誠 (東京ヴェルディ BS) 

 茂怜羅 オズ (東京ヴェルディ BS) 

 奥山 正憲 (Loewe Yokohama) 
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 松岡 翔太 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS) 

計 10名 

 

 35 ビーチサッカー日本代表 国際親善試合の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 国際親善試合 

期 間：7月 2日(月)～8日(日) 

場 所：兵庫県明石市 

 [スケジュール] 

7月 2日 (月) 集合 

7月 7日 (土) 練習試合 vs.ビーチサッカーイングランド代表 ◯2-1 

7月 8日 (日) 第 2戦  vs.ビーチサッカーイングランド代表 ◯4-3 

  解散 

[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 牧野 真二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 武井 敦彦 (Passion Sports Training) 

ドクター  新城 宏隆 (バークレー整形外科クリニック) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 風間 貴文 (スポーツマッサージ・ナズー) 

総 務 渡邉 大 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

主 務 手島 将馬 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ)  

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS)  

FP 田畑 輝樹 (ヴィアティン三重 BS) ※1 

 後藤 崇介 (東京レキオス BS)  

 茂怜羅 オズ (東京ヴェルディ BS)  

 奥山 正憲 (Loewe Yokohama)  

 松田 康佑 (Loewe Yokohama)  

 松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS)  

 松岡 翔太 (アヴェルダージ熊本 BS)  

 鈴木 将人 (ヴィアティン三重 BS)  

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS)  

 鈴木 俊多 (クラブアレイア静岡) ※2 

 齋藤 巧 (ソーマプライア沖縄) ※2 

 中原 勇貴 (東京ヴェルディ BS) ※2 

 坪谷 亮太 (ソーマプライア沖縄) ※2 

※1不参加、※2追加招集                          計 15名 
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 36 JFA・Fリーグ特別指定選手承認の件 

  選手名： 森本 碧（もりもと あお） 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2018年 6 月 4日 

 

選手名： 大崎 永遠（おおさき とわ） 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2018年 6 月 4日 

 

選手名： 濱崎 仁嗣（はまざき まさし） 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2018年 6 月 4日 

 

選手名： 岡部 直樹（おかべ なおき） 

所属元： 府中アスレティックフットボールクラブサテライト 

受入先： 東京府中アスレティックフットボールクラブ 

承認日： 2018年 6 月 4日 

 

選手名： 細田 竜介（ほそだ りゅうすけ） 

所属元： 府中アスレティックフットボールクラブサテライト 

受入先： 東京府中アスレティックフットボールクラブ 

承認日： 2018年 6 月 4日 

 

選手名： 小村 航生（こむら こうき） 

所属元： 府中アスレティックフットボールクラブサテライト 

受入先： 東京府中アスレティックフットボールクラブ 

承認日： 2018年 6 月 4日 

 

選手名： 新田 駿（にった はやて） 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2018年 7 月 9日 

 

選手名： 松原 友博（まつばら ともひろ） 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2018年 7 月 9日 
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選手名： 磯村 直樹（いそむら なおき） 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2018年 7 月 9日 

 

 37 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 5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：6月 8日 

(1)FUNサッカークラブ（補欠ゼロ） 

(2)公益財団法人 横浜 YMCA サッカークラス（補欠ゼロ） 

認定日：6月 11日 

(3)Football Club Avance（補欠ゼロ） 

認定日：7月 10日 

(4) 長津田ドラゴンズフットボールクラブ（引退なし、補欠ゼロ） 

(5) FCイグナル（障がい者サッカー） 

 

総申請件数 ：189件（7月 12日現在） 

総認定団体数：170団体 

「引退なし」    ： 116団体 

「補欠ゼロ」    ： 135団体 

「障がい者サッカー」： 91団体 

 

 38 「ODAIBA FOOTBALL FANZONE 2018」への協力の件 

  日本代表オフィシャルサプライヤーであるアディダス ジャパン株式会社より同イベントへの協力

依頼があった。同企画はサッカー日本代表を応援する機運を高めるものであることから協力し

た。 

 

依 頼 者 ：アディダス ジャパン株式会社 

活動名称 ： ODAIBA FOOTBALL FANZONE 2018 

会 期 等 ： 6月 14 日(木)～28日(木) 

実施概要 ：アディダス・FIFAスポンサーによるワールドカップ関連プロモーション。 

ビアガーデン・フードコートの運営。 

日本代表スポンサー・ライセンシーによるファンブース。 

6月 19日は日本対コロンビアのパブリックビューイングを開催。 

本協会の協力内容：(1) 本事業に対する協力 

(2) 会場内における代表エンブレムの使用許諾 
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 39 名義使用申請の件 

  (1) 本協会においても、社会貢献、国際交流等社会課題に対する取り組み、グラスルーツ推進活    

動を行っていることから、SDGs（Sustainable Development Goals）推進の観点を含め、同取

り組みについて後援、協力する（社会貢献委員会にて審議済み）。 

申 請 者 ： 一般社団法人 Sport For Smile 

活動名称 ： Sport For Smile Fare Award 表彰フォーラム（仮称） 

会 期 等 ： 2018年 6月中下旬から募集を開始、2018年 8月 26日にフォーラム開催 

実施概要 ： FIFA の公式 NGO（非営利組織）パートナーでもある Fareの助成を当該団体が受

けて、スポーツ、サッカーを活用した社会課題解決の取り組みについて表彰を

行う。当日は、著名人によるパネルディスカッションも行う予定。 

協力内容（予定）：① 本事業に対する後援 

② 審査員の派遣(社会貢献委員会 赤羽真紀子､黒田かおり両委員の協力) 

(2)申請者：株式会社川崎フロンターレ 

事業名：日越友好 45周年記念 ベトナム・ビンズン国際ユースカップ U-13 

主 催：株式会社川崎フロンターレ 

共 催：べカメックス ビンズン FC 

主 管：日越友好 45周年記念 ベトナム・ビンズン国際ユースカップ U-13 実行委員会 

名誉顧問：梅田邦夫（在ベトナム日本国大使） 

協 賛：BECAMEX IDC CORP、BECAMEX TOKYU CO LTD、富士通ベトナム LTD、 

プーマジャパン株式会社、PUMA VIETNAM 

後 援：在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、 

国際交流基金、ホーチミン日本商工会、川崎市、川崎市教育委員会、 

川崎市商工会議所、特定非営利活動法人川崎市サッカー協会、 

ベトナムプロサッカーリーグ等 

協 力：株式会社ブレイン、株式会社エイチ・アイ・エス他 

期 間：12月 14 日(金)～16日(日) 

会 場：ベトナム ビンズン市 ゴーザウスタジアム（予定） 

事業概要：サッカーを通じた日本とベトナムの友好関係の強化、青少年の国際交流を図る事

業。日本とベトナムの U-13の選手から、それぞれ 4チームずつが参加し、 

予選リーグ、順位に応じたトーナメントを実施する。 

(3)申請者：金花商店振興会 

事業名：第 7回サッカー通り夏まつり 

主 催：金花商店振興会 

協 賛：高橋酒造株式会社、伊藤忠都市開発株式会社 

協 力：公益財団法人日本サッカー協会、東京ユナイテッド FC、新花会、本三金助町会、 

春木会、株式会社マツオ計画、Chako Family Dance Studio、株式会社 TONEGAWA、 

湯島小学校太鼓クラブ、本郷台中学校吹奏楽部・PTA、本富士警察署、本郷消防署、 

本郷消防団第一分団、東京こども専門学校 

日 時：7月 16 日(月・祝) 12時～16時 40分 
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会 場：東京都文京区／サッカー通り 

協力内容：ゴール貸出、景品の提供 

(4)申請団体：川崎市 

事業名：川崎市等々力緑地ウォーキングサッカー体験会 

主 催：川崎市 

協 力：東京急行電鉄株式会社、株式会社川崎フロンターレ、 

     特定非営利活動法人川崎市サッカー協会、公益財団法人日本サッカー協会 

日 程：7月 28 日(土) 

会 場：川崎市等々力緑地多目的広場（川崎市中原区） 

内 容：川崎市は、多摩川沿いにある等々力緑地において、憩いとうるおいのある魅力的な

場を作るために、J1川崎フロンターレのホームスタジアムのある等々力陸上競技場

をはじめとした公園の再整備に取り組んでいる。一方で、多摩川流域エリアでは、都

市と自然が融合した次世代のライフスタイルの実現を目指した官民連携の社会実験プ

ロジェクトが行われている。このような背景を踏まえ、グラルルーツ宣言の具現化に

つながる地域の課題解決に寄与するためにウォーキングサッカー体験会を開催する。 

(5)申請団体：株式会社らくだスタジオ・映画「蹴る」制作委員会 

事業名：映画「蹴る」（文化芸術振興補助金助成作品） 

主 催：映画「蹴る」制作委員会（株式会社らくだスタジオ、映画監督・中村和彦） 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

上映日程：2018 年度内に都内で上映予定。その後 2019年度中に順次全国で上映予定 

内容・目的：2017年 7月にアメリカで開催された第 3回電動車椅子サッカー世界大会を目指

す日本代表選手を追った長編ドキュメンタリー映画。選手それぞれの障がい、

競技に懸ける想い、日常生活や恋愛などの私生活をも描き出す。それによりあ

まりまだ知られていない電動車椅子サッカーやその競技に打ち込む人々の姿を

サッカーに関心がある多くの人々に幅広く観てもらい、感じてもらうことを目

的とする。 

 (6)申請者 ：石井幹子 

事業名 ：竹内悌三賞 2018 

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 ：元日本代表で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 2015年に終戦 70年を迎えるにあたり、戦後の同氏の家族と似た

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

家族と讃え、支援することを目的に「竹内悌三賞」を創設した。 

実施方法：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 ：9月 30 日(日) 募集締切 

10月 31 日(水) 受賞作品決定・発表 

12月 1 日(土) 表彰式 於：日本サッカーミュージアム（予定） 

備 考 ：同賞は、第二次世界大戦終戦から 70周年となる 2015年度に第１回を開催し、今回
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で 4度目の開催となる。 

(7) 申請者：文京区 アカデミー推進部 スポーツ振興課 

事業名：パラリンピック 700日前記念イベント 

主 催：文京区 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 

日 程：9月 20日(木)～24日(月・振休) 

会 場：文京シビックセンター1階 展示室 

内 容：パラリンピック 700 日前を記念し、オリンピック・パラリンピックの競技紹介パネル

展示、フォトスポット、ミニ体験会等 

(8) 申請者：文京区 アカデミー推進部 スポーツ振興課 

事業名：東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会にむけて in BUNKYO 

主 催：文京区 

共 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人講道館 

日 程：10月 25 日(木)～29日(月)   ※10月 27日(土)女子サッカーカンファレンスを開催 

会 場：文京シビックセンター2階 小ホール、地下 2階 区民ひろば 

内 容：10月 27 日(土) 女子サッカーカンファレンス(パネルディスカッション等) 

         10月 28 日(日) 公益財団法人講道館による講演会・体験会 

※企画展示 10月 25 日(木)～29日(月) 区民ひろばにて、競技紹介パネルの展示、オリンピッ 

クにおける女性の参画「オリンピックにおける日本選手の推移」他 

 

 40 海外遠征申請の件 

  （1）一般社団法人 青森県サッカー協会 

チ ー ム 青森山田中学校（第 3種） 

遠征期間 8月 25日～8月 31日 

遠 征 先 韓国/蔚珍 

（2）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 仙台第二高校（第 2種） 

遠征期間 8月 9 日～8月 16日 

遠 征 先 ドイツ/ケルン 

（3）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ユース（第 2種） 

遠征期間 8月 6 日～8月 14日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（4）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム AOBA Football Club（第 3種） 

遠征期間 8月 11日～8月 19日 

遠 征 先 中国/青島 

（5）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 8月 8 日～8月 12日 
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遠 征 先 タイ/バンコク 

（6）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 8月 25日～9月 4日 

遠 征 先 ブラジル/リオデジャネイロ 

（7）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 8月 25日～9月 4日 

遠 征 先 ブラジル/リオデジャネイロ 

（8）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズノルテジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 8月 25日～9月 4日 

遠 征 先 ブラジル/リオデジャネイロ 

（9）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 8月 11日～8月 20日 

遠 征 先 韓国/済州島 

（10）公益社団法人 群馬県サッカー協会 

チ ー ム ファナティコス（第 4種） 

遠征期間 7月 27日～8月 2日 

遠 征 先 韓国/蔚珍 

（11）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 8月 23日～8月 29日 

遠 征 先 フランス/パリ 

（12）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズレディース（女子） 

遠征期間 8月 10日～8月 16日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダ 

（13）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム FC Gois（第 2種） 

遠征期間 8月 26日～9月 7日 

遠 征 先 イタリア/グラディスカ 

（14）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 武蔵丘短期大学シエンシア（女子） 

遠征期間 8月 7 日～8月 18日 

遠 征 先 イギリス/ロンドン 

（15）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 習志野市立習志野高校（第 2種） 

遠征期間 8月 7 日～8月 27日 
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遠 征 先 ブラジル/フロリアノポリス 

（16）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム ROVERS FC（第 3種） 

遠征期間 8月 21日～8月 28日 

遠 征 先 オランダ/フェンロ 

（17）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都 U-12選抜（第 4種） 

遠征期間 8月 13日～8月 21日 

遠 征 先 ドイツ/ベルリン 

（18）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 8月 6 日～8月 11日 

遠 征 先 マレーシア/ガンバン 

（19）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京ヴェルディユース（第 2種） 

遠征期間 8月 12日～8月 19日 

遠 征 先 中国/青島 

（20）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京ヴェルディジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 8月 12日～8月 19日 

遠 征 先 中国/青島 

（21）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブ調布ジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 8月 6 日～8月 11日 

遠 征 先 マレーシア/ガンバン 

（22）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜女子（女子） 

遠征期間 8月 9 日～8月 11日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（23）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜 U-18（第 2種） 

遠征期間 8月 21日～8月 24日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（24）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜 U-15（第 3種） 

遠征期間 8月 21日～8月 24日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（25）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜ジュニオールジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 7月 27日～8月 2日 
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遠 征 先 タイ/バンコク 

（26）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム エスペランサ SC ジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 7月 30日～8月 12日 

遠 征 先 アルゼンチン/ブエノスアイレス 

（27）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横須賀シーガルズ（女子） 

遠征期間 8月 20日～8月 24日 

遠 征 先 台湾/台北 

（28）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 向上高校（第 2種） 

遠征期間 8月 6 日～8月 14日 

遠 征 先 オランダ/ヘームスケルク、ウェイクアーン・ゼー 

（29）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム U-17 神奈川県高校選抜（第 2種） 

遠征期間 8月 20日～8月 24日 

遠 征 先 中国/遼寧省 

（30）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 鎌倉インターナショナル FC（第 1種） 

遠征期間 8月 7 日～8月 12日 

遠 征 先 マレーシア/ジョホールバル 

（31）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 藤枝順心高校サッカー部（女子） 

遠征期間 8月 23日～8月 29日 

遠 征 先 韓国/麗水 

（32）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 焼津市トレーニングセンター（第 3種） 

遠征期間 8月 19日～8月 23日 

遠 征 先 オーストラリア/メルボルン 

（33）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（第 3種） 

遠征期間 8月 29日～9月 6日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（34）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県クラブユース選抜(U-15)（第 3種） 

遠征期間 8月 16日～8月 25日 

遠 征 先 クロアチア/ザグレブ・リエカ、スロベニア/リュブリャナ、イタリア/ミラノ 

（35）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム 津ラピドフットボールクラブ（第 3種） 

遠征期間 8月 23日～8月 27日 
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遠 征 先 タイ/バンコク 

（36）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム 三重県トレーニングセンターU-14（第 3種） 

遠征期間 8月 19日～8月 22日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（37）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム NPO法人伊勢サッカー協会 U12トレセン（第 4種） 

遠征期間 7月 27日～7月 30日 

遠 征 先 韓国/揚州 

（38）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都府選抜 U-14（第 3種） 

遠征期間 7月 31日～8月 8日 

遠 征 先 ドイツ/アルテンキルヒェン 

（39）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 9月 4 日～9月 11日 

遠 征 先 スペイン/アルネド 

（40）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-15選抜（第 3種） 

遠征期間 8月 25日～8月 31日 

遠 征 先 韓国/蔚珍 

（41）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム GAフロンティア大阪（第 3種） 

遠征期間 8月 4 日～8月 26日 

遠 征 先 イタリア/ヴェローナ 

（42）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-14選抜（第 3種） 

遠征期間 8月 10日～8月 18日 

遠 征 先 中国/上海 

（43）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 8月 21日～8月 28日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

（44）一般社団法人 奈良県サッカー協会 

チ ー ム 奈良市 U-12 選抜（第 4種） 

遠征期間 8月 25日～30日 

遠 征 先 韓国/慶州 

【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請。 

（1）一般財団法人全日本大学サッカー連盟 
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チ ー ム U-19 全日本大学選抜（第 1種） 

遠征期間 ７月 24日～7月 31日 

遠 征 先 スイス/バーゼル 

（2）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（第 4種） 

遠征期間 7月 26日～8月 3日 

遠 征 先 韓国/蔚珍 

（3）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 常盤木学園高校（女子） 

遠征期間 7月 9 日～7月 23日 

遠 征 先 アメリカ/ミネソタ 

（4）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 水戸ホーリーホックジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 7月 19日～7月 31日 

遠 征 先 ブラジル/クリチバ 

（5）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（第 4種） 

遠征期間 7月 14日～7月 22日 

遠 征 先 中国/広州 

（6）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル（第 1種） 

遠征期間 6月 17日～6月 27日 

遠 征 先 韓国/昌原 

（7）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 7月 10日～7月 24日 

遠 征 先 スウェーデン/ヨーテボリ 

（8）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 3種） 

遠征期間 6月 30日～7月 9日 

遠 征 先 中国/上海 

（9）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 福岡県選抜 U-12（第 4種） 

遠征期間 6月 29日～7月 5日 

遠 征 先 中国/江蘇 

（10）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム V・ファーレン長崎（第 1種） 

遠征期間 6月 18日～6月 30日 

遠 征 先 オーストリア/ノイシュティフト 

（11）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 
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チ ー ム 鹿児島 U-16（第 2種） 

遠征期間 7月 2 日～7月 6日 

遠 征 先 韓国/釜山 

（12）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島ユナイテッド FC U-15（第 3種） 

遠征期間 7月 13日～7月 22日 

遠 征 先 中国/広州 

 

 41 標章使用申請の件 

  (1)申請者：平成 30年度全国高等学校総合体育大会 藤枝市実行委員会 

   内容：全国高校総体女子サッカー競技の看板へ使用   9枚 

(2)申請者：一般社団法人島根県サッカー協会 

   内容：全国高等学校サッカー選手権島根県大会 優勝旗 1枚 

 

 


