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公益財団法人 日本サッカー協会 

2021年度 第 4回理事会 

                              2021年 4月 8日 

報告事項 

 1. 第 15回 FIFAカウンシル会議（3月 19日開催）の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15回 FIFAカウンシル会議が 3月 19日（金）にオンライン上で行われた。主な決定・報告事項

は以下の通り。 

 FIFA女子ワールドカップ開催地の決定権について、女子サッカーの重要度の高まり等を踏ま

え、男子に合わせて FIFAカウンシル決議から FIFA総会決議に変更することを 2021年 5月

21日開催予定の第 71回 FIFA総会に上程することを決定した。 

 選手の地位及び移籍に関する FIFA規則（RSTP)に定める代表選手のリリースに関するルール

に関し、クラブから代表チームへの選手の派遣義務を一部緩和する特例措置を 2021年 4月末

まで延長すること決定した FIFAカウンシルビューロー決定について報告された。 

 2020年 FIFA年間活動報告、2020年財務諸表および 2022年予算を承認した。 

 FIFAアラブカップ 2021™（2021年 12月 1日から 12月 18日）大会規則を承認し、同大会の

マッチスケジュールおよびドロー手続きについて確認した。 

 FIFAクラブワールドカップ 2021™の大会日程について、2021年 12月 9日から 12月 19日に

開催することを承認した。 

 

 2. 天皇杯実施委員会委員の変更の件 

 

 

 

 

天皇杯実施委員会の委員を以下の通り交代する。  

現）藤田武徳（共同通信社 事業推進部 企画委員） 

新）石森光治（共同通信社 事業推進部 次長） 

※共同通信社の人事異動による交代 

 3. JFA/WE女性リーダーシッププログラム開催の件 

  （報告）資料 1 

サッカー界の女性役員/経営人材育成を目的とした「JFA/WE女性リーダーシッププログラム」を

昨年に引き続き、今年度も実施する。開催概要は下記の通り。 

 （1）開催時期：2021年 6月開講～2021年 10月（修了予定） 

（2）次の事項のいずれかを満たし、今後組織での経営人材を志す女性。 

   ①9地域/47都道府県サッカー協会において副会長以上の役職に就く者、及び候補者 

   ②WEリーグクラブ・参入を目指すクラブの経営人材候補者 

   ③その他、サッカー及びスポーツ関連団体における経営人材候補者 

 (3)プログラムの柱：①女性とジェンダー理解 ②マインド変革 ③経営リテラシー獲得 

 

 4. 47都道府県サッカー協会における技術担当者専任化の件 

  （報告）資料 2 

47都道府県サッカー協会における技術担当者の専任化については 2019年 10月理事会において 47

都道府県サッカー協会（FA）向け補助金交付を決議し、各 FAと協議の上、技術委員会が決定する

こととした。 

これを受け、FAから申請のあった候補者について技術委員会で審査した結果、添付の通り新たに
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2FAで決定した。 

今後、未定となっている FAについて、申請があり次第、随時審査を行う。 

 

これまでに決定した FA： 21FA 

今回決定した FA：        2FA 

合計：                 23FA 

 

 5. JFA・Jリーグ特別指定選手制度一部改定の件 

  （報告）資料 3 

JFA・JFAリーグ特別指定選手制度を下記の通り一部改定とする。 

 3.認定要件 （4項目） 

 「Jクラブ以外」を削除  

理由：Jクラブ加入内定済みを認定条件としており、Jクラブ間での事前合意が前提となってい

ることを考慮し、Jクラブ所属ユース選手が他 Jクラブでの特別指定認定を受けること

を認めるため 

4.認定基準及び手続き  （4項目） 

 「ただし、二つのリーグに同時に参加するＪクラブの場合（同一クラブのＵ－２３チーム

が下位リーグに参加している場合等）は、上位リーグの人数枠が適用されるものとす

る。」を削除 

理由：2021年シーズンより、U-23チームとして Jリーグに参加する該当 Jクラブがなくなるた

め 

 

 6. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  【更新】   

申請者（施設所有者）：福島市 

施設名： 福島市十六沼公園サッカー場 A（福島県福島市大笹生字爼板山地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XPM-55 

公認期間：2021年 4 月 8日～2024年 4月 7日 

公認番号：第 031号 

 

申請者（施設所有者）：福島市 

施設名： 福島市十六沼公園サッカー場 B（福島県福島市大笹生字爼板山地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XPM-55 

公認期間：2021年 4 月 8日～2024年 4月 7日 

公認番号：第 032号 

 

申請者（施設所有者）：大和市 

施設名：大和ゆとりの森 大規模多目的スポーツ広場（神奈川県大和市福田 4112） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MV2040 SSL 

公認期間：2021年 2 月 12日～2023年 2月 11日 

公認番号：第 172号 
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申請者（施設所有者）：四日市市  

施設名： 中央フットボール場 Bフィールド（三重県四日市市日永東一丁目 3番 21号） 

使用製品：株式会社アストロ アストロピッチ DS N-50EP XC 

公認期間：2021年 5 月 17日～2024年 5月 16日 

公認番号：第 220号 

 

申請者（施設所有者）：四日市市 

施設名： 中央フットボール場 Cフィールド（三重県四日市市日永東一丁目 3番 21号） 

使用製品：株式会社アストロ アストロピッチ DS N-50EP XC 

公認期間：2021年 5 月 17日～2024年 5月 16日 

公認番号：第 221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。 

 

 7. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  【新規】   

申請者（施設所有者）：真岡市 

施設名： 真岡市総合運動公園運動広場１（栃木県真岡市小林 1900） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U-12-E(MG) 

公認期間：2021年 4 月 8日～2024年 4月 7日 

公認番号：第 252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。 

 

 8. JFA・Jリーグ特別指定選手制度の件 

 (1)選手名：蓑田 広大（みのだ こうだい） 

  所属ﾁｰﾑ：法政大学体育会サッカー部 

   受入先：湘南ベルマーレ   

   所属歴：鶴見東フットボールクラブ 

      大豆戸ＦＣジュニアユース 

      青森山田高校 

   認定日：2021年 3月 2日 

(2)選手名：鈴木 俊也（すずき しゅんや） 

  所属ﾁｰﾑ：早稲田大学ア式蹴球部 

  受入先：大宮アルディージャ 
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所属歴：三島北フットボールクラブ 

ＦＲＩＥＮＤＬＹ－ＳＣ 

 ＦＣ東京Ｕ－１５深川 

早稲田実業学校 

認定日：2021年 3月 2日 

(3)選手名：加藤 拓己（かとう たくみ）

所属ﾁｰﾑ：早稲田大学ア式蹴球部

受入先：清水エスパルス

所属歴：龍ケ崎ペレグリンジュニアフットボールクラブ

鹿島アントラーズつくばジュニア 

鹿島アントラーズつくばジュニアユース 

 山梨学院高等学校 

  認定日：2021年 3月 9日 

(4)選手名：仙波 大志（せんば たいし）

所属ﾁｰﾑ：流通経済大学体育局サッカー部

受入先：サンフレッチェ広島

所属歴：サンフレッチェ広島 F.Cジュニア

 サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース 

 サンフレッチェ広島 F.Cユース 

   認定日：2021年 3月 23日 

(5)選手名：満田 誠（みつた まこと）

所属ﾁｰﾑ：流通経済大学体育局サッカー部

受入先：サンフレッチェ広島

所属歴：ソレッソ熊本ヴィットーリア

 ソレッソ熊本 

 サンフレッチェ広島 F.Cユース 

   認定日：2021年 3月 23日 

(6)選手名：井上 聖也（いのうえ せいや）

所属ﾁｰﾑ：甲南大学体育会サッカー部

受入先：アビスパ福岡

所属歴：末広フットボールクラブ

 宝塚市立宝梅中学校 

 兵庫県立西宮高等学校 

 認定日：2021年 3月 23日 

9. 2019年度 指導者ライセンス認定の件

（報告）資料 4①②

指導者に関する規則第 4条［ライセンスの認定］に基づき、次の指導者養成講習会を修了し技術

委員会が適格と認めた者に対し、ライセンスを認定した。 

 2019年度 A級コーチジェネラル養成講習会

 2019年度 A級コーチ U-15養成講習会
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10. JFAアカデミー福島(静岡拠点) スクールマスター就任の件

2021年 4月より JFAアカデミー福島(男子)WEST(静岡拠点)のスクールマスターに林義規氏が就任

した。 

(新)林 義規(はやし よしのり)/(公財)東京都サッカー協会 会長 

(公財)日本サッカー協会 副会長 

(旧)菅野 貴夫(かんの たかお)/(一財)福島県サッカー協会 会長 

今年度より JFAアカデミー福島(男子)が福島に帰還し、活動を開始したことに伴い、WEST(静岡拠

点)のスクールマスターに林氏が就任した。菅野会長には引き続き EAST(福島拠点)のスクールマ

スターを担っていただく。

11. JFAアカデミー福島(女子) スクールマスター就任の件

2021年 4月より JFAアカデミー福島(女子)のスクールマスターに綾部美知枝氏が就任した。 

 (新)綾部 美知枝(あやべ みちえ)/(公財)日本サッカー協会 女子大会部会 部会長 

女子委員会 委員 

(旧)菅野 貴夫(かんの たかお)/(一財)福島県サッカー協会 会長 

12. JFAアカデミー堺 スクールマスター就任の件

2021年 4月より JFAアカデミー堺のスクールマスターに藤縄信夫氏が就任した。 

（新）藤縄 信夫（ふじなわ のぶお)/一般社団法人大阪府サッカー協会 会長 

（旧）赤須 陽太郎（あかす ようたろう)/一般社団法人大阪府サッカー協会 名誉会長 

13. JFAアカデミー2020年度卒校生の件

(1) JFAアカデミー福島 2020年度卒校生（10期生）19名

〔男子〕12名 【 】内は卒校後進路 

市村 駿成 いちむら しゅんせい     【岐阜協立大学 経営学部】 

大嶋 優斗 おおしま ゆうと     【関東学院大学 経営学部】 

オビ ジェイズィ オゲンナ   おび じぇいずぃ おげんな     【家業従事】 

川田 啓介 かわた けいすけ     【新潟経営大学 経営情報学部】 

久保 龍生      くぼ りゅうせい     【名古屋学院大学 スポーツ健康学部】 

小久保 響 こくぼ きょう   【國學院大學 人間開発学部】 

笹川 修誠 ささがわ なるせ     【大阪産業大学 スポーツ健康学部】

島藤 優貴 しまふじ ゆうき     【産業能率大学 情報マネジメント学部】 

竹内 洲人 たけうち しゅうと   【東洋大学 国際観光学部】 

橋本 悠雅 はしもと ゆうが     【立教大学 コミュニティ福祉学部】 

三戸 舜介 みと しゅんすけ     【アルビレックス新潟（プロ）】 

吉田 憲次郎    よしだ けんじろう   【千葉商科大学 商経学部】 

〔女子〕7名 

伊藤 めぐみ    いとう めぐみ     【ＡＣ長野パルセイロ・レディース（プロ）】 

大場 朱羽 おおば しゅう     【アメリカ イーストテネシー州立大学(入学予定）】 
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城和 怜奈      しろわ れいな【ジェフユナイテッド市原・千葉レディース(アマチュア)】 

玉川 実奈      たまがわ みな     【札幌大学 地域共創学群】 

沼尾 圭都      ぬまお けいと     【アルビレックス新潟レディース（アマチュア）】 

松原 星空      まつばら せら     【順天堂大学 スポーツ健康科学部】 

渡部 麗        わたなべ うらら   【日本体育大学 体育学部】 

 

(2) JFAアカデミー熊本宇城 2020年度卒校生（10期生）16名 【 】内は卒校後進路 

岩永 創太      いわなが そうた    【アビスパ福岡 U-18】 

大園 治慈      おおぞの はるちか  【飯塚高等学校】 

大平 爽哉      おおひら そうや    【宮崎日本大学高等学校】 

小園 隼磨      こぞの はいま      【鹿児島実業高等学校】 

鈴木 佑理      すずき ゆうり      【宮崎日本大学高等学校】 

武生 響        たきゅう ひびき    【高川学園高等学校】 

竹下 悠        たけした ゆう      【東福岡高等学校】 

田鍋 宏弥      たなべ ひろや      【高稜高等学校】 

田丸 太陽      たまる たいよう    【JFAアカデミー福島】 

長野 神武      ながの じんむ      【中央学院高等学校】 

林 晃希       はやし こうき       【JFAアカデミー福島】 

廣重 温人     ひろしげ はると     【熊本国府高等学校】 

松尾 健太     まつお けんた       【アビスパ福岡 U-18】 

宮原 光輝     みやはら こうき     【ロアッソ熊本ユース】 

吉田 嵩之介   よしだ しゅうのすけ 【佐賀県立佐賀東高等学校】 

余田 碧       よでん あおい       【JFAアカデミー福島】 

 

 (3) JFAアカデミー堺 2020年度卒校生（7期生）12名 【 】内は卒校後進路 

石田 萌華     いしだ もえか       【鳴門渦潮高等学校】 

江口 碧華     えぐち あおは       【大阪学芸高等学校】 

北浦 未歩     きたうら みほ       【大阪学芸高等学校】 

北川 愛唯     きたがわ あい       【大阪学芸高等学校】 

杉本 結月     すぎもと ゆづき     【日本航空高等学校】 

難波 奏       なんば かえで       【大阪学芸高等学校】 

西嶋 桃花     にしじま ももか     【大阪学芸高等学校】 

藤田 祐穂     ふじた ゆほ         【追手門学院高等学校】 

古田 彩瑛     ふるた さえ         【鳴門渦潮高等学校】 

森 のの子     もり ののこ         【大商学園高等学校】 

栁原 さくら   やなぎはら さくら   【大商学園高等学校】 

渡邊 絢音     わたなべ あやね     【日ノ本学園高等学校】 

 

(4) JFAアカデミー今治 2020年度卒校生（4期生）12名 【 】内は卒校後進路 

磯野 美桜     いその みお         【日ノ本学園高等学校】 

岩佐 寧々     いわさ ねね         【福井工業大学附属福井高等学校】 
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越智 美弥     おち みや           【AICJ高等学校】 

小松 佑莉     こまつ ゆうり       【大阪学芸高等学校】 

近藤 礼       こんどう あや       【大商学園高等学校】 

佐藤 美優     さとう みひろ       【大阪学芸高等学校】 

渋谷 粋夏     しぶたに すいか     【藤枝順心高等学校】 

滑川 藍       なめりかわ あい     【大阪学芸高等学校】 

原田 柚葵     はらだ ゆずき       【AICJ高等学校】 

久本 千紗     ひさもと ちさ       【東海大付属福岡高等学校】 

道繁 煌       みちしげ きら       【佐久長聖高等学校】 

宮脇 結       みやわき ゆい       【福井工業大学附属福井高等学校】 

 

 14. JFAアカデミー2021年度入校生最終合格者の件 

 JFAアカデミー2021年度入校生を以下の通りとする。 

(1) JFAアカデミー福島 

＜男子＞最終合格者 19名 

新井 啓一郎            あらい けいいちろう   【山形県】 

大竹 玲                おおたけ れい         【新潟県】 

大野 琥翔              おおの こう 【石川県】 

岡崎 我                おかざき がく 【新潟県】 

奥村 玲央              おくむら れお 【滋賀県】 

オディケチソン 太地    おでぃけちそん たいち 【岐阜県】 

菊地 大翼              きくち だいすけ 【長崎県】 

倉部 碧希              くらべ あいき 【栃木県】 

小林 惺十郎            こばやし せいじゅう   【静岡県】 

齋藤 浩司              さいとう こうじ 【富山県】 

菅野 楓翔              かんの ふうが 【福島県】 

末永 悠晴              すえなが ゆうせい 【福岡県】 

田村 悠真              たむら はるま 【福島県】 

中澤 蓮        なかざわ れん 【福島県】 

疋田 将        ひきだ しょう 【石川県】 

笛田 征衛門      ふえだ まさえもん 【群馬県】 

松下 歩夢       まつした あゆむ 【群馬県】 

宮本 洸希       みやもと こうき 【宮城県】 

渡辺 瞳也       わたなべ とうや 【福島県】 

 

※プレー動画セレクション：応募者数 52名(1次選考進出：23名) 

2020年 6月 29日(月)～ 8月 3日(月)   

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 202名 

2020年 9月 21日(月・祝)  札幌サッカーアミューズメントパーク(北海道札幌市) 

2020年 9月 26日(土)    Jヴィレッジ(福島県双葉郡楢葉町） 



報告事項 

 

2020年 10月 3日(土)    J-GREEN 堺(大阪府堺市） 

2020年 10月 10日(土)   高円宮記念 JFA夢フィールド(千葉県千葉市) 

2020年 10月 11日(日)   御殿場高原時之栖 A グラウンド(静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 32名 

2020年 10月 24日(土)   Jヴィレッジ(福島県双葉郡楢葉町） 

 

＜女子＞最終合格者 6名 

石井 音羽       いしい おとは 【埼玉県】 

梅月 万優       うめづき まゆこ 【愛知県】 

福島 望愛       ふくしま のあ 【埼玉県】 

古川 心尋       ふるかわ みひろ 【大阪府】 

星 愛海        ほし まなみ 【福島県】 

松本 有波       まつもと ありは 【静岡県】 

 

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 87名 

2020年 9月 20日(日) 帝人アカデミー富士（静岡県裾野市） 

2020年 9月 22日(火・祝) 帝人アカデミー富士（静岡県裾野市） 

■最終選考試験：受験者数 22名 

2020年 10月 10日(土)～11日(日)※2日間通して実施。（宿泊なし）帝人アカデミー富士（静

岡県裾野市） 

 

(2) JFAアカデミー熊本宇城 最終合格者 18名 

網代 遥馬       あじろ はるま 【長崎県】 

石井 寛大       いしい かんた 【福岡県】 

梅木 泰政       うめき たいせい 【佐賀県】 

衞藤 遥也       えとう はるや 【大分県】 

大隈 士桜       おおくま しおん 【宮崎県】 

梶原 悠人       かじわら はると 【熊本県】 

梶原 夢月       かじわら むつき 【熊本県】 

金丸 空高       かねまる そらたか 【宮崎県】 

黒田 綾汰              くろだ りょうた 【熊本県】 

杉本 真広              すぎもと まひろ   【長崎県】 

田添 陽向              たぞえ ひゅうが 【長崎県】 

野﨑 颯也              のざき そうや 【熊本県】 

白楽 仁                はくらく じん 【鹿児島県】 

藤田 蓮                ふじた れん 【熊本県】 

松下 虎二朗            まつした こじろう 【鹿児島県】 

安武 蒼葉              やすたけ あおば 【佐賀県】 

安永 颯                やすなが しせ 【福岡県】 

吉田 悠輝              よしだ はるき 【宮崎県】 



報告事項 

 

 

※選考試験 

■選考試験：受験者数 35名 

2020年 12月 12日(土)～13日(日) ※2日間通して実施。（宿泊なし） 

宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

 

(3) JFAアカデミー堺 最終合格者 11名 

上田中 菜津           うえたなか なつ 【大阪府】 

宇野 真央              うの まお 【大阪府】 

瓜生 燦                うりゅう さん 【大阪府】 

黒田 乃愛              くろだ のえ 【大阪府】 

香山 妙瑛              こうやま たえ 【兵庫県】 

酒井 美祐              さかい みゆ 【大阪府】 

西脇 莉音奈            にしわき りおな 【大阪府】 

馬場 萌衣              ばんば めい 【滋賀県】 

丸山 夢                まるやま ゆめ 【福井県】 

室﨑 怜                むろざき れい 【京都府】 

柳田 葉乃              やなぎだ はの 【大阪府】 

  

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 37名 

2020年 10月 3日(土) J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2020年 10月 4日(日) J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■最終選考試験：受験者数 18名 

2020 年 10 月 31 日(土)～11 月 1 日(日)※2 日間通して実施。（宿泊なし） J-GREEN 堺（大阪

府堺市） 

  

(4) JFAアカデミー今治 最終合格者 11名 

大倉 光藍              おおくら みらん 【愛知県】 

越智 春妃              おち はるひ 【愛媛県】 

小野 愛                おの めぐみ 【香川県】 

白鞘 愛留              しらさや ある 【愛媛県】 

中村 彩花              なかむら あやか 【愛媛県】 

早坂 優来              はやさか ゆらら 【愛媛県】 

藤井 璃子              ふじい りこ 【徳島県】 

藤原 沙奈              ふじわら さな 【大阪府】 

松平 ここの            まつひら ここの 【愛媛県】 

松丸 知叶              まつまる ちか 【愛媛県】 

道上 奏                みちかみ かなで 【兵庫県】 

  

※選考試験 



報告事項 

■1次選考試験：受験者数 15名

2020年 10月 10日(土)  桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市）

■最終選考試験：受験者数 15名 ※GK追加受験者を含む

2020年 11月 28日(土)～29日(日)※2日間通して実施。（宿泊なし） 桜井海浜ふれあい広場

サッカー場（愛媛県今治市）

15. 2021年度 JFAフットサル指導者養成体制の件

（報告）資料 5①②

2021年度 JFAフットサル指導者養成体制について別紙の通りとし、それぞれスタッフを選任し

た。 

16. 名義使用申請の件

申請団体：さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会 

行事名称：SAITAMA GIRLS MATCH 2021 

会 場 ：浦和駒場スタジアム 他 

大会期日：2021年 5 月 3日(月)～5月 5日(水) 

主 催 ：さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会 

さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 

主 管 ：さいたま市サッカー協会 

後 援 ：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子プロサッカーリーグ、 

公益財団法人埼玉県サッカー協会、公益財団法人さいたま市スポーツ協会、 

一般社団法人さいたまスポーツコミッション、さいたま市教育委員会 

目 的 ：浦和駒場スタジアムを中心にさいたま市内の会場において女子サッカーに取り組む中 

学生年代を対象とし、試合及び多くの仲間や関係者との交流を通じて、サッカーの素 

晴らしさや多くの可能性を体験することで、技術の向上と女子サッカーの普及拡大を 

図る。  

内 容 ： 3ブロック 5チームの予選リーグ戦と 6チームのチャレンジリーグを行う。1日目、

2日目ともに 1ブロック 5チームの各チーム 2試合を行い、各リーグの順位を決定す

る。3日目は、予選 2日間の結果により順位トーナメントを行う。 


