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公益財団法人 日本サッカー協会 

2018 年度 第 11回理事会 

報告事項 

1. FIFAカウンシル（10 月 26日開催）の件

FIFA カウンシルが 10 月 26 日（金）、ルワンダのキガリで開催された。主な決定・報告事項は以

下の通り。 

➢ FIFA クラブワールドカップ改編及びネーションズリーグ創設について、タスクフォースの設

置を決定した。

➢ FIFA女子ワールドカップ 2019

① 賞金総額の増額を決定した。

優勝賞金 400万 USドル、総額 3,000万 USドル（前回大会の倍）

② 大会規則、メディアマーケティング規則を承認した。

➢ FIFA U-20ワールドカップ 2019

大会規則、メディアマーケティング規則を承認した。

➢ 東京 2020オリンピック競技大会サッカー競技

大会規則を承認した。

➢ 今後の FIFA競技会開催国について、以下の通り決定した。

FIFAビーチサッカーワールドカップ 2019：パラグアイ

（出場枠）アジアサッカー連盟（AFC） ：3 

アフリカサッカー連盟（CAF）      ：2 

北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF） ：2 

南米サッカー連盟（CONMEBOL）  ：3 

オセアニアサッカー連盟（OFC） ：1 

ヨーロッパサッカー連盟（UEFA） ：5 

ホスト国（当該大陸連盟枠から減じる）  ：1 

➢ FIFAフットサルワールドカップ 2020の開催国をリトアニアに決定した。

➢ 国際マッチカレンダーについて、以下の変更を承認した。

⚫ CONMEBOL からの要請に基づき、コパ・アメリカを 2020 年(6 月 12 日～7 月 12 日)以降偶

数年開催とする。

⚫ CAF からの要請に基づき、2023年のアフリカネーションズカップを 1 月・2 月開催から 6

月・7月開催とする。

➢ 2020年から 2023 年の女子の国際マッチカレンダーを承認した。

➢ FIFAフォワードデベロップメントプログラム規則の訂正を承認した。

2019 年から 2022 年については、各加盟協会への助成額を 1 年あたり 125 万 US ドルから 150

万 USドルへ増額する。財務報告・監査についてはさらに厳格化する。

➢ 加盟協会における学校向けサッカーボール贈呈やサッカーと教育の融合を促進する新規プロ

グラム「フットボール・フォー・スクール」の創設を決定した。ボール 900 万個贈呈、オン

ラインプラットフォーム提供などを行う。

➢ フットボール・ステークホルダー委員会の提案に基づく、移籍システムの刷新を承認した。

➢ FIFA が新たに発表した女子サッカーグローバル戦略に基づき、女子サッカータスクフォース
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の設置を決定した。 

➢ スペインサッカー連盟、アメリカサッカー連盟及び CONCACAF より提案のあったリーガ・エス

パニョーラの試合を 2018/19 シーズンに米国・マイアミで開催する件について、フットボー

ル・ステークホルダーズ委員会が諮問した「公式のリーグ戦については所属協会領域内で開

催すべき」との原則を確認した。 

➢ 次回の FIFAカウンシルは、2019年 3月 14 日～15日に米国/マイアミで開催される。 

 

 2. AFC総会（10月 31日開催）の件 

  AFC 総会が 10 月 31 日（水）マレーシア/クアラルンプールで開催された。主な決定・報告事項は

以下の通り。 

➢ 5 つのゾーン別（西、中央、南、南西、東）の協会・連盟を承認した。 

➢ 2017年 12月 31 日付の会計報告を承認した。 

➢ 2019-2020年度予算を承認した。 

➢ AFC規約改訂を承認した。 

⚫ AFC会長職への立候補については、3つ以上の加盟協会からの推薦を必要とする。 

（当該候補者が属する加盟協会からの推薦である必要はない。） 

➢ 2015-2019 年の AFC 理事会メンバーに、東ゾーンからモンゴルサッカー連盟の Ganbaatar 

Amgalanbaatar 会長を、ASEAN ゾーンからベトナムサッカー連盟の Tran Quoc Tuan 副会長を

選出した。 

➢ サルマン会長が次回選挙への立候補を正式に表明した。 

9 月 26 日にタシケントで行われた AFC 理事会で立候補を表明した後、40 の加盟協会から支持

を表明するレターを受領していることを発表した。 

➢ 次回の AFC総会は、2019年 4月 6日にマレーシア/クアラルンプールで開催される。 

 

 3. EAFF理事会（10月 30 日開催）の件 

  10月 30日（火）に EAFF理事会がマレーシア/クアラルンプールで開催された。主な決定・報告

事項は以下の通り。 

➢ EAFF E-1 サッカー選手権 2019決勝大会を 2019年 12月 10日（火）～12月 18日（水）に開

催することを決定した。 

➢ AFF SUZUKI CUP の勝者と EAFF E-1の勝者（韓国）による AFF-EAFFカップ 2019を 2019年 3

月 19日に AFF SUZUKI CUP勝者のホームで対戦することを決定した。 

➢ 西アジアサッカー連盟とのパートナーシップ協定を締結することを決定した。 

➢ 台風 26号の影響により被害を受けたフットボールセンター復旧のため、北マリアナ諸島サッ

カー協会に対して義援金を送ることを決定した。 

 

 4. 皇后杯 JFA 第 40回全日本女子サッカー選手権大会 入場料の件 

  皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会は、1回戦から 3回戦を無料試合、準々決勝以降を有

料試合としていたが、第 40 回大会はこれまで女子サッカーを支えてくださった方々へ感謝を示

し、女子ワールドカップイヤーの幕開けとなる元日の決勝を含め、より多くの方に観戦していた

だけるようにするため、以下の準々決勝以降の試合も入場料無料としたい。 
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＜皇后杯 JFA 第 40回全日本女子サッカー選手権大会＞ 

(回戦)   (開催日)               (キックオフ)     (会場) 

決 勝 2019年 1月 1日（火・祝） 14:45 大阪府/パナソニックスタジアム吹田 

準決勝 2018年 12月 29日（土） 12:00/15:00 大阪府/パナソニックスタジアム吹田 

準々決勝  2018年 12月 22日（土） 16:00/19:00 宮城県/ユアテックスタジアム仙台 

 11:00/14:00 栃木県/栃木県グリーンスタジアム 

 

 5. 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．栃木県 

(1)申 請 者：特定非営利活動法人 たかはら那須スポーツクラブ 

(2)申 請 区 分：［助成区分 1］都道府県フットボールセンター整備助成事業 

          ［助成区分 2］地区サッカー施設整備助成事業  

(3)助成対象事業：人工芝（新設）2面、夜間照明、クラブハウス 

(4)施 設 名：（仮称）とちぎフットボールセンター及び 

                        （仮称）ヴェルフェゆめフィールド 

(5)計 画 地：栃木県矢板市末広町 49番 2  

(6)総 事 業 費：294,606千円 

(7)助成金交付決定額：100,000千円 

(8)工 期 予 定：2018年 10月 31日～2019 年 3月 31日（予定） 

(9)交付決定 日：2018年 10月 24日 

 6. 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）： 函館市 

施設名：函館フットボールパーク人工芝多目的グラウンド C 

（北海道函館市日吉町 4丁目 50番 5 号および 64番 4） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2018年 9月 17日～2021年 9月 16 日 

公認番号：第 176号 

(2) 申請者（施設所有者）： 函館市 

施設名：函館フットボールパーク人工芝多目的グラウンド D 

（北海道函館市日吉町 4丁目 50番 5号および 64番 4） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2018年 9月 17日～2021年 9月 16 日 

公認番号：第 177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。 



報告事項 

2018/11/8 第 11回理事会 

4 

 7. 役員・審判員の海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次の通り。 

＜インストラクター＞ 

（セミナー他） 

① FUTURO III (Course for referee instructors) 

期 間：10月 8日～10月 14日 

場 所：タイ/バンコク 

インストラクター：石山昇 

受講者：扇谷健司、井脇真理子、牛尾眞一郎、桐原純子、延本泰一 

② AFC REFEREES RECRUITMENT 

期 間：10月 14 日～10月 19日 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

インストラクター：石山昇 

③ FIFA seminar for VAR instructors 

期 間：10月 21 日～10月 26日 

場 所：スイス/チューリッヒ 

インストラクター：上川徹、深野悦子 

（大会・試合） 

① AFC U-16 Championship Malaysia 2018 

期 間：9月 16 日～10月 9日 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

インストラクター：深野悦子 

 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① AFC U-16 Championship Malaysia 2018 

期 間：9月 16 日～10月 9日 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

審判員：荒木友輔、西橋勲 

② Youth Olympic Futsal Tournament Buenos Aires 2018 

期 間：9月 29 日～10月 21日 

場 所：アルゼンチン/ブエノスアイレス 

審判員：小林裕之 

③ 国際親善試合（インドネシア vs ミャンマー、インドネシア vs 香港） 

期 間：10月 8 日～10月 17日 

場 所：インドネシア/ジャカルタ、バンドン 

審判員：木村博之、聳城巧 

④ AFC U-19 Championship Indonesia 2018 

期 間：10月 14 日～11月 5日 

場 所：インドネシア/ジャカルタ 
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審判員：山本雄大、平間亮 

⑤ AFC U-19 Women’s  Championship 2019 Qualifiers Group C 

期 間：10月 16 日～10月 30日 

場 所：キルギスタン/ビシュケク 

審判員：松下朝香 

⑥ AFC U-19 Women’s Championship 2019 Qualifiers Group B 

期 間：10月 21 日～10月 29日 

場 所：タイ/チョンブリ 

審判員：萩尾麻衣子 

⑦ AFC U-19 Women’s Championship 2019 Qualifiers Group F 

期 間：10月 21 日～10月 29日 

場 所：ミャンマー/ヤンゴン 

審判員：梶山芙紗子 

 

 8. 日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2018 の件 

  行事名：日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2018 

期 間：2018年 10月 8日(月)～10月 16日(火) 

場 所：新潟県新潟市・埼玉県さいたま市 

[スケジュール] 

10月 8日 (月) 集合 

10月 12日 (金) KIRIN CHALLENGE CUP 2018 

vs.パナマ代表    ○3－0 

10月 16日 (火) KIRIN CHALLENGE CUP 2018 

vs.ウルグアイ代表  ○4－3 

解散 

 

[スタッフ] 

団 長 関塚 隆 (JFA技術委員長)  

監  督 森保 一 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 横内 昭展 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 和田 一郎 (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)  

GKコーチ 下田 崇 (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)  

ドクター 加藤 晴康 (立教大学)  

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 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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 小勝 健司 (東京メディカル・スポーツ専門学校)   

総 務 津村 尚樹 (JFA技術部)  
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副 務 本間 一憲 (JFA技術部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 (JFA広報部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 (JFA広報部)  

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 東口 順昭 (ガンバ大阪) 
 

 
権田 修一 (サガン鳥栖) 

 

 
シュミット ダニエル (ベガルタ仙台) 

 

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) 

 

 
佐々木 翔 (サンフレッチェ広島) 

 

 
酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス) 

 

 
室屋 成 (FC東京) 

 

 
三浦 弦太 (ガンバ大阪) 

 

 
冨安 健洋 (シントトロイデン VV/ベルギー) 

 

MF 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 
 

 
原口 元気 (ハノーファー96/ドイツ) 

 

 
柴崎 岳 (ヘタフェ CF/スペイン) 

 

 
遠藤 航 (シントトロイデン VV/ベルギー) 

 

 
伊東 純也 (柏レイソル) 

 

 
中島 翔哉 (ポルティモネンセ SC/ポルトガル) 

 

 
南野 拓実 (ザルツブルク/オーストリア) 

 

 
三竿 健斗 (鹿島アントラーズ) 

 

 
堂安 律 (FCフローニンゲン/オランダ) 

 

FW 小林 悠 (川崎フロンターレ) ※1 
 

川又 堅碁 (ジュビロ磐田) ※2 
 

大迫 勇也 (SV ベルダー・ブレーメン/ドイツ) 
 

 
浅野 拓磨 (ハノーファー96/ドイツ) ※1 

 
北川 航也 (清水エスパルス) ※2 

※1から※2に変更                             計 25名 

 

 9. U-17日本代表 JENESYS 2018 日メコン U-17サッカー交流大会の件 

  行事名：U-17日本代表 JENESYS2018日メコン U-17サッカー交流大会 

期 間：2018年 10月 2日（火）～ 10月 8日（月・祝） 

場 所：福島県/Jヴィレッジ 
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[スケジュール] 

10月 2日(火) 集合 

10月 5日(金) 第 1戦 vs. U-17カンボジア代表 ○5-0 

10月 6日(土) 第 2戦 vs. U-17ミャンマー代表 ○3-1 

10月 7日(日) 第 3戦 vs. U-17ベトナム代表  ○4-1 

10月 8日(月・祝) 決勝戦 vs. 尚志高校      ○2-1 

 解散 

 

[スタッフ] 

監督 山橋 貴史 (JFA ナショナルトレセンコーチ) 

コーチ 有馬 賢二 (JFA ナショナルトレセンコーチ) 

GKコーチ 川俣 則幸 (JFA ナショナルトレセンコーチ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 越智 滋之 (筑波大学 大学院人間総合科学研究科) 

ドクター 島 洋祐 (KKR北陸病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 土屋 篤生 (帝京平成大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 砂川 憲彦 (帝京平成大学) 

総務 秋江 昌司 (JFA技術部育成グループ) 

 

[選  手] 

GK 三井 大輝 (名古屋グランパス U-18) 
 

 
上田 樹 (ツエーゲン金沢 U18) 

 

DF 橋本 柊哉 (船橋市立船橋高校) 
 

 
西尾 隆矢 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
狩野 奏人 (JFAアカデミー福島 U18) 

 

 
高橋 祐翔 (米子北高校) 

 

 
合坪 柊人 (札幌創成高校) 

 

 
鷲見 星河 (名古屋グランパス U-18) 

 

 大森 理生 (ＦＣ東京 U-18)  

MF 大堀 亮之介 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 
 

 
中山 陸 (東海大相模高校) ※1 

 
外薗 隆一 (JFAアカデミー福島 U18) 

 

 
松村 優太 (静岡学園高校) 

 

 
本田 風智 (サガン鳥栖 U-18) 

 

 髙田 颯也 (大宮アルディージャユース)  

 鮎川 峻 (サンフレッチェ広島ユース)  

 小林 夏生 (横浜 F・マリノスユース)  

FW 藤尾 翔太 (セレッソ大阪 U-18)  
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 若月 大和 (桐生第一高校)  

 和田 彩起 (四日市中央工業高校)  

※1：途中離脱                                      計 20名 

  

 10. U-16日本代表 AFC U-16選手権マレーシア 2018の件 

  行事名：U-16日本代表 AFC U-16選手権マレーシア 2018 

期 間：2018年 9月 10日(月)～10月 12日(日) 

場 所：茨城県水戸市、マレーシア/クアラルンプール 

[スケジュール] 

9月 10日(月)  集合 

9月 13日(木) 
 

トレーニングマッチ vs.水戸ホーリーホックユース     ◯1-0 

トレーニングマッチ vs.鹿島アントラーズユース      ◯6-0 

9月 14日(金)  出国 

9月 20日(木)  グループステージ第 1戦 vs. U-16タイ代表        ○5-2 

9月 23日(日)  グループステージ第 2戦 vs. U-16タジキスタン代表    △0-0 

9月 27日(木)  グループステージ第 3戦 vs. U-16マレーシア代表     ○2-0 

9月 30日(日)  ノックアウトステージ準々決勝 vs. U-16オマーン代表   ○2-1 

10月 4日(木)  ノックアウトステージ準決勝 vs. U-16オーストラリア代表 ○3-1 

10月 7日(日)  ノックアウトステージ決勝 vs. U-16タジキスタン代表   ○1-0 

10月 9日(火)  帰国 

 

[スタッフ] 

技術委員長 関塚 隆 (JFA技術委員長) 

副技術委員長 山本 昌邦 (JFA副技術委員長) 

団長 池内 豊 (JFA技術委員) 

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) 

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 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

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 小川 宗宏 (奈良県立医科大学) 

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技術部) 

主務 杉山 友朗 (JFA技術部) 
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[選 手] 

GK 山田 大樹 (鹿島アントラーズユース)  

 佐々木 雅士 (柏レイソル U-18)  

 野澤 大志ブランドン (ＦＣ東京 U-18)  

DF 半田 陸 (モンテディオ山形ユース)  

 
田島 詳基 (清水エスパルスユース)  

 
角 昂志郎 (ＦＣ東京 U-18)  

 
鈴木 海音 (ジュビロ磐田 U-18)  

 
石田 侑資 (船橋市立船橋高校)  

 
山田 奈央 (浦和レッズユース)  

 
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)  

 
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) 

 

 
中野 桂太 (京都サンガ F.C.U-18)  

 
植田 啓太 (横浜Ｆ・マリノスユース)  

 
三戸 舜介 (JFAアカデミー福島 U18)  

 
中野 瑠馬 (京都サンガ F.C.U-18)  

FW 荒木 遼太郎 (東福岡高校)  

 西川 潤 (桐光学園高校)  

 青木 友佑 (ＦＣ東京 U-18)  

 唐山 翔自 (ガンバ大阪ユース)  

                                      計 23名 

 11. 2019年度 S級コーチ養成講習会の件 

  （報告）資料 1、資料 2 

2019年度 S級コーチ養成講習会及び受講者選考のためのトライアルを以下の通り開催する。 

【トライアル】 

個人面談  日  程： 2018年 12月 14日（金）、15日（土） 

      会  場： JFAハウス                                   

指導実践  日  程： 2018年 12月 16日（日）、17日（月） 

      予備日： 2018年 12月 19日（水）（申し込み多数の場合のみ実施） 

      会  場： 山梨学院大学 

変更点：今回より、S 級トライアル参加回数の上限を 3 回までとし、4 回目以降も参加を希望す

る場合は、A 級コーチジェネラル養成講習会を再度受講することでトライアル参加回

数をリセットすることができる。（これまでの参加回数は含めず、今回参加分を 1 回

目とする） 
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【S級コーチ養成講習会：会場調整中】 

Module1： 2019年 4月 6日(土)～4月 25日(木） 

Module2： 2019年 6月 3日(月)～6月 20日(木) 

Module3： 2019年 9月 2日(月）～9月 19日（木）  

Module4： 2019年 10月 21日(月)～11月 14日(木) 

Module5： 2019年 12月 2日(月)～12月 12日(木) 

 

 12. テクニカルニュース電子化の件 

  現在、登録指導者向けに 2 カ月に 1 度送付しているテクニカルニュースの冊子を、2019 年 5 月

（予定）から電子化してウェブ上に配信し、閲覧できるようにする。これにより、冊子の制作は

取り止める。 

【テクニカルニュース電子化の目的と効果】 

・指導者が理解しやすく、実際のトレーニング現場で活用しやすい情報を提供する。 

（動画との連動や検索性向上を図る。） 

・大会の分析や報告などのコンテンツを迅速に提供することが可能となる。 

 

 13. U-18日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-18日本女子代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2018年 10月 15日(月)～10月 18日(木) 

場 所：大阪府/J-GREEN堺 

[スケジュール] 

10月 15日 (月) 集合、トレーニング 

10月 16日 (火) トレーニングマッチ vs.履正社高校(男子)     ●0-19 

10月 17日 (水) トレーニングマッチ vs.桃山学院高等学校(男子)  ●0-10 

10月 18日  (木) 解散 

 

[スタッフ] 

監督 池田 太 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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 西入 俊浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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 塩澤 淳 (順天堂大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三宅 明子 (筑波大学附属病院) 

総務 山本 りさ (JFA技術部) 

 

[選  手] 

GK 田中 桃子 (日テレ・ベレーザ) 

 木稲 瑠那 

近澤 澪菜 

(藤枝順心高等学校) 

(JFAアカデミー福島) 
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FP 松原 優菜 (セレッソ大阪堺レディース)        ※1      

 市川 碧 (帝京平成大学女子サッカー部) 

 小嶋 星良 

武田 菜々子 

高橋 はな 

今田 紗良 

(オルカ鴨川ＦＣ) 

(マイナビベガルタ仙台レディース) 

(浦和レッズレディース)          ※2 

(帝京平成大学女子サッカー部) 

 久永 望生 (日ノ本学園高校) 

 毛利 美佑 (ＩＮＡＣ神戸レオンチーナ) 

 柴山 史菜 (常盤木学園高等学校) 

 川名 みのり (日ノ本学園高校) 

 鈴木 陽奈 (JFAアカデミー福島) 

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島) 

 白井 ひめ乃 (アルビレックス新潟レディースＵ－１８) 

 原 海七 (ＩＮＡＣ神戸レオンチーナ) 

 武田 あすみ (JFAアカデミー福島) 

 中村 恵実 (常盤木学園高等学校) 

 渡邊 真衣 (福井工業大学附属福井高等学校) 

 上田 莉帆 (湘南学院高等学校)                            

 大河内 友貴 

廣澤 真穂 

(常盤木学園高等学校) 

(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ) 

 澁川 鈴菜 (日ノ本学園高校) 

※1辞退                                                            計 24名 

※2途中離脱 

 

 14. 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：2018年 9月 25日(火)～9月 28日(金) 

場 所：福島県/Jヴィレッジ 

[スケジュール] 

9月 25日 (火) 集合、トレーニング 

9月 26日 (水) トレーニングマッチ vs.ふたば未来学園高校(男子)   ●2-4 

9月 28日 (金) トレーニングマッチ vs.帝京平成大学女子サッカー部  △0-0 

  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 植木 博子 (東京医科歯科大学) 
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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技術部) 

 

[選  手] 

GK 伊藤 有里彩 (前橋育英高校) 

 福田 史織 

大場 朱羽 

(浦和レッズレディースユース) 

(JFAアカデミー福島) 

DF 根津 茉琴 (JFAアカデミー福島)                 ※1 

 後藤 若葉 (日テレ・メニーナ) 

 富岡 千宙 

大熊 環 

長江 伊吹 

善積 わらい 

(JFAアカデミー福島) 

(ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

(藤枝順心高校) 

(セレッソ大阪堺レディース) 

MF 中江 萌 (アルビレックス新潟レディース U-18) 

 瀧澤 千聖 (十文字高校) 

 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) 

 西野 朱音 (常盤木学園高校) 

 中尾 萌々 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)     ※1 

 山本 柚月 (日テレ・メニーナ) 

 大西 若菜 (浦和レッズレディースユース) 

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 

田中 智子 

岩井 蘭 

(JFAアカデミー福島) 

(セレッソ大阪堺レディース) 

(JFAアカデミー福島) 

 城和 怜奈 (JFAアカデミー福島) 

※1途中離脱                                                          計 25名 

  

15. フットサル日本代表 欧州遠征の件 

  行事名：フットサル日本代表 欧州遠征 

期 間：2018年 10月 21日（日）～11月 2日（金） 

場 所：ドイツ/ポルトガル 

 [スケジュール] 

10月 21日 (日) 集合、移動 

10月 24日 (水) 第 1戦 vs.フットサルドイツ代表   △0-0 

10月 26日 (金) 第 2戦 vs.フットサルドイツ代表   ◯2-0 
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10月 30日 (火) 第 1戦 vs.フットサルポルトガル代表 △1-1 

10月 31日 (水) 第 2戦 vs.フットサルポルトガル代表 △1-1 

11月 2日 (金) 帰国、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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター  吉田 圭一 (順天堂大学医学部附属浦安病院) 

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 ピレス・イゴール (ペスカドーラ町田)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  

FP 星 翔太 (名古屋オーシャンズ)  

 西谷 良介 (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)  

 安藤 良平 (名古屋オーシャンズ)  

 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)  

 逸見 勝利ﾗﾌｧｴﾙ (SLベンフィカ/ポルトガル) ※ 

 小門 勇太 (湘南ベルマーレ)  

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪)  

 堀内 迪弥 (ヴォスクオーレ仙台)  

 清水 和也 (エルポソ・ムルシア FS/スペイン) ※ 

※10/28から                                計 16名 

 

 16. U-18フットサル日本女子代表の件 

  行事名：U-18フットサル日本女子代表 第 3回ユースオリンピック競技大会 

期 間：【直前合宿】2018年 9月 28日(金)～9月 30日(日) 

【大会期間】2018年 10月 1日(月)～10 月 21日（日） 

場 所：【直前合宿】府中市/東京 

【大会期間】ブエノスアイレス／アルゼンチン 
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[スケジュール] 

9月 28日 (金) トレーニング 

9月 29日 (土) トレーニングマッチ vs.関東女子リーグ選抜    ●3-6 

9月 30日 (日) JOC結団式 

10月 1日 (月) 移動 

10月 8日 (月) 第 1 戦 vs.U18フットサルカメルーン女子代表   ○6-2 

10月 10日 (水) 第 2 戦 vs.U18フットサルチリ女子代表      ○4-1 

10月 11日 (木) 第 3 戦 vs.U18ドミニカ女子代表         ○6-2 

10月 13日 (土) 第 4 戦 vs.U18ポルトガル女子代表        ●0-2 

10月 15日 (月) 準決勝 vs.U18スペイン女子代表         ○3-2 

10月 17日 (水) 決勝 vs.U18ポルトガル代表           ●1-4 

10月 21日 (日) 帰国 

 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西鉄平（※） (JFA) 

監 督 木暮 賢一郎 (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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗（※） (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター  神谷 阿久里 (京都鞍馬口医療センター) 

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) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA技術部) 

 岩田 知佐子（※） (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 

GK 須藤 優理亜 (Laufen)  

 小林 望月 (福井丸岡 RUCK)  

FP 宮本 麻衣 (京都精華学園高等学校)  

 追野 沙羅 (Laufen)  

 横山 凜花 (福井丸岡 RUCK)  

 荒井 一花 (福井丸岡 RUCK)  

 池内 天紀 (福井丸岡 RUCK)  

 前田 海羽 (福井丸岡 RUCK)  

 山川 里佳子 (福井丸岡 RUCK)  

 安部 美楽乃 (十文字高等学校)  

※ 9月 28日(金)～9月 30日(日)のみ                    計 10名 

 

 17. ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 10月の件  

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 国内強化合宿 

期 間：2018年 10月 20日（土）～10月 23日（火） 
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場 所：兵庫県明石市 

[スケジュール] 

10月 20日 （土） 集合 

10月 23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)  

GKコーチ 浜野 征哉 (フリー)  

ドクター 柳澤 洋平 (筑波大学附属病院)  

トレーナー 對馬 正浩 (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)  

 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ)  

 城田 優 (レーヴェ横浜)  

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS)  

 宮城 亮太 (ソーマプライア沖縄)  

FP 田畑 輝樹 (ヴィアティン三重 BS)  

 當間 正人 (琉球エリスリナ)  

 小牧 正幸 (ヴィアティン三重 BS)  

 上原 朋也 (琉球エリスリナ)  

 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 (レーヴェ横浜)  

 松田 康佑 (レーヴェ横浜)  

 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)  

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州)  

 大場 崇晃 (移籍交渉中)  

 坪谷 亮太 (ソーマプライア沖縄)  

計 19名 

 

 18. JFA・Fリーグ特別指定選手承認の件 

  選手名： 後藤 駿介（ごとう しゅんすけ） 

所属元： ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE 

受入先： ASV PESCADOLA 町田 

承認日： 2018年 10 月 2日 
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 19. JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 3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 

(1) 千葉『共に暮らす』フットボール協会（引退なし、障がい者サッカー） 

認定日 10月 1日 

(2) 城北ファイターズ（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

認定日 10月 1日 

(3) Clube Atletico SOLUA（補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

  認定日 10月 22日 

総申請件数 ：199件（10月 25日現在） 

総認定団体数：178団体 

「引退なし」    ： 120団体 

「補欠ゼロ」    ： 140団体 

「障がい者サッカー」： 97団体 

 

 20. 名義使用申請の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1）申請者：特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会 

  事業名：第 1回ソーシャルフットボール地域選抜選手権 

  主 催：特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会 

  後 援：公益財団法人日本サッカー協会、文部科学省、厚生労働省、スポーツ庁、東京都 

            公益財団法人東京都サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟、 

      一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

      公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、公益社団法人日本精神科病院協会、 

      公益社団法人東京都障がい者スポーツ協会、日本スポーツ精神医学会 

  日 程：2018年 11月 10日(土) ～11日(日) 

   会 場：帝京科学大学千住キャンパス 7号館アリーナ（東京都足立区） 

  内容・目的：精神障がい者のフットサル競技で地域選抜日本一を決める全国大会。 

      精神障がい者のスポーツの促進及び共生社会の実現に寄与する。 

(2) 申請者：文京区  

  事業名：文京オレンジデーキャンペーン  

  主 催：文京区総務部総務課ダイバーシティ推進担当 

  共 催：UN Women（国連女性機関）日本事務所 

  協 力：公益財団法人日本サッカー協会、富坂警察署、本富士警察署、大塚警察署、 

      駒込警察署、文京区女性団体連絡会、区内大学、他 

  日 程：2018 年 11月 20日（火）～11月 26日（月） 

  会 場：文京シビックセンター（東京都文京区）  

  内容・目的：国連の定める 11月 25日の「女性に対する暴力撤廃の国際デー」に合わせ、       

あらゆる暴力の根絶と女性の地位向上を目的に啓発活動を行う。 

  協力内容：本協会所有の暴力根絶のポスター、宣誓書等の展示、他 

  参加費：無料 
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(3）申請者：公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 

  事業名：第 5回地域スポーツクラブマネージメントセミナー 

  主 催：東京都広域スポーツセンター（公益財団法人東京都スポーツ文化事業団） 

  協 力：公益財団法人日本サッカー協会 

  日 程：2018年 12月 5日(水) 18：30～ 

   会 場：日本サッカーミュージアム ヴァーチャルスタジアム（東京都文京区） 

(4）申請者：一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

  事業名：JIFFインクルーシブフットボールフェスタ 2018 

  主 催：一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

  共 催：NPO法人日本アンプティサッカー協会、NPO法人日本ソーシャルフットボール 

      協会、一般社団法人日本 CPサッカー協会、一般社団法人日本電動車椅子サッカー 

      協会、NPO法人日本知的障がい者サッカー連盟、一般社団法人日本ろう者サッカー 

      協会、NPO法人日本ブラインドサッカー協会 （予定) 

   協 力：FC東京、FC町田ゼルビア、東京ヴェルディ、スフィーダ世田谷 FC、 

      日テレ・ベレーザ、フウガドールすみだ、府中アスレティック FC、 

      ペスカドーラ町田、公益財団法人日本ケアフィット共育機構 （予定） 

  後 援：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会 （予定） 

      公益社団法人日本プロサッカーリーグ、東京都、多摩市 

  日 程：2018年 12月 23日（日・祝） 

  会 場：フットサルステージ（東京都多摩市） 

(5）申請者：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

  事業名：KPMGカップ ブラインドサッカークラブチーム選手権 2019 

  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：公益財団法人日本サッカー協会、厚生労働省、スポーツ庁、観光庁、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、一般社団法人日本障がい者 

      サッカー連盟、特定非営利活動法人川崎市サッカー協会、川崎市障害者スポーツ 

      協会 

  日 程：2019年 2月 9日（土)～10日（日） 

  会 場：富士通スタジアム川崎（神奈川県川崎市） 

(6) 申請者：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

  事業名：JCYクラブマネジャーズセミナー2018 

  主 催：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

  後 援：公益財団法人日本サッカー協会 

  開催日：・九州会場（長崎県）： 2019年 2月 10日（日）、11日（月・祝） 

      ・関東会場（千葉県）：  2019年 2月 16日(土)、2月 17日(日) 

      ・東北会場（福島県) ： 2019年 2月 23日（土）、24日（日） 

  参加者：日本クラブユース連盟加入団体関係者、スポーツ組織に携わる方、 

      その他、スポーツ選手や指導者。 

  内容・目的：スポーツクラブ運営における実践的なマネジメント能力の向上と全国のマネジ

ャー同士の交流を図る。 



報告事項 

2018/11/8 第 11回理事会 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  定 員：30人程度 

  受講料：3,000円 

(7）申請者：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

  事業名：さいたま市ノーマライゼーションカップ 2019 

  主 催：さいたま市、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

  後 援：公益財団法人日本サッカー協会、厚生労働省、スポーツ庁、観光庁、 

            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、 

      一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、埼玉県、一般社団法人埼玉県障害者 

      スポーツ協会 

  日 程：2019年 2月 23日（土） 

  会 場：サイデン化学アリーナ さいたま市記念総合体育館（埼玉県さいたま市桜区） 

 

 21. 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道コンサドーレ札幌 U-15（第 3種） 

遠征期間 12月 12日～12月 17日 

遠 征 先 ベトナム/ビンズオン 

（2）特定非営利活動法人 山形県サッカー協会 

チ ー ム 米沢/長井地区選抜 U-12（第 4種） 

遠征期間 11月 23日～11月 24日 

遠 征 先 チャイニーズタイペイ/台北 

（3）一般財団法人 福島県サッカー協会 

チ ー ム いわき FC（第 1種） 

遠征期間 2019 年 2月 4日〜2月 11日 

遠 征 先 アメリカ/ハワイ 

（4）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 12月 13日～12月 18日 

遠 征 先 中国/南京 

（5）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 坂戸ディプロマッツ FC（第 3 種） 

遠征期間 12月 18日～12月 26日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ選抜（フットサル） 

遠征期間 12月 7日～12月 9日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（7）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎市選抜（第 3種） 

遠征期間 12月 13日～12月 16日 
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   遠 征 先 ベトナム/ビンズオン 

（8）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 東急 Sレイエス FC（第 3種） 

遠征期間 12月 12日～12月 17日 

遠 征 先 ベトナム/ビンズオン 

（9）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム オイスカフットボールクラブ・ジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 12月 26日～12月 29日 

遠 征 先 韓国/水原 

（10）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立静岡城北高校（第 2種） 

遠征期間 12月 22日～12月 25日 

遠 征 先 韓国/釜山 

（11）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都サンガ F.C. U-12SP（第 4種） 

遠征期間 12月 10日～12月 18日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（12）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム STFC.Partida（第 3種） 

遠征期間 12月 31日～2019年 1月 8日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

（13）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム ギラヴァンツ北九州 U-18（第 2種） 

遠征期間 12月 25日～12月 30日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

 

【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかったため、事後申請分として報告します。 

（1）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 履正社 FC、履正社 Club合同チーム（第 1種） 

遠征期間 10月 22日～10月 29日 

遠 征 先 韓国/西帰浦 

（2）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 阪南大学サッカー部（第 1種） 

遠征期間 10月 22日～10月 29日 

遠 征 先 韓国/西帰浦 

 

 


