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公益財団法人	 日本サッカー協会	 

2012 年度	 第 5 回理事会	 

	 

	 

報告事項	 

	 1.	 ＦＩＦＡ	 Ｕ‐２０女子ワールドカップの件	 	 

	 	 	 

（報告）資料№１	 

	 

（１）ＦＩＦＡ	 U-20	 Women's	 World	 Cup	 Japan	 2012	 について	 

	 

6 月 4 日に行われた抽選会において、以下の通り組み合わせが決定された。	 

（添付資料：General	 Programme）	 

	 

・グループリーグ	 

A） 日本、メキシコ、ニュージーランド、スイス	 

B） ブラジル、イタリア、ナイジェリア、韓国	 

C） 朝鮮民主主義人民共和国、ノルウェー、アルゼンチン、カナダ	 

D） ガーナ、アメリカ、ドイツ、中国	 

	 

（２）レガシープログラムについて	 

FIFA 大会主催にあたり、単に運営して終りではなく、大会を契機としてその国に有形・

無形の様々な面での財産を残すことが位置づけられている。日本組織委員会としては、女

子若年層を対象にした各種フェスティバルやワークショップなどを開催し、この大会を機

にサッカーに触れることで関心を高め、また選手にはプレーの体験機会を提供し、女子選

手登録数を増やし、女子サッカーの普及・拡大を図っていく。	 

主な活動は以下の通り。	 

	 

・4 月 3 日～6 日	 (実施済み)	 	 	 於）J-GREEN 堺	 

	 ‐ガールズフェスティバル	 

	 参加者	 女子 U-15：96 名	 

	 

・6 月 17 日	 （実施済み）	 	 	 	 於）長居スタジアム	 

	 ‐ガールズフェスティバル	 

	 参加者	 女子 U-12：32 名、女子 U-15：30 名	 

	 

・8 月 13 日～14 日	 	 	 於）福島／あづま総合運動公園補助競技場	 

	 ‐フェスティバル（13 日は FIFA 共催）	 

	 参加者	 男女 U-12：約 200 名	 
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・8 月 19 日～9 月 8 日	 於）各ベニュー会場	 	 ※試合日と同日に開催	 

	 ‐ガールズフェスティバル	 

	 参加者	 女子 U-12,U-15：各会場 80 名（予定）	 

‐各種セミナー（レディース、保護者、指導者、審判等）	 

	 参加者	 一般女性、保護者、有資格者等：各会場 30 名程度（予定）	 

‐レガシー・CSR 各種イベント（各ベニューの大学の協力により企画運営）	 

	 

	 2.	 Ｊリーグ報告の件	 

	 	 	 

（報告）資料№２	 

	 

	 3.	 役員・審判員海外派遣の件	 

	 	 	 

大会役員・審判員の国際試合派遣は次のとおり。	 

	 

（役員）	 

① 大会名	 :	 Olympic	 Football	 Tournament	 London	 2012	 

ＦＩＦＡメディアオフィサー：加藤	 秀樹	 

期	 間：7 月 19 日～8 月 7 日	 

場	 所：ニューキャッスル/英国	 

② AFC	 Elite	 Futsal	 Referee	 Recruiting	 Assessment	 Visit	 2012	 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：松﨑	 康弘	 

期	 間：６月 10 日～13 日	 

場	 所：ダナン/ベトナム	 

③ AFC	 Elite	 Women	 Referee	 Recruiting	 2012	 Assessment	 Visit	 2012	 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：大岩	 真由美	 

期	 間：７月 19 日～22 日	 

場	 所：ヤンゴン/ミャンマー	 

④ UEFA	 Centre	 of	 Refereeing	 Excellence（CORE）	 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：岡田正義	 

期	 間：８月６日～17 日	 

場	 所：ジュネーブ/スイス	 

	 

（審判員）	 

① タイプレミアリーグ	 

審判員：村上	 伸次、田尻	 智計、中野	 卓	 

期	 間：６月 22 日～25 日	 

場	 所：ブリナム/タイ	 

② EAFF	 Women’s	 East	 Asian	 Cup	 2013	 Preliminary	 Competition	 Round1	 

審判員：鮎貝	 志保、大畠	 千枝	 



報告事項	 

2012/7/12	 第 5 回理事会	 

3	 

期	 間：７月 15 日～22 日	 

場	 所：グアム	 

③ EAFF	 East	 Asian	 Cup	 2013	 Preliminary	 Competition	 Round1	 

審判員：飯田	 淳平、大塚	 晴弘	 

期	 間：７月 16 日～23 日	 

場	 所：グアム	 

④ JENESYS プログラム「カンボジア」JFA アカデミー派遣プログラム	 

審判員：小見	 佑貴	 

期	 間：７月 21 日～29 日	 

場	 所：カンボジア	 

⑤ UEFA	 Centre	 of	 Refereeing	 Excellence（CORE）	 

審判員：木村博之、田中利幸、平間亮	 

期	 間：８月６日～17 日	 

場	 所：ジュネーブ/スイス	 

⑥ FIFA	 U20	 Women’s	 World	 Cup	 Japan	 2012	 

審判員：佐藤	 奈美、高橋	 早織、千葉	 恵美、梶山	 芙紗子	 

期	 間：８月 13 日～９月９日	 

場	 所：日本	 

⑦ FIFA	 U17	 Women’s	 World	 Cup	 Azerbaijan	 2012	 

審判員：深野	 悦子、大畠	 千枝	 

期	 間：９月 16 日～10 月 14 日	 

場	 所：バク/アゼルバイジャン	 

	 

	 4.	 日本サッカーミュージアムの件	 

	 	 	 

１）入場者数報告	 

	 	 	 	 6 月	 3,063 人	 	 1 日平均	 117.8 人	 

	 （2011 年	 	 1,667 人	 2010 年	 2,577 人	 2009 年	 	 1,948 人	 2008 年	 	 1,586 人）	 

	 

２）「2002FIFA ワールドカップ 10 周年記念 JFA サッカーフェスタ in 横浜」出張展	 

開催日時：2012 年 7 月 1 日（日）	 10：30～14：00	 

会	 	 場：「日産スタジアム」	 神奈川県横浜市港北区小机町 3300	 

主	 	 催：公益財団法人日本サッカー協会	 	 

後	 	 援：横浜市	 

料	 	 金：無料	 

展示内容：「FIFA 女子ワールドカップ	 ドイツ 2011」優勝トロフィー他「2002FIFA ワールド

カップ」、「SAMURAI	 BLUE（日本代表）」、「なでしこジャパン（日本女子代表）」

関連品等も展示。	 	 
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	 5.	 海外遠征申請の件	 	 

	 	 	 

（1）一般財団法人	 全日本大学サッカー連盟	 

チ	 ー	 ム	 全日本大学選抜チーム	 （第 1 種）	 

遠征期間	 8 月 13 日（月）～8 月 26 日（月）	 

遠	 征	 先	 バレンシア/スペイン	 

	 

（2）財団法人	 北海道サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 札幌市中体連トレセン	 U-15	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 6 日（月）～8 月 11 日（土）	 

遠	 征	 先	 太田広域市/韓国	 

	 

（3）社団法人	 宮城県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 仙台第二高等学校	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 2 日（木）～8 月 14 日（火）	 

遠	 征	 先	 ヘームズケルク/オランダ、ゲルゼンキルヒェン/ドイツ	 

	 

（4）一般財団法人	 福島県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 福島県立湯本高等学校	 （第 2 種）	 

遠征期間	 7 月 25 日（水）～7 月 30 日（月）	 

遠	 征	 先	 仁川広域市/韓国	 

	 

（5）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 20 日（金）～7 月 26 日（木）	 

遠	 征	 先	 慶州/韓国	 

	 

（6）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 24 日（金）～9 月 3 日（月）	 

遠	 征	 先	 リオデジャネイロ/ブラジル	 

	 

（7）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 19 日（日）～8 月 25 日（土）	 

遠	 征	 先	 コンスタンツア/ルーマニア	 

	 

（8）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 24 日（金）～9 月 3 日（月）	 
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遠	 征	 先	 リオデジャネイロ/ブラジル	 

	 

（9）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 24 日（金）～9 月 3 日（月）	 

遠	 征	 先	 リオデジャネイロ/ブラジル	 

	 

（10）公益財団法人	 埼玉県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 さいたま市高校選抜サッカー	 （第 2 種）	 

遠征期間	 7 月 21 日（土）～7 月 28 日（土）	 

遠	 征	 先	 デュイスブルグ/ドイツ	 

	 

（11）公益財団法人	 埼玉県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 クマガヤサッカースポーツクラブ	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 26 日（日）～9 月 1 日（土）	 

遠	 征	 先	 全羅南道康津郡/韓国	 

	 

（12）公益社団法人	 千葉県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 船橋市立船橋高等学校	 （第 2 種）	 

遠征期間	 7 月 19 日（木）～7 月 28 日（土）	 

遠	 征	 先	 コールレイン/北アイルランド	 

	 

（13）公益財団法人千葉県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 柏レイソル	 U-18	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 12 日（日）～8 月 22 日（水）	 

遠	 征	 先	 山東省ウェイファン市/中国	 

	 

（14）公益財団法人	 東京都サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 ＦＣトッカーノＵ-１５	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 7 日（火）～8 月 14 日（火）	 

遠	 征	 先	 パリ/フランス	 

	 

（15）公益財団法人	 東京都サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 立正大学体育会サッカー部	 （第 1 種）	 

遠征期間	 8 月 6 日（月）～8 月 11 日（土）	 

遠	 征	 先	 天安市/韓国	 

	 

（16）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 27 日（月）～8 月 31 日（金）	 
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遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（17）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 27 日（月）～8 月 31 日（金）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（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	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 5 日（日）～8 月 10 日（金）	 

遠	 征	 先	 釜山/韓国	 

	 

（19）社団法人	 神奈川県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 星が丘サッカースポーツ少年団	 （第 4 種）	 

遠征期間	 8 月 24 日（金）～8 月 27 日（月）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（20）社団法人	 神奈川県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 女子	 横須賀シーガルス	 （女子）	 

遠征期間	 8 月 20 日（月）～8 月 24 日（金）	 

遠	 征	 先	 嘉義懸/台湾	 

	 

（21）社団法人	 長野県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 長野県中学選抜（U-14）	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 26 日（日）～9 月 4 日（火）	 

遠	 征	 先	 バルセロナ/スペイン	 

	 

（22）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	 U-15	 選抜	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 17 日（金）～8 月 29 日（水）	 

遠	 征	 先	 サンパウロ、サントス、ジャラー、リオデジャネイロ/ブラジル	 

	 

（23）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 静岡県立藤枝東高等学校	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 2 日（木）～8 月 5 日（日）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（24）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 NPO 藤枝ＦＣジュニアユース	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 1 日（水）～8 月 4 日（土）	 
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遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（25）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 浜松市立高等学校サッカー部	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 21 日（火）～8 月 24 日（金）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（26）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 静岡県立立島田工業高等学校	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 21 日（火）～8 月 25 日（土）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（27）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 中西部アカデミー	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 21 日（火）～8 月 24 日（金）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（28）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 静岡県西部クラブ選抜 U‐15	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 4 日（土）～8 月 6 日（月）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（29）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 静岡県立吉田高等学校	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 27 日（月）～8 月 31 日（金）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（30）一般財団法人	 静岡県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 NPO 藤枝東 FC ジュニア	 （第 4 種）	 

遠征期間	 8 月 1 日（水）～8 月 4 日（土）	 

遠	 征	 先	 楊州市、春川市/韓国	 

	 

（31）公益財団法人	 愛知県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 名古屋グランパスＵ１５	 （第 3 種）	 

遠征期間	 7 月 23 日（月）～8 月 1 日（水）	 

遠	 征	 先	 チョンブリ/タイ	 

	 

（32）公益財団法人	 愛知県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 名古屋グランパス U12	 （第 4 種）	 

遠征期間	 8 月 24 日（金）～8 月 27 日（月）	 
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遠	 征	 先	 蔚山/韓国	 

	 

（33）公益財団法人	 愛知県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 東三河地区高校選抜	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 23 日（木）～8 月 27 日（月）	 

遠	 征	 先	 ソウル/韓国	 

	 

（34）一般財団法人	 岐阜県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 岐阜県トレセン	 （第 4 種）	 

遠征期間	 8 月 6 日（月）～8 月 9 日（木）	 

遠	 征	 先	 台中市/台湾	 

	 

（35）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	 7 月 18 日（水）～7 月 26 日（木）	 

遠	 征	 先	 上海/中国	 

	 

（36）一般社団法人	 大阪府サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 ガンバ大阪ユース	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 13 日（月）～8 月 21 日（火）	 

遠	 征	 先	 マドリッド/スペイン	 

	 

（37）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-18	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 8 日（水）～8 月 15 日（水）	 

遠	 征	 先	 アムステルダム/オランダ、ドルトムント/ドイツ	 

	 

（38）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/西 U-15/和歌山 U-15 混合	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 26 日（日）～9 月 1 日（土）	 

遠	 征	 先	 全羅南道唐津郡/韓国	 

	 

（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-15/西 U-15/和歌山 U-15 混合	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 27 日（月）～8 月 31 日（金）	 

遠	 征	 先	 バンコク/タイ	 

	 

（40）一般社団法人大阪府サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 ガンバ大阪堺ジュニア	 （第 4 種）	 

遠征期間	 8 月 24 日（金）～8 月 27 日（月）	 
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遠	 征	 先	 富川市/韓国	 

	 

（41）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-12	 （第 4 種）	 

遠征期間	 7 月 20 日（金）～7 月 25 日（水）	 

遠	 征	 先	 釜山/韓国	 

	 

（42）一般社団法人	 兵庫県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 関西学院高等部	 （第 2 種）	 

遠征期間	 8 月 6 日（月）～8 月 14 日（火）	 

遠	 征	 先	 へネフ、フランクフルト/ドイツ	 

	 

（43）一般社団法人	 香川県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 U-15	 香川県選抜	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 26 日（日）～8 月 30 日（木）	 

遠	 征	 先	 京畿道/韓国	 

	 

（44）社団法人	 長崎県サッカー協会	 

チ	 ー	 ム	 長崎市少年サッカー団（U-15）	 （第 3 種）	 

遠征期間	 8 月 26 日（日）～9 月 2 日（日）	 

遠	 征	 先	 サントス/ブラジル	 

	 

	 6.	 標章使用申請の件	 	 

	 

	 

	 

	 	 

（1）申請団体：	 社団法人大分県サッカー協会	 

使用目的：	 	 名刺作製	 30 名分	 各 100 枚	 5 名分	 各 200 枚	 

	 

（2）申請団体：	 一般社団法人香川県サッカー協会	 

使用目的：	 	 名刺作製	 27 名分	 各 100 枚	 

	 

	 7.	 2012 年度	 公認フットサル C 級コーチ養成講習会開催要項の件	 

	 	 	 

（報告）資料№３	 

	 

	 8.	 2011 年度	 公認Ｓ級コーチ養成講習会判定結果の件	 

	 	 	 

全てのコースを修了し、筆記試験・口頭試験・指導実践・レポート全てにおいて	 

合格したため下記 2 名を公認Ｓ級コーチとして認定する。	 
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氏	 	 名	 ：名波	 浩（ななみ	 ひろし）	 

指導チーム：ジュビロ磐田	 	 

生年月日	 ：1972 年 11 月 28	 日	 

資	 	 格	 ：2011 年	 A 級ライセンス	 

指	 導	 歴	 ：2009 年	 ～	 現在	 	 ジュビロ磐田Ｕ-15・Ｕ-18	 コーチ	 

	 	 

氏	 	 名	 ：服部	 浩紀（はっとり	 ひろき）	 

指導チーム：ルーヴェン福岡	 

生年月日	 ：1971 年 8 月 30 日	 

資	 	 格	 ：2010 年	 A 級ライセンス	 

指	 導	 歴	 ：2004 年	 ～	 現在	 服部浩紀サッカースクール	 ヘッドコーチ	 

	 	 	 	 	 	 2007 年	 ～	 現在	 	 ルーヴェン福岡フットボールクラブ	 

	 

現 S 級コーチランセンス保持者数：355 名（上記 2 名含む）	 

※	 2011 年度公認 S 級コーチ認定者数：10 名/21 名（上記 2 名含む）	 

	 

	 9.	 日本―東アセアンサッカー交流プログラム“Ｕ‐14 ユースサッカーフェスティバル 2012”の件	 

	 	 	 

行事名：日本―東アセアンサッカー交流プログラム	 	 

“Ｕ‐14 ユースサッカーフェスティバル 2012”	 

期	 	 間：6 月 17 日（日）～23 日（土）	 

場	 	 所：大阪府／Ｊ‐ＧＲＥＥＮ堺	 

	 

［スケジュール］	 

６月 17 日(日)	 出発	 

６月 18 日(月)	 トレーニング	 

６月 19 日(火)	 試合	 

Ｕ‐14 日本選抜	 対	 Ｕ‐14 インドネシア選抜	 △１‐１	 

６月 20 日(水)	 試合	 	 

Ｕ‐14 日本選抜	 対	 Ｕ‐14 マレーシア選抜	 ○４‐０	 

Ｕ‐14 日本選抜	 対	 Ｕ‐14 シンガポール選抜	 ○４‐０	 

６月 21 日(木)	 試合	 

Ｕ‐14 日本選抜	 対	 Ｕ‐14 フィリピン選抜	 ○４‐０	 

Ｕ‐14 日本選抜	 対	 Ｕ‐14 ブルネイ選抜	 ○３‐０	 

６月 22 日(金)	 交流プログラム	 

６月 23 日(土)	 JFA こころのプロジェクト	 夢先生	 	 

解散	 

	 

［スタッフ］	 

監	 督	 ：内山	 篤	 	 	 	 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）	 
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コーチ	 ：木村	 康彦	 	 	 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）	 

コーチ	 ：井尻	 明	 	 	 	 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）	 

ＧＫコーチ	 ：望月	 数馬	 	 	 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 ：中堀	 千香子	 	 	 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺）	 

	 

［選手］	 	 	 	 塚田	 匡壮	 	 	 （東京都：三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ巣鴨ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 鶴田	 海人	 	 	 （兵庫県：ｳﾞｨｯｾﾙ神戸伊丹 U-15）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 岡田	 祐一郎	 	 （香川県：さぬき市立長尾中学校ｻｯｶｰ部）	 

立川	 嶺	 	 	 	 （静岡県：CAN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津）	 

高	 宇洋	 	 	 	 （神奈川県：川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15）	 

梅村	 豪	 	 	 	 （静岡県：清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）	 

下口	 稚葉	 	 	 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）	 

山下	 令雄	 	 	 （大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）	 

東野	 広太郎	 	 （石川県：ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ白山 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）	 

土田	 直輝	 	 	 （埼玉県：大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）	 

崎村	 祐丞	 	 	 （福岡県：ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15）	 

石川	 啓人	 	 	 （佐賀県：ｻｶﾞﾝ鳥栖 U-15）	 

三田尻	 和哉	 	 （京都府：京都ｻﾝｶﾞ F．C．U-15）	 

力安	 祥伍	 	 	 （広島県：ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F．C	 ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）	 

住永	 翔	 	 	 	 （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15）	 

常本	 佳吾	 	 	 （神奈川県：横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）	 

植村	 隼人	 	 	 （福島県：ﾗｯｾﾙ郡山 FC）	 

中村	 駿太	 	 	 （千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15）	 

	 

	 10.	 Ｕ-19（Ｕ-20 ワールドカップ 2013	 トルコ）日本代表	 南アフリカ遠征の件	 

	 	 	 

行事名：Ｕ-19（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表	 南アフリカ遠征	 

参加大会：SAFA	 Cape	 Town	 U20	 International	 Tournament	 

期	 間：5 月 21 日（月）～6 月 5 日（火）	 

場	 所：南アフリカ／ケープタウン	 

	 

[スケジュール]	 

5 月 21 日	 (月)	 集合・出発	 

5 月 22 日	 (火)	 現地着	 トレーニング	 

5 月 23 日	 (水)	 トレーニング、	 

5 月 24 日	 (木)	 トレーニング	 

5 月 25 日	 (金)	 トレーニング	 

5 月 26 日	 (土)	 グループリーグ第１戦 vs ケニア代表	 ○3-0	 

5 月 27 日	 (日)	 トレーニング	 

5 月 28 日	 (月)	 グループリーグ第 2 戦 vs カメルーン代表	 ○2-1	 
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5 月 29 日	 (火)	 トレーニング	 

5 月 30 日	 (水)	 グループリーグ第 3 戦 vs ブラジル代表	 ●1-4	 

5 月 31 日	 (木)	 トレーニング	 

6 月 01 日	 (金)	 準決勝 vs アルゼンチン代表	 ●0-1	 

6 月 02 日	 (土)	 トレーニング	 

6 月 03 日	 (日)	 3 位決定戦 vs	 南アフリカ代表	 ●1-1(PK	 6-7)	 

	 	 ※最終成績：第４位	 

6 月 04 日	 (月)	 現地発	 

6 月 05 日	 (火)	 帰国・解散	 

	 

[スタッフ]	 

監	 督	 吉田	 靖	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙ	 ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 山橋	 貴史	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

GK コーチ	 浜野	 征哉	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 片桐	 央視	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)	 

ドクター	 樋口	 潤一	 (獅子目整形外科病院)	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 山崎	 亨	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/横浜ｽﾎﾟｰﾂﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)	 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 片桐	 央視	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)	 

総務	 添田	 貢広	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会	 代表ﾁｰﾑ部)	 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ	 久米	 宏典	 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ	 ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱	 

	 

[選	 	 手]	 

GK	 櫛引	 政敏	 (清水エスパルス)	 

	 中村	 航輔	 (柏レイソル U-18)	 

DF	 松原	 	 健	 (大分トリニータ)	 

	 高橋	 祐治	 (京都サンガ F.C.)※追加招集	 

	 山中	 亮輔	 (柏レイソル)	 

	 犬飼	 智也	 (清水エスパルス)※参加辞退	 

	 鈴木	 隆雅	 (鹿島アントラーズ)※追加招集	 

	 川口	 尚紀	 (アルビレックス新潟)	 

	 岩波	 拓也	 (ヴィッセル神戸 U-18)	 

MF	 田鍋	 陵太	 (名古屋グランパス)	 

	 荒野	 拓馬	 (コンサドーレ札幌)	 

	 熊谷	 アンドリュー	 (横浜 F・マリノス)	 

	 廣田	 隆治	 (FC 岐阜)	 

	 榊	 	 翔太	 (コンサドーレ札幌)	 

	 橋本	 拳人	 (F.C.東京)	 

	 矢島	 慎也	 (浦和レッズ)※追加招集	 

	 野津田岳人	 (サンフレッチェ広島 F.C.ユース)	 

	 秋野	 央樹	 (柏レイソル U-18)	 
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	 松本	 昌也	 (JFA アカデミー福島)	 

FW	 南	 	 秀仁	 (東京ヴェルディ)	 

	 久保	 裕也	 (京都サンガ F.C.)	 

計 20 名	 

	 

	 11.	 Ｕ-16 日本代表	 カタール／アゼルバイジャン遠征の件	 

	 	 	 

行事名：Ｕ-16 日本代表	 カタール／アゼルバイジャン遠征	 

参加大会：第 2 回カスピアンカップ	 

期	 間：5 月 25 日(金)～6 月 6 日(水)	 

場	 所：カタール／ドーハ	 

	 	 	 	 アゼルバイジャン／バクー	 

	 

[スケジュール]	 

5 月 25 日(金)	 PM	 集合･関西空港発	 

26 日(土)	 AM トレーニング	 PM トレーニング	 

27 日(日)	 AM トレーニング	 PM トレーニング	 

28 日(月)	 AM トレーニング	 PM 練習試合 vsAspire	 Academy	 ●0-5	 

29 日(火)	 AM 移動	 PM トレーニング	 

30 日(水)	 グループリーグ第 1 戦 vs ウズベキスタン	 ●0-2	 

31 日(木)	 グループリーグ第 2 戦 vs グルジア	 	 	 	 ●3-6	 

6 月 1 日(金)	 AM トレーニング	 

2 日(土)	 グループリーグ第 3 戦 vs トルコ	 	 	 	 	 ○2-1	 

3 日(日)	 	 AM トレーニング	 PM トレーニング	 

4 日(月)	 7-8 位決定戦 vs キルギスタン○3-0	 

	 	 	 	 	 ※最終成績：第 7 位	 

5 日(火)	 現地発	 	 

6 日(水)	 PM 関西着・解散	 

	 

	 [スタッフ]	 	 

監	 督	 	 	 	 ：	 吉武	 博文	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 	 	 	 ：	 江尻	 篤彦	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)28 日まで	 

ＧＫコーチ	 	 :	 大橋	 昭好	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

ドクター	 	 	 ：	 結城	 新	 	 	 (東京医科歯科大学)	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 ：	 並木	 磨去光	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ･ﾅｽﾞｰ)	 

総	 務	 	 	 	 ：	 池辺	 友和	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)	 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 	 	 ：	 田島	 一樹	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)28 日まで	 

	 

	 [選	 手]	 	 

GK	 加藤	 有輝	 (大宮アルディージャジュニアユース)	 
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	 白岡	 ティモシィ	 (サンフレッチェ広島 F.C ユース)	 

DF	 酒井	 高聖	 (アルビレックス新潟ユース)	 

	 中谷	 進之介	 (柏レイソル U-18)	 

	 佐々木	 渉	 (FC 東京 U-18)	 

	 及川	 純平	 (ジュビロ磐田 U-18)	 

	 神谷	 優太	 (東京ヴェルディジュニアユース)	 

MF	 岡村	 吾朗	 (サンフレッチェ広島 F.C ユース)	 

	 鈴木	 達朗	 (湘南ベルマーレユース U-18)	 

	 宅野	 海里	 (益田市立益田中学校)	 

	 会津	 雄生	 (柏レイソル U-18)※怪我の為辞退	 

	 坂井	 大将	 (大分トリニータ U-18)※追加招集	 

	 岡田	 優希	 (川崎フロンターレ U-18)	 

	 富山	 隆史	 (那覇西高校)	 

	 小川	 紘生	 (浦和レッドダイヤモンズユース)	 

FW	 中村	 文哉	 (ガンバ大阪ユース)	 

	 阿部	 良季	 (サンフレッチェ広島 F.C ユース)	 

	 大島	 康樹	 (柏レイソル U-18)	 

	 藤本	 裕豪	 (ヴィッセル神戸 U-18)	 

計	 18 名	 

	 

	 12.	 Ｕ-16 日本代表	 ラオス遠征の件	 

	 	 	 

行事名：Ｕ-16 日本代表	 ラオス遠征	 

参加大会：AFF	 Championship	 2012	 

期	 間：5 月 29 日(火)～6 月 10 日(日)	 

場	 所：ラオス／ヴィエンチャン	 

	 

[スケジュール]	 

5 月 29 日(火)	 PM	 集合	 

30 日(水)	 AM 関西空港出発	 夜	 ヴィエンチャン着	 

31 日(木)	 AM トレーニング	 PM トレーニング	 

6 月 1 日(金)	 AM トレーニング	 PM	 トレーニング	 

2 日(土)	 グループリーグ第 1 戦	 vs	 オーストラリア	 △1-1	 

3 日(日)	 AM	 国際交流事業	 PM	 トレーニング	 

4 日(月)	 グループリーグ第 2 戦 vs	 タイ	 〇3-0	 

5 日(火)	 AM トレーニング	 

6 日(水)	 グループリーグ第 3 戦 vs ラオス	 ○3-0	 

7 日(木)	 AM トレーニング	 	 

8 日(金)	 決勝戦 vs	 オーストラリア	 ○3-1	 	 

※最終成績：優勝	 
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9 日(土)	 AM 国際交流事業	 PM	 現地発	 

10 日(日)	 AM 成田空港着、解散	 

	 

	 [スタッフ]	 	 

監	 督	 	 	 	 ：	 江尻	 篤彦	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 	 	 	 ：	 田島	 一樹	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)	 

GK コーチ	 	 	 	 :	 河野	 和正	 	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／ｾﾚｯｿ大阪)	 

ドクター	 	 	 ：	 三澤	 辰也	 	 (総合南東北病院)	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 ：	 金成	 仙太郎	 (国際ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究所)	 

総	 務	 	 	 	 ：	 高橋	 健一	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)	 

	 

	 [選	 手]	 	 

GK	 長沢	 祐弥	 (静岡県立藤枝東高校)	 

	 摂津	 颯登	 (モンテディオ山形ユース)	 

DF	 水谷	 拓磨	 (清水エスパルスユース)	 

	 宮本	 航汰	 (清水エスパルスユース)	 

	 柄脇	 雅伸	 (サンフレッチェ広島 F.C ユース)	 

	 茂木	 力也	 (浦和レッドダイヤモンズユース)	 

	 仲條	 正祥	 (長野日本大学高校)	 

	 前谷	 崇博	 (ガンバ大阪ユース)	 

	 三好	 康児	 (川崎フロンターレ U-18)	 

MF	 宮原	 和也	 (サンフレッチェ広島 F.C ユース)	 

	 山本	 隼平	 (北越高校)	 

	 渡辺	 凌磨	 (前橋育英高校)	 

	 斎藤	 翔太	 (浦和レッドダイヤモンズユース)	 

	 鈴木	 徳真	 (前橋育英高校)	 

	 川田	 拳登	 (大宮アルディージャジュニアユース)	 

FW	 平尾	 壮	 (ガンバ大阪ユース)※体調不良により参加辞退	 

	 青山	 景昌	 (名古屋グランパス U18)	 

	 椿本	 啓祐	 (サンフレッチェ広島 F.C ユース)	 

	 鎌田	 啓義	 (アルビレックス新潟ジュニアユース)	 

	 杉森	 考起	 (名古屋グランパス U15)	 

計	 19 名	 

	 

	 13.	 Ｕ-16 日本代表候補	 トレーニングキャンプ（西）の件	 	 

	 	 	 

行事名：Ｕ-16 日本代表候補トレーニングキャンプ（西）	 

期	 間：6 月 17 日(日)～20 日(水)	 

場	 所：大阪府／堺市	 
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[スケジュール]	 

6 月 17 日(日)	 PM	 集合･トレーニング	 

18 日(月)	 AM トレーニング	 PM 練習試合 vsAspire	 Academy	 ○3-0	 

19 日(火)	 AM	 PM トレーニング	 

20 日(水)	 PM 親善試合 vsAspire	 Academy	 △1-1、解散	 

	 

[スタッフ]	 	 

監	 督	 	 	 	 ：	 吉武	 博文	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 	 	 	 ：	 江尻	 篤彦	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 	 

コーチ	 	 	 	 ：	 松原	 英輝	 	 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)	 

ＧＫコーチ	 	 :	 大橋	 昭好	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

ドクター	 	 	 ：	 高松	 晃	 	 	 (名古屋大学医学部附属病院)	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 ：	 並木	 磨去光	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ･ﾅｽﾞｰ)	 

総	 務	 	 	 	 ：	 池辺	 友和	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)	 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 	 	 ：	 田島	 一樹	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)	 

	 

	 [選	 手]	 	 

GK	 川間	 弘明	 (鹿児島実業高校)	 

	 林	 瑞輝	 (ガンバ大阪ユース)	 

	 似鳥	 康太	 (JFA アカデミー福島)	 

DF	 大西	 勇輝	 (京都サンガ F.C.U-18)	 

	 村田	 航一	 (日章学園高校)	 

	 阿部	 勇輝	 (ガンバ大阪ユース)	 

	 和田	 昌士	 (横浜 F・マリノスジュニアユース)	 

	 髙木	 彰人	 (ガンバ大阪ジュニアユース)	 

	 高嶋	 由哉	 (ALPHARD	 FC)	 

MF	 丸岡	 満	 (セレッソ大阪 U-18)	 

	 杉本	 太郎	 (帝京大可児高校)	 

	 青木	 亮太	 (流通経済大学附属柏高校)※怪我の為辞退	 

	 高田	 和弥	 (セレッソ大阪 U-18)	 

	 中井	 英人	 (ヴィッセル神戸 U-18)	 

	 井手口	 陽介	 (ガンバ大阪ユース)	 

	 横路	 翔太	 (広島皆実高校)	 

	 中村	 亮	 (鹿児島城西高校)	 

	 塚田	 士文	 (FC 東京 U-15 むさし)	 

	 市丸	 瑞希	 (ガンバ大阪ジュニアユース)	 

	 小田垣	 旋	 (ガンバ大阪ジュニアユース)	 

	 大熊	 健太	 (FC 東京 U-15 深川)	 

	 黒川	 淳史	 (大宮アルディージャジュニアユース)	 

FW	 岩元	 颯オリビエ	 (京都サンガ F.C.U-18)	 
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	 戸髙	 裕登	 (大分トリニータ U-18)	 

	 平尾	 壮	 (ガンバ大阪ユース)	 

	 北野	 晴矢	 (スマイス・セレソン)	 

	 石川	 慧	 (ヴィッセル神戸 U-15)	 

計	 26 名	 

	 

	 14.	 Ｕ-16 日本代表候補	 トレーニングキャンプ（東）の件	 

	 	 	 

行事名：Ｕ-16 日本代表候補トレーニングキャンプ（東）	 

期	 間：6 月 21 日(木)～24 日(日)	 

場	 所：神奈川県／横浜市、千葉県／習志野市	 

	 

[スケジュール]	 

6 月 21 日(木)	 PM	 集合･トレーニング	 

22 日(金)	 AM	 OM トレーニング	 

23 日(土)	 AM	 PM トレーニング	 

24 日(日)	 PM 親善試合 vsAspire	 Academy	 ○4-1、解散	 

	 

[スタッフ]	 	 

監	 督	 	 	 	 ：	 吉武	 博文	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 	 	 	 ：	 江尻	 篤彦	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 	 

コーチ	 	 	 	 ：	 松原	 英輝	 	 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)	 

ＧＫコーチ	 	 :	 大橋	 昭好	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

ドクター	 	 	 ：	 高松	 晃	 	 	 (名古屋大学医学部附属病院)	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 ：	 並木	 磨去光	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ･ﾅｽﾞｰ)	 

総	 務	 	 	 	 ：	 池辺	 友和	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)	 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 	 	 ：	 田島	 一樹	 	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)	 

	 

	 [選	 手]	 	 

GK	 摂津	 颯登	 (モンテディオ山形ユース)	 

	 遠藤	 風貴	 (ベガルタ仙台ユース)	 

	 オビ	 パウエル	 (JFA アカデミー福島)	 ※怪我の為辞退	 

DF	 ンドカ	 ボニフェイス	 (浦和東高校)	 ※チーム事情により辞退	 

	 吉原	 大	 (浦和レッドダイヤモンズユース)	 

	 山下	 優人	 (青森山田高校)	 ※追加招集	 

	 上原	 勘七	 (那覇西高校)	 

	 石田	 崚真	 (ジュビロ磐田 U-18)	 

	 村田	 航一	 (日章学園高校)	 

	 中島	 賢星	 (東福岡高校)	 

	 飯野	 七聖	 (アルビレックス新潟ユース)	 
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	 仲條	 正祥	 (長野日本大学高校)	 ※追加招集	 

	 丹代	 藍人	 (青森山田高校)	 

	 佐久間	 理央	 (アルビレックス新潟ジュニアユース)	 

	 大桃	 海斗	 (長岡ジュニアユースフットボールクラブ)	 

MF	 手塚	 康平	 (柏レイソル U-18)	 

	 中野	 雅臣	 (東京ヴェルディユース)	 ※怪我の為辞退	 

	 前田	 尚輝	 (湘南ベルマーレユース U-18)	 

	 北川	 航也	 (清水エスパルスユース)	 

	 上原	 力也	 (ジュビロ磐田 U-18)	 

	 中山	 雄太	 (柏レイソル U-18)	 

	 松井	 輝純	 (ラッセル郡山 FC)	 

	 杉山	 雄太	 (コンサドーレ札幌 U-15)	 

	 佐々木	 匠	 (ベガルタ仙台ジュニアユース)	 

FW	 加藤	 克	 (長野県上田高校)	 

	 望月	 大	 (清水エスパルスユース)	 

	 小林	 岩魚	 (ヴァンフォーレ甲府 U-18)	 

計	 27 名	 

	 

	 15.	 なでしこジャパン（日本女子代表）スウェーデン遠征(6/11～6/22)の件	 

	 	 	 

行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）事前合宿およびスウェーデン遠征	 

期	 間：6 月 11 日(月)～22 日(金)	 

場	 所：千葉県／千葉市、スウェーデン／ハルムスタッド、ヨーテボリ	 

	 

[スケジュール]	 

6 月 11 日(月)	 海外組・練習生集合、トレーニング	 

6 月 12 日(火)	 国内組集合、トレーニング	 

6 月 13 日(水)	 トレーニング	 

6 月 14 日(木)	 トレーニング、移動	 

6 月 15 日(金)	 移動、トレーニング	 

6 月 16 日(土)	 トレーニング	 

6 月 17 日(日)	 トレーニング	 

6 月 18 日(月)	 第 1 戦 vs	 アメリカ女子代表	 ●1-4（1-2）	 

6 月 19 日(火)	 移動、トレーニング	 

6 月 20 日(水)	 第 2 戦 vs	 スウェーデン女子代表	 ○1-0（1-0）	 

6 月 21 日(木)	 移動	 

6 月 22 日(金)	 帰国・解散	 

	 

[スタッフ]	 

団	 長	 上田	 栄治	 ((財)日本ｻｯｶｰ協会理事/女子委員長)	 
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監	 督	 佐々木	 則夫	 ((財)日本ｻｯｶｰ協会	 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 望月	 聡	 ((財)日本ｻｯｶｰ協会	 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

GK コーチ	 前田	 信弘	 ((財)日本ｻｯｶｰ協会	 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ	 広瀬	 統一	 ((財)日本ｻｯｶｰ協会	 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学)	 

ドクター	 斎田	 	 良知	 (順天堂病院)	 

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	 江口	 陽子	 (フリー)	 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 能仲	 太司	 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業)	 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ	 峯尾	 雅樹	 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株))	 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ	 種蔵	 里美	 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部)	 

総	 務	 山田	 薫	 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)	 

	 

	 [選	 	 手]	 

GK	 福元	 美穂	 (岡山湯郷 Belle)	 

	 海堀	 あゆみ	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

DF	 近賀	 ゆかり	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

	 矢野	 喬子	 (浦和レッズレディース)	 

	 岩清水	 梓	 (日テレ・ベレーザ)	 

	 鮫島	 彩	 (Montpellier	 HSC)	 

	 有吉	 佐織	 (日テレ・ベレーザ)	 

	 熊谷	 紗希	 (1.FFC	 Frankfurt)	 

MF	 澤	 穂稀	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

	 宮間	 あや	 (岡山湯郷 Belle)	 

	 川澄	 奈穂美	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

	 上尾野辺	 めぐみ	 (アルビレックス新潟レディース)	 

	 阪口	 夢穂	 (日テレ・ベレーザ)	 

	 田中	 明日菜	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

	 宇津木	 瑠美	 (Montpellier	 HSC)	 

FW	 安藤	 梢	 (FCR2001	 Duisburg)	 	 

	 丸山	 桂里奈	 (スペランツァ FC 大阪高槻)※2	 

	 大野	 忍	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

	 永里	 優季	 (1.FFC	 Turbine	 Potsdam)	 

	 大滝	 麻未	 (Olympique	 Lyonnais)	 

	 岩渕	 真奈	 (日テレ・ベレーザ/駒沢女子大学)※1	 

計	 21 名	 

	 

[練習生]	 

GK	 天野	 実咲	 (ベガルタ仙台レディース)	 

MF	 中野	 真奈美	 (岡山湯郷 Belle)	 

	 木龍	 七瀬	 (日テレ・ベレーザ)	 
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FW	 永里	 亜紗乃	 (日テレ・ベレーザ)	 

	 吉良	 知夏	 (浦和レッズレディース)	 

計	 5 名	 

総計 26 名	 

※1	 参加辞退	 

※2	 練習生から遠征メンバーに変更	 

	 

	 16.	 U-20 日本女子代表	 大阪トレーニングキャンプの件	 

	 	 	 

行事名：	 

U-20（U-20 女子ワールドカップジャパン 2012）日本女子代表	 大阪トレーニングキャンプ	 

期	 間：6 月 14 日（木）～21 日（木）	 

場	 所：大阪府／堺市、大阪市	 

	 

[スケジュール]	 

6 月 14 日	 (木)	 集合、PM トレーニング	 

6 月 15 日	 (金)	 AM	 トレーニング、PM	 トレーニング	 

6 月 16 日	 (土)	 AM	 トレーニング、PM	 トレーニング	 

6 月 17 日	 (日)	 vs	 U-20 アメリカ女子代表	 ○1-0(0-0)	 

6 月 18 日	 (月)	 AM	 トレーニング、PM	 トレーニング	 

6 月 19 日	 (火)	 AM	 トレーニング	 

6 月 20 日	 (水)	 vs	 U-20 アメリカ女子代表	 ●0-2(0-1)	 

6 月 21 日	 (木)	 AM トレーニング、PM 解散	 

	 

[スタッフ]	 

監	 督	 吉田	 弘	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙ	 ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 本田	 美登里	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

コーチ	 手塚	 貴子	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

GK コーチ	 川島	 透	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)	 

ドクター	 黒田	 早苗	 (守口敬仁会病院)	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 山口	 由美子	 (関西医療大学)	 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ	 見汐	 翔太	 (JFA アカデミー福島/筑波大学大学院)	 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ	 辻上	 裕章	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会	 広報部)	 ※6/16-17 のみ	 

総	 務	 宮﨑	 英津子	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会	 代表ﾁｰﾑ部)	 

主	 務	 大富部佳奈子	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会	 代表ﾁｰﾑ部)	 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ	 大脇	 友理佳	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会	 広報部)	 

	 

[選	 手]	 	 

GK	 池田	 咲紀子	 (浦和レッズレディース)	 

	 村岡	 愛美	 （FC ヴィトーリア）	 
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	 望月	 ありさ	 (日テレ・メニーナ)	 

DF	 坂本	 理保	 (浦和レッズレディース)	 

	 木下	 栞	 (日テレ・ベレーザ)	 

	 中村	 ゆしか	 (関東学園大学)	 

	 浜田	 遥	 (スペランツァ FC 大阪高槻)	 

	 高木	 ひかり	 (早稲田大学)	 ※1	 

	 和田	 奈央子	 (浦和レッズレディース)	 

	 金澤	 真美	 (驪州大学、韓国)※2	 

	 村松	 智子	 (日テレ・ベレーザ)	 

MF	 藤田	 のぞみ	 (浦和レッズレディース)	 

	 柴田	 華絵	 (浦和レッズレディース)	 	 

	 川島	 はるな	 (移籍調整中)	 

	 田中	 陽子	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

	 仲田	 歩夢	 (INAC 神戸レオネッサ)	 

	 加藤	 千佳	 (浦和レッズレディース)	 

	 猶本	 光	 (浦和レッズレディース)	 

	 中里	 優	 (日テレ・ベレーザ)	 

FW	 西川	 明花	 (FC 高梁吉備国際大学)	 

	 横山	 久美	 (岡山湯郷 Belle)	 

	 田中	 美南	 (日テレ・ベレーザ)	 

	 道上	 彩花	 (常盤木学園高等学校)	 

計	 23 名	 

※1	 参加辞退	 

※2 追加招集	 

	 

	 

	 17.	 ビーチサッカー日本代表	 第 3 回アジアビーチゲームズ海陽の件	 

	 	 	 

行事名：ビーチサッカー日本代表	 第 3 回アジアビーチゲームズ海陽	 

期	 間：6 月 13 日(水)～21 日(木)	 

場	 所：中国／海陽	 

	 

[スケジュール]	 

6 月 13 日	 (水)	 PM 集合	 

6 月 14 日	 (木)	 AM 出発、現地着	 PM トレーニング	 

6 月 15 日	 (金)	 AM トレーニング	 	 

6 月 16 日	 (土)	 AM グループリーグ第 1 戦 vs タイ代表	 ○2-1	 

6 月 17 日	 (日)	 PM グループリーグ第 2 戦 vs カタール代表	 ○3-0	 

6 月 18 日	 (月)	 PM グループリーグ第 3 戦 vs イラン代表	 ●2-3	 

6 月 19 日	 (火)	 PM 準々決勝 vs レバノン代表	 ●4-5	 
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6 月 20 日	 (水)	 PM トレーニング	 

6 月 21 日	 (木)	 AM 出発、帰国、解散	 

	 

[スタッフ]	 

監	 督	 ラモス	 瑠偉	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会)	 

コーチ	 オスマール	 (東京レキオス BS)	 

ドクター	 新城	 宏隆	 (琉球大学)	 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ	 田中	 祐介	 (三宅スポーツマッサージ)	 

総	 務	 小野	 仁久	 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会	 代表ﾁｰﾑ部)	 

	 

[選	 	 手]	 

GK	 照喜名	 辰吾	 (ソーマプライア)	 

	 宜野座	 寛也	 (東京レキオス BS)	 

FP	 坂口	 健人	 (プラシア山口)	 

	 牧野	 真二	 (LEON 福岡)	 

	 田畑	 輝樹	 (東京レキオス BS)	 

	 浅見	 和正	 (ソーマプライア)	 

	 河原塚	 毅	 (ソーマプライア)	 

	 當間	 正人	 (ソーマプライア)	 

	 小牧	 正幸	 (SPOSiC	 SHIZUOKA)	 

	 山内	 悠誠	 (G.C.Nerine)	 

計 10 名	 

	 

	 18.	 ＪＦＡ・J リーグ特別指定選手制度の件	 

	 	 	 

選手：	 	 山崎	 侑輝	 

	 	 	 	 	 （所属歴：鹿屋体育大学サッカー部←FC東京U-18←FC東京U-15深川←FC東京U-15←ウ

ィズFCジャルロ）	 

所属元：	 鹿屋体育大学	 

受入先：	 ロアッソ熊本	 

承認日：	 2012年4月25日	 

	 

	 

選手：	 	 蜂須賀	 孝治	 

	 	 	 	 	 （所属歴：仙台大学サッカー部←桐生第一高等学校←ヴェルディサッカースクー	 	 	 

ル小山←ホーリーホックSSとちぎ←大平南JFC←大平南少年サッカー部）	 

所属元：	 仙台大学	 

受入先：	 ベガルタ仙台	 

承認日：	 2012年6月5日	 
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選手：	 	 島崎	 恭平	 

	 	 	 	 	 （所属歴：桐蔭横浜大学サッカー部←流通経済大学付属高校←ヴェルディサッカース

クール調布ジュニアユース←落合サッカークラブ）	 

所属元：	 桐蔭横浜大学	 

受入先：	 横浜FC	 

承認日：	 2012年6月5日	 

	 

	 

選手：	 	 武藤	 嘉紀	 

	 	 	 	 	 （所属歴：慶應義塾大学体育会ソッカー部←FC東京U-18←FC東京U15深川←バディ	 サ

ッカークラブ）	 

所属元：	 慶應義塾大学	 

受入先：	 FC東京	 

承認日：	 2012年6月26日	 

	 

	 

選手：	 	 三田	 啓貴	 

	 	 	 	 	 （所属歴：明治大学体育会サッカー部←FC東京U-18←FC東京U15深川←バディサッカ

ークラブ）	 

所属元：	 明治大学	 

受入先：	 ＦＣ東京	 

承認日：	 2012 年 7 月 3 日	 

	 

	 


