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公益財団法人 日本サッカー協会 

2023 年度 第 3 回理事会 

2023 年 3月 9日 

報告事項 

  第 22 回 FIFAカウンシル会議（2月 14日開催）の件 

 第 22回 FIFA カウンシル会議が 2023 年 2月 14日にオンラインで行われた。主な決定・報告事項は

以下の通り。 

 

■FIFA アニュアルレポート 2022 を承認した。 

■2019 年－2022 年の収益は過去最高の US$76億を計上し、2023年－2026年の収益は US$110億 

の見込みであることが報告された。 

■2025 年 6月開催の FIFA クラブワールドカップ 2025 について、大陸連盟出場枠を以下の通り、 

決定した。 

  AFC 4枠、CAF 4 枠、CONCACAF 4枠、CONMEBOL 6 枠、OFC 1 枠, UEFA 12枠、ホスト 1枠 

■FIFA クラブワールドカップ 2023を 2023年 12月 12日から 12月 22日にサウジアラビアで開催 

することを決定した。 

■FIFA ワールドカップ 2026のホスト 3カ国（カナダ、アメリカ、メキシコ）の本大会自動出場 

を承認し、CONCACAF出場枠 6から 3を差し引くことを決定した。 

■以下のスケジュールに則り、大会ホストを FIFA総会にて決定することが報告された。 

(1)FIFA女子ワールドカップ 2027：2024 年第 2四半期に決定 

（大会招致規則は 2023年 3月に承認予定） 

(2)FIFA ワールドカップ 2030：2024年第 3四半期に決定 

（大会招致規則は 2023年 6月に承認予定） 

(3)FIFA女子ワールドカップ 2031：2025 年第 2四半期 

（大会招致規則は 2024年第 2四半期に承認予定） 

 

  日本サッカーミュージアム休館および館長退任の件 

 日本サッカーミュージアム（以下「ミュージアム」）は、2023年 2月 26日の最終営業日をもって

休館した。 

 

■2003 年 12 月に開館してから有料ゾーンへの総入場者数：710,126人 

（有料入場者：646,752人、招待券入場者：63,374人） 

■ミュージアムが休館したことにより、大仁邦彌館長は 3月 31日をもって退任する。 

■ミュージアムの再開については、年内に有識者会議を立ち上げ、新たなミュージアム構想の検討

に着手する。 

 

  47都道府県サッカー協会における FAコーチ（技術担当専任者）の件 

  （報告）資料 1 

 

47都道府県サッカー協会（FA）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 47FA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。 
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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

1FA で決定した。 

今後、未定となっている FAについては、申請があり次第、随時審査を行う。 

 

既設置 FA   ： 30FA 

承認済 FA   ： 6FA       ※就任は 2023年 4月 1日付 

今回決定した FA： 1FA（香川県 FA） ※就任は 2023年 4月 1日付 

合計      ：37FA 

 

  天皇杯 JFA第 103 回全日本サッカー選手権大会の件 

 天皇杯実施委員会を開催し、天皇杯 JFA第 103回全日本サッカー選手権大会について、以下の通り

開催する。 

 

(1)開催概要 

競技会形式  ：7回戦、ノックアウト方式、88チーム出場 

シード    ：昇格を反映した前年 2022シーズンの成績に基づく 

■2回戦より出場 

J1：18 チーム（前年 2022 シーズン J1・1〜16位、J2・1〜2位） 

         J2：22 チーム（前年 2022 シーズン J1・17〜18位、J2・3〜22位） 

■1回戦より出場 

アマチュアシード： 1チーム（HondaFC／JFL） 

         都道府県代表：47チーム 

日程： 

1回戦      2023年 5 月 20日（土）、21日（日） 〔予備日：5月 22日（月）〕 

2回戦          6 月 7日 （水）        〔予備日：6月 21日（水）〕 

3回戦          7月 12日（水）〔予備日：7月 19日（水）、7月 26日（水）〕 

ラウンド 16(4回戦)    8月 2 日 （水）       〔予備日：8月 9日（水）〕 

準々決勝         8月 30日（水）       〔予備日：9月 13日（水）〕 

準決勝          10月 8日 （日） 

決勝           12月 9日 （土） 

 

(2)決勝会場 

国立競技場（東京都） 

 

※天皇杯決勝の国立競技場での開催は、第 101回大会以来 

※参考：これまでの決勝会場（第 98回～第 102回） 

第 102回大会 日産スタジアム（神奈川県） 

第 101回大会 国立競技場（東京都） 

第 100回大会 国立競技場（東京都） 

第 99回大会  国立競技場（東京都） 

第 98回大会  埼玉スタジアム 2002（埼玉県） 
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  (3)VAR（ビデオアシスタントレフェリー） 

準々決勝（4試合）、準決勝（2試合）および決勝にて採用する。 

 

※参考：VAR採用実績 

第 102回大会 準々決勝（4試合）、準決勝（2試合）および決勝 

第 101回大会 準決勝（2試合）および決勝 

第 100回大会 採用見合わせ 

       ※新型コロナウイルスの影響による競技会形式変更に伴い適用見合わせ 

第 99回大会  決勝 

 

(4)脳振盪による追加交代 

「脳振盪による交代(再出場なし)の追加」 の試行への参加を継続する。 

これにより、通常の交代枠に加え、1試合において各チーム最大 1人の「脳振盪による交代」を使

うことができるものとする。 

 

  フットサル日本代表チームスタッフ役割変更の件 

 現在、フットサル日本女子代表監督、ならびにフットサル日本代表コーチを務める須賀雄大氏の役

割変更について、フットサル委員会で決議したことを報告する。 

 

＜須賀雄大氏の役割変更＞ 

現：フットサル日本女子代表監督、ならびにフットサル日本代表コーチ 

新：フットサル日本女子代表監督 

 

※FIFA フットサル女子ワールドカップの創設について、2022 年 12月 16日に FIFA からアナウン

スがあったことを踏まえ、須賀雄大氏がより女子フットサルに専念できるよう、本人の意向も

確認し、上記の通り役割の変更を行うもの。 

 

■参考：FIFAによるリリース内容 

https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-world-

cup-2022-tm-praised-for-its-unique-cohesive-power 

For women’s football, the current international match calendar structure will remain 

unchanged until 2025, with the FIFA Women’s World Cup 2027 and 2031 hosts to be 

decided in 2024 and 2025 respectively. The creation of a new FIFA Women’s Club World 

Cup™, a new FIFA Futsal Women’s World Cup™ and the expansion of the Olympic Games 

Women’s tournament from 12 to 16 teams have also been endorsed. 

 

  競技会開催申請の件 

 (1)申請団体 ：公益財団法人東京都サッカー協会 

大会名  ：2023東京国際ユース(U-14)サッカー大会 

主催   ：東京都、公益財団法人東京都スポーツ事業団、公益財団法人東京都サッカー協会 

後援   ：公益財団法人日本サッカー協会 
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開催期日 ：2023年 5月 3日（水・祝）～5月 5日（金・祝） 

会場   ：Jヴィレッジ 

参加チーム：12チーム 

入場料金 ：無料 

 

(2)申請団体 ：一般社団法人九州サッカー協会 

大会名  ：サニックス杯国際ユースサッカー大会 2023 

主催   ：一般社団法人九州サッカー協会、一般財団法人サニックススポーツ振興財団 

主管   ：公益社団法人福岡県サッカー協会、宗像地区サッカー協会 

サニックス杯国際ユースサッカー大会実行委員会 

特別協賛 ：株式会社サニックス、株式会社グローバルアリーナ 

協賛   ：株式会社モルテン、株式会社堺整骨院西、 

協力   ：福岡教育大学サッカー部 

後援   ：公益財団法人日本サッカー協会、福岡県 福岡県教育委員会、公益財団法人 

福岡県スポーツ協会、宗像市、青少年アンビシャス運動推進本部 他（予定） 

開催期日 ：2023年 3月 15日（水）～3月 19日（日） 

会場   ：グローバルアリーナ 

参加チーム：海外 3チーム（マレーシア U-17代表他）、青森山田高校、前橋育英高校 

大津高校、サガン鳥栖ユース 他 計 16チーム 

入場料金 ：無料 

 

(3)申請団体 ：一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

大会名  ：U-15プレナスなでしこアカデミーフェスティバル 2023 

主催   ：一般社団法人日本女子リーグ/株式会社プレナス 

後援   ：公益財団法人日本サッカー協会（後援名義申請） 

主管   ：一般社団法人大阪府サッカー協会 

開催期日 ：2023年 4月 3日（月）～ 5日（水） 

会場   ：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター J-GREEN 堺 

参加チーム：15チーム 

①バニーズ群馬ホワイトスターＦＣユース 

②オルカ鴨川 FC U-15 

③日体大 SMG横浜 U-15BieneAoba 

④横須賀シーガルズ MEG  

⑤大和シルフィード U-15  

⑥静岡 SSU浜松泉 FC 

⑦朝日インテック・ラブリッジ 名古屋スターチス  

⑧伊賀 FCくノ一三重サテライト 

⑨スペランツァ大阪 U15  

⑩ASハリマアルビオンユース  

⑪愛媛 FCレディース MIKAN 

⑫FCふじざくら山梨 JE  
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⑬ 岡山湯郷 Belle U-15  

⑭ FC Charme 岡山アカデミー Uー15 

⑮ヴィアマテラス宮崎 Soreina 

入場料金：無料 

 

  指導者資格審査 S 級コーチライセンス認定の件 

 S級コーチ養成講習会において、国内外インターンシップを含む全てのカリキュラムを修了し、全て

の評価項目で合格した下記 10名について、指導者に関する規則第 4条「ライセンスの認定」に基づ

き、S級ライセンスを認定したい。 

 

■2020 年度 

(1)氏名   ： 小野  信義（ おの しんぎ ） 

指導チーム： 横浜 FCユース             

生年月日  ： 1974年 4月 9日                      

資格    ： 2011年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ： 2010年〜2012 年  ギラヴァンツ北九州 アカデミーダイレクター 

2013年〜2014年 ジェフユナイデット千葉 U-15 コーチ 

2015年      横浜 FCジュニアユース 監督  

2016年〜2019年 横浜 FCユース 監督              

2020年〜2021年 横浜 FCジュニアユース 監督 

2022年〜2023年 横浜 FCユース 監督  

 

(2)氏名    ： 田邊 友恵 （ たなべ ともえ ） 

指導チーム： ちふれ ASエルフェン埼玉 

生年月日  ：  1980 年 9月 15日 

資格    ：  2018 年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ：  2008 年 4月〜 2012年 3月 JAPANサッカーカレッジレディース 監督 

2012年 4月〜2020年 3月  日ノ本学園高校サッカー部 監督 

2020年 4月〜2022年 6月  ノジマステラ神奈川相模原 DUE（U-18）監督 

2022年 7月～       ちふれ ASエルフェン埼玉 監督 

 

(3)氏名    ： 中村 伸 （ なかむら しん ） 

指導チーム： サンフレッチェ広島レジーナ 

生年月日  ：  1974 年 5月 6日 

資格    ：  2013 年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ：  2003 年～2006年 ベガルタ仙台ユース コーチ 

         2007年〜2009年 ベガルタ仙台ジュニアユース コーチ 

         2010年〜2011年 ベガルタ仙台ジュニアユース 監督 

         2012年〜2013年 ベガルタ仙台トップチーム コーチ 

         2014年〜2017年 サンフレッチェ広島トップチーム コーチ 

         2018年〜2019年 サンフレッチェ広島トップチーム ヘッドコーチ 
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         2020年      サンフレッチェ広島アカデミー コーチ   

JFAナショナルトレセンコーチ中国地域担当 

         2021年〜     サンフレッチェ広島レジーナ 監督 

 

※2020 年度 S級コーチ認定者数：9名/16名中（上記 3名含む）    

 

■2021 年度 

(4)氏名   ：大畑 開（ おおはた かい ） 

指導チーム： JFA コーチ 

生年月日 ： 1981年 7月 12日 

資格   ： 2014年  A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴  ： 2004年〜2006 年 セレッソ大阪サッカースクールコーチ 

2007年〜2010年 セレッソ大阪 U-12 コーチ 

2011年〜2014年 セレッソ大阪西 U-15 コーチ 

2015年〜2018年 セレッソ大阪 U-15 監督 

2019年〜     JFAコーチ中国地域担当チーフ 

 

(5)氏名    ： 城 和憲 （ じょう かずのり ） 

指導チーム： JFA コーチ 

生年月日  ： 1983年 6月 1日 

資格     ： 2013年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ： 2009年～2010 年 佐土原高校サッカー部 コーチ 

2010年～2011年 ホンダロックサッカー部 コーチ 

2011年～2012年 ホンダロックサッカー部 監督 

2016年～2018年 宮崎 FA チーフインストラクター 

2018年～2019年 宮崎 FA ユースダイレクター 

2019年～     JFAコーチ九州チーフ 

2022年      U-17日本代表 監督 

 

※2021 年度 S級コーチ認定者数：11名/16名中（上記 2名含む） 

 

■2022 年度 

(6)氏名     ： 壱岐 友輔 （ いき ゆうすけ ） 

指導チーム： アビスパ福岡 

生年月日  ： 1979年 12月 24日 

資格    ： 2017年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ： 2000年～2002 年   ベガルタ仙台ユースコーチ 

2003年～2006年   ベガルタ仙台スクールコーチ 

2007年～2008年   ベガルタ仙台 U-10監督 

ベガルタ仙台ジュニア コーチ 

2009年～2013年   ベガルタ仙台 U-12監督 
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ベガルタ仙台ジュニア 監督 

2014年～2015年    U-14・U-15カンボジア代表監督 

                        U-14・U-15カンボジアフットボールアカデミー監督 

                         カンボジアフットボールアカデミーテクニカルダイレクター                   

2016年～2017年  ベガルタ仙台 U-13監督 

ベガルタ仙台ジュニアユース コーチ 

                         JFAナショナルトレセンコーチ 東北担当 

                         Jリーグ U-13 選抜コーチ 

2018年～2020年   ベガルタ仙台ヘッドオブコーチング 

ベガルタ仙台 U-18監督  

ベガルタ仙台ユース 監督 

2021年〜      アビスパ福岡ヘッドオブコーチング 

 

(7)氏名   :  久保山 由清（ くぼやま よしきよ ） 

指導チーム： 厚木はやぶさ FC 

生年月日  ：  1976 年 7月 21日 

資格    ：  2013 年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ：  2008 年       清水エスパルス U-13監督 

2009年         清水エスパルス U-14監督 

2010年           清水エスパルス U-13監督 

2011年           清水エスパルス U-14監督 

2012年           清水エスパルス U-15監督 

2013年           清水エスパルス U-13監督 

2014年           清水エスパルス U-14監督 

2015年       清水エスパルス U-15監督 

2016年～2019年  清水エスパルス コーチ 

2020年～2021年   清水エスパルス ユースコーチ 

2022年            清水エスパルス ジュニアユースコーチ 

 

(8)氏名   ：  柴田 慎吾 （ しばた しんご ） 

指導チーム： 北海道コンサドーレ札幌 U-15 

生年月日  ：  1985 年 7月 13日 

資格    ：  2017 年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴  ：  2011 年             コンサドーレジュニアサッカースクール コーチ 

2012年〜2015年   コンサドーレ旭川 U-15 コーチ 

2016年〜2017年   北海道コンサドーレ旭川 U-15 監督 

2018年〜2019年   北海道コンサドーレ札幌 U-15 U-15担当 

2020年〜2021年   北海道コンサドーレ札幌 U-18 U-16担当 

2022年〜     北海道コンサドーレ札幌 U-15 U-15担当 
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(9)氏名   ： 林 雅人 （ はやし まさと ） 

指導チーム： 上海農商銀行 FC/上海盛麗蹴球倶楽部 

役職    ：  アシスタントコーチ 

生年月日  ：  1977 年 12 月 10 日 

資格    ：  2010 年Ａ級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ：  2004 年～2005年   Vitesse フットボールアカデミー U-19コーチ 

Vitesse フットボールアカデミー U-13コーチ 

Blauw Geel 55 U-15 監督 

2005年～2006年   Vitesseフットボールアカデミー U-19 コーチ 

2006年～2007年   Vitesse/AGOVVフットボールアカデミー U-19 コーチ 

Vitesse/AGOVVフットボールアカデミー U-11 監督 

2007年～2009年  Vitesse/AGOVVフットボールアカデミー U-17 コーチ 

Vitesse/AGOVVフットボールアカデミー U-12 監督 

2009年～2010年  Funroots サッカースクールコーチ 

Skyサッカースクールコーチ 

2010年～2011年    Funroots サッカースクールコーチ 

東京 23フットボールクラブ ヘッドコーチ 

2015年～2016年    Songkhla United FC（タイ）トップチーム監督 

2016年～2017年    中国浙江省杭州女子倶楽部 トップチームコーチ  

2017年～2018年    中国浙江省杭州女子倶楽部 トップチーム監督  

2018年～2023年    FC今治 U-18男子監督  

2022年〜      FC今治 アカデミーダイレクター 

2023年～      上海農商銀行 FC/上海盛麗蹴球倶楽部 アシスタントコーチ 

 

(10)氏名     ： 町中 大輔 （ まちなか だいすけ ） 

指導チーム： ガンバ大阪ジュニアユース 

生年月日  ：  1979 年 12 月 2日 

資格   ：  2019 年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指導歴   ：  2011 年      ガンバ大阪スクールコーチ 

2012年～2014年  ガンバ大阪ユースコーチ 

2015年        ガンバ大阪ジュニアユースコーチ（U-13） 

2016年       PVF（ベトナム）U-15監督 

2017年～2019年  ガンバ大阪ユースコーチ 

2020年～      ガンバ大阪ジュニアユース監督 

 

※ 2022年度 S級コーチ認定者数：8名/19名中（上記 5名含む） 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：524名 （上記 10名含む）  2023年 3月 1日現在 

 

  指導者ライセンス認定の件 

  （報告）資料 2①② 
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指導者養成講習会を修了し、技術委員会が適格と認めた以下の者に対し、ライセンスを認定した。 

 

(1)2020/21年度 Associate-Proコーチ養成講習会（1名） 

横道 玲香 

(2)2021/2022年 A級 U-15 コーチ養成講習会（40名） 

  ※添付資料に記載 

(3)2022 年 A級 U-12 コーチ養成講習会（32名） 

  ※添付資料に記載 

 

  審判員・審判指導者の海外派遣の件 

 審判員・審判指導者の海外派遣は以下の通り。 

 

1.審判員 海外派遣 

(1)2023 Women's Cup of Nations  

開催期間：2月 11日～23日 

場所  ：シドニーおよび近郊／オーストラリア 

審判員 ：山下良美、坊薗真琴、手代木直美、小泉朝香  

(2)AFC Champions League 2022 – Knockout Stage – West Zone 

開催期間：2月 19日～26日 

場所  ：ドーハ／カタール 

審判員 ：荒木友輔、飯田淳平、木村博之、西橋勲、聳城巧 

(3)AFC Referee Academy Batch 2019 – Intermediate Module 5 

開催期間：2月 27日～3月 3日 

場所  ：クアラルンプール／マレーシア 

審判員 ：長峯滉希、杉野杏紗 

(4)AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 

開催期間：3月 1日～18日 

場所  ：タシュケント、フェルガナ／ウズベキスタン 

審判員 ：武部陽介 

 

2.インストラクター・アセッサー・委員 海外派遣 

(1)AFC Futsal Refereeing Recruiting 2022 : 2nd Assessment Visit 

試合日：2月 18 日 

場所 ：ベイルート／レバノン 

リクルーター：延本泰一 

(2)AFC Referee Academy – Batch 4 – Introductory Module 4 

開催期間：2月 11日～18日 

場所  ：クアラルンプール／マレーシア 

インストラクター：佐藤隆治 

(3)AFC Referee Academy – Batch 2018 – Advanced Module 2 

開催期間：2月 18日～25日 



報告事項 

  ・ 

場所  ：クアラルンプール／マレーシア 

インストラクター：石山昇 

(4)AFC Champions League 2022 – Knockout Stage - West Zone (19 - 26 February 2023)  

開催期間：2月 19日～26 日 

場所  ：ドーハ／カタール  

インストラクター：上川徹 

(5)Referee seminar for the FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023

（CONCACAF, CONMEBOL） 

開催期間：2月 28日～3月 3日 

場所  ：モンテビデオ／ウルグアイ 

インストラクター：深野悦子 

(6)AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 

開催期間：3月 1日～18日 

場所  ：タシュケント、フェルガナ／ウズベキスタン 

インストラクター：石山昇 

 

  2022 年度新規 1級審判インストラクター認定の件 

 審判委員会で新規 1級審判インストラクターの認定審査を実施し、次の 2名を認定した。 

 

見付 和昭  東北/青森県  

新井 智也  関東/群馬県  

 

  2022 年度フットサル 1級審判員認定の件 

 審判委員会で新規フットサル 1級審判員の認定審査を実施し、次の 1名を認定した。 

 

松田 卓磨  関東／千葉県 

 

  天皇杯実施委員会委員選任の件 

 以下の通り委員を交代する。 

 

現）森 龍太 （NHK メディア総局展開センター チーフ・プロデューサー） 

新）米満 泰彦（NHK メディア総局展開センター チーフ・プロデューサー） 

※NHKの人事異動に伴う交代 

 

  アクセス・フォー・オール ワーキンググループメンバーの選任の件 

 2023年第 2回理事会にて決議されたアクセス・フォー・オールのワーキンググループメンバーにつ

いて、以下の通り選任した。 

 

日比野 暢子：JFA理事 

今井 純子 ：JFA理事（リスペクト・フェアプレー委員会委員長、女子委員会副委員長） 

山岸 佐知子：JFA理事（審判委員会副委員長） 



報告事項 

  ・ 

影山 雅永 ：JFA技術委員会 ユース育成ダイレクター  

鈴木 順  ：公益財団法人日本プロサッカーリーグ サステナビリティ部社会連携グループ  

グループマネージャー  

西村 明子 ：公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 社会連携部マネージャー  

小野寺 隆彦：一般社団法人日本フットサルトップリーグ専務理事  

 

  JFA ロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

 (1)申請者（施設所有者）：守山市 

施設名              ：野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク）B 

（滋賀県守山市服部町 2439） 

使用製品            ：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U 

公認期間            ：2023 年 4月 13日～2025年 4月 12日 

公認番号            ：第 022号 

(2)申請者（施設所有者）：水戸市 

施設名              ：水戸市立サッカー・ラグビー場（茨城県水戸市河和田町 3438－1） 

使用製品            ：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2055RS+U SSL10-CF 

公認期間            ：2023 年 3月 9日～2025年 3月 8日 

公認番号            ：第 063号 

(3)申請者（施設所有者）：浦安市 

施設名              ：浦安市運動公園陸上競技場人工芝グラウンド 

（千葉県浦安市舞浜 2－27） 

使用製品            ：奥アンツーカ株式会社 フィールドターフ・レボリューション FTRV-1 

公認期間            ：2023 年 2月 12日～2024年 2月 11日 

公認番号            ：第 171号 

(4)申請者（施設所有者）：愛知県 

施設名              ：愛知県口論義運動公園 

使用製品            ：株式会社アストロ アストロピッチ DS N-60 

公認期間            ：2023 年 3月 9日~2025年 3月 8日 

公認番号            ：第 190号 

(5)申請者（施設所有者）：吹田市 

施設名              ：吹田市立総合運動場 

使用製品            ：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XPM-55T・SP 

公認期間            ：2023 年 2月 13日～2026年 2月 12日 

公認番号            ：第 243号 

 

  海外遠征申請の件 

 (1)一般社団法人宮城県サッカー協会 

チーム ：東北高等学校（第 2種） 

遠征期間：3月 15日～3月 18日 

遠征先 ：韓国／高陽 

(2)公益社団法人群馬県サッカー協会 



報告事項 

  ・ 

チーム ：前橋フットボールクラブ（第 3種） 

遠征期間：3月 31日～4月 11日 

遠征先 ：アメリカ／ダラス 

(3)一般社団法人福井県サッカー協会 

チーム ：福井丸岡 RUCKサテライト（フットサル） 

遠征期間：3月 30日～4月 8日 

遠征先 ：スペイン／マドリード 

(4)一般財団法人静岡県サッカー協会 

チーム ：静岡県選抜 U-17（第 2種） 

遠征期間：3月 22日～3月 26日 

遠征先 ：韓国／ソウル 

(5)一般財団法人静岡県サッカー協会 

チーム ：静岡翔洋高校フットサル部（フットサル） 

遠征期間：3月 19日～3月 30日 

遠征先 ：ブラジル／サンパウロ 

(6)公益財団法人愛知県サッカー協会 

チーム ：知多 JY（第 3種） 

遠征期間：3月 26日～4月 4日 

遠征先 ：スペイン／バルセロナ 

(7)一般財団法人岐阜県サッカー協会 

チーム ：トラウム SV イエロー /トラウム SV ブルー（第 3種） 

遠征期間：4月 2日～4月 11日 

遠征先 ：スペイン／ジローナ 

(8)一般社団法人大阪府サッカー協会 

チーム ：大阪府サッカー協会 2種選抜（第 2種） 

遠征期間：3月 23～3月 30 日 

遠征先 ：オランダ／マーストリヒト 

(9)公益財団法人広島県サッカー協会 

チーム ：JFAトレセン広島 U-16（第 2種） 

遠征期間：3月 21日～3月 30日 

遠征先 ：メキシコ／グアナファト 

(10)公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チーム ：川崎 FC（第 3種） 

遠征期間：3月 24日～3月 28日 

遠征先 ：韓国／蔚山 

(11)JFAアカデミー今治 

チーム ：JFAアカデミー今治（女子） 

遠征期間：4月 1日～4月 9日 

遠征先 ：スペイン／タラゴナ 

 

 



報告事項 

  ・ 

【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。 

(1)一般社団法人大阪府サッカー協会 

チーム ：興国高等学校（第 2種） 

遠征期間：2月 26日～3月 9日 

遠征先 ：スペイン／バルセロナ他 

(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：3月 4日～3月 13日 

遠征先 ：オーストラリア／シドニー 

(3)JFA アカデミー福島 

チーム ：JFAアカデミー福島（女子） 

遠征期間：3月 5日～3月 13日 

遠征先 ：スペイン／バルセロナ 

 

  裁定委員会に関する懲罰の件 

 

 

裁定委員会（委員長：山田秀雄）より報告された懲罰案件について報告する。  
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