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財団法人 日本サッカー協会 

平成 21年度 第 4回理事会 

協議事項 

 １. 2009ビーチサッカー日本代表コーチングスタッフの件 

   

 （協議）資料№1 

 

 ビーチサッカー日本代表のコーチングスタッフについて以下の通りとしたい。 

 

 監督：ラモス 瑠偉（東京ヴェルディ） 

 コーチ：吉井 勝宏（ＮＰＯ法人湘南ベルマーレスポーツクラブ） 

 

（今後の予定） 

 ８月 トレーニングキャンプ 

 時期未定 ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップアジア予選（会場未定） 

 10月 トレーニングキャンプ 

 11月 16日～22日 ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップ 2009（ＵＡＥ/ドバイ） 

 

 2. 功労賞の件 

   

地域／都道府県サッカー協会からの推薦に基づき、以下の方々を、平成 21 年度功労賞の受

賞者としたい。 

 

№ Ｆ Ａ 氏 名 元・前役職 

1 (財)北海道サッカー協会 蔵重 利直 地域理事 20年以上 

2 (財)北海道サッカー協会 池田 達彦 地域理事 20年以上 

3 (社)青森県サッカー協会 寺澤 太郎 副会長 

4 (社)宮城県サッカー協会 伊藤 孝夫 会長 

5 (NPO)山形県サッカー協会 吉野 利明 副会長 

6 (財)埼玉県サッカー協会 倉持 守三郎 副会長 

7 (社)富山県サッカー協会 浦田 教順 副会長 

8 (財)静岡県サッカー協会 安本 文彦 副会長 

9 (社)京都府サッカー協会 赤川 行男 副会長 

10 (社)京都府サッカー協会 浅島 靖夫 副会長 
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 3. ポーランドとの審判員交流プログラムの件 

   

 次のとおり、ポーランドとの審判員交流を図ることとしたい。 

 

【日本からの派遣】 

 派遣期間： 2009年８月（最終調整中） 

 派遣者： 

   主審：扇谷 健司（1971年１月 3日生） 

・国際主審、プロフェッショナル審判員 

AFCエリートレフェリー 

   副審：相楽 亨（1976年６月 25日生） 

・国際副審、プロフェッショナル審判員 

AFCエリートアシスタントレフェリー 

   副審：山崎裕彦（1964年６月 24日） 

・国際副審、AFCエリートアシスタントレフェリー 

 

【ポーランドからの派遣】 

 派遣期間： 2009年 10月（調整中） 

 派遣者：（調整中） 

 

 4. 2008（平成 20）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 3名を公認Ｓ級コーチと認定したい。 

 

氏  名 ：沢田 謙太郎（さわだ けんたろう） 

所属チーム：サンフレッチェ広島 

生年月日 ：1970年 5月 15日 

資  格 ：2004年     公認 B級コーチ 

指 導 歴 ：2004年～2005年 サンフレッチェ広島ユースコーチ  

      2005年     広島国体選抜コーチ 

      2006年～2007年 サンフレッチェ広島トップチームコーチ 

      2008年～2009年 ナショナルトレセンコーチ 

      2009年～現在  サンフレッチェ広島ジュニアユース監督 

 

氏  名 ：相馬 直樹（そうま なおき） 

所属チーム：ＪＦＡナショナルトレセンコーチ 

生年月日 ：1971年 7月 19日 

資  格 ：2007年     公認 B級コーチ 

指 導 歴 ：2005年     川崎フロンターレ クラブアシスタントパートナー 
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      2008年～現在  川崎フロンターレ U18アシスタントコーチ（パートタイム） 

      2009年～現在  ナショナルトレセンコーチ 

 

氏  名 ：藤原 英晃（ふじわら ひであき） 

所属チーム：函館工業高等学校 

生年月日 ：1961年 3月 4日 

資  格 ：2003年     公認Ａ級コーチ（旧Ｂ級コーチ） 

指 導 歴 ：1983年～1994年 北海道山越郡八雲町立八雲中学校 

      1994年～2003年 北海道八雲高等学校 

      2003年～現在  北海道函館工業高等学校 

 

※参考：現Ｓ級コーチライセンス保持者数： 296 名（上記 3名含む） 

 

 

 5. 大学・専門学校における指導者養成講習会の件 

   

以下の大学において、平成 21年度より公認 D級コーチ養成講習会の開設を認めたい。 

 

※既に平成 19年度に同校において、公認 C級コーチ養成講習会は開設しており、今回は 

公認 D級コーチ養成講習会の追加開設。 

 

１．早稲田大学スポーツ科学学術院（埼玉県）（D級） 

インストラクター：堀野 博幸  （47FAインストラクター） 公認 A級コーチ 

            

参考：開設認定校数  大学：27校  短大：2校  専門学校：16校 

 

 6. プレジデンツ・ミッション(ＰＨＱ) 関連事項の件 

   

Ⅰ．ＪＦＡ-47都道府県協会訪問会議について(報告事項)  

１．開催日程：５月８日～31日、７月３日～12日 

２．場所：都道府県協会事務所・近隣施設等 

３．参加者：都道府県協会メンバー／部長メンバー・ＰＨＱ・技術部・事業部:各１名 

 

JFA-47都道府県協会訪問会議 スケジュール 

日程 訪問 FA 訪問 FA 訪問 FA 訪問 FA 

５/８(金) 静岡 大阪   

５/９(土) 岐阜 兵庫 長崎  

５/10(日) 三重 鳥取 大分  

５/15(金) 山形 埼玉 愛知 徳島 
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５/16(土) 山梨 奈良 福井 高知 

５/17(日) 長野 宮崎 富山 愛媛 

５/22(金) 青森 山口   

５/23(土) 岩手 福岡   

５/24(日) 秋田 鹿児島   

５/29(金) 茨城    

５/30(土) 栃木    

５/31(日) 新潟    

７/３(金)  京都 島根 香川 

７/４(土) 北海道 滋賀 岡山 沖縄 

７/５(日) 佐賀 和歌山 広島 熊本 

７/10(金) 宮城 群馬 神奈川  

７/11(土) 福島 東京   

７/12(日) 千葉 石川   

Ⅱ．都道府県フットボールセンター整備推進事業 平成 22年度助成について（報告事項） 

   平成 21年度の募集スケジュールは以下のとおりとする。 

  ８月３日   助成関連文書展開・募集開始 

   ９月 30日   交付要望書の提出締切 

  12月     助成金交付の内示（ＪＦＡ理事会の承認） 

  2010年２月   交付申請書の提出締切 

  2010年３月   助成金交付の決定（ＪＦＡ理事会の承認） 

 

Ⅲ．ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）について（報告事項） 

   平成 21年度 ＳＭＣ本講座の受講生 27名が決定した。 

 

（協議）資料№2 

 

 


