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＜公益目的事業（サッカー普及振興事業）＞ 

 
Ⅰ 日本代表関連事業 
 

１ SAMURAI BLUE（日本代表） 

 

(1) AFCアジアカップオーストラリア2015直前合宿（国内） 

活動期間 2014年12月29日(月)～1月1日(木・祝） 千葉/秋津サッカー場 

 

(2) AFCアジアカップオーストラリア2015直前合宿（海外） 

活動期間 1月2日(金)～7日(水) オーストラリア/チェスノック 

 

(3) AFCアジアカップオーストラリア2015 

活動期間 1月8日(木)～25日(日) 

大会期間 1月9日(金)～31日(土)  オーストラリア 

     /ニューカッスル他 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：1月12日(月・祝) 18:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：ニューカッスル/Newcastle Stadium 

 対  戦：SAMURAI BLUE(日本代表) 4-0(3-0) パレスチナ代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：1月16日(金) 19:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：ブリスベン/Brisbane Stadium 

 対  戦：イラク代表 0-1(0-1) SAMURAI BLUE(日本代表) 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：1月20日(火) 20:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：メルボルン/Melbourne Rectangular Stadium 

 対  戦：SAMURAI BLUE(日本代表) 2-0(1-0) ヨルダン代表 

 

<準々決勝> 

 日  時：1月23日(金) 20:30キックオフ(現地時間) 

 会  場：シドニー/Stadium Australia 

 対  戦：SAMURAI BLUE(日本代表) 1-1(0-1)延長(0-0)PK(4-5) アラブ首長国連邦代表 

 

【最終順位】 

 第1位 オーストラリア代表 

 第2位 韓国代表 

 第3位 アラブ首長国連邦代表 

 

(4) キリンチャレンジカップ2015 

①期  日：3月27日(金) 19:30キックオフ 

 会  場：大分／大分スポーツ公園総合競技場 

 対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表）2-0（0-0）チュニジア代表 

 入場者数：34,777人 

 

②期  日：6月11日(木) 19:00キックオフ 

 会  場：神奈川／日産スタジアム 

 対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表）4-0（3-0）イラク代表 

 入場者数：63,877人 
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(5) JALチャレンジカップ2015 

 期  日：3月31日(火) 19:25キックオフ 

 会  場：東京／東京スタジアム 

 対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表）5-1（1-0）ウズベキスタン代表 

 入場者数：46,007人 

 

(6) EAFF東アジアカップ2015 

活動期間 7月30日(木)～8月10日(月) 

大会期間 8月 2日(日)～ 9日(日) 中国/武漢 

 

<第1戦> 

 日  時：8月2日(日) 18:20キックオフ(現地時間) 

 会  場：Wuhan Sports Center Stadium 

 対  戦：朝鮮民主主義人民共和国代表 2-1(0-1) SAMURAI BLUE(日本代表) 

 

<第2戦> 

 日  時：8月5日(水) 18:20キックオフ(現地時間) 

 会  場：Wuhan Sports Center Stadium 

 対  戦：SAMURAI BLUE(日本代表) 1-1(1-1) 韓国代表 

 

<第3戦> 

 日  時：8月9日(日) 20:10キックオフ(現地時間) 

 会  場：Wuhan Sports Center Stadium 

 対  戦：中国代表 1-1(1-1) SAMURAI BLUE(日本代表) 

 

【最終順位】 

 第1位 韓国代表 

 第2位 中国代表 

 第3位 朝鮮民主主義人民共和国代表 

 第4位 日本代表 

 

(7) 2018FIFAワールドカップロシアアジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019予選 

①期  日：6月16日(火) 19:30キックオフ 

 会  場：埼玉／埼玉スタジアム２００２ 

 対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表）0-0（0-0）シンガポール代表 

 入場者数：57,533人 

 

②期  日：9月3日(木) 19:26キックオフ 

 会  場：埼玉／埼玉スタジアム２００２ 

 対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表）3-0（1-0）カンボジア代表 

 入場者数：54,716人 

 

③期  日：9月8日(火) 16:55キックオフ(現地時間) 

 会  場：イラン/Azadi Stadium 

 対  戦：アフガニスタン代表 0-6(0-2) SAMURAI BLUE（日本代表） 

 

④期  日：10月8日(木) 17:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：オマーン/Seeb Sports Complex 

 対  戦：シリア代表 0-3(0-0) SAMURAI BLUE（日本代表） 

 

⑤期  日：11月12日（木）19:15キックオフ(現地時間) 

 会  場：シンガポール/National Stadium 

 対  戦：シンガポール代表 0-3(0-2) SAMURAI BLUE（日本代表） 
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⑥期  日：11月17日(火) 19:14キックオフ(現地時間) 

 会  場：カンボジア/National Olympic Stadium 

 対  戦：カンボジア代表 0-2(0-0) SAMURAI BLUE（日本代表） 

 

(8) 国際親善試合 

①期  日：10月13日(火) 17:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：イラン/Azadi Stadium 

 対  戦：イラン代表 1-1（1-0） SAMURAI BLUE（日本代表） 

 

２ Jリーグ・アンダー22選抜 

 

(1) J3リーグ（J3） 

活動期間 3月13日(金)～11月22日(日) 

大会期間 3月15日(日)～11月22日(日) 

【最終成績】  

7勝7分22敗 13チーム中12位で終了 

 

３ U-22(リオデジャネイロオリンピック2016）日本代表 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 2月11日(水・祝)～15日(日) シンガポール 

 日  時：2月14日(土) 18:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：シンガポール/Jalan Besar Stadium 

 対  戦：U-22日本代表 8-1(5-0) U-23シンガポール代表 

 

(2) 国際親善試合 

①期  日：3月11日(水) 19:10キックオフ 

 会  場：千葉／フクダ電子アリーナ 

 対  戦：U-22日本代表 9-0(7-0) U-22ミャンマー代表 

 入場者数：5,596人 

 

②期  日：7月1日(水) 19:00キックオフ 

 会  場：宮城／ユアテックスタジアム仙台 

 対  戦：U-22日本代表 2-0(1-0) U-22コスタリカ代表 

 入場者数：10,016人 

 

(3) AFC U-23選手権2016予選 

活動期間 3月16日(月)～4月1日(水) 

キャンプ 3月16日(月)～26日(木) マレーシア 

大会期間 3月27日(金)～31日(火) マレーシア 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：3月27日(金) 16:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：マレーシア/Shah Alam Stadium 

 対  戦：U-22日本代表 7-0(4-0) U-22マカオ代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：3月29日(日) 20:45キックオフ(現地時間) 

 会  場：マレーシア/Shah Alam Stadium 

 対  戦：U-22日本代表 2-0(1-0) U-22ベトナム代表 

 

<グループステージ第3戦> 



- 4 - 

 日  時：3月31日(火) 20:45キックオフ(現地時間) 

 会  場：マレーシア/Shah Alam Stadium 

 対  戦：U-22日本代表 1-0(1-0) U-22マレーシア代表 

 

(4) 海外遠征 

活動期間 12月6日(日)～14日(月) カタール/ドーハ 

                         UAE/ドバイ 

<第1戦> 

 日  時：12月10日(木)16:30 キックオフ(現地時間) 

 会  場：カタール/Suheim Bin Hamad Stadium 

 対  戦：U-22日本代表 0-0  U-22イエメン代表 

 

<第2戦> 

 日  時：12月13日(日)16:30 キックオフ(現地時間) 

 会  場：UAE/Thiyab Awana Stadium 

 対  戦：U-22日本代表 0-0 U-22ウズベキスタン代表 

 

(5) トレーニングキャンプ 

①活動期間 8月23日(日)～26日(水) 京都/京都 

②活動期間 10月25日(日)～29日(木) 佐賀/佐賀・鳥栖 

③活動期間 11月23日(月・祝)～26日(木) 神奈川/平塚 

④活動期間 12月22日(火)～30日(水) 沖縄/石垣 

 

 

４ U-18（FIFA U-20ワールドカップ2017）日本代表 

 

(1) 第27回バレンティン・グラナトキン国際フットボールトーナメント 

活動期間 2014年12月31日(水)～1月13日(火) 

大会期間 1月2日(金)～12日(月・祝) ロシア/サンクトペテルブルグ 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：1月3日(土) 14:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 0-1（0-1）U-18アゼルバイジャン代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：1月5日(月) 14:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 3-1（1-0）U-17ロシア代表 

 

＜2次リーグ第1戦＞ 

 日  時：1月7日(水) 14:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 2-0（2-0）U-18スロバキア代表 

 

＜2次リーグ第2戦＞ 

 日  時：1月8日(木) 14:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 0-0（0-0）U-18フィンランド代表 

 

＜7・8位決定戦＞ 

 日  時：1月11日(日) 12:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  
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 対  戦：U-18日本代表 3-0（2-0）U-18ブルガリア代表 

 

【最終順位】 

 第1位 U-18ロシア代表 

 第2位 U-18韓国代表 

 第3位 U-18スロベニア代表 ※第7位 U-18日本代表 

 

(2) トレーニングキャンプ 

①活動期間 3月24日(火)～28日(土) 大分/大分 

②活動期間 4月13日(月)～15日(水) 神奈川/横浜 

③活動期間 7月13日(月)～16日(木) 新潟/新発田 

④活動期間 12月7日(月)～10日(木) 千葉/市原 

 

(3) Panda Cup 2015 

活動期間 6月21日(日)～29日(月) 

大会期間 6月24日(水)～28日(日) 中国/成都 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：6月24日(水) 19:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Shuangliu Sports Center Stadium  

 対  戦：U-18日本代表 6-0（2-0）U-18キルギス代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：6月26日(金) 19:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Shuangliu Sports Center Stadium  

 対  戦：U-18日本代表 5-1（1-1）U-18中国代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：6月28日(日) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Shuangliu Sports Center Stadium  

 対  戦：U-18日本代表 2-1（2-0）U-18スロバキア代表 

 

【最終順位】 

 第1位 U-18日本代表 

 第2位 U-18スロバキア代表 

 第3位 U-18中国代表 

 第4位 U-18キルギス代表 

 

(4) 第39回2015SBSカップ国際ユースサッカー 

活動期間 8月10日(月)～16日(日) 

大会期間 8月13日(木)～16日(日) 静岡/藤枝他 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：8月13日(木) 16:00キックオフ 

 会  場：藤枝総合運動公園サッカー場  

 対  戦：U-18日本代表 1-1（0-0）（PK 6-5）U-18スペイン代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：8月14日(金) 16:00キックオフ 

 会  場：草薙陸上競技場  

 対  戦：U-18日本代表 1-2（0-2）静岡ユース 

 

＜グループステージ第3戦＞ 
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 日  時：8月16日(日) 17:20キックオフ 

 会  場：エコパスタジアム  

 対  戦：U-18日本代表 1-2（1-1）U-18クロアチア代表 

  

 【最終順位】 

 第1位 U-18クロアチア代表 

 第2位 U-18スペイン代表 

 第3位 静岡ユース 

 第4位 U-18日本代表 

 

(5) 2015長安フォードカップCFA国際ユース（U-18）フットボールトーナメント青島 

活動期間 9月4日(金)～12日(土) 

大会期間 9月7日(月)～11日(金) 中国/青島 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：9月7日(月) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Oingdao Guoxin Stadium 

 対  戦：U-18日本代表 4-0（1-0）U-18シリア代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：9月9日(水) 19:35キックオフ（現地時間） 

 会  場：Oingdao Guoxin Stadium 

 対  戦：U-18日本代表 0-1（0-0）U-18中国代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：9月11日(金) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Oingdao Guoxin Stadium 

 対  戦：U-18日本代表 1-1（1-0）U-18ウズベキスタン代表 

 

【最終順位】 

 第1位 U-18ウズベキスタン代表 

 第2位 U-18中国代表 

 第3位 U-18日本代表 

 第4位 U-18シリア代表 

 

(6) 海外遠征 

活動期間 5月18日(月)～21日(木) 韓国/議政府 

 

活動期間 11月9日(月)～17日(火) イングランド/マンチェスター 

＜国際親善試合＞ 

 日  時：11月15日(日) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Manchester City Academy Stadium 

 対  戦：U-18イングランド代表 5-1（3-1）U-18日本代表 

 

(7) AFC U-19選手権バーレーン2016予選（グループJ） 

活動期間 9月21日(月・祝)～10月8日(木) 

キャンプ 9月21日(月・祝)～26日(土) 静岡/掛川、他 

     9月27日(日)～10月1日(木) ラオス/ヴィエンチャン 

大会期間 10月2日(金)～6日(火) ラオス/ヴィエンチャン 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：10月2日(金) 19:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：National Sports Complex Stadium 
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 対  戦：U-18日本代表 2-0（1-0）U-18ラオス代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：10月4日(日) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：National Sports Complex Stadium 

 対  戦：U-18フィリピン代表 0-6（0-2）U-18日本代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：10月6日(火) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：National Sports Complex Stadium 

 対  戦：U-18日本代表 3-0（2-0）U-18オーストラリア代表 

 

【予選グループJ 最終順位】 

 第1位 U-18日本代表 

 第2位 U-18オーストラリア代表 

 第3位 U-18ラオス代表 

 第4位 U-18フィリピン代表 

 

※A～Jグループ各1位（10チーム）と2位チームの中から成績上位5チームに、開催国（バーレーン）

を加えた計16チームが、2016年10月に行われるAFC U-19選手権バーレーン2016の出場権を獲得。 

 

【AFC U-19選手権バーレーン2016出場国】 

 日本・ウズベキスタン・サウジアラビア・UAE・カタール・イラン・イラク・ベトナム・韓国 

 中国・イエメン・タジキスタン・タイ・朝鮮民主主義人民共和国・オーストラリア 

 バーレーン（開催国） 

 

５ U-17日本代表 

 

(1) 第11回国際ユーストーナメント（U‐17）Inミンスク2015 

活動期間 1月14日(水)～28日(水) 

大会期間 1月18日(日)～25日(日) ベラルーシ/ミンスク 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：1月18日(日) 14:10キックオフ(現地時間) 

 会  場：Football Covered Arena Minsk 

 対  戦：U-17日本代表 1-0（1-0）U-17フィンランド代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：1月20日(火) 18:30キックオフ(現地時間) 

 会  場：Football Covered Arena Minsk 

 対  戦：U-17日本代表 1-0（1-0）U-17リトアニア代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：1月21日(水) 16:20キックオフ(現地時間) 

 会  場：Football Covered Arena Minsk 

 対  戦：U-17日本代表 0-0（0-0）U-17ロシア代表 

 

＜順位決定戦 2位リーグ第1戦＞ 

 日  時：1月23日(金) 16:20キックオフ(現地時間) 

 会  場：Football Covered Arena Minsk 

 対  戦：U-17日本代表 1-1（1-1）(PK4-3) U-17ベルラーシ代表 

 

＜順位決定戦 2位リーグ第2戦＞ 
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 日  時：1月25日(日) 15:05キックオフ(現地時間) 

 会  場：Football Covered Arena Minsk 

 対  戦：U-17日本代表 2-0（1-0）U-17グルジア代表 

 

【最終順位】 

 第1位 U-17ロシア代表 

 第2位 U-17ラトビア代表 

 第3位 U-17モルドバ代表 

 第4位 U-17日本代表 

 

(2) サニックス杯国際ユースサッカー大会2015 

活動期間 3月16日(月)～22日(日) 

大会期間 3月19日(木)～22日(日)  福岡/宗像 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：3月19日(木) 10:00キックオフ 

 会  場：グローバルスタジアム 

 対  戦：U-17日本代表 1-1（1-0）（PK 2-4）U-17韓国代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：3月19日(木) 16:10キックオフ 

 会  場：グリーンフィールドA 

 対  戦：U-17日本代表 5-0（2-0）杭州緑城ユース 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：3月20日(金) 11:50キックオフ 

 会  場：グリーンフィールドB 

 対  戦：U-17日本代表 13-0（7-0）カヴェンデッシュロードステードハイスクール 

 

＜準々決勝＞ 

 日  時：3月21日(土) 9:30キックオフ 

 会  場：グリーンフィールドA 

 対  戦：U-17日本代表 1-0（1-0）国見高校 

 

＜準決勝＞ 

 日  時：3月21日(土) 14:00キックオフ 

 会  場：グローバルスタジアム 

 対  戦：U-17日本代表 0-1（0-1）青森山田高校 

 

＜3位決定戦＞ 

 日  時：3月22日(日) 11:30キックオフ 

 会  場：グローバルスタジアム 

 対  戦：U-17日本代表 4-0（1-0）三菱養和SCユース 

 

【最終順位】 

 第1位 U-17韓国代表 

 第2位 青森山田高校 

 第3位 U-17日本代表 

 

(3) 第18回国際ユースサッカーIN新潟 

活動期間 7月14日(火)～20日(月・祝) 

大会期間 7月18日(土)～20日(月・祝)  新潟/新発田、他 
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＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：7月18日(土) 14:10キックオフ 

 会  場：スポアイランド聖籠 

 対  戦：U-17日本代表 4-0（1-0）U-17メキシコ代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：7月19日(日) 16:30キックオフ 

 会  場：五十公野公園陸上競技場 

 対  戦：U-17日本代表 4-1（0-1）U-17新潟選抜 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：7月20日(月・祝) 14:10キックオフ 

 会  場：デンカビックスワンスタジアム 

 対  戦：U-17日本代表 （試合不成立） U-17セルビア代表 

※ハーフタイム中、U-17セルビア代表の2選手が熱中症となり救急車で病院に搬送させる事態発生。

U-17セルビア代表がこれ以上試合を行うのは困難と判断したため、後半を行わず試合は不成立。

その結果、日本が不戦勝となった。 

 

【最終順位】 

 第1位 U-17日本代表 

 第2位 U-17メキシコ代表 

 第3位 U-17新潟選抜 

 第4位 U-17セルビア代表 

 

(4) 第22回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント 

活動期間 8月14日(金)～24日(月) 

キャンプ 8月14日(金)～17日(月)  静岡/J-STEP、チェコ 

大会期間 8月18日(火)～22日(土) チェコ/バルドゥビツェ 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：8月18日(火) 17:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Lazne Bohdanec 

 対  戦：U-17日本代表 2-0 (1-0) U-17ウクライナ代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：8月19日(水) 17:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Vysoke Myto 

 対  戦：U-17日本代表 1-4 (0-2) U-17チェコ代表 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：8月21日(金) 17:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Hlinsko 

 対  戦：U-17日本代表 2-2 (1-0)(PK1-3) U-17ハンガリー代表 

 

<5・6位決定戦> 

 日  時：8月22日(土) 11:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Lazne Bohdanec 

 対  戦：U-17日本代表 3-1 (1-1) U-17スロバキア代表 

 

【最終順位】 

 第1位 U-17チェコ代表 

 第2位 U-17ロシア代表 

 第3位 U-17スロヴェニア代表 
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 第4位 U-17ハンガリー代表 

 第5位 U-17日本代表 

 

６ U-16（FIFA U-20ワールドカップ2019）日本代表 

 

(1) 第12回デッレナツィオーニトーナメント 

活動期間 4月22日(水)～5月3日(日・祝) 

大会期間 4月25日(土)～5月1日(金) イタリア/グラディスカ 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：4月25日(土) 17:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Fiumicello 

 対  戦：U-16日本代表 2-1 (1-0) U-16サウジアラビア代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：4月26日(日) 14:00キックオフ 

 会  場：Lignano 

 対  戦：U-16日本代表 1-1 (0-0) U-16イングランド代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：4月27日(月) 17:00キックオフ 

 会  場：Monfalcone 

 対  戦：U-16日本代表 0-0 (0-0) U-16イタリア代表 

 

＜順位決定戦 5位-8位トーナメント＞ 

 日  時：4月29日(水) 17:00キックオフ 

 会  場：Ajdovscina/スロヴェニア 

 対  戦：U-16日本代表 2-1 (1-1) U-16クロアチア代表 

 

＜順位決定戦 5位-6位決定戦＞ 

 日  時：5月1日(金) 11:00キックオフ 

 会  場：Bilie/スロヴェニア 

 対  戦：U-16日本代表 3-0 (2-0) U-16イングランド代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位  U-16アメリカ代表 

 第2位  U-16オーストリア代表 

 第3位  U-16スロヴェニア代表 

 第4位  U-16イタリア代表 

 第5位  U-16日本代表 

 

(2) U-16 インターナショナルドリームカップ2015 JAPAN Presented by JFA 

活動期間 6月22日(月)～28日(日)  

大会期間 6月24日(水)～28日(日) 大阪／J-GREEN 堺他 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：6月24日(水) 14:33キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 メインフィールド 

 対  戦：U-16日本代表 7-0 (1-0) U-16コスタリカ代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：6月26日(金) 14:33キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 メインフィールド 



- 11 - 

 対  戦：U-16日本代表 2-0 (1-0) U-16チリ代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：6月28日(日) 15:00キックオフ 

 会  場：キンチョウスタジアム 

 対  戦：U-16日本代表 3-1 (0-0) U-16フランス代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位 U-16日本代表 

 第2位 U-16チリ代表 

 第3位 U-16フランス代表 

 第4位 U-16コスタリカ代表 

 

(3) Balcom BMW 平和祈念広島国際ユースサッカー2015 

活動期間 8月7日(金)～12日(水)  

大会期間 8月9日(日)～12日(水) 広島／広島市 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：8月9日(日) 16:00キックオフ 

 会  場：広島広域公園第一球技場 

 対  戦：U-17広島県選抜0-2 (0-2) U-16日本代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：8月11日(火) 16:00キックオフ 

 会  場：広島広域公園第一球技場 

 対  戦：U-16日本代表 0-1 (0-0) U-17ウズベキスタン代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：8月12日(水) 15:30キックオフ 

 会  場：広島広域公園第一球技場 

 対  戦：U-16日本代表 0-2 (0-1) U-17ポーランド代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位 U-17ウズベキスタン代表 

 第2位 U-17ポーランド代表 

 第3位 U-16日本代表 

 第4位 U-17広島県選抜 

 

７ U-15（FIFA U-17ワールドカップ2017）日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

 ①活動期間 2月20日(金)～23日(月） 大阪／J-GREEN 堺 

 ②活動期間 2月27日(金)～3月2日(月） 神奈川／平塚市 

 ③活動期間 5月15日(金)～18日(月） 千葉／市原市 

 ④活動期間 6月5日(金)～8日(月） 東京／港区 

 ⑤活動期間 8月24日(月)～28日(金） 千葉／秋津市 

 ⑥活動期間 12月8日(火)～12日(土） 熊本／熊本市 

 

＜国際親善試合＞  

 日  時：12月9日(水) 15:00キックオフ 

 会  場：熊本県民総合運動公園補助競技場 

 対  戦：U-15日本代表 1-3（1-3）U-15韓国代表 
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＜国際親善試合＞  

 日  時：12月11日(金) 15:00キックオフ 

 会  場：熊本県民総合運動公園補助競技場 

 対  戦：U-15日本代表 4-1（1-1）U-15韓国代表 

 

(2) 海外遠征 

①活動期間 4月12日(日)～19日(日） インドネシア／ボゴール 

＜国際親善試合＞  

 日  時：4月15日(水) 15:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：JJSSentul 

 対  戦：U-15日本代表 1-2（1-1）U-15インドネシア代表 

 

＜国際親善試合＞  

 日  時：4月17日(金) 8:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：JJSSentul 

 対  戦：U-15日本代表 3-0（2-0）U-15インドネシア代表 

 

＜トレーニングマッチ＞  

 日  時：4月18日(土) 9:00キックオフ（現地時間）※30分✕3本 

 会  場：PPLPD school 

 対  戦：U-15日本代表 6-0（1st 3-0,2nd0-0）U-18 PPLPD school of athletic 

 

②活動期間 7月20日(月・祝)～30日(木) タイ／バンコク 

＜国際親善試合＞  

 日  時：7月23日(木) 17:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：LEO Stadium 

 対  戦：U-15日本代表 4-0（1-0）U-16タイ代表 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：7月25日(土) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：LEO Stadium training pitch 

 対  戦：U-15日本代表 4-2（3-1）U-18 Bangkok Glass FC 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：7月27日(月) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Chonburi Municipality Stadium 

 対  戦：U-15日本代表 4-2（1-2）U-18 Chonburi FC 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：7月29日(水) 9:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：SCG Stadium Training Field 

 対  戦：U-15日本代表 5-1（3-1）U-18 SCG Muangthong United 

 

(3) AFC U-16選手権インド2016予選 

活動期間 9月6日(日)～21日(月・祝) 長野県／上田市 

大会期間 9月2日(水)～20日(日)  モンゴル／ウランバートル 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：9月16日(水) 17:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Football Centre MFF 

 対  戦：U-15モンゴル代表 0-17（0-10）U-15日本代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 
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 日  時：9月20日(日) 17:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Football Centre MFF 

 対  戦：U-15日本代表 7-0（2-0）U-15香港代表 

 

＜グループK 最終順位＞ 

 第1位 U-15日本代表 

 第2位 U-15香港代表 

 第3位 U-15モンゴル代表 

※A～Kグループ各1位（11チーム）と2位チームの中から成績上位4チームに、開催国（インド）

を加えた計16チームが、2016年9月に行われるAFC U-16選手権インド2016の出場権を獲得。  

 

【AFC U-16選手権インド2016出場国】  

ウズベキスタン、カザフスタン、イラク、サウジアラビア、イラン、クウェート、マレーシア、

朝鮮民主主義人民共和国、韓国、オーストラリア、日本、ベトナム、タイ、UAE、オマーン、 

インド 

 

(4) SPORTS FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流大会 

活動期間 3月23日(月)～29日(日)  

大会期間 3月25日(水)～29日(日) 大阪／J-GREEN 堺 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：3月25日(水) 15:20キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：U-15日本代表 4-0 (2-0) U-15ウズベキスタン代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：3月26日(木) 10:50キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：U-15イラン代表2-1 (1-0) U-15日本代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：3月27日(金) 9:30キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：U-15アフガニスタン代表0-0 (0-0) U-15日本代表 

 

＜グループステージ第4戦＞ 

 日  時：3月27日(金) 14:00キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：京都サンガF.C.U-15 0-2 (0-1) U-15日本代表 

 

＜順位決定戦＞ 

 日  時：3月29日(日) 10:20キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：U-15キルギス代表 0-7 (0-6) U-15日本代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位  U-15イラン代表 

 第2位  U-15タジキスタン代表 

 第3位  U-15日本代表 

 第4位  U-15キルギス代表 

 第5位  JFAアカデミー(福島・熊本宇城)U-15 

 第6位  京都サンガF.C.U-15 

 第7位  FC東京U-15深川 
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 第7位  U-15ウズベキスタン代表 

 第9位  U-15アフガニスタン代表 

 第10位 U-15トルクメニスタン代表 

 

(5) 日本-メコンU-15サッカー交流プログラム 

活動期間 6月29日(月)～7月3日(金)  

大会期間 7月1日(水)～3日(金) 大阪／J-GREEN 堺 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：7月1日(水) 9:30キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：U-15日本代表 5-0 (3-0) U-15カンボジア代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：7月1日(水) 14:00キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：U-15日本代表 1-0 (0-0) ヴィッセル神戸U-15 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：7月2日(木) 11:00キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S2 

 対  戦：U-15ベトナム代表 2-3 (2-0) U-15日本代表 

 

＜順位決定戦＞ 

 日  時：7月3日(金) 11:00キックオフ 

 会  場：J-GREEN 堺 S1 

 対  戦：U-15日本代表 2-0 (1-0) サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース 

 

＜最終順位＞ 

 第1位  U-15日本代表 

 第2位  サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース 

 第3位  U-15ベトナム代表 

 第4位  U-15ラオス代表 

 第5位  ヴィッセル神戸U-15 

 第6位  U-15ミァンマー代表 

 第7位  U-15タイ代表 

 第8位  U-15カンボジア代表 

 

(6) バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2015 

活動期間 10月24日(土)～11月3日(火・祝)  

大会期間 10月27日(火)～31日(土) フランス／パリ 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：10月27日(火) 14:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Stade Marcel Laveau  

 対  戦：U-15日本代表 4-3 (2-2) U-15イングランド代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：10月29日(木) 16:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Complexe Sportif Philippe De Dieuleveut 

 対  戦：U-15フランス代表 2-3 (0-2) U-15日本代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 
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日  時：10月31日(土) 14:00キックオフ(現地時間) 

会  場：Complexe Sportif Philippe De Dieuleveut 

対  戦：U-15日本代表 0-3 (0-2) U-15オランダ代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位 U-15フランス代表 

 第2位 U-15日本代表 

 第3位 U-15オランダ代表 

 第4位 U-15イングランド代表 

 

８ 大学選抜男子（2015ユニバーシアード） 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 3月6日(金)～20日(金) スペイン/バルセロナ 

 

(2) 第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州) 

活動期間 6月22日(月)～7月14日(火)  

キャンプ 6月22日(月)～27日(土) 静岡/御殿場 

大会期間 6月28日(日)～7月13日(月) 韓国/光州 

 

＜第1戦＞ 

日  時：7月2日(木) 16:30キックオフ（現地時間） 

会  場：Jeongeup Public Stadium 

対  戦：ユニバーシアード日本代表 2-1（0-0）ユニバーシアードイラン代表 

 

＜第2戦＞ 

日  時：7月5日(日) 11:00キックオフ（現地時間） 

会  場：Yeonggwang Sportium Football Field 

対  戦：ユニバーシアード日本代表 1-0（0-0）ユニバーシアードブラジル代表 

 

＜第3戦＞ 

日  時：7月7日(火) 11:00キックオフ（現地時間） 

会  場：Jeongeup Public Stadium 

対  戦：ユニバーシアード日本代表 4-0（2-0）ユニバーシアードマレーシア代表 

 

＜準々決勝＞ 

日  時：7月9日(木) 16:30キックオフ（現地時間） 

会  場：Mokpo International Football Center Secondary 

対  戦：ユニバーシアード日本代表 1-0（1-0）ユニバーシアードフランス代表 

 

＜準決勝＞ 

日  時：7月11日(土) 11:00キックオフ（現地時間） 

会  場：Yeonggwang Sportium Football Field 

対  戦：ユニバーシアード日本代表 0-0（0-0）（PK 1-3）ユニバーシアードイタリア代表 

 

＜3位決定戦＞ 

日  時：7月13日(月) 16:00キックオフ（現地時間） 

会  場：Naju Public Stadium 

対  戦：ユニバーシアード日本代表 0-0（0-0）（PK 7-6）ユニバーシアードブラジル代表 

 

【最終順位】 

 第1位 ユニバーシアードイタリア代表 

 第2位 ユニバーシアード韓国代表 
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 第3位 ユニバーシアード日本代表 

 第4位 ユニバーシアードブラジル代表 

  

９ なでしこジャパン(日本女子代表) 

  

(1) アルガルベカップ2015 

活動期間 2月23日(月)～3月13日(金) 

大会期間 3 月4日(水)～11日(水) ポルトガル 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：3月4日(水) 14:10キックオフ (現地時間) 

 会  場：Mun.Stadium Bela Vista – Parchal 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 1-2 (1-1) デンマーク女子代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：3月6日(金) 12:10キックオフ (現地時間) 

 会  場：Algarve Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 3-0 (1-0) ポルトガル女子代表 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：3月9日(月) 14:10キックオフ (現地時間) 

 会  場：Mun.Stadium Bela Vista – Parchal 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 1-3 (1-0) フランス女子代表 

 

<順位決定戦> 

 日  時：3月11日(水) 12:15キックオフ (現地時間) 

 会  場：Algarve Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 2-0 (0-0) アイスランド女子代表 

 

【最終順位】 

 第1位  アメリカ女子代表 

 第2位  フランス女子代表 

 第3位  ドイツ女子代表 

 第4位  スウェーデン女子代表 

 第5位  ノルウェー女子代表 

 第6位  デンマーク女子代表 

 第7位  ブラジル女子代表 

 第8位  スイス女子代表 

 第9位  日本女子代表 

 第10位 アイスランド女子代表 

 第11位 ポルトガル女子代表 

 第12位 中国女子代表 

 

(2) MS&AD なでしこカップ 2015 

期  日：5月24日（日） 19:10キックオフ 

会  場：香川／香川県立丸亀競技場 

対  戦：なでしこジャパン（日本女子代表）1-0（1－0）ニュージーランド女子代表 

入場者数：14,154人 

 

(3) キリンチャレンジカップ2015 

期  日：5月28日（木） 19:20キックオフ 

会  場：長野／南長野運動公園総合球技場 

対  戦：なでしこジャパン（日本女子代表）1-0（1-0）イタリア女子代表 
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入場者数：14,453人 

 

(4) FIFA女子ワールドカップ2015カナダ 

活動期間 5月31日(日)～7月7日(火) 

大会期間 6月6日(土)～7月5日(日)       カナダ 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：6月8日(月) 19:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：BC Place Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 1-0 (1-0) スイス女子代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：6月12日(金) 19:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：BC Place Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 2-1 (2-0) カメルーン女子代表 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：6月16日(火) 16:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：Winnipeg Stadium 

 対  戦：エクアドル女子代表0-1 (0-1) なでしこジャパン(日本女子代表) 

 

<Round of 16> 

 日  時：6月23日(火) 19:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：BC Place Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 2-1 (1-0) オランダ女子代表 

 

<Quarter Finals> 

 日  時：6月27日(土) 14:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：Commonwealth Stadium 

 対  戦：オーストラリア0-1(0-0) なでしこジャパン(日本女子代表) 

 

<Semi Finals> 

 日  時：7月1日(水) 17:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：Commonwealth Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 2-1 (1-1) イングランド女子代表 

 

<Final> 

 日  時：7月5日(日) 16:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：BC Place Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 2-5 (1-4) アメリカ女子代表 

 

【最終順位】 

 第1位  アメリカ女子代表 

 第2位  日本女子代表 

 第3位  イングランド女子代表 

 第4位  ドイツ女子代表 

 

(5) EAFF女子東アジアカップ2015 

活動期間 7月27日(月)～8月9日(日) 

キャンプ 7月27日(月)～31日(金) 愛知県 

大会期間 8月1日(土)～8日(土) 中国/武漢 

 

＜第1戦＞  
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 日  時：8月1日(土) 18：20キックオフ（現地時間）  

 会  場：Wuhan Sports Center Stadium  

 対  戦：朝鮮民主主義人民共和国女子代表 4-2（1-0）なでしこジャパン（日本女子代表） 

 

＜第2戦＞  

 日  時：8月4日(火) 18：20キックオフ（現地時間）  

 会  場：Wuhan Sports Center Stadium 

 対  戦：なでしこジャパン(日本女子代表) 1-2（1-0）韓国女子代表 

 

＜第3戦＞  

 日  時：8月8日(土) 20：10キックオフ（現地時間）  

 会  場：Wuhan Sports Center Stadium  

 対  戦：中国女子代表 0-2（0－0）なでしこジャパン（日本女子代表） 

 

【最終順位】  

 第1位 朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

 第2位 韓国女子代表 

 第3位 日本女子代表 

 第4位 中国女子代表 

 

(6) 海外遠征 

活動期間 11月22日(日)～12月1日(火) 

期  日：11月29日(日) 16:30キックオフ 

会  場：FC Volendam Stadium  

対  戦：なでしこジャパン（日本女子代表）1-3（0－2）オランダ 

 

10 U-23日本女子代表 

 

(1) ラ・マンガ国際大会 

活動期間 2月23日(月)～3月4日(水) 

大会期間 2月26日(木)～3月2日(月) スペイン/ムルシア 

 

＜第1戦＞ 

 日  時：2月26日(木) 18:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：La Manga Pitch A 

 対  戦：U-23日本女子代表 0-1（0-0） U-23アメリカ女子代表 

 

＜第2戦＞ 

 日  時：2月28日(土) 18:10キックオフ（現地時間） 

 会  場：La Manga Pitch A 

 対  戦：U-23日本女子代表 2-3（0-2） U-23スウェーデン女子代表 

 

＜第3戦＞ 

 日  時：3月2日(月) 17:50キックオフ（現地時間） 

 会  場：La Manga Pitch A 

 対  戦：U-23日本女子代表 1-0（0-0）U-23ノルウェー女子代表 

 

(2) トレーニングキャンプ 

活動期間 11月23日(月・祝)～26日(木)        静岡県/静岡市 

 

11 U-19日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 
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①活動期間 2月6日(金)～11日(水・祝)         鹿児島県/薩摩郡 

②活動期間 4月19日(日)～23日(木)        静岡県/静岡市 

③活動期間 7月27日(月)～31日(金）              新潟県/十日町市 

④活動期間 11月30日(月）～12月3日(木） 宮崎県/宮崎市 

 

(2) 2015U-20女子NTC招待 

活動期間 5月30日（土）～6月8日（月）        アメリカ/ロサンゼルス 

 

＜第1戦＞ 

 日  時：6月2日(火) 18:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Glenn "Mooch" Myernick Field 

 対  戦：U-19日本女子代表 3-0（2-0） U-19アメリカ女子代表 

 

＜第2戦＞ 

 日  時：6月4日(木) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Glenn "Mooch" Myernick Field 

 対  戦：U-19日本女子代表 4-0（1-0） U-19ブラジル女子代表 

 

＜第3戦＞ 

 日  時：6月6日(土) 12:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Glenn "Mooch" Myernick Field 

 対  戦：U-19日本女子代表 9-0（4-0） U-19メキシコ女子代表 

 

【最終順位】 

 第1位 U-19日本女子代表 

 第2位 U-19アメリカ女子代表 

 第3位 U-19ブラジル女子代表 

 第4位 U-19メキシコ女子代表 

 

(3) AFC U-19女子選手権2015 

活動期間 8月10日（月）～31日（月） 

キャンプ 8月10日（月）～17日（月）        和歌山県、中国 

大会期間 8月18日（火）～29日（土）        中国/南京 

 

＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：8月18日(火) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiangsu Training Base Stadium 

 対  戦：U-19日本女子代表 2-0（2-0）U-19オーストラリア女子代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：8月20日(木) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiangsu Training Base Stadium 

 対  戦：U-19ウズベキスタン女子代表 0-6（0-4）U-19日本女子代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：8月22日(土) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiangning Sports Centre Stadium 

 対  戦：U-19中国女子代表 3-2（1-0）U-19日本女子代表 

 

＜準決勝＞ 

 日  時：8月26日(水) 16:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiangning Sports Centre Stadium 

 対  戦：U-19日本女子代表 1-0（0-0） U-19韓国女子代表 
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＜決勝＞ 

 日  時：8月29日(土) 20:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiangning Sports Centre Stadium 

 対  戦：U-19日本女子代表 0-0(延長)(PK4-2) U-19朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位 U-19日本女子代表 

 第2位 U-19朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

 第3位 U-19韓国女子代表 

 第4位 U-19中国女子代表 

 

※上位3チームが2016年11月に行われるFIFAU-20女子ワールドカップパプアニューギニア2016の

出場権を獲得 

 

【FIFAU-20女子ワールドカップパプアニューギニア2016出場国】 

日本、朝鮮民主主義人民共和国、韓国 

 

13 U-16日本女子代表 

 

(1) 2015U-17女子NTC招待 

活動期間 2月8日(日)～17日(火)  アメリカ/ロサンゼルス 

＜第1戦＞ 

 日  時：2月11日(水・祝) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Glenn "Mooch" Myernich Field 

 対  戦：U-16日本女子代表 8-0（3-0） U-16カナダ女子代表 

 

＜第2戦＞ 

 日  時：2月13日(金) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Glenn "Mooch" Myernich Field 

 対  戦：U-16日本女子代表 2-0（1-0） U-16メキシコ女子代表 

 

＜第3戦＞ 

 日  時：2月15日(日) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Glenn "Mooch" Myernich Field 

 対  戦：U-16日本女子代表 1-3（0-0） U-16アメリカ女子代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位 U-16アメリカ女子代表 

 第2位 U-16日本女子代表 

 第3位 U-16メキシコ女子代表 

 第4位 U-16カナダ女子代表 

 

(2) トレーニングキャンプ 

①活動期間 4月27日(月)～30日(木)            静岡県/御殿場市 

②活動期間 6月22日(月)～25日(木)            大阪府/堺市 

③活動期間 8月17日(月)～23日(日）           新潟県/十日町市 

④活動期間 10月5日(月）～8日(木)        鹿児島県/薩摩郡 

 

(3) AFC U-16女子選手権 2015 

活動期間 10月27日（火）～11月16日（月） 

キャンプ 10月27日（火）～11月3日（火・祝） 静岡県、中国 

大会期間 11月 4日（水）～ 15日（日）         中国/武漢 
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＜グループステージ第1戦＞ 

 日  時：11月5日(木) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Xinhua Road Stadium 

 対  戦：U-16日本女子代表 4-0（0-0）U-16ウズベキスタン女子代表 

 

＜グループステージ第2戦＞ 

 日  時：11月7日(土) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Xinhua Road Stadium 

 対  戦：U-16チャイニーズ・タイペイ女子代表 0-6（0-5）U-16日本女子代表 

 

＜グループステージ第3戦＞ 

 日  時：11月9日(月) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Xinhua Road Stadium 

 対  戦：U-16日本女子代表 1-1（0-1）U-16朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

 

＜準決勝＞ 

 日  時：11月12日(木) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Xinhua Road Stadium 

 対  戦：U-16日本女子代表 8-0（3-0）U-16タイ女子代表 

 

＜決勝＞ 

 日  時：11月15日(日) 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Xinhua Road Stadium 

 対  戦：U-16朝鮮民主主義人民共和国女子代表 1-0（1-0）U-16日本女子代表 

 

＜最終順位＞ 

 第1位 U-16朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

 第2位 U-16日本女子代表 

 第3位 U-16中国女子代表 

 

※上位2チームと開催国のヨルダンが2016年9月に行われるFIFAU-17女子ワールドカップヨルダ

ン2016の出場権を獲得。 

 

【FIFAU-17女子ワールドカップヨルダン2016出場国】 

朝鮮民主主義人民共和国、日本、中国 

 

14 大学選抜女子（2015ユニバーシアード） 

 

(1) トレーニングキャンプ 

活動期間 4月20日(月)～23日(木) 東京/北区 

 

(2) 第28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州） 

活動期間 6月23日（火）～7月13日（月） 

キャンプ 6月23日（火）～28日（日） 静岡/御殿場 

大会期間 6月29日（月）～7月12日(日) 韓国/光州 

 

＜第1戦＞ 

 日  時：7月2日(木) 16:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Mokpo International Football Center 

 対  戦：ユニバーシアード日本女子代表 0-0(0-0) ユニバーシアードロシア女子代表 

 

＜第2戦＞ 
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 日  時：7月4日(土) 11:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Boseong Public Stadium 

 対  戦：ユニバーシアード日本女子代表 14-0(9-0) ユニバーシアードコロンビア女子代表 

 

＜第3戦＞ 

 日  時：7月6日(月) 11:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Naju Public Stadium 

 対  戦：ユニバーシアード日本女子代表 2-0(1-0) ユニバーシアードメキシコ女子代表 

 

＜準々決勝＞ 

 日  時：7月8日(水) 16:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Naju Public Stadium 

 対  戦：ユニバーシアード日本女子代表 0-0(0-0)(PK 3-1) ユニバーシアード中国女子代表 

 

＜準決勝＞ 

 日  時：7月10日(金) 16:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Naju Public Stadium 

 対  戦：ユニバーシアード日本女子代表1-1(0-0)(PK6-7)ユニバーシアードフランス女子代表 

 

＜3位決定戦＞ 

 日  時：7月12日(日) 16:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Naju Public Stadium 

 対  戦：ユニバーシアードカナダ女子代表 0-5(0-3) ユニバーシアード日本女子代表 

 

【最終順位】 

 第1位 ユニバーシアードフランス女子代表 

 第2位 ユニバーシアードロシア女子代表 

 第3位 ユニバーシアード日本女子代表 

 第4位 ユニバーシアードカナダ女子代表 

 

(3) 海外遠征 

活動期間 12月11日(金)～13日(日) 

＜国際親善試合＞ チャイニーズ・タイペイ 

 期  日：12月12日(土) 19:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Taipei Municipal Stadium 

 対  戦：ユニバーシアード日本女子代表 4-1（1-1）チャイニーズ・タイペイ女子代表 

 

15 フットサル日本代表 

 

(1) 海外遠征 

活動期間 11月24日(火)～12月9日(水) クロアチア/チェコ 

＜国際親善試合＞ 

 日  時：11月29日(日) 18:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：Arena Varaždin/Varaždin 

 対  戦：フットサル日本代表 3-4（0-3）フットサルクロアチア代表 

 

＜国際親善試合＞ 

 日  時：12月1日(火) 19:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：SD Gradski vrt/ Osijek 

 対  戦：フットサル日本代表 0-4（0-2）フットサルクロアチア代表 

 

＜国際親善試合＞ 

 日  時：12月6日(日) 18:00キックオフ (現地時間) 
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 会  場：City Sports Hall 

 対  戦：フットサル日本代表 5-4（0-2）フットサルチェコ代表 

 

＜国際親善試合＞ 

 日  時：12月7日(月) 18:00キックオフ (現地時間) 

 会  場：Sports Hall Kadan 

 対  戦：フットサル日本代表 3-2（1-1）フットサルチェコ代表 

 

(2) トレーニングキャンプ 

①活動期間 6月1日(月)～3日(水) 千葉県/千葉市 

②活動期間 6月8日(月)～10日(水) 千葉県/千葉市 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：6月9日(火) 15:00キックオフ 

 会  場：千葉ポートアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 2-1（2-1）フットサルベトナム代表 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：6月10日(水) 13:30キックオフ 

 会  場：千葉ポートアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 7-2（2-1）フットサルベトナム代表 

 

③活動期間 9月7日(月)～9日(水) 大分県/別府市 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：9月8日(火) 15:00キックオフ 

 会  場：べっぷアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 6-5（1-4）フットサルマレーシア代表 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：9月9日(水) 12:00キックオフ 

 会  場：べっぷアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 7-1（4-0）フットサルマレーシア代表 

 

④活動期間 9月28日(月)～30日(水) 静岡県/袋井市 

⑤活動期間 10月5日(月)～7日(水) 愛知県/名古屋市 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：10月6日(火) 14：30キックオフ 

 会  場：テバオーシャンアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 7-1（3-1）フットサルクウェート代表 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：10月7日(水) 11:30キックオフ 

 会  場：テバオーシャンアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 2-0（2-0）フットサルクウェート代表 

 

⑥活動期間 11月9日(月)～11日(水) 愛知県/名古屋市 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：11月10日(火) 13：00キックオフ 

 会  場：テバオーシャンアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 3-0（1-0）フットサルウズベキスタン代表 

 

＜トレーニングマッチ＞ 

 日  時：11月11日(水) 13:00キックオフ 
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 会  場：テバオーシャンアリーナ 

 対  戦：フットサル日本代表 4-4（4-1）フットサルウズベキスタン代表 

 

16 U-18フットサル日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

①活動期間 9月21日(月・祝)～23日(水・祝) 茨木県/鹿嶋市 

②活動期間 12月23日(水・祝)～25日(金) 大阪府/堺市 

 

17 フットサル日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

①3月26日(木)～29日(日)                宮城県/仙台市 

 ※実施はフットサル日本女子選抜チームとして、トリムカップに参加 

②7月16日(木)～20日(月)                 兵庫県/神戸市 

 

(2) AFC女子フットサル選手権 2015 

活動期間 9月15日(火)～9月27日(日) 

キャンプ 9月15日(火)～9月17日(木) 三重県/鈴鹿市 

大会期間 9月18日(金)～26日(土) マレーシア 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：9月21日(月) 14:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Nilai Indoor Stadium 

 対  戦：フットサル日本女子代表 4-2 (3-0) フットサルベトナム女子代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：9月22日(火) 14:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Nilai Indoor Stadium 

 対  戦：フットサルタイ女子代表 2-3 (0-2) フットサル日本女子代表 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：9月23日(水) 14:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Nilai Indoor Stadium 

 対  戦：フットサル日本女子代表 7-1 (5-0) フットサル中国女子代表 

 

<準決勝> 

 日  時：9月25日(金) 19:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Nilai Indoor Stadium 

 対  戦：フットサル日本女子代表 8-1 (3-0) フットサルマレーシア女子代表 

 

<決勝> 

 日  時：9月26日(土) 19:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Nilai Indoor Stadium 

 対  戦：フットサル日本女子代表 0-1 (0-1) フットサルイラン女子代表 

 

【最終順位】 

 第1位 フットサルイラン女子代表 

 第2位 フットサル日本女子代表 

 第3位 フットサルタイ女子代表 

 第4位 フットサルマレーシア女子代表 

 

(3) 第6回世界女子フットサルトーナメントグアテマラ2015 
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活動期間 11月18日(水)～12月1日(火) 

キャンプ 11月18日(水)～23日(月・祝)                 大阪/大阪府、グアテマラ 

大会期間 11月24日(火)～29日(日)            グアテマラ/グアテマラシティ 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：11月24日(火) 20:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Domo Polideportivo 

 対  戦：フットサルグアテマラ女子代表 2-1 (2-0) フットサル日本女子代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：11月25日(水) 15:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Domo Polideportivo 

 対  戦：フットサルスペイン女子代表 5-2 (2-1) フットサル日本女子代表 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：11月26日(木) 15:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Domo Polideportivo 

 対  戦：フットサル日本女子代表 0-2 (0-0) フットサルロシア女子代表 

 

<7・8位決定戦> 

 日  時：11月27日(金) 20:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Domo Polideportivo 

 対  戦：フットサルイラン女子代表 1-2 (0-1) フットサル日本女子代表 

 

【最終順位】 

 第1位 フットサルブラジル女子代表 

 第2位 フットサルロシア女子代表 

 第3位 フットサルスペイン女子代表 

 第4位 フットサルポルトガル女子代表 

 ※フットサル日本女子代表は第8位。 

 

18 ビーチサッカー日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

①活動期間 2月18日(水)～22日(日) 兵庫/明石市 

②活動期間 3月7日(土)～10日(火) 沖縄/金武町 

③活動期間 5月21日(木)～27日(水) 沖縄/金武町 

 

(2) 海外遠征 

活動期間 1月12日(月・祝)～27日(火) ブラジル、アルゼンチン 

 

(3) FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル2015アジア予選/AFCビーチサッカー選手権2015 

活動期間 3月16日(月)～30日(月) 

キャンプ 3月16日(月)～22日(日) UAE、カタール 

大会期間 3月23日(月)～28日(土) カタール/ドーハ 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：3月23日(月) 17:30キックオフ(現地時間) 

 会  場：Katara Beach 

 対  戦：ビーチサッカー日本代表 5-3 (3-3) (2-0) (0-0) ビーチサッカークウェート代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：3月24日(火) 17:30キックオフ(現地時間) 
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 会  場：Katara Beach 

 対  戦：ビーチサッカーベトナム代表 2-3 (0-3) (0-0) (2-0) ビーチサッカー日本代表 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：3月25日(水) 17:30キックオフ(現地時間) 

 会  場：Katara Beach 

 対  戦：ビーチサッカー日本代表 5-0 (1-0) (1-0) (3-0) ビーチサッカー中国代表 

 

<準々決勝> 

 日  時：3月26日(木) 20:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Katara Beach 

 対  戦：ビーチサッカー日本代表 5-2 (0-1) (2-0) (3-1) ビーチサッカーバーレーン代表 

 

<準決勝> 

 日  時：3月27日(金) 20:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Katara Beach 

 対  戦：ビーチサッカーイラン代表 4-5 (2-0) (1-4) (1-1) ビーチサッカー日本代表 

 

<決勝> 

 日  時：3月28日(土) 20:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Katara Beach 

 対  戦：ビーチサッカーオマーン代表1-1(1-0)(0-1)(0-0)(PK3-2) ビーチサッカー日本代表 

 

【最終順位】 

 第1位 ビーチサッカーオマーン代表 

 第2位 ビーチサッカー日本代表 

 第3位 ビーチサッカーイラン代表 

 第4位 ビーチサッカーレバノン代表 

 

※上位3チームが2015年7月に行われたFIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル2015の出

場権を獲得。 

 

【FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル出場国】 

オマーン、日本、イラン 

 

(4) FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル2015 

活動期間 7月1日(水)～18日(土) 

大会期間 7月9日(木)～18日(土)  ポルトガル/エスピーニョ 

 

<グループステージ第1戦> 

 日  時：7月9日(木) 14:30キックオフ(現地時間) 

 会  場：Espinho Stadium 

 対  戦：ビーチサッカーポルトガル代表 4-2(1-0)(2-1)(1-1) ビーチサッカー日本代表 

 

<グループステージ第2戦> 

 日  時：7月11日(土) 16:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Espinho Stadium 

 対  戦：ビーチサッカー日本代表 4-3(0-1)(4-1)(0-1) ビーチサッカーアルゼンチン代表 

 

<グループステージ第3戦> 

 日  時：7月13日(月) 16:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Espinho Stadium 

 対  戦：ビーチサッカー日本代表 4-3(2-0)(2-0)(0-3) ビーチサッカーセネガル代表 
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<準々決勝> 

 日  時：7月16日(木) 17:00キックオフ(現地時間) 

 会  場：Espinho Stadium 

 対  戦：ビーチサッカーイタリア代表 3-2(1-1)(1-0)(1-1) ビーチサッカー日本代表 

 

【最終順位】 

 第1位 ビーチサッカーポルトガル代表 

 第2位 ビーチサッカータヒチ代表 

 第3位 ビーチサッカーロシア代表 

 第4位 ビーチサッカーイタリア代表 

 ※ビーチサッカー日本代表はベスト8。 

 

(5) 国際親善試合 

活動期間 6月17日(水)～21日(日) 

①期  日：6月20日(土) 16:00キックオフ 

 会  場：沖縄／宜野湾市トロピカルビーチ 

 対  戦：ビーチサッカー日本代表 5-3(0-1)(2-2)(1-0)(2-0) ビーチサッカーアメリカ代表 

 入場者数： 460人 

 

②期  日：6月21日(日) 16:00キックオフ 

 会  場：沖縄／宜野湾市トロピカルビーチ 

 対  戦：ビーチサッカー日本代表 4-1（2-0）（1-0）（1-1）ビーチサッカーアメリカ代表 

 入場者数： 450人 
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Ⅱ 競技会開催事業 
 

１ 国内競技会（主催） 

 

(1) 2015明治安田生命J1リーグ 

①2015明治安田生命J1リーグ1stステージ  

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：各クラブ 

期    間：3月７日(土)～6月27日(土)   

会    場：全国各地 

順  位：優勝 浦和レッズ 

2位 ＦＣ東京 

3位 サンフレッチェ広島 

4位 ガンバ大阪 

5位 川崎フロンターレ 

6位 横浜Ｆ・マリノス 

7位 ベガルタ仙台 

8位 鹿島アントラーズ 

9位 名古屋グランパス 

10位 湘南ベルマーレ 

11位 サガン鳥栖 

12位 ヴァンフォーレ甲府 

13位 ヴィッセル神戸 

14位 柏レイソル 

15位 松本山雅ＦＣ 

16位 モンテディオ山形 

17位 アルビレックス新潟 

18位 清水エスパルス 

 

②2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：各クラブ 

期    間：7月11日(土)～11月21日(土） 

会    場：全国各地 

最終順位:優勝 サンフレッチェ広島 

2位 鹿島アントラーズ 

3位 ガンバ大阪 

4位 浦和レッズ 

5位 横浜Ｆ・マリノス 

6位 ＦＣ東京 

7位 川崎フロンターレ 

8位 柏レイソル 

9位 湘南ベルマーレ 

10位 名古屋グランパス 

11位 アルビレックス新潟 

12位 サガン鳥栖 

13位 ヴィッセル神戸 

14位 ヴァンフォーレ甲府 

15位 松本山雅ＦＣ 

16位 ベガルタ仙台 

17位 清水エスパルス 

18位 モンテディオ山形 
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(2) 2015明治安田生命J2リーグ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：各クラブ 

期    間：3月8日(日)～11月22日(日) 

会    場：全国各地 

順    位：優勝 大宮アルディージャ 

2位 ジュビロ磐田 

3位 アビスパ福岡 

4位 セレッソ大阪 

5位 愛媛FC 

6位 V・ファーレン長崎 

7位 ギラヴァンツ北九州 

8位 東京ヴェルディ 

9位 ジェフユナイテッド千葉 

10位 コンサドーレ札幌 

11位 ファジアーノ岡山 

12位 ツエーゲン金沢 

13位 ロアッソ熊本 

14位 徳島ヴォルティス 

15位 横浜FC 

16位 カマタマーレ讃岐 

17位 京都サンガF.C. 

18位 ザスパクサツ群馬 

19位 水戸ホーリーホック 

20位 FC岐阜 

21位 大分トリニータ 

22位 栃木SC 

 

(3) 2015明治安田生命J3リーグ  

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：各クラブ 

期    間：3月15日(日)～11月22日(日) 

会    場：全国各地 

順    位：優勝 レノファ山口FC 

2位 FC町田ゼルビア 

3位 AC長野パルセイロ 

4位 SC相模原 

5位 カターレ富山 

6位 ガイナーレ鳥取 

7位 福島ユナイテッドFC 

8位 ブラウブリッツ秋田 

9位 FC琉球 

10位 藤枝MYFC 

11位 グルージャ盛岡 

12位 Ｊリーグ・アンダー22選抜 

13位 Y．S．C．C．横浜 

 

(4) 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：公益社団法人日本プロサッカーリーグ、公益財団法人埼玉県サッカー協会 

特別協賛：ヤマザキナビスコ株式会社 

期    間：予選リーグ  3月18日(水)～6月3日(水)  

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ  9月2日(水)～10月31日(土) 
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会    場：主に各クラブのホームタウンにおける競技場 

決    勝：10月 31日(土) 13:10 キックオフ 埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

鹿島アントラーズ 3-0（0-0,3-0）ガンバ大阪 

入場者数50,828人 

  表  彰：優勝   鹿島アントラーズ 

          準優勝 ガンバ大阪 

          第3位  アルビレックス新潟､ヴィッセル神戸  

 

(5) 明治安田生命2015Jリーグチャンピオンシップ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：各クラブ 

日    時： 1回戦 11月25日(水) ※実施せず 

準決勝 11月28日(土) 14:03 キックオフ 埼玉/埼玉スタジアム２００２  

浦和レッズ 1-3 (0-0,1-1),EX(0-0,0-2) ガンバ大阪 

決勝第1戦  12月2日(水）19:35 キックオフ 大阪/万博記念競技場 

ガンバ大阪 2-3 (0-0,2-3)サンフレッチェ広島 

決勝第2戦  12月5日(土）19:35 キックオフ 広島/エディオンスタジアム広島 

サンフレッチェ広島 1-1 (0-1,1-0) ガンバ大阪 

表 彰：優勝    サンフレッチェ広島 

    準優勝  ガンバ大阪 

    第3位   浦和レッズ 

 

(6) 2015J1昇格プレーオフ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：準決勝はリーグ戦成績上位クラブ、決勝は公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

日    時：準決勝  11月29日(日)  15:35 キックオフ 大阪/ヤンマースタジアム長居 

    セレッソ大阪0-0(0-0,0-0) 愛媛FC 

    アビスパ福岡1-0(0-0,1-0) V・ファーレン長崎 

 

決   勝：12月 6日(日)  15：37キックオフ 大阪/ヤンマースタジアム長居 

    アビスパ福岡1-1(0-0,1-1) セレッソ大阪 

入場者数：29,314人 

 

(7) 2015J2・J3入れ替え戦 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：各クラブ 

日    時：第1戦 11月29日(日)12:33キックオフ 東京/町田市立陸上競技場 

FC町田ゼルビア 2-1(1-1,1-0) 大分トリニータ 

第2戦 12月6日(日)12:30キックオフ 大分/大分銀行ドーム 

大分トリニータ 0-1(0-0,0-1) FC町田ゼルビア  

 

(8) FUJI XEROX SUPER CUP 2015 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：一般社団法人神奈川県サッカー協会 

特別協賛:富士ゼロックス株式会社 

日    時:2月28日(土)13:35キックオフ 神奈川/日産スタジアム 

ガンバ大阪2-0(0-0,2-0) 浦和レッズ 

 入場者数:47,666人 

 

(9) 第17回日本フットボールリーグ 

 主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットボールリーグ 

主 管：各クラブ 

後 援：共同通信社 
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オフィシャルスポンサー：株式会社デサント 

サポーティングカンパニー：全日本空輸株式会社 

期    間：ファーストステージ 3月8日(日)～6月7日（日） 

ファーストステージ順位: 

1位  ヴァンラーレ八戸 

2位  ソニー仙台FC 

3位  Honda FC 

4位  鹿児島ユナイテッドFC 

5位  FC大阪 

6位  アスルクロラ沼津 

7位  奈良クラブ 

8位  SP京都FC 

9位 ホンダロックSC   

10位 MIOびわこ滋賀 

11位 ヴェルスパ大分 

12位 横河武蔵野FC 

13位 流経大ドラゴンズ龍ケ崎  

14位 FCマルヤス岡崎 

15位 栃木ウーヴァFC 

16位 ファジアーノ岡山ネクスト 

 

          セカンドステージ  7月19日(土)～11月9日(日) 

          セカンドステージ順位 

1位  ソニー仙台FC 

2位  Honda FC 

3位  鹿児島ユナイテッドFC 

4位  SP京都FC 

5位  アスルクロラ沼津 

6位  ヴァンラーレ八戸 

7位  奈良クラブ 

8位  ホンダロックSC 

9位  ヴェルスパ大分 

10位 MIOびわこ滋賀 

11位 ファジアーノ岡山ネクスト 

12位 FC大阪 

13位 横河武蔵野FC 

14位 FCマルヤス岡崎 

15位 栃木ウーヴァFC 

16位 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 

 

(10) 第17回JFLチャンピオンシップ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットボールリーグ 

主 管：各クラブ 

後 援：共同通信社 

日    時: 第1戦 11月29日(日)13:00キックオフ 五戸ひばり野公園陸上競技場 

                 ヴァンラーレ八戸 1-0 (0-0,0-0) ソニー仙台FC    

第2戦 12月5日(土)13:00キックオフ ユアテックスタジアム仙台 

                 ソニー仙台FC  1-0,PK5-4 (0-0,0-0) EX（0-0,0-0）ヴァンラーレ八戸                  

最終順位：1位  ソニー仙台FC 

          2位  ヴァンラーレ八戸 

          3位  Honda FC 

          4位  鹿児島ユナイテッドFC 

         5位  アスルクロラ沼津 
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          6位  ＳＰ京都FC 

          7位  奈良クラブ 

          8位  FC大阪 

          9位  ホンダロックSC 

10位 ヴェルスパ大分 

11位  MIOびわこ滋賀 

12位  横河武蔵野FC 

13位  FCマルヤス岡崎 

14位  流経大ドラゴンズ龍ケ崎 

15位  ファジアーノ岡山ネクスト 

16位  栃木ウーヴァFC 

 

(11) JFL海外選抜 遠征 

遠征期間：12月9日(水)～16日(水) ：ベトナム 

試  合：12月12日(土）15:00キックオフ ハンダイスタジアム・ベトナム ハノイ 

JFL海外選抜チーム 4-0（1-0,3-0）U-22ベトナム代表 

12月14日(月）15:00キックオフ ハンダイスタジアム・ベトナム ハノイ 

JFL海外選抜チーム 1-0（0-0,1-0）U-22ベトナム代表 

 

(12)第51回全国社会人サッカー選手権大会（第71回国民体育大会サッカー競技リハーサル大会） 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全国社会人サッカー連盟、 

盛岡市・花巻市・遠野市・滝沢市 

盛岡市教育委員会･花巻市教育委員会･遠野市教育委員会･滝沢市教育委員会 

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会盛岡市実行委員会 

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会花巻市実行委員会 

希望郷いわて国体遠野市実行委員会・希望郷いわて国体滝沢市実行委員会 

主  管：公益社団法人岩手県サッカー協会・岩手県社会人サッカー連盟 

後  援：岩手県、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会 

岩手県教育委員会・公益財団法人岩手県体育協会 

盛岡市体育協会・花巻市体育協会・遠野市体育協会・滝沢市体育協会 

協  賛：株式会社モルテン 

期    間：10月17日(土)～21日(水) 

会  場：岩手/盛岡南公園球技場（盛岡市） 

     岩手/岩手県営運動公園陸上競技場（盛岡市） 

     岩手/岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第１グラウンド［人工芝］（盛岡市） 

     岩手/滝沢総合公園陸上競技場（滝沢市） 

     岩手/花巻市スポーツキャンプむら［人工芝］（花巻市） 

     岩手/遠野運動公園多目的広場（遠野市） 

     岩手/遠野市国体記念公園市民サッカー場［人工芝］（遠野市） 

決  勝：10月21日(水)12:30キックオフ  盛岡南公園球技場 

阪南大クラブ 1-1 PK3-5（0-1,1-0）アルテリーヴォ和歌山 

表  彰：優勝    アルテリーヴォ和歌山（関西地域/和歌山） 

準優勝  阪南大クラブ（関西地域/大阪） 

第3位   バンディオンセ加古川（関西地域/兵庫） 

第4位   ラインメール青森（東北地域/青森） 

ファアプレー賞  阪南大クラブ 

 

(13) 第39回全国地域サッカーリーグ決勝大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全国社会人サッカー連盟、 

主  管：一般社団法人大分県サッカー協会、一般社団法人島根県サッカー協会、 

一般社団法人愛媛県サッカー協会、一般社団法人高知県サッカー協会、 

九州・中国・四国社会人サッカー連盟、大分県、島根県、愛媛県、 

高知県社会人サッカー連盟 
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協  賛：株式会社モルテン 

期    間：1次ラウンド  11月6日(金)～8日(日) 

決勝ラウンド 11月21日(土)～23日(月･祝) 

会    場：1 次ラウンド 

A グループ 大分県中津市/中津総合運動場サッカー場 

B グループ 島根県出雲市/島根県立浜山公園陸上競技場  

C グループ 愛媛県松山市/愛媛県総合運動公園陸上競技場  

決勝ラウンド 高知県高知市/高知県立春野運動公園陸上競技場 

表    彰：優勝    ラインメール青森(全社/青森) 

準優勝 ブリオベッカ浦安(関東地域/千葉) 

第3位  サウルコス福井(北信越地域/福井) 

第4位  FC刈谷(東海地域/愛知) 

フェアプレー賞   ラインメール青森 

 

(14) アパマンショップPresents 第64回 全日本大学サッカー選手権大会 

期    間：12月8日(火)～19日(土) 

会  場：埼玉/浦和駒場スタジアム他 

決  勝：12月19日(土) 12:05キックオフ 浦和駒場スタジアム 

阪南大学  0-4（0-4,0-0）関西学院大学 

入場者数 5,853人 

表    彰：優勝    関西学院大学（総理大臣杯優勝 /関西地域1・兵庫） 

準優勝  阪南大学（関西地域2/大阪） 

第3位   国士舘大学（関東地域5/東京） 

  明冶大学（関東地域 2/東京） 

フェアプレー賞    阪南大学（関西地域2/大阪） 

 

(15) 第39回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント 

期    間：8月7日(金)～16日(日) 

会  場：大阪/キンチョウスタジアム他 

決  勝：8月16日(日) 18:00キックオフ キンチョウスタジアム 

明治大学 0-2（0-2,0-0）関西学院大学 

入場者数 5,869人 

表    彰：優勝     関西学院大学（関西地域1/兵庫） 

準優勝   明治大学（関東地域1/東京） 

第3位    筑波大学（関東地域2/茨城） 

   流通経済大学（関東地域3/茨城） 

フェアプレー賞   該当なし 

 

(16) 高円宮杯全日本ユース（U-18 ）サッカー選手権大会 

①高円宮杯Ｕ-18サッカーリーグ2015 チャンピオンシップ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン、日本マイクロソフト株式会社 

協  力：公益財団法人埼玉県公園緑地協会(埼玉スタジアム２００２)、株式会社モルテン 

後  援：文部科学省、埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、 

朝日新聞社 

日    時：12月12日(土)13:00キックオフ  埼玉/埼玉スタジアム２００２  

鹿島アントラーズユース 1-0（0-0,1-0）ガンバ大阪ユース 

入場者数 12,986人 

表    彰：優 勝  鹿島アントラーズユース（プレミアリーグEAST 1位） 

準優勝  ガンバ大阪ユース（プレミアリーグWEST 1位） 

 

②高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2015プレミアリーグ  

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 
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主  管：出場チーム、出場チーム所属都道府県サッカー協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン、日本マイクロソフト株式会社 

協  力：株式会社モルテン 

後  援：文部科学省、朝日新聞社 

順    位：EAST 

優勝 鹿島アントラーズユース※チャンピオンシップ進出 

2位 青森山田高校   

3位  大宮アルディージャユース   

4位  市立船橋高校   

5位  FC東京U-18   

6位  清水エスパルスユース  

7位  流通経済大学付属柏高校   

8位  柏レイソルU-18   

9位  コンサドーレ札幌U-18※プリンスリーグ自動降格 

10位 JFAアカデミー福島※プリンスリーグ自動降格 

WEST 

優勝 ガンバ大阪ユース※チャンピオンシップ進出 

2位  東福岡高校   

3位  大分トリニータU-18   

4位  セレッソ大阪U-18 

5位 サンフレッチェ広島F.Cユース   

6位  ヴィッセル神戸U-18   

7位  京都サンガF.C.U-18   

8位  名古屋グランパスU18   

9位  履正社高校※プリンスリーグ自動降格 

10位 京都橘高校※プリンスリーグ自動降格 

表    彰：EAST優勝  鹿島アントラーズユース 

WEST優勝  ガンバ大阪ユース 

フェアプレー賞   JFAアカデミー福島 

EAST得点王  佐藤亮（FC東京 U-18）16得点 

WEST得点王  加藤陸次樹（サンフレッチェ広島FCユース）14得点 

MVP 田中稔也 (鹿島アントラーズユース ) 

MIP 市丸瑞希 (ガンバ大阪ユース ) 

 

③高円宮杯Ｕ -18サッカーリーグ 2015プレミアリーグ参入戦  

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人広島県サッカー協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン、日本マイクロソフト株式会社 

協  力：株式会社モルテン 

後  援：文部科学省、広島県教育委員会、広島市、広島市教育委員会、朝日新聞社 

期    日：1回戦 12月11日(金)、 2回戦 12月13日(日) 

会    場：広島/エディオンスタジアム広島、広島広域公園第一球技場、 

広島広域公園補助競技場、コカ・コーラウエスト広島スタジアム 

参入チーム：横浜F・マリノスユース（関東1位） 

アルビレックス新潟U-18（北信越地域1/新潟） 

神戸弘陵学園高校（関西地域1/兵庫） 

大津高校（九州1地域/熊本） 

 

(17) 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

主  管：関東クラブユースサッカー連盟、一般社団法人群馬県サッカー協会、 

前橋サッカー協会、一般社団法人神奈川県サッカー協会、 

一般社団法人横浜サッカー協会 
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後  援：文部科学省、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、群馬県、群馬県教育委員会、 

前橋市、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：7月22日(水)～8月1日(土) 

会  場：群馬/前橋総合運動公園ほか、神奈川/ニッパツ三ツ沢球技場ほか 

決  勝：8月1日(土) 15:00キックオフ ニッパツ三ツ沢球技場 

横浜Ｆ･マリノスユース 5-3 (2-1,3-2) 大宮アルディージャユース 

表  彰：優勝   横浜Ｆ･マリノスユース（関東地域6/神奈川） 

準優勝 大宮アルディージャユース（関東地域4/埼玉） 

第3位   ベガルタ仙台ユース（東北地域2/宮城） 

ジェフユナイテッド千葉U-18(関東地域8/千葉) 

ファアプレー賞   横浜Ｆ･マリノスユース（関東地域6） 

MVP   遠藤 渓太（横浜Ｆ･マリノスユース） 

MIP     松崎 快 （大宮アルディージャユース） 

得点王 遠藤 渓太（横浜F･マリノスユース、7得点） 

 

(18) 第93回全国高等学校サッカー選手権大会 

期    間：2014年12月30日(火)～1月12日(月･祝) 

会  場：埼玉スタジアム２００２、その他首都圏8会場 

決  勝：1月12日(月･祝) 13:35キックオフ  埼玉/埼玉スタジアム２００２  

前橋育英高校 2-4（0-1,2-1）,EX（0-1,0-1) 星稜高校  

入場者数:46,316人 

表    彰：優勝    星稜高校（石川） 

準優勝  前橋育英高校（群馬） 

第3位   流通経済大柏高校(千葉県) 

日大藤沢高校 (神奈川） 

 

(19) 高円宮杯 第27回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人茨城県サッカー協会 

後  援：文部科学省、朝日新聞社 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：12月19日(土)～28日(月) 

会  場：茨城/ケーズデンキスタジアム水戸 

茨城/ケーズデンキスタジアム水戸 補助競技場 

茨城/水戸市立サッカー・ラグビー場（ツインフィールド） 

茨城/ひたちなか市総合運動公園 陸上競技場、スポーツ広場 

茨城/茨城県立カシマサッカースタジアム 

茨城/鹿島アントラーズ クラブハウス グラウンド 

東京/味の素フィールド西が丘 

決  勝：12月28日(月) 13:00キックオフ 味の素フィールド西が丘 

セレッソ大阪U-15 3-2（2-0,0-2）,EX（0-0,1-0）ガンバ大阪ジュニアユース 

入場者数 825人 

表    彰：優  勝 セレッソ大阪U-15（関西地域2/大阪） 

準優勝 ガンバ大阪ジュニアユース (関西地域3/大阪） 

第3位  JFAアカデミー福島U15 （東海地域3/静岡） 

鹿島アントラーズジュニアユース（関東地域6/茨城） 

フェアプレー賞  ガンバ大阪ジュニアユース (関西地域3/大阪） 

得点王   6得点 小松海樹（セレッソ大阪U-15） 

原田烈志（ガンバ大阪ジュニアユース） 
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(20) 第30回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会、北海道クラブユースサッカー連盟 

後  援：文部科学省、帯広市、帯広市教育委員会、中札内村、中札内村教育委員会 

     公益社団法人日本プロサッカーリーグ、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社 

協  賛：株式会社ナイキジャパン、株式会社メニコン 

協  力：株式会社モルテン、西鉄旅行株式会社、株式会社近畿日本ツーリスト 

期    間：8月3日(月)～12日(水) 

会  場：北海道/帯広の森球技場、帯広の森陸上競技場、帯広市グリーンパーク、 

中札内交流の杜 

決  勝：8月12日(水) 11:00キックオフ 帯広の森陸上競技場 

横浜F･マリノスジュニアユース 3-0 (1-0,2-0)  FC東京U-15むさし 

表  彰：優 勝  横浜F･マリノスジュニアユース（関東地域4/神奈川） 

準優勝  FC東京U-15むさし（関東地域13/東京） 

第3位   ガンバ大阪ジュニアユース（関西地域4/大阪） 

京都サンガFC.U-15 (関西地域6) 

フェアプレー賞    ガンバ大阪ジュニアユース（関西地域4/大阪） 

MVP     中丸 流佳（横浜Ｆ･マリノスジュニアユース） 

MIP   竹浪 良威（FC東京U-15むさし） 

得点王  11得点 棚橋 尭士（横浜Ｆ･マリノスジュニアユース） 

 

(21) メニコンカップ2015日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)  

主   催：公益財団法人 日本サッカー協会、一般財団法人 日本クラブユースサッカー連盟 

中日新聞社 

主   管：公益財団法人 愛知県サッカー協会、名古屋サッカー協会 

後   援：公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、愛知県、名古屋市、愛知県教育委員会 

名古屋市教育委員会、全国新聞社事業協議会 

特別協賛: 株式会社 メニコン 

協    賛：プーマ、株式会社モルテン、サントリーフーズ株式会社 

協    力：ANA、名古屋グランパス、＠FM(FM AICHI)、CBCテレビ 

日    時：9月13日(日)13:00キックオフ 名古屋市瑞穂公園 ラグビー場 

対    戦：EAST 2-3（1-1,1-2） 

 

(22) 全国中学校体育大会/第46回全国中学校サッカー大会 
主  催：公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人日本サッカー協会 

北海道教育委員会、帯広市教育委員会 

主  管：北海道中学校体育連盟、全十勝中学校体育連盟、帯広市中学校体育連盟、 

     公益財団法人北海道サッカー協会、一般社団法人十勝地区サッカー協会 

後  援：文部科学省、全日本中学校長会、全国都道府県教育長協議会、 

全国市町村教育委員会連合会、公益社団法人日本PTA全国協議会、 

日本私立中学高等学校連合会、NHK、全国新聞社事業協議会、毎日新聞社、 

北海道、帯広市、北海道都市教育委員会連絡協議会、 

北海道町村教育委員会連合会、北海道中学校長会、帯広市中学校長会、 

公益財団法人北海道体育協会、帯広市体育連盟 北海道ＰＴＡ連合会、 

札幌市ＰＴＡ協議会、十勝町村会、十勝管内教育委員会連絡協議会、 

北海道新聞社、十勝毎日新聞社、一般財団法人帯広市文化・スポーツ振興財団 

期    間：8月20日(木)～24日(月) 

会  場：北海道/帯広の森陸上競技場、帯広の森球技場、帯広市緑ヶ丘公園グリーンパーク 

決  勝：8月24日(月) 10:00キックオフ 帯広の森陸上競技場 

     青森山田中学校 4-1(0-0,4-1) 日章学園中学校 

表  彰：優  勝 青森山田中学校（東北地域/青森) ※昨年に続き、3回目 

準優勝 日章学園中学校（九州地域/宮崎) 

第3位  高川学園中学校（中国地域/山口) 
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ルーテル学院中学校（九州地域/熊本) 

フェアプレー賞   高川学園中学校（中国地域/山口) 

優秀選手 石岡凱（江別市立中央中学校）檀崎竜孔，三國ケネディエブス 

八木橋俊介，階堂正哉，阿部海士（青森山田中学校） 

田中瑛史（桐蔭学園中学校），田澤聖士（宇都宮市立姿川中学校） 

稲見直也（新潟市立小針中学校），清水綾馬（静岡学園中学校） 

海老澤雄大，浜口翔大（高川学園中学校）・ 

             河原淳，比嘉将貴，小野瞬亮（日章学園中学校） 

新平天志（鹿児島育英館中学校）赤司匠（筑陽学園中学校）・ 

竹宮彪真，徳永敦優（ルーテル学院中学校）加力龍（那覇市立小禄中学校） 

 

(23) JFAプレミアカップ2015  

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

期    間：5月3日(日･祝)～5日(火･祝) ※5月2日(土)抽選会実施 

会    場：大阪/J-GREEN堺 

決 勝：コンサドーレ札幌U-15 0-6(0-1,0-5) 京都サンガFC. U-15 

入場者数 800人（決勝戦のみ） 

表    彰：優勝    京都サンガFC. U-15（関西地域/京都） 

準優勝  コンサドーレ札幌U-15（北海道地域/北海道） 

第3位   長岡ジュニアユースFC（北信越地域1/新潟） 

  サンフレッチェ広島FCジュニアユース（中国地域1/広島） 

フェアプレー賞    コンサドーレ札幌U-15（北海道地域） 

MVP     GK井ノ尾匠（京都サンガFC. U-15） 

ベストイレブン  GK 井ノ尾匠（京都サンガFC. U-15）  

DF 福田心之助（コンサドーレ札幌U-15）  

江川慶城（京都サンガFC. U-15）  

山崎大地（サンフレッチェ広島FCジュニアユース）  

竹島京介（京都サンガFC. U-15）  

MF 本間至恩（アルビレックス新潟U-15）  

菅原由勢（名古屋グランパスU15）  

谷内田哲平（長岡ジュニアユースFC）  

服部航平（京都サンガFC. U-15）  

FW 福岡慎平（京都サンガFC. U-15）  

桂陸人（サンフレッチェ広島FCジュニアユース） 

  

(24) 第39回全日本少年サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、 

公益財団法人日本体育協会 日本スポーツ少年団、読売新聞社 

主  管：一般社団法人鹿児島県サッカー協会 

後  援：文部科学省、日本テレビ放送網、報知新聞社、鹿児島市 

特別協賛：YKK、花王 

協    賛：日本マクドナルド、コカ・コーラ、日清オイリオグループ、ゼビオ、ゆうちょ銀行、 

ベネッセコーポレーション 

協  力：モルテン 

期  間：12月26日(土)～29日(火) 

会    場：鹿児島/鹿児島ふれあいスポーツランド、鹿児島県立鴨池陸上・補助競技場 

決  勝：12月29日(火)9:30キックオフ 鹿児島県立鴨池陸上競技場 

          鹿島アントラーズジュニア（茨城県）0-2（0-0,0-2）レジスタFC（埼玉県） 

表  彰：優勝   レジスタFC（埼玉県） ※初優勝 

準優勝 鹿島アントラーズジュニア（茨城県） 

第3位  符津スポーツ少年団サッカー部（石川県） 
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   兵庫フットボールクラブ（兵庫県） 

ファアプレー賞   フットボールクラブアミーゴ（鳥取県） 

努力賞 符津スポーツ少年団サッカー部（石川県） 

グッドマナー賞 兵庫フットボールクラブ（兵庫県） 

特別賞 アイリスFC住吉（大阪府） 

       Most Impressive Team YF NARATOSORO（奈良県） 

得点王 真家英嵩（柏レイソルU-12） 11得点 

ゴールデングローブ&ブーツ賞 田中勇輝（サガン鳥栖U-12） 

 

初の鹿児島県での冬季開催となった。 

 

(25) 第70回国民体育大会(サッカー競技) 

期    間：9月27日(日)～10月1日(木) 

会    場：和歌山/紀の川市、新宮市、田辺市、橋本市、上富田町、串本町 

 

（成年男子） 

期    間：9月27日(日)～30日(水) 

決  勝：9月30日(水) 13:30キックオフ  桃源郷運動公園陸上競技場 

    ：宮崎県 2-1（0-1,1-0）,EX（1-0,0-0） 京都府 

表    彰：第1位  宮崎県 ※2年連続2度目の優勝 

第2位  京都府 

第3位  奈良県 

第4位  東京都 

（女子） 

期    間：9月28日(月)～10月1日(木) 

決  勝：10月1日(木) 13:30キックオフ サン・ナンタンランド多目的グラウンド 

三重県3-0（2-0,1-0）東京都  

表    彰：第1位  三重県 ※9年ぶり2度目の優勝 

第2位  東京都 

第3位  宮城県 

第4位  長野県      

（少年男子） 

期    間：9月27日(日)～10月1日(木) 

決  勝：10月1日(木) 13:30キックオフ 上富田スポーツセンター球技場 

    ：神奈川県 0-0（0-0,0-0）,EX（0-0,0-0）福岡県 

表    彰：第1位  神奈川県 ※2年連続6度目の優勝 

第1位  福岡県  ※初優勝 

第3位  和歌山県 

第4位  兵庫県 

（サッカー競技男女総合成績） 

第1位  東京都（106点） 

第2位  三重県（ 74点） 

第3位  宮崎県（ 74点） 

第4位  神奈川県（ 70点） 

 

(26) 第22回全国クラブチームサッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会・一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

主  管：一般社団法人長崎県サッカー協会、九州社会人サッカー連盟、 

長崎県社会人サッカー連盟 

後  援：共同通信社、長崎新聞社 

協  賛：株式会社モルテン 

期    間：10月31日(土)～11月3日(火･祝) 

会  場：長崎/島原市営陸上競技場、島原市営平成町多目的広場、 
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島原市営平成町人工芝グラウンド 

決  勝：11月3日(火･祝) 11:00キックオフ 島原市営陸上競技場 

アルティスタグランデ 0-1 (0-1,0-0) 関大クラブ2010 

表  彰：優 勝 関大クラブ2010(関西地域/大阪) 

準優勝  アルティスタグランデ(北信越地域/長野) 

第3位   廿日市FC (中国地域/広島)、Passcharise (九州地域/福岡) 

 

(27) 第25回全国専門学校サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、 

全国専門学校体育連盟、全国専門学校サッカー連盟 

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会、関西専門学校サッカー連盟 

後  援：文部科学省、大阪府、大阪府教育委員会、堺市、堺市教育委員会、朝日新聞社 

大阪府専修学校各種学校連合会、関西専門学校体育連盟 

協  賛：株式会社モルテン、株式会社JSコーポレーション、株式会社ドリコム、 

株式会社栄美通信、株式会社昭栄広報、廣告社株式会社、株式会社さんぽう、 

株式会社ライセンスアカデミー 

期    間：10月4日(日)～10日(土) 

会  場：大阪/J-GREEN堺 

決  勝：10月10日(土) 12:30キックオフ J-GREEN堺 天然芝S2 

甲賀健康医療専門学校 9-0 (4-0,5-0）履正社医療スポーツ専門学校 

表    彰：優勝   甲賀健康医療専門学校 

準優勝 履正社医療スポーツ専門学校 

第3位  東京YMCA社会体育・保育専門学校 

第4位  大原法律公務員専門学校 名古屋校 

 

(28) 第48回全国高等専門学校サッカー選手権大会 

期    間：8月26日(水)～30日(日) 

会  場：大分/大分スポーツ公園 大分銀行ドーム他 

決  勝：8月30日(日)10:00キックオフ 大分スポーツ公園 大分銀行ドーム 

鈴鹿高専 1-3 (0-0,1-3）鹿児島高専 

表    彰：優勝   鹿児島工業高等専門学校（鹿児島県） 

準優勝 鈴鹿工業高等専門学校（三重県） 

第3位  福島工業高等専門学校（福島県） 

 豊田工業高等専門学校（愛知県） 

ファアプレー賞   豊田工業高等専門学校（愛知県） 

 

(29) 全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)  

主  催：公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益財団法人日本サッカー協会、兵庫県、 

兵庫県教育委員会、神戸市、神戸市教育委員会、三木市、三木市教育委員会 

共  催：読売新聞社 

後  援：文部科学省、公益財団法人日本体育協会、日本放送協会、 

公益財団法人兵庫県体育協会、公益財団法人神戸市スポーツ教育協会、 

三木市体育協会 

主  管：公益財団法人全国高等学校体育連盟サッカー専門部 

兵庫県高等学校体育連盟、一般社団法人兵庫県サッカー協会 

特別協賛:大塚製薬 

協    賛：マイナビ、JTB、久光製薬、日本郵政グループ、カンコー学生服 

 

①全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会 男子 

期    間：8月3日(月)～9日(日) 

会  場：兵庫/ノエビアスタジアム神戸・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場・ 

ユニバー記念補助競技場 他 

決  勝：8月9日(日)15:00キックオフ ノエビアスタジアム神戸 
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東福岡 1-1 (1-0,0-1)EX(0-0,0-0) PK6-5 市立船橋 

表  彰：優 勝   東福岡(福岡県) 

準優勝 市立船橋(千葉県2) 

第3位  関東第一(東京都1)・立正大淞南(島根県) 

フェアプレー賞 立正大淞南(島根県) 

         優秀選手 GK 寺尾凌(市立船橋)小笠姫馬(立正大淞南)脇野敦至(東福岡) 

            DF 杉岡大輝，白井達也，原輝綺(市立船橋) 

            MF 椎橋慧也(市立船橋)冨山大輔，道願翼(関東第一)・ 

小野寺健也(日大藤沢)森島司(四日市中央工)山本悠樹(草津東) 

和田幸之佑・山本蓮(久御山) 

田中駿汰，牧野寛太，川畑隼人(履正社)上村大悟(立正大淞南) 

三宅海斗，藤川虎太朗，橋本和征，中村健人(東福岡) 

FW 高梨起生(尚志)永藤歩(市立船橋)岡崎仁太朗(関東第一)・ 

小川航基(桐光学園)築山隼(久御山)西村光明(履正社) 

杉本龍哉(立正大淞南)毎熊晟矢(東福岡) 

※全国高等学校体育連盟にて選出 

 

②全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会 女子 

期    間：8月5日(水)～9日(日) 

会  場：兵庫/ノエビアスタジアム神戸・ユニバー記念競技場・ユニバー記念補助競技場 他 

決  勝：8月9日(日)11:00キックオフ ノエビアスタジアム神戸 

大商学園 0-0,PK4-5 (0-0,0-0) EX（0-0,0-0) 日ノ本学園 

表  彰：優勝   日ノ本学園（関西地域2/兵庫) 

準優勝  大商学園（関西地域1/大阪) 

第3位   修徳（関東地域1/東京）・鎮西学院(九州地域1/長崎) 

ファアプレー賞  修徳（関東地域1/東京) 

         優秀選手 GK 五十嵐輝華（開志学園JSC）西村清花（大商学園）・ 

米澤萌香（日ノ本学園） 

                  DF 堀江美月（開志学園JSC）・岡本祐花（修徳）・ 

中田有紀・金平莉紗・内藤夏鈴・平塚万貴・原優香（日ノ本学園）・ 

             冨田実侑（岡山県作陽） 

FW 大坪菜（修徳）児野楓香（藤枝順心）山田仁衣奈， 

西山皐月（大商学園）目原莉奈（日ノ本学園） 

矢野アマンダ由嘉利（鎮西学院） 

※全国高等学校体育連盟にて選出 

 

(30) 2015Jユースカップ第23回Jリーグユース選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、 

朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 

共  催：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

協  賛：株式会社日本旅行 

期    間：10月10日(土)～11月7日(土) 

決 勝：11月7日(土) 11:00キックオフ ヤンマースタジアム長居 

名古屋グランパスU18 1-2 (1-2) 浦和レッズユース 

表 彰：優 勝  浦和レッズユース 

準優勝  名古屋グランパスU18 

第3位  FC東京U-18,大分トリニータU-18 

 

(31) 2015Jリーグ インターナショナルユースカップ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

後    援：長野県、長野県教育委員会、長野市、長野市教育委員会 

期    間：12月15日(火)～19日(土) 

会  場：南長野運動公園総合球技場 
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表  彰：優勝 浦和レッズユース 

   2位 名古屋グランパスU18 

   3位 AZアルクマール 

   4位 全南ドラゴンズ 

（※1回戦総当たりにより順位を決定） 

 

(32) 第15回全国シニア(60歳以上)サッカー大会（シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル） 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会 

後  援：夕張市、夕張市教育委員会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：5月30日(土)～6月1日(月) 

会  場：北海道/サングリンスポーツヴィレッジ/夕張市平和運動公園 

決  勝：6月1日(月)13:30キックオフ サングリンスポーツヴィレッジ 

室蘭シニア60サッカークラブ1-3（1-1,0-2）兵庫県シニア60選抜 

表  彰：優 勝 兵庫県シニア60選抜（関西地域1/兵庫） 

準優勝  室蘭シニア60サッカークラブ（北海道） 

第3位  60秋田選抜サッカー（東北地域2/秋田） 

横須賀シニアサッカークラブ（関東地域3/神奈川） 

 

(33) 第14回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般財団法人静岡県サッカー協会 

後  援：藤枝市、藤枝市教育委員会、特定非営利活動法人藤枝市体育協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン、名鉄観光サービス株式会社静岡支店 

期    間：6月27日(土)～29日(月) 

会  場：静岡/藤枝総合運動公園サッカー場 他 

決  勝：6月29日(月)12:30キックオフ 藤枝総合運動公園サッカー場 

FC前橋50  0-4（0-2,0-2）古河壮年サッカー愛好会(ラッツォス古河FC.) 

表  彰：優 勝 古河壮年サッカー愛好会(ラッツォス古河FC.)（関東地域3/茨城) 

準優勝 FC前橋50（関東地域2/群馬) 

第3位  兵庫県シニア50選抜（関西地域/兵庫)  

                   山梨マスターズレジェンド(関東地域1/山梨) 

 

(34) 第3回全国シニア(40歳以上)サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会  

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：11月14日(土)～16日(月) 

会  場：大阪/J-GREEN堺 

決  勝：11月16日(月)12:30キックオフ J-GREEN堺 S1 

広島フォーティーズ 1-1（0-0,1-1）PK1-4  FC青山オーバー・フォーテ 

表  彰：優 勝 FC青山オーバー・フォーティ (関東地域3/東京) 

準優勝 広島フォーティーズ (中国地域/広島) 

第3位  マイスターFCシニア (開催地/大阪) 

佐賀県選抜O-40 (九州地域2/佐賀) 

  

(35) 日本スポーツマスターズ2015石川大会(サッカー競技)  

主  催：公益財団法人日本体育協会、石川県、公益財団法人石川県体育協会、 

公益財団法人日本サッカー協会、小松市 
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主  管：一般社団法人石川県サッカー協会 

後  援：文部科学省、公益財団法人日本オリンピック委員会、NHK、 

一般社団法人共同通信社  

特別協賛：株式会社アシックス、東武トップツアーズ株式会社、美津濃株式会社 

期    間：9月19日(土)～22日(火･休) 

会  場：石川/スカイパークこまつ翼、小松市民センター多目的広場 

決  勝：9月22日(火･休) 13:00キックオフ スカイパークこまつ翼 

   兵庫選抜 3-1（0-1,3-0）セレソン長野 

表  彰：優勝   兵庫選抜        （関西地域/兵庫） 

準優勝   セレソン長野     (北信越地域/長野） 

第3位    広島サーティーズ（中国地域/広島） 

静岡県中西部選抜 (東海地域/静岡） 

 

(36) SuperSports XEBIO Ｆリーグ2015/2016 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主 管：日本フットサルリーグ、各クラブ 

エグゼクティブパートナー：スーパースポーツゼビオ／ヴィクトリア 

オフィシャルスポンサー  ：LIFEGUARD、SFIDA 

オフィシャルレフェリースポンサー：mitre 

オフィシャルパートナー  ：CLIMB Factory、日本スポーツコート、ニチバン、読売新聞 

テレビ放送：J SPORTS 

期    間：5月2日(土)～12月20日(日)  全33節 198試合 

会    場：全国各地 

順  位：1位 名古屋オーシャンズ 

   2位 ペスカドーラ町田 

3位 フウガドールすみだ 

4位 シュライカー大阪 

5位 府中アスレティックFC 

6位 エスポラーダ北海道 

7位 バサジィ大分 

8位 バルドラール浦安 

9位 デウソン神戸 

10位  湘南ベルマーレ 

11位  アグレミーナ浜松 

12位 ヴォスクオーレ仙台 

               

(37) SFIDA Ｆリーグオーシャンカップ・神戸フェスタ2015 supported by LIFEGUARD 

    ～ 阪神・淡路大震災復興20年事業 ～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟、 

一般社団法人兵庫県サッカー協会、特定非営利活動法人兵庫県フットサル連盟 

主  管：日本フットサルリーグ、兵庫県フットサルリーグ 

後  援：神戸市、神戸市教育委員会、公益財団法人神戸市スポーツ教育協会 

タイトルスポンサー：SFIDA、LIFEGUARD 

エグゼクティブパートナー：スーパースポーツゼビオ／ヴィクトリア 

協  賛： 丸大産業株式会社 

テレビ放送：J SPORTS 

期    間：1次ラウンド  7月15日(水)～17日(金) 

     決勝ラウンド  7月18日(土)～20日(月･祝) 

会  場：兵庫県神戸市／グリーンアリーナ神戸、神戸市立中央体育館 

決  勝：7月20日(月･祝)16:35キックオフ  グリーンアリーナ神戸 

名古屋オーシャンズ 0-6（0-2）府中アスレティックFC 

入場者数 1,635人 

表    彰：優 勝  府中アスレティックFC 
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準優勝  名古屋オーシャンズ 

第3位   FKニカラス・リガ（ラトビア） 

 

(38) SuperSports XEBIO Fチャレンジリーグ2015/2016  

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主 管：日本フットサルリーグ、各クラブ 

期    間：7月12日(日)～12月27日(日) 

会    場：全国各地 

順    位：優勝 広島エフ・ドゥ 

2位 徳島RAPAZ 

3位 柏TOR‘82 

4位 VEEX白山 

 

(39) SuperSports XEBIO Ｆリーグ2015/2016 プレーオフ   

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主 管：日本フットサルリーグ 

エグゼクティブパートナー：スーパースポーツゼビオ／ヴィクトリア 

オフィシャルスポンサー  ：LIFEGUARD、SFIDA 

オフィシャルレフェリースポンサー：mitre 

オフィシャルパートナー  ：CLIMB Factory、日本スポーツコート、ニチバン、読売新聞 

テレビ放送 ：J SPORTS 

期    間：2016年1月5日(火)～9日(土) 

会    場：町田市立総合体育館、テバオーシャンアリーナ 

順    位：優勝 名古屋オーシャンズ 

2位 府中アスレティックFC 

3位 シュライカー大阪 

4位 フウガドールすみだ 

5位 ペスカドーラ町田 

年間順位：1位 名古屋オーシャンズ 

2位 府中アスレティックFC 

3位 シュライカー大阪 

4位 フウガドールすみだ 

5位 ペスカドーラ町田 

6位 エスポラーダ北海道 

7位 バサジィ大分 

8位 バルドラール浦安 

9位 デウソン神戸 

10位  湘南ベルマーレ 

11位  アグレミーナ浜松 

12位 ヴォスクオーレ仙台 

 

(40) 第11回全日本大学フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：8月21日(金)～23日(日) 

会  場：北海道/函館アリーナ 

決  勝：8月23日(日)13:30キックオフ 

  広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ 0-2（0-2,0-0） 

同志社大学フットサルクラブトレボル 

表  彰：優勝   同志社大学フットサルクラブトレボル（関西地域/京都） 

準優勝  広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ (中国地域/広島） 
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第3位   順天堂大学ガジル（関東地域1/千葉） 

   多摩大学体育会フットサル部（関東地域2/東京） 

フェアプレー賞   同志社大学フットサルクラブトレボル（関西地域/京都） 

 

(41) 第2回全日本ユース(U-18)フットサル大会 presented by BallBall 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人宮城県サッカー協会 

後  援：文部科学省、仙台市、スポーツコミッションせんだい 

協  賛：ゼビオグループ、株式会社ナイキジャパン、株式会社フロムワン 

協  力：株式会社モルテン、株式会社フォトクリエイト 

期    間：8月20日(木)～23日(日) 

会  場：宮城/ゼビオアリーナ仙台、仙台市体育館 

決  勝：8月23日(日)13:30キックオフ  ゼビオアリーナ仙台 

  北海道釧路北陽高等学校 3-4（2-3,1-1）岡山県作陽高等学校 

表  彰：優勝  岡山県作陽高等学校 （中国地域/岡山） 

準優勝  北海道釧路北陽高等学校（北海道地域3） 

第3位  PSTCロンドリーナU-18  （関東地域1/神奈川）  

第4位  エスパッソU-18  （東海地域/静岡） 

MVP賞  植松 晃都（PSTCロンドリーナU-18) 

フェアプレー賞   岡山県作陽高等学校 

 

(42) 第10回全国ビーチサッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人兵庫県サッカー協会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

後  援：明石市、神戸新聞社 

期    間：9月11日(金)～13日(日) 

会  場：兵庫/大蔵海岸 

決  勝：9月13日(日)13:00キックオフ 

  東京レキオスBS 4-5（0-2,3-2,1-0）EX（0-1）ドルソーレ北九州 

表  彰：優勝  ドルソーレ北九州 (九州地域3/福岡） 

準優勝  東京レキオスBS（関東地域1/東京） 

第3位  ソーマプライア沖縄（九州地域1/沖縄） 

 プラシア山口（中国地域/山口） 

ファアプレー賞   東京レキオスBS（関東地域1/東京） 

 

(43) 第12回全日本女子フットサル選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会 

後  援：朝日新聞社、釧路市 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：11月6日(金)～8日(日) 

会  場：北海道/湿原の風アリーナ釧路 

決  勝：11月8日(日)14:00キックオフ 湿原の風アリーナ釧路（北海道） 

   SWHレディースフットサルクラブ 2-1（0-0,1-1）EX(1-0,0-0) 

丸岡ラックレディース 

表  彰：優勝    SWHレディースフットサルクラブ（関西地域/兵庫)  

準優勝  丸岡ラックレディース（北信越地域/福井) 

第3位   FC甲山レディース（開催地/北海道) 

第4位   ビークス トーキョー レディース（関東地域3/東京) 

ファアプレー賞   丸岡ラックレディース（北信越地域/福井) 
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(44) バーモントカップ第24回全日本少年フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人東京都サッカー協会 

後  援：文部科学省、朝日新聞社 

特別協賛：ハウス食品グループ本社株式会社 

協 賛：アディダス ジャパン株式会社 

協 力：株式会社モルテン 

期    間：1月4日(日)～6日(火) 

会    場：東京/駒沢オリンピック公園体育館、大田区総合体育館  

決  勝：1月6日(火)14:30キックオフ  東京/駒沢オリンピック公園体育館  

     江南南サッカー少年団 3-6 (2-4,1-2) 鹿島アントラーズつくばジュニア 

表  彰：優 勝 鹿島アントラーズつくばジュニア(茨城県)  

準優勝  江南南サッカー少年団(埼玉県) 

第3位   ファンアカデミー(東京都) 

田宮ビクトリーサッカー少年団(徳島県) 

フェアプレー賞    ファンアカデミー(東京都) 

個人表彰 ベストプレーヤー賞 

前田 聡良(鹿島アントラーズつくばジュニア No.10) 

笹沼 航紀(鹿島アントラーズつくばジュニア No.14) 

津久井 匠海(江南南サッカー少年団 No.10) 

北嶋 陸(多摩区FC U-12 No.7) 

大森 涼(ブリンカールFC No.10) 

なでしこ賞 

根本 華怜(津ラピドFC No.3) 

 

(45) バーモントカップ第25回全日本少年フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人東京都サッカー協会 

後  援：文部科学省、朝日新聞社 

特別協賛：ハウス食品グループ本社株式会社 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：8月14日(金)～16日(日) 

会    場：東京/駒沢オリンピック公園体育館、大田区総合体育館  

決  勝：8月16日(日)14:30キックオフ  駒沢オリンピック公園体育館  

     マルバ千葉FC U-12 3-5 (0-2,2-0) EX(1-1,0-2) ブリンカールFC 

表  彰：優勝   ブリンカールFC(愛知県)  

準優勝  マルバ千葉FC U-12(千葉県) 

第3位   FCバレンティア(和歌山県) 

  もぞうサッカークラブ(栃木県) 

フェアプレー賞   ブリンカールFC(愛知県) 

個人表彰：ベストプレーヤー賞 

 小室 愛樹（マルバ千葉FC U-12 No.8) 

田中 蒼大（マルバ千葉FC U-12 No.10) 

武井 将希（ブリンカールFC No.1) 

奥野 慎太郎（ブリンカールFC No.10) 

吉川 楽（FCバレンティア No.11) 

 

(46) 第20回全日本ユース（U-15）フットサル大会/第5回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人愛知県サッカー協会 

後  援：文部科学省 

協  力：株式会社モルテン 
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会  場：愛知県豊田市/スカイホール豊田 

 

①第20回全日本ユース（U-15）フットサル大会 

期    間：1月10日(土)～12日(月・祝) 

決  勝：1月12日(月・祝)13:00キックオフ 

長岡JYFC ボルボレッタ 5-1（4-1,1-0）ブリンカールFC U-15 

表  彰：優 勝 長岡JYFC ボルボレッタ（北信越地域1/新潟)  

準優勝 ブリンカールFC U-15（開催地/愛知県) 

第3位  コンサドーレ旭川U-15（北海道地域2) 

 前橋ジュニアユース（関東地域1/群馬) 

ファアプレー賞  長岡JYFC ボルボレッタ（北信越地域1/新潟) 

 

②第5回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会 

期    間：1月11日(日)～12日(月・祝) 

決  勝：1月12日(月・祝) 12:00キックオフ 

クラブフィールズ･リンダ 4-5（2-3,2-2）十文字中学校 

表  彰：優勝  十文字中学校（関東地域/東京)  

準優勝  クラブフィールズ･リンダ（北海道地域) 

第3位   FCヴィトーリア（関西地域/大阪) 

FCエフロンテ（中国地域/岡山) 

ファアプレー賞   FCヴィトーリア（関西地域/大阪) 

 

(47) PUMA CUP 2015 第20回全日本フットサル選手権大会 

期    日：3月6日(金)～ 8日(日)  １次ラウンド 

3月13日(金)～15日(日)  決勝ラウンド 

会  場：1次ラウンド 静岡/エコパアリーナ 

大阪/舞洲アリーナ 

兵庫/神戸市立中央体育館 

決勝ラウンド 東京/国立代々木競技場第一体育館 

決  勝：3月15日(日)15:03キックオフ  国立代々木競技場第一体育館  

デウソン神戸 1-3（0-0,1-3）名古屋オーシャンズ 

表    彰：優 勝  名古屋オーシャンズ 

準優勝  デウソン神戸 

第3位   ペスカドーラ町田 

 

(48) 2015プレナスなでしこリーグ 1部 

① 2015プレナスなでしこリーグ１部 レギュラーシリーズ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期    間：3月28日（土）～9月27日（日） 

順  位：優勝  日テレ・ベレーザ 

2位  INAC神戸レオネッサ 

3位  ベガルタ仙台レディース 

4位  ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

5位  アルビレックス新潟レディース 

6位  浦和レッドダイヤモンズレディース 

7位 岡山湯郷Belle 

8位  伊賀フットボールクラブくノ一 

9位  スペランツァFC大阪高槻 
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10位 ASエルフェン埼玉 

 

10チームによる2回戦総当りの全18節のリーグ戦。1位から6位までがエキサイティングシリー

ズ上位リーグを、7位から10位のチームが下位リーグを戦う。 

 

② 2015プレナスなでしこリーグ１部 エキサイティングシリーズ 

主   催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

 

・上位リーグ  

期    間：10月10日(土)～11月8日(日) 

順  位：優勝  日テレ・ベレーザ 

2位  ベガルタ仙台レディース 

3位  INAC神戸レオネッサ 

4位  アルビレックス新潟レディース  

5位  ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

6位  浦和レッドダイヤモンズレディース 

  

レギュラーシリーズの上位6チームが勝点（1位6点、2位5点、3位4点、4位3点、5位2点、6位1

点）を持ち越し、1回戦総当りの全5節のリーグ戦 

 

・下位リーグ 

期    間：10月11日(日)～11月8日(日) 

7位  伊賀フットボールクラブくノ一 

8位  岡山湯郷Belle 

9位  スペランツァFC大阪高槻 

10位 ASエルフェン埼玉 

 

レギュラーシリーズの下位4チームが勝ち点（レギュラーシリーズの3分の1※四捨五入）を持

ち越し2回戦総当りの全6節のリーグ戦を行った。 

結果10位のＡＳエルフェン埼玉が来季なでしこ2部へ自動降格、9位のスペランツァFC大阪高槻

はなでしこ1部・2部入替戦へ挑むことになった。 

 

(49) 2015プレナスなでしこリーグ 2部 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期    間：3月28日（土）～11月3日（月・祝）  

順  位：優勝 AC長野パルセイロ・レディース 

2位  ノジマステラ神奈川相模原  

3位   日体大FIELDS 横浜  

4位   スフィーダ世田谷FC  

5位   アンジュヴィオレ広島  

6位   愛媛FCレディース   

7位   ASハリマアルビオン  

8位   FC吉備国際大学Charme 

9位   福岡J・アンクラス  
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10位  JAPANサッカーカレッジレディース  

 

3回戦総当り全27節の総当りリーグ戦。 

1位のＡＣ長野パルセイロ・レディースは来季なでしこリーグ１部に自動昇格。２位のノジマ

ステラ神奈川相模原はなでしこリーグ１部９位のスペランツァFC大阪高槻となでしこリーグ

１部昇格をかけて入れ替え戦を戦うこととなった。なお１０位のJAPANサッカーカレッジレデ

ィースは来季チャレンジリーグに自動降格。 

 

(50) 2015プレナスチャレンジリーグ（EAST、WEST） 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期    間：4月4日(土)～9月21日(月･祝) 

 

① プレーオフ 

期    間：10月10日(土)～10月28日(水) 

表  彰：優勝  常盤木学園高等学校 

2位  セレッソ大阪堺レディース 

3位   横浜FCシーガルズ 

4位   静岡産業大学磐田ボニータ 

【EAST】 

順  位：1位    横浜FCシーガルズ 

2位    常盤木学園高等学校 

3位    新潟医療福祉大学女子サッカー部 

4位    大和シルフィード 

5位    ノルディーア北海道 

6位  つくばFCレディース 

【WEST】 

順  位：1位    セレッソ大阪堺レディース 

2位    静岡産業大学磐田ボニータ 

3位    JFAアカデミー福島 

4位    バニーズ京都SC 

5位    NGU名古屋FCレディース 

6位   益城ルネサンス熊本フットボールクラブ 

 

(51) 2015なでしこリーグ＆チャレンジリーグ入替戦 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

参加チーム：スぺランツァFC大阪高槻（大阪）、ノジマステラ神奈川相模原（神奈川） 

※上記２チームが入れ替え戦に出場。 

 

下記結果（2分けアウェイゴール数）によりスぺランツァFC大阪高槻（大阪）がなでしこリー

グ1部残留 

第1節 12月5日(土)13:00キックオフ 神奈川／相模原ギオンスタジアム 

ノジマステラ神奈川相模原2-2(0-2, 2-0) スぺランツァFC大阪高槻  

第2節 12月12日(土)13:00キックオフ 大阪／高槻市萩谷総合公園サッカー場 
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スぺランツァFC大阪高槻0-0(0-0,0-0) ノジマステラ神奈川相模原  

 

(52) 2015なでしこリーグ2部＆チャレンジリーグ入替戦 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

参加チーム：横浜FCシーガルズ（神奈川）、福岡J・アンクラス（福岡） 

※上記2チームが入れ替え戦に出場。 

下記結果（横浜FC入れ替え戦1勝1分）により、横浜FCシーガルズ（神奈川）がな

でしこリーグ2部昇格。 

結    果：12月6日（日）13:00キックオフ 神奈川／厚木市荻野運動公園競技場 

横浜FCシーガルズ 1-1(0-1, 1-0)福岡J・アンクラス 

12月13日（日） 13:00キックオフ 福岡／小郡市陸上競技場 

福岡J・アンクラス 0-1(0-0, 0-1) 横浜FCシーガルズ 

 

(53) 2015プレナスチャレンジリーグ入れ替え戦 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

期    間：12月5日(土)～6日(日)、13日(日) 

会  場：各クラブ本拠地 

参加チーム：益城ルネサンス熊本フットボールクラブ（熊本）、 

つくばFCレディー ス(茨城)、オルカ鴨川FC（千葉）、 

INAC神戸レオンチーナ（兵庫）※上記4チームが出場。 

下記結果（つくばFCレディースは入れ替え戦2勝、オルカ鴨川FC入れ替え戦1勝1

敗 アウェイゴール数上位）により、オルカ鴨川FC（千葉）チャレンジリーグ参

入決定、つくばFCレディースがチャレンジリーグ残留決定。 

        結    果：第1節12月5日（土）14:00キックオフ 千葉/鴨川市陸上競技場 

オルカ鴨川FC 1-0(1-0, 0-0) 益城ルネサンス熊本フットボールクラブ 

12月6日(日)12:00キックオフ 兵庫/兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 

INAC神戸レオンチ―ナ0-2(0-1, 0-1) つくばFCレディース 

第2節12月13日（日）11:00キックオフ 茨城/セキショウチャレンジスタジアム 

つくばFCレディース 1-0 (1-0, 0-0) 神戸レオンチーナ 

12月13日(日)13:00キックオフ 熊本/菊池市七城運動公園サッカー場 

益城ルネサンス熊本フットボールクラブ 2-1(2-0, 0-1) オルカ鴨川FC 

 

(54) 2015チャレンジリーグ入替戦予選大会 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

期    間：11月1日(日)～11月3日(火･祝) 

会  場：静岡／時之栖スポーツセンター裾野グラウンド 

参加チーム：オルカ鴨川FC（千葉）、セレッソ大阪堺ガールズ（大阪）、 

INAC神戸レオンチ―ナ（兵庫）、ディオッサ出雲F.C. (島根) 

 

下記結果を受けてオルカ鴨川FC（千葉）、INAC神戸レオンチ―ナ（兵庫）が2015プレナスチャ

レンジリーグ入れ替え戦に出場決定。 

 結     果：第1節 11月1日(日) 

ディオッサ出雲F.C 1-3(0-2, 1-1) オルカ鴨川FC 

セレッソ大阪堺ガールズ0-0(0-0, 0-0) INAC神戸レオンチ―ナ 
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第2節 11月2日(月) 

オルカ鴨川FC 4-2(2-1, 2-1) セレッソ大阪堺ガールズ 

ディオッサ出雲F.C 2-3(1-1, 1-2) INAC神戸レオンチ―ナ 

第3節11月3日(火･祝)  

INAC神戸レオンチ―ナ 0-6(0-4, 0-2) オルカ鴨川FC 

セレッソ大阪堺ガールズ2-2(1-2, 1-0)ディオッサ出雲F.C 

 

(55) 第36回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人宮城県サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会 

一般社団法人福井県サッカー協会、一般社団法人静岡県サッカー協会 

一般社団法人三重県サッカー協会、一般社団法人兵庫県サッカー協会 

一般社団法人広島県サッカー協会、一般社団法人香川県サッカー協会 

後  援：朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 

協  賛：アディダス ジャパン株式会社、味の素株式会社、株式会社セディナ、 

ほけんの窓口グループ株式会社、株式会社マイナビ、株式会社三城 

協  力：西鉄旅行株式会社、株式会社モルテン 

期    間：2014年11月29日(土)～1月1日(木･祝) 

会  場：東京/味の素スタジアムほか 

決  勝：1月1日(木･祝)14:15キックオフ  味の素スタジアム  

浦和レッズレディース 0-1(0-1,0-0) 日テレ・ベレーザ  

入場者数 6,120人(決勝) 

表    彰：優勝    日テレ・ベレーザ 

準優勝  浦和レッズレディース 

第3位   ジェフユナイテッド千葉レディース 

ベガルタ仙台レディース 

ファアプレー賞   日テレ・ベレーザ  

 

本年の皇后杯全日本女子サッカー選手権大会は、これまで天皇杯が開催されてきた元日に東

京・味の素スタジアムにおいて決勝戦を開催した。 

 

(56) 第37回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 

主    催：公益財団法人日本サッカー協会  

主    管：一般社団法人宮城県サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会 

一般社団法人神奈川県サッカー協会、一般社団法人長野県サッカー協会 

一般社団法人福井県サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会 

一般社団法人三重県サッカー協会、一般社団法人兵庫県サッカー協会 

公益財団法人広島県サッカー協会 

後  援：朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 

協  賛：株式会社イエローハット、株式会社セディナ、株式会社ナイキジャパン、 

株式会社日能研、株式会社マイナビ 

協   力：株式会社モルテン 

期    間：11月7日(土)～12月27日(日) 

会  場：神奈川/等々力陸上競技場 ほか 

決  勝：12月27日(日)14:00キックオフ 等々力陸上競技場 

         アルビレックス新潟レディース 0-1(0-0,0-1) INAC神戸レオネッサ 

          入場者数   20,379人(決勝)  

表  彰：優勝   INAC神戸レオネッサ 

準優勝 アルビレックス新潟レディース 

第3位  日テレ・ベレーザ、ベガルタ仙台レディース 

フェアプレー賞    ベガルタ仙台レディース 

 

決勝戦は事実上の澤穂希選手の引退試合となった。試合終了のホイッスルが鳴ると、澤選手の
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もとにチームメイトが次々と駆け寄り、その後、控えの選手らも集まって澤選手を胴上げを行

い、澤選手は表彰式ではキャプテンの大野選手と共に皇后杯を掲げ、表彰式終了後にはJFA名

誉総裁の高円宮久子妃殿下と大仁邦彌会長から花束を手渡され、観客の声援に笑顔で手を振っ

て応えた。 

 

(57) 第23回全日本大学女子サッカー選手権大会 supported by Microsoft Surface 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、朝日新聞社、全日本大学女子サッカー連盟 

主  管：一般社団法人兵庫県サッカー協会、関西学生女子サッカー連盟、 

関東大学女子サッカー連盟 

後    援：日刊スポーツ新聞社、フジテレビジョン、BSフジ、サンケイスポーツ 

特別協賛：日本マイクロソフト株式会社 

協   賛：アディダス ジャパン株式会社、花王株式会社 

協    力：西鉄旅行株式会社、株式会社フォトクリエイト、株式会社ミカサ 

期    間：1月7日(水)～18日(日) 

会  場：1回戦～準々決勝 兵庫/兵庫県立三木総合防災公園 

準決勝・準決勝  東京/味の素フィールド西が丘  

決  勝：1月18日(日)13:00キックオフ  味の素フィールド西が丘 

大阪体育大学 0-0,PK2-4,（0-0,0-0）,EX（0-0,0-0）日本体育大学 

入場者数 3,555人（決勝） 

表  彰：優勝   日本体育大学（関東地域1/神奈川） 

準優勝 大阪体育大学（関西地域2/大阪） 

第3位   吉備国際大学（中国地域2/岡山） 

第4位   武蔵丘短期大学（関東地域4/埼玉） 

ファアプレー賞   吉備国際大学（中国地域2/岡山） 

 

(58) 第20回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

後  援：文部科学省、公益財団法人日本中学校体育連盟、全国連合小学校長会 

協  賛：株式会社ナイキジャパン 

協  力：株式会社モルテン 

期    間：7月25日(土)～31日(金) 

会  場：大阪/J-GREEN堺 

決  勝：7月31日(金) 12:00キックオフ J-GREEN堺 メインフィールド(S1) 

JFAアカデミー福島 0-1（0-0,0-1）セレッソ大阪堺ガールズ 

表  彰：優 勝  セレッソ大阪堺ガールズ（関西地域2/大阪） 

準優勝   JFAアカデミー福島（東海地域1/静岡） 

第3位   アルビレックス新潟レディースU-15（北信越地域2/新潟） 

第4位   十文字中学校（関東地域4/東京） 

フェアプレー賞   JFAアカデミー福島 

 

(59)  第29回デンソーカップチャレンジサッカー 

主    催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

主    管：中国サッカー協会、公益財団法人広島県サッカー協会、中国大学サッカー連盟 

後    援：文部科学省、朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 広島市、広島市教育委員会 

特別協賛：株式会社デンソー 

協    賛：株式会社ミカサ、キリンビバレッジ株式会社、全日本空輸株式会社 

協    力：アディダス ジャパン株式会社 

会    場：エディオンスタジアム、広島広域公園第一球技場、広島広域公園補助球技場 

広島修道大学 

期    間：2月26日(木)〜28日(土) 

決    勝：2月28日(土)13:00キックオフ 広島広域公園第一球技場  

全日本大学選抜チーム1-1,PK5-3（0-0,1-1)九州選抜チーム 

順    位：優勝 全日本大学選抜チーム 
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2衣  九州選抜チーム 

3位  関西選抜チーム 

4位  関東選抜Aチーム 

 

(60) 第23回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人全国高等学校体育連盟、神戸市、 

神戸市教育委員会 

主  管：一般社団法人兵庫県サッカー協会、兵庫県高等学校体育連盟 

後  援：文部科学省、兵庫県、兵庫県教育委員会、スポーツニッポン新聞社 

協  賛：アディダス ジャパン株式会社、株式会社コナミデジタルエンタテインメント 

第一三共ヘルスケア株式会社、ダイハツ工業株式会社、日本コカ・コーラ株式会社、 

日本マイクロソフト株式会社、株式会社ファミリーマート、株式会社マイナビ、 

株式会社ミカサ、株式会社みずほフィナンシャルグループ 

協  力：西鉄旅行株式会社、株式会社フォトクリエイト 

期    間：1月3日(土)～11日(日) 

会  場：兵庫/ノエビアスタジアム神戸他 

決  勝：1月11日(日) 14:10キックオフ ノエビアスタジアム神戸 

日ノ本学園高校 0-0,PK4-2（0-0,0-0）EX（0-0,0-0）常盤木学園高校 

入場者数：2,306人（決勝） 

表  彰：優勝   日ノ本学園高校（関西地域1/兵庫） 

準優勝 常盤木学園高校（東北地域1/宮城）  

第3位 村田女子高校（関東地域1/東京） 

  藤枝順心高校（東海地域1/静岡） 

ファアプレー賞  日ノ本学園高校（関西地域1/兵庫） 

 

(61) JOCジュニアオリンピックカップ第18回全日本女子ユースサッカー選手権大会 

主    催：公益財団法人日本サッカー協会 

主    管：一般社団法人大阪府サッカー協会 

後  援：文部科学省、全国高等学校長協会、公益財団法人 日本オリンピック委員会、 

公益財団法人日本中学校体育連盟 

協    力：西鉄旅行株式会社、株式会社フォトクリエイト、株式会社ミカサ 

期    間：1月3日(土)～7日(水) 

会  場：大阪/J-GREEN堺 

決  勝：1月7日(水) 13:30キックオフ  J-GREEN堺   

日テレ・メニーナ 5-2（2-1,3-1）浦和レッドダイヤモンズレディースユース 

表  彰：優勝  日テレ・メニーナ（関東地域1/東京)  

準優勝 浦和レッドダイヤモンズレディースユース（関東地域2/埼玉) 

第3位  ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18（関東地域3/千葉) 

第4位  ヴィクサーレ沖縄FC・ナビィータ（九州地域/沖縄) 

ファアプレー賞   日テレ・メニーナ（関東地域1/東京)  

 

(62) 第26回全国レディースサッカー大会 

主    催：公益財団法人日本サッカー協会 

主    管：一般財団法人静岡県サッカー協会 

後    援：読売新聞社 

協    賛：花王株式会社 

協    力：西鉄旅行株式会社、株式会社ミカサ 

期    間：3月20日(金)～22日(日) 

会  場：静岡/時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド 

決  勝：3月22日(日) アジュール兵庫 2-0（2-0,0-0） 清水FCレディース 

表  彰：優勝 アジュール兵庫（関西地域1/兵庫） 

準優勝 清水FCレディース（東海地域/静岡） 

第3位 FC BB（関東地域3/埼玉） 
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第4位 USED FC TDS（関西地域3/大阪） 

ファアプレー賞  清水FCレディース （東海地域/静岡） 

MVP   長谷川圭 （アジュール兵庫） 

 

(63) 第26回全国レディースサッカー大会＜レディース･エイト(40歳以上)オープン大会＞ 

主    催：公益財団法人日本サッカー協会 

主    管：一般財団法人静岡県サッカー協会 

後    援：読売新聞社 

協    賛：花王株式会社 

協    力：西鉄旅行株式会社、株式会社ミカサ 

期    間：3月20日(金)～22日(日) 

会  場：兵庫/兵庫県立三木総合防災公園 

決  勝：3月22日(日)オール清水レディース 0-1（0-0,0-1）インターセプト 

表    彰：優勝   インターセプト（関東地域/東京） 

準優勝 オール清水レディース（東海地域/静岡） 

第3位  ポルト神戸FC（関西地域/兵庫） 

第4位  AYAKO.FC（北海道地域） 

ファアプレー賞   インターセプト（関東地域/東京） 

 

(64) キヤノン ガールズ・エイト～JFA地域ガールズ･エイト(U-12)サッカー大会～ 

①キヤノン ガールズ・エイト～JFA関東ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：関東サッカー協会、公益財団法人茨城県サッカー協会 

特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社、株式会社ウインスポーツ 

協  力：ひたちなか市サッカー協会 

期    間：2月21日(土)～22日(日) 

会  場：茨城/ひたちなか市総合運動公園 陸上競技場 スポーツ広場 

表  彰：優勝  千葉県選抜U-12イエロー 

     第2位 神奈川トレセンU-12バンデ 

     第3位 東京選抜AYAME、群馬県トレセンレッド 

 

②キヤノン ガールズ・エイト～JFA東海ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：東海サッカー協会 

後  援：一般財団法人岐阜県サッカー協会 

特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社 

期    間：2月28日(土)～3月1日(日) 

会  場：岐阜/岐阜県フットボールセンター（人工芝） 

表  彰：優勝 三重県女子トレセンシルバー 

     第2位 愛知ドリームレディースエンジ 

     第3位 静岡中部・西部女子トレセン 

 

③キヤノン ガールズ・エイト〜JFA九州ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会〜 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：九州サッカー協会 

特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社 

期    間：2月28日(土)～3月1日(日) 

会  場：大分/湯布院スポーツセンター 人工芝競技場 

表  彰：優勝  宮崎選抜A 

     第2位 福岡県女子トレセンU-12 
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     第3位 沖縄県トレセン女子U-12 

 

④キヤノン ガールズ・エイト～JFA四国ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：四国サッカー協会 

特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社 

期    間：3月7日(土)～8日(日) 

会  場：愛媛/松山市野外活動センター(レインボーハイランド)（天然芝） 

表  彰：優勝 高知A 

     第2位 徳島県女子U12選抜チームA 

     第3位 愛媛県女子U12選抜A 

 

⑤キヤノン ガールズ・エイト～JFA関西ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：関西サッカー協会 

特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社 

期    間：3月14日(土)～15日(日) 

会  場：大阪/J-GREEN堺 S12・S13ピッチ（人工芝） 

表  彰：優勝 奈良南 

     第2位 滋賀ブルー 

     第3位 兵庫WEST 

 

⑥キヤノン ガールズ・エイト～JFA中国ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：中国サッカー協会 
特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社 

期    間：3月21日(土)～22日(日) 

会  場：山口/長浦スポーツ海浜スクエア 

表  彰：優勝 リパイン山口 

     第2位 サモーレ山口 

     第3位 広島鹿娘 

 

⑦キヤノン ガールズ・エイト～JFA北海道ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会、小樽地区サッカー協会 

特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社 

後  援：小樽市教育委員会、小樽市体育協会 

期    間：9月22日(火･休)～23日(水･祝) 

会  場：北海道/小樽市望洋サッカー・ラグビー場 

表  彰：優勝   道央ブロックトレセン女子U-12GREEN 

     第2位  札幌ガールズクリニックホワイト 

     第3位  道南ブルー 

 

(65) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 プリンスリーグ 

1月～12月 各地域 

 

(66) 高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 都道府県リーグ 

1月～12月 各都道府県 

 



- 55 - 

(67) 高円宮杯U-15 サッカーリーグ2015 地域リーグ 

     4月～10月 各地域 

 

(68) 高円宮杯U-15 サッカーリーグ2015 都道府県リーグ 

     4月～10月 各都道府県 

 

(69) U-13地域サッカーリーグ 

     4月～12月 各地域 

 

(70) こくみん共済U-12 サッカーリーグ 

    4月～12月 各都道府県 

 

(71) 2014/2015 JFAエンジョイ5 ～JFAフットサルエンジョイ大会～ 

主   催:公益財団法人日本サッカー協会 

後   援:地域サッカー協会、都道府県サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟、 

一般社団法人日本フットサル施設連盟、株式会社フジテレビジョン 

協   賛:株式会社コナミデジタルエンタテインメント、株式会社ナイキジャパン、 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 

大会形式:ファーストステージ、セカンドステージ、ファイナルステージの3ステージ制。 

※セカンドステージがないカテゴリーもあり。 

＜ファーストステージ＞ 

期    間：2014年7月～12月14日(日) 

会    場：各都道府県の民間フットサル施設等 

＜セカンドステージ＞  

期    間：2014年9月～12月14日(日) 

会    場：各地域の民間フットサル施設等 

＜ファイナルステージ＞ 

期    間：1月25日（日） 

会    場：さいたまスーパーアリーナ／埼玉県 

結 果： 大会全体で1,353チームが参加 

 

(72) 第29回全国少年少女草サッカー大会 
主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会、朝日新聞社、 

静岡市、NPO法人清水サッカー協会、 

静岡サッカー協会全国少年少女草サッカー大会 組織委員会 

主  管：全国少年少女草サッカー大会 実行委員会 

協  賛：第一三共ヘルスケア株式会社 

後  援：文部科学省、静岡県、静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、静岡市議会 

公益財団法人静岡市体育協会、静岡朝日テレビ、朝日学生新聞社、 

日刊スポーツ新聞社、静岡新聞社、静岡商工会議所、 

公益財団法人静岡観光コンベンション協会、静岡市自治会連合会、 

東海大学海洋学部博物館、公益財団法人日本プロサッカーリーグ、 

一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

協  力：アディダス、株式会社清水銀行、株式会社静岡銀行、鈴与グループ、 

TOKAIグループ、清水女性倶楽部、清水ホテル旅館組合、 

静岡市ホテル旅館協同組合、富士市ホテル旅館業組合、エスパルス、 

(株)アイエイアイ、サカイク他 

期    間：8月14日(金)～18日(火） 

会    場：静岡/IAIスタジアム日本平他37グラウンド 

決    勝：8月18日(火) IAIスタジアム日本平 

     男子 13:30キックオフ 新座片山FC少年団 4-3 バディーサッカークラブ Ｓ 

     女子 12:30キックオフ バディフットボールクラブ 2-0 横浜ウインズ 

結   果：男子 
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優勝   新座片山FC少年団(埼玉県) 

     準優勝 バディーサッカークラブS(神奈川県) 

     第3位  バディサッカークラブA(東京都) 

SALFUS oRs(静岡県) 

     女子 

     優勝  バディフットボールクラブ(東京都） 

準優勝 横浜ウインズ(神奈川県） 

     第3位  FCすすき野レディース(神奈川） 

         西宮女子フットボールクラブジュニア(兵庫) 

 

２ 国内競技会（後援） 

 

(1) 第44回全国自治体職員サッカー選手権大会 

主     催：全国自治体職員サッカー連盟、旭川市 

主     管：公益財団法人北海道サッカー協会、旭川地区サッカー協会、 

全国自治体職員サッカー連盟北海道支部 

後     援：公益財団法人日本サッカー協会、旭川市教育委員会、 

公益財団法人旭川市体育協会 

期    間：7月31日(金)～8月5日(水) 

会    場：北海道/カムイの杜公園多目的広場、東光スポーツ公園球技場 

決  勝：8月5日(水)10:00キックオフ カムイの杜公園多目的広場A 

     藤枝市役所 4-3（2-1,2-2） 東京消防庁 

表  彰：優 勝 藤枝市役所（静岡県） 

準優勝 東京消防庁（東京都） 

第3位 長崎市役所（長崎県）、さいたま市役所（埼玉県） 

 

(2) 第49回全国自衛隊サッカー大会 

主 催：自衛隊サッカー連盟 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 

期    間：[男子の部] 4月19日(日)～26日(日) 

[女子の部] 4月18日(土)～19日(日) 

会 場：東京/味の素フィールド西が丘他 

決 勝：[男子の部] 

4月26日(日) 12:30キックオフ  味の素フィールド西が丘  

海上自衛隊下総 1-0（0-0,1-0）海上自衛隊厚木マーカス 

[女子の部（フットサル）] 

4月19日(日)13:30キックオフ  陸自朝霞駐屯地体育学校球技体育館  

海自・空自統合 那覇基地ティーダキッカーズ 0-2(0-1) 

陸上自衛隊 朝霞駐屯地SULWAY 

表     彰:[男子の部] 

優 勝  海上自衛隊下総（関東地域/千葉） 

第2位 海上自衛隊厚木マーカス（関東地域/神奈川） 

第3位 海上自衛隊厚木A.N.FC.（関東地域/神奈川） 

[女子の部（フットサル）] 

優 勝 陸上自衛隊 朝霞駐屯地SULWAY（関東地域/東京） 

第2位 海自・空自統合 那覇基地ティーダキッカーズ（九州地域/沖縄） 

第3位 空自衛隊 入間基地Amley（九州地域/埼玉） 

 

(3) 第31回全国選抜フットサル大会 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：一般社団法人石川県サッカー協会、石川県フットサル連盟、北信越サッカー協会、 

     北信越フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会、石川県教育委員会、公益財団法人石川県体育協会 
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協  賛：ＧＡＶｉＣ(株式会社ロイヤル) 

オフィシャルゲームボール：株式会社ミカサ 

期    間：10月2日（金）～4日（日） 

会  場：石川県金沢市／いしかわ総合スポーツセンター 

決  勝：10月4日（日）13:00キックオフ  いしかわ総合スポーツセンター  

神奈川県選抜 6-1（2-1）三重県選抜 

順    位：優勝    神奈川県選抜 

準優勝  三重県選抜 

第3位  滋賀県選抜、東京都選抜 

 

(4) 第28回全国健康福祉祭サッカー交流大会(ねんりんピックおいでませ！山口2015)  

 主  催：厚生労働省 山口県 一般財団法人長寿社会開発センター 

ねんりんピックおいでませ！山口２０１５実行委員会 

山陽小野田市 ねんりんピックおいでませ！山口２０１５山陽小野田市実行委員会 

下関市 ねんりんピックおいでませ！山口２０１５下関市実行委員会 

山口市 ねんりんピックおいでませ！山口２０１５山口市実行委員会 

主  管：一般社団法人山口県サッカー協会 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

期    間：10月17日(土)～20日(月) 

会  場：山口県立おのだサッカー交流公園〔サッカー場、多目的スポーツ広場〕 

乃木浜総合公園〔多目的グラウンド〕 

維新百年記念公園〔陸上競技場、ラグビー・サッカー場〕 

競技方法：グループリーグのみ実施 

 

(5) 第25回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 

主  催：公益財団法人全国高等学校定時制通信制教育振興会 

公益財団法人全国高等学校体育連盟 

主  管：公益財団法人全国高等学校体育連盟定時制通信制部サッカー専門部 

静岡県高等学校体育連盟定時制通信制部 

後  援：文部科学省、厚生労働省、静岡市、公益財団法人日本体育協会 

公益財団法人日本サッカー協会、全国定時制通信制高等学校長会 

全国高等学校定時制通信制教頭・副校長協会、静岡県教育委員会 

一般財団法人静岡県サッカー協会、NPO法人清水サッカー協会 

公益財団法人石澤奨学会、公益財団法人東京都体育協会、静岡朝日テレビ 

静岡新聞社、NHK、朝日新聞静岡総局、SBS静岡放送、日刊スポーツ新聞社  

協    賛：株式会社モルテン、プーマジャパン株式会社、株式会社エスパルス 

期    間：8月8日(土)〜11日(火) 

会    場：静岡/清水ナショナルトレ―ニングセンター、清水蛇塚スポーツグラウンド 

決    勝：:8月11日(火) 清水ナショナルトレ―ニングセンター 

静岡県立静岡中央高等学校 1-0（1-0,0-0）科学技術学園高等学校刈谷                   

表    彰：優勝   静岡県立静岡中央高等学校（静岡県1） 

     準優勝 科学技術学園高等学校刈谷（愛知県1） 

     第3位  東京都立世田谷泉高等学校（東京都1） 

科学技術学園高等学校日野（東京都2） 

最優秀選手 寺田 剛基（静岡県立静岡中央高等学校） 

          

(6) JA全農杯チビリンピック 小学生選抜8人制サッカー大会 

開 会 式：5月3日(日・祝) 

期    間：5月3日(日・祝)～5日(火・祝) 

会  場：神奈川/日産スタジアムほか 

決    勝：5月5日（火祝）13:25キックオフ 日産スタジアム 

       横浜F・マリノスプライマリー 2-2,PK2-3（0-0,0-2,2-0）柏レイソルU-12  

順    位：優勝   横浜F・マリノスプライマリー 
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準優勝  柏レイソルU-12  

第3位  サンフレッチェ広島F・Cジュニア 

サガン鳥栖U-12 

 

(7) 第15回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：公益財団法人愛知県サッカー協会、一般財団法人岐阜県サッカー協会、 

愛知県フットサル連盟、岐阜県フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

協  賛：GAViC（株式会社ロイヤル） 

オフィシャルサプライヤー：GAViC(株式会社ロイヤル) 

オフィシャルゲームボール：株式会社ミカサ 

期    間：2月20日（金）～22日（日） 

会  場：1次ラウンド：愛知県一宮市／一宮市総合体育館 

岐阜県岐阜市／岐阜メモリアルセンター 

決勝ラウンド：愛知県名古屋市／テバオーシャンアリーナ 

決  勝：2月22日（日）15:00キックオフ  テバオーシャンアリーナ 

ミキハウスフットサルクラブ3-7（0-4）SWH Futsal Club 

順    位：優勝     SWH Futsal Club 

準優勝   ミキハウスフットサルクラブ 

第3位   ヴォスクオーレ仙台サテライト、ビークス白山 

 

(8) 2015年地域女子リーグカップ 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：公益財団法人愛知県サッカー協会、愛知県フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

オフィシャルサプライヤー：GAViC(株式会社ロイヤル) 

オフィシャルゲームボール：株式会社ミカサ 

期    間：2月20日（金）～22日（日） 

会  場：愛知県／一宮市総合体育館 

愛知県／テバオーシャンアリーナ 

決  勝：2月22日(日) 13:15キックオフ  テバオーシャンアリーナ  

丸岡RUCKレディース 1-8（0－4）arco-iris KOBE 

順    位：優勝    arco-iris KOBE 

準優勝  丸岡RUCKレディース 

 

(9) トリムカップ2015第7回全国女子選抜フットサル大会 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：一般社団法人宮城県サッカー協会、宮城県フットサル連盟、東北フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会、宮城県教育委員会、柴田町、読売新聞東北総局、

(株)宮城テレビ放送、遠刈田温泉旅館組合 

協  力：学校法人朴沢学園 仙台大学 

特別協賛：株式会社日本トリム 

オフィシャルゲームボール：株式会社ミカサ 

期    間：3月27日（金）～29日（日） 

会  場：宮城県柴田町／仙台大学体育館 

決  勝：3月29日（日）13:00キックオフ 宮城／仙台大学体育館  

東京都選抜 1-2（0-1）兵庫県選抜 

順    位：優勝    兵庫県選抜 

準優勝  東京都選抜 

第3位  福井県選抜、佐賀県選抜 

 

(10)ユースフットサル選抜トーナメント2015 
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主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

共  催：特定非営利活動法人サロン2002 

主  管：公益財団法人東京都サッカー協会、東京都フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人北海道フットサル連盟、 

東北フットサル連盟、関東フットサル連盟、北信越フットサル連盟、 

東海フットサル連盟、関西フットサル連盟、中国フットサル連盟、 

四国フットサル連盟、九州フットサル連盟 

協  賛：日本ウェルネススポーツ大学 

協  力：株式会社シックス 

オフィシャルゲームボール：株式会社ミカサ 

期    間：3月24日(火)～25日(水) 

会  場：東京都墨田区／墨田区総合体育館 

決  勝：3月25日(水)16:40キックオフ  墨田区総合体育館  

東京都ユースリーグ選抜U-18 2-4（1-1）愛知県選抜U-18 

順    位：優勝   愛知県選抜U-18 

準優勝 東京都ユースリーグ選抜U-18 

第3位  大分県選抜U-18、FOOTBOZE FUTSAL U-18 

 

３ 国際競技会（国内開催、派遣） 

 

(1) FIFAクラブワールドカップ ジャパン 2015 
 期    間：12月10日(木)～20日(日) 
 会  場：神奈川／横浜国際総合競技場・大阪／大阪長居スタジアム 
 
＜Match No.1＞１回戦（開幕戦） 
日    時：12月10日(木)19：45キックオフ 
 会  場：神奈川／横浜国際総合競技場 
 対  戦：サンフレッチェ広島（開催国）2-0（1-0,1-0）オークランド・シティーFC（OFC） 
 入場者数：19,421人 
＜Match No.2＞準々決勝 
 日    時：12月13日(日)16:00キックオフ 
 会  場：大阪／大阪長居スタジアム 
 対  戦：クラブ・アメリカ（CONCACAF）1-2（0-0,1-2）広州恒大（AFC） 
 入場者数：18,772人 
＜Match No.3＞準々決勝 
日    時：12月13日(日)19:30キックオフ 
 会  場：大阪／大阪長居スタジアム 
 対  戦：TPマゼンベ（CAF）0-3（0-1,0-2）サンフレッチェ広島（開催国） 
 入場者数：23,609人 
＜Match No.4＞5位決定戦 
日    時：12月16日(水)16:30キックオフ 
 会  場：大阪／大阪長居スタジアム 
 対  戦：クラブ・アメリカ（CONCACAF）2-1（2-1,0-0）TPマゼンベ（CAF） 
 入場者数：11,686人 
＜Match No.5＞準決勝 
 日    時：12月16日(水)19:30キックオフ 
 会  場：大阪／大阪長居スタジアム 
 対  戦：サンフレッチェ広島（開催国）0-1（0-0,0-1）リバープレート（CONMEBOL） 
 入場者数：20,133人 
＜Match No.6＞準決勝 
 日    時：12月17日(木)19:30キックオフ 
 会  場：神奈川／横浜国際総合競技場 
 対  戦：FCバルセロナ（UEFA）3-0（1-0,2-0）広州恒大（AFC） 
 入場者数：63,870人 
＜Match No.7＞3位決定戦 
 日    時：12月20日(日)16:00キックオフ 
 会  場：神奈川／横浜国際総合競技場 
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 対  戦：サンフレッチェ広島（開催国）2-1（0-1,2-0）広州恒大（AFC） 
 入場者数：47,968人 
＜Match No.8＞決勝 
 日    時：12月20日(日)19:30キックオフ 
 会  場：神奈川／横浜国際総合競技場 
 対  戦：リバープレート（CONMEBOL）0-3（0-1,0-2）FCバルセロナ（UEFA） 
 入場者数：66,853人 

 

(2) AFCチャンピオンズリーグ2015 

2015年度から出場枠の割り当て方法の変更にともない、日本の出場枠が直接出場枠『3』＋プ

レーオフ枠『1』に変更された。 

日本から2014Ｊ1リーグ優勝のガンバ大阪、準優勝の浦和レッズ、第3位の鹿島アントラーズが

本大会に出場。ガンバ大阪が天皇杯でも優勝したことにより、Jリーグ第4位の柏レイソルが繰

り上がりでプレーオフに出場した。 

① プレーオフ 

東地区プレーオフ2： 

2月17日(火） 柏レイソル 3-2(1-1) チョンブリFC（タイ）    日本/日立柏サッカー場 

(※東地区プレーオフ2で柏レイソルが勝利した結果、グループステージに進出) 

② グループステージ（MD＝マッチデイ） 

グループE：  

 日本からの参加クラブ：柏レイソル：ノックアウトステージ進出 

【MD1】2月24日(火) 0-0(0-0) 全北現代モータース(韓国)戦  

 韓国/全州ワールドカップスタジアム 

【MD2】3月3日(火) 5-1(2-0) ビン･ズオン(ベトナム)戦          日本/日立柏サッカー場 

【MD3】3月17日(火) 2-1(1-0) 山東魯能(中国)戦              日本/日立柏サッカー場 

【MD4】4月8日(水) 4-4(3-3) 山東魯能(中国)戦             中国/済南奥林匹克体育中心 

【MD5】4月22日(水) 3-2(3-0) 全北現代モータース(韓国)戦     日本/日立柏サッカー場 

【MD6】5月6日(水・振休) 0-1(0-0) ビン･ズオン(ベトナム)戦 

ベトナム/ビンズオンスタジアム 

 グループF：  

 日本からの参加クラブ：ガンバ大阪：ノックアウトステージ進出 

【MD1】2月24日(火) 0-2(0-1) 広州富力(中国)戦 日本/万博記念競技場                                 

【MD2】3月3日(火) 0-2(0-1) 城南FC(韓国)戦     韓国/炭川総合運動場 

【MD3】3月18日(水) 1-1(1-0) ブリーラム･ユナイテッド(タイ)戦  日本/万博記念競技場 

【MD4】4月7日(火) 2-1(1-1) ブリーラム･ユナイテッド(タイ) 戦 

タイ/ブリーラムスタジアム 

【MD5】4月22日(水) 5-0(3-0) 広州富力(中国) 戦                中国/越秀山体育場 

【MD6】5月6日(水・振休) 2-1(0-1) 城南FC(韓国)戦       日本/万博記念競技場 

グループG：  

 日本からの参加クラブ：浦和レッズ: グループステージ敗退 

【MD1】2月25日(水) 1-2(1-0) 水原三星ブルーウィングス(韓国)戦 

韓国/水原ワールドカップスタジアム 

【MD2】3月4日(水) 0-1(0-1) ブリスベン・ロアー(オーストラリア)戦  

日本/埼玉スタジアム2002 

【MD3】3月17日(火) 0-2(0-0) 北京国安(中国)戦 中国/北京工人体育場  

【MD4】4月8日(水) 1-1(0-1) 北京国安(中国)戦                日本/埼玉スタジアム2002 

【MD5】4月21日(火) 1-2(0-0) 水原三星ブルーウィングス(韓国) 戦 

日本/埼玉スタジアム2002 

【MD6】5月5日(火・祝) 2-1(1-0) ブリスベン・ロアー(オーストラリア)戦 

オーストラリア/ロビーナ・スタジアム 

グループH：グループステージ敗退 

 日本からの参加クラブ：鹿島アントラーズ 

【MD1】2月25日(水) 1-3(0-0) ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)戦 

日本/県立カシマサッカースタジアム 
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【MD2】3月4日(水) 0-1(0-0) FCソウル(韓国)戦   韓国/ソウルワールドカップスタジアム 

【MD3】3月18日(水) 3-4(1-1) 広州恒大(中国)戦            中国/広州天河体育中心 

【MD4】4月7日(火) 2-1(1-0) 広州恒大(中国)戦   日本/県立カシマサッカースタジアム 

【MD5】4月21日(火) 2-1(0-1) ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)戦 

オーストラリア/パラマッタスタジアム 

【MD6】5月5日(火・祝) 2-3(1-1) FCソウル(韓国）戦  日本/県立カシマサッカースタジアム 

③ ノックアウトステージ（ホーム＆アウェイ） 

ラウンド16：  

【第1戦】 

5月19日(火) 水原三星ブルーウィングス(韓国) 2-3(1-2) 柏レイソル 

韓国/水原ワールドカップスタジアム 

5月20日(水) FCソウル(韓国) 1-3(0-0) ガンバ大阪   

韓国/ソウルワールドカップスタジアム 

【第2戦】 

5月26日(火) 柏レイソル 1-2(0-1) 水原三星ブルーウィングス(韓国） 

日本/日立柏サッカー場 

5月27日(水)  ガンバ大阪 3-2(2-0) FCソウル(韓国)       日本/万博記念競技場 

準々決勝：  

【第1戦】 

8月25日(火) 柏レイソル 1-3(0-2) 広州恒大(中国)      日本/日立柏サッカー場 

8月26日(水) 全北現代モータース(韓国) 0-0(0-0) ガンバ大阪 

韓国/全州ワールドカップスタジアム 

【第2戦】 

9月15日(火) 広州恒大(中国) 1-1(1-1) 柏レイソル      中国/広州天河体育中心 

9月16日(水) ガンバ大阪 3-2(1-1) 全北現代モータース(韓国)  日本/万博記念競技場 

準 決 勝：  

【第1戦】  

9月30日(水) 広州恒大（中国) 2-1(1-1) ガンバ大阪      中国/広州天河体育中心 

【第2戦】 

10月21日(水) ガンバ大阪 0-0(0-0) 広州恒大(中国)       日本/万博記念競技場 

 

日本の参加クラブである、ガンバ大阪は準決勝で敗退した。2015年大会においては、広州恒大

（中国）が優勝し、アジアのクラブ代表としてFIFAクラブワールドカップジャパン2015に出場

した。 

 

(3) 第23回 日・韓・中ジュニア交流競技会 

主  催：公益財団法人日本体育協会 

公益財団法人日本陸上競技連盟、公益財団法人日本サッカー協会 

公益財団法人日本テニス協会、公益財団法人日本バレーボール協会 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

一般社団法人日本ウエイトリフティング協会 

公益財団法人日本ハンドボール協会、 公益財団法人日本ソフトテニス連盟 

公益財団法人日本卓球協会、公益財団法人日本バドミントン協会、 

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 

開 催 地：韓国／済州特別自治道 

期    間：8月23日(日)～29日(土） 

日本チーム：アルビレックス新潟U-18 

（高円宮杯U-18サッカーリーグ2014 プリンスリーグ北信越 優勝チーム） 

結 果：アルビレックス新潟U-18 2-5(0-1,2-4)  韓国選手団  

アルビレックス新潟U-18 2-2(0-1,2-1) PK7-6  済州島特別自治道選手団 

アルビレックス新潟U-18 4-0(2-1, 2-1) 中国選手団 

最終成績：2勝1敗 ※交流競技会の為、順位はなし 
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(4) スルガ銀行チャンピオンシップ2015 OSAKA 

Jリーグヤマザキナビスコカップ/コパ・トタル・スダメリカーナ 王者決定戦 

日    時：8月11日(火)19:00キックオフ 

会  場：大阪／万博記念競技場 

対  戦：ガンバ大阪 0-3 (0-2,0-1) リバープレート（アルゼンチン） 

入場者数：12,722人 

 

(5) 日本高校選抜 欧州遠征 

① 第53回デュッセルドルフ国際ユースサッカー大会 

期    間：4月2日(木)～6日(月) 

場  所：ドイツ／デュッセルドルフ 

チ ― ム：日本高校サッカー選抜 

大会結果： 

グループステージ第1戦 

高校選抜 2-0(2-0,0-0) BV04デュッセルドルフ(ドイツ) 

グループステージ第2戦 

高校選抜 3-2(0-1,3-1) スラヴィア・プラハ(チェコ) 

グループステージ第3戦 

高校選抜 0-3(0-2,0-1) レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) 

グループステージ第4戦 

高校選抜 0-2(0-2,0-0) ボルシア・メンヘン・グラッドバッハ(ドイツ) 

5・6位決定戦  

高校選抜 1-1 (0-1,1-0) PK3-4 パルメイラス(ブラジル) 

※最終順位第6位 

大会ベストMF賞：渡邊凌磨(前橋育英高→早稲田大学) 
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Ⅲ 指導普及事業 

 

※１ スポーツ振興くじ（toto）助成事業 

※２ スポーツ基金助成事業 

 

(1) JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会U-12 ※１ 

  7月29日(水)～8月2日(日)  静岡/時之栖 

         参加者：選手768名、指導者178名 

 

(2) ナショナルトレセンU-12［地域開催］ 

  北海道 10月16日(金)～19日(月)         北海道/札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ 

   参加者：選手34名 

  北信越 10月9日(金)～12日(月) 石川/七尾市和倉能登島ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

   参加者：選手38名 

  九州 10月10日(土)～12日(月・祝) 大分/湯布院ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
   参加者：選手60名 

 
(3) ナショナルトレセンU-14［前期：4地域開催/同時開催 後期：対抗戦］※２ 

   前期 5月21日(木)～24日(日) 

    東日本：青森/岩木山 

   参加者：選手40名、指導者12名 

    関 東：静岡/時之栖 

   参加者：選手42名、指導者12名 

    中日本：石川/和倉温泉 

   参加者：選手70名、指導者20名 

    西日本：大分/大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 

   参加者：選手70名、指導者20名 

   後期 11月20日(金)～23日(月・祝)  

    対抗戦：大阪/J-GREEN堺 

   参加者：選手308名、指導者54名 

 

(4) U-17地域トレーニングキャンプ 

  北海道：11月4日(水)～6日(金)           北海道/札幌 

参加者：選手28名 

東北：8月19日(火)～20日(木)           岩手 

参加者：選手24名 

関東：10月7日(水)～9日(金)            茨城 

参加者：選手32名 

北信越：7月15日(水)～17日(金)          新潟 

参加者：選手20名  

東海：12月13日(日）～15日(火)          岐阜 

参加者：選手32名 

関西：11月27日(金)～29日(日)           大阪 

参加者：選手30名 

中国/四国：6月14日(日)～16日(火)         広島 

参加者：中国18名/四国18名 ※共同開催 

九州：9月14日(月)～16日(水)           福岡 

参加者：選手27名 

 

(5) ナショナルトレセンコーチ研修会 

    3月3日(火)～6日(金)  静岡/時之栖  

  参加者：48名 
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(6) 都道府県トレセンスタッフ研修会 

    1月～12月 9地域 

 

(7) 47FAユースダイレクター研修会 

 前期 7月10日(金)～12日(日) 大阪/J-GREEN堺 

  参加者：61名 

   後期 12月11日(金)～13日(日)     静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

  参加者：65名 

 

(8) 地域トレセン支援 

    1月～12月  9地域、47都道府県 

 

(9) 地域トレセン(トレーニングセンター)  

1月～12月 9地域 

 

(10) 都道府県トレセン(トレーニングセンター)  

1月～12月   47都道府県 

 

(11) モデル地区トレセン 

1月～12月 全国75地区 

 

(12) ナショナルGKキャンプ 

2月27日(金)～3月1日(日)  大分/大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 

  参加者：選手20名、指導者5名 

 

(13) JFAエリートプログラム 

① U-14トレーニングキャンプ 

    6月24日(水)～28日(日)       岩手/花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら 

  参加者：選手22名、指導者4名 

② U-14韓国遠征(JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    10月15日(木)～20日(火)      韓国/ﾊﾟｼﾞｭ・ﾅｼｮﾅﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 

  参加者：選手20名、指導者3名 

③ U-14トレーニングキャンプ 

    12月2日(水)～26日(日)       鹿児島/ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄ京ｾﾗ 

  参加者：選手22名、指導者3名 

④ U-13トレーニングキャンプ 

    6月24日(水)～28日(日) 北海道/室蘭市入江運動公園多目的広場 

  参加者：選手22名、指導者3名 

⑤ U-13トレーニングキャンプ(JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    12月15日(火)～20日(日)  大分/大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 

  参加者：選手20名、指導者3名 

⑥ AFCフェスティバル 

      9月7日(月)～14日(月)    中国/北京ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 

  参加者：選手18名、指導者3名 

⑦ U-13トレーニングキャンプ 

    3月5日(木)～9日(月)               静岡/時之栖 

  参加者：選手22名、指導者4名 

 

(14) S級コーチ養成講習会 ※１ 

       受講者数 22名 

前期：国内短期講習会 5月9日(土)～14日(木) 茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

国内集中講習会                          東京/三菱養和会、JISS、味の素NTC 他 

① 5月18日(月)～21日(木)              



- 65 - 

② 5月25日(月)～28日(木) 

③ 6月1日(月)～4日(木) 

④ 6月8日(月)～11日(木) 

⑤ 6月15日(月)～ 18日(木) 

中期：国内短期講習会 8月31日(月)～9月3日(木) 静岡/J-STEP 

国内集中講習会                          東京/三菱養和会、JISS、味の素NTC 他 

⑥ 9月7日(月)～10日(木） 

⑦ 9月14日(月）～17日(木) 

⑧ 9月28日(月)～10月1日(木) 

⑨ 10月5日(月)～8日(木) 

⑩ 10月13日(火)～15日(木) 

後期：国内集中講習会 東京/JISS、味の素NTC 

⑪ 12月8日(火)～11日(金) 

指導実践試験 12月14日(月)～17日(木) 静岡/J-STEP 

インターンシップ （3週間）： 前期終了後 ～ 2016年8月31日(水)まで 

 

(15) A級コーチジェネラル養成講習会 4コース：5泊6日×3期 

 第１コース  前期：5月25日(月)～30日(土)      山梨/山梨学院大学 

中期：7月6日(月)～11日(土)      山梨/山梨学院大学 

        後期：12月 7日～12月12日      山梨/山梨学院大学 

       受講者数 29名 

第２コース  前期： 7月6日(月)～11日(土)       茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

        中期：10月19日(月)～24日(土)      茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

後期：11月14日(土)～19日(木)      静岡/時之栖 

       受講者数 27名 

第３コース  前期：6月15日(月)～20日(土)       茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

        中期：9月14日(月)～19日(土)      静岡/J-STEP 

後期：11月30日(月)～12月5日(土)    静岡/J-STEP 

       受講者数 33名 

第４コース   前期：4月27日(月)～5月2日(土)    大阪/J-GREEN堺 

中期： 8月24日(月)～29日(土)     大阪/J-GREEN堺 

後期：10月26日(月)～10月31日(土)    大阪/J-GREEN堺 

       受講者数 28名 

第５コース   前期：6月8日(月)～13日(土)     大阪/J-GREEN堺 

中期：8月31日(月)～9月5日(土)     大阪/J-GREEN堺 

後期：11月24日(火)～29日(日)     大阪/J-GREEN堺 

       受講者数 32名 

 

(16) A級コーチＵ-12養成講習会 2コース： 5泊6日、3泊4日、4泊5日 3期制 

  JFAアカデミー福島コース                             静岡/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島他 

前期：5月11日(月)～16日(土) 

中期：8月25日(火)～28日(金) 

後期：12月16日(水)～20日(日)  

       受講者数 20名 

JFAアカデミー熊本宇城コース                         熊本/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城 

前期：6月18日(木)～23日(火)  

中期：9月3日(木)～6日(日)  

後期：2016年1月13日(水)～17日(日)  

       受講者数 18名 

         大阪府FAコース                                       大阪/J-GREEN堺 

               前期：5月10日(日)～13日(水) 

      5月18日(月)～19日(火) 

                  6月1日(月)～3日(水) 
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                  6月8日(月)、10日(水) 

                  6月15日(月)～17日(水) 

                   中期：8月31日(月)～9月1日(火) 

                  9月16日(水)、23日(水) 

                  10月5日(月)～6日(火) 

             後期：10月26日(月)～28日(水) 

11月2日(月)～4日(水) 

11月16日(月)～18日(水) 

       受講者数 15名 

 

(17) A級コーチU-15養成講習会 1コース： 5泊6日 3期制 

     JFAアカデミー福島コース                            静岡/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島 他 

前期：6月22日(月)～27日(土)  

中期：9月14日(月)～19日(土)  

後期：11月 2日(月)～7日(土)  

        受講者数 26名 

 

(18) B級コーチ養成講習会 

 （専門科目18コース：5泊6日×2期） 

第1コース（北海道） 

前期：6月22日(月)～27日(土)            北海道/札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝ

ﾄﾊﾟｰｸ 

後期：10月5日(月)～10日(土)      北海道/札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ

ﾊﾟｰｸ 

           受講者数 17名 

第2コース(東北) 

前期：7月18日(土)～21日(火)            青森/岩木山総合公園 

中期：9月20日(日)～23日(水・祝)         岩手/岩手県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 

後期：11月21日(土)～24日(火)      宮城/松島ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 

           受講者数 29名 

第3コース（関東） 

前期：7月13日(月)～18日(土)     茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ                

後期：10月19日(月)～24日(土)                  茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ       

           受講者数 29名 

第4コース（北信越） 

前期：6月15日(月)～20日(土)                   石川/和倉温泉多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

後期：11月16日(月)～21日(土)                  石川/和倉温泉多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

           受講者数 25名 

第5コース（東海）   

前期：7月6日(月)～11日(土)                    静岡/時之栖  

後期：10月26日(月)～31日(土)                 静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

           受講者数 29名 

第6コース（関西） 

前期：6月29日(月)～7月4日(木)                兵庫/五色台運動公園 

後期：11月2日(月)～7日(土)                    大阪/J-GREEN堺 

           受講者数 31名 

第7コース（中国） 

前期：6月22日(月)～ 27日(土)          山口/山口県立おのだｻｯｶｰ交流公園 

後期：11月30日(月)～12月5日(土)       山口/山口県立おのだｻｯｶｰ交流公園 

           受講者数 32名 

第8コース（四国） 

前期：6月8日(月)～ 13日(土)                  高知/春野総合運動公園 

後期：11月30日(月)～12月5日(土)              高知/春野総合運動公園 
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           受講者数 31名 

第9コース（九州） 

前期：5月30日(土)～ 6月4日(木)           鹿児島/ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄ京ｾﾗ             

後期：10月16日(金)～21日(水)              鹿児島/ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄ京ｾﾗ  

           受講者数 30名 

第10コース（Jﾘｰｸﾞ）  

前期：6月29日(月)～7月4日(土)                静岡/時之栖 

後期：11月14日(土)～19日(木)                  静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

           受講者数 31名 

第11コース（FC東京） 

前期：6月29日(月)～7月4日(土)                東京/東京ｶﾞｽ深川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

後期：11月30日(月)～12月5日(土)           東京/東京ｶﾞｽ深川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

           受講者数 31名 

第12コース（ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟） 

前期：6月29日(月)～7月4日(土)         新潟/新潟聖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｱﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ 

後期：11月2日(月)～7日(土)            新潟/新潟聖ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｱﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ 

           受講者数 25名 

第13コース（ｾﾚｯｿ大阪） 

前期：5月25日(月)～30日(土)           大阪/南津守さくら公園ｽﾎﾟｰﾂ広

場 

後期：12月14日(月)～19日(土)           大阪/J-GREEN堺 

           受講者数 29名 

第14コース（鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ） 

前期：6月8日(月)～13日(土)             茨城/新日鐵住金総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

後期：10月5日(月)～10日(土)                茨城/新日鐵住金総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

           受講者数 21名 

第15コース（浦和ﾚｯｽﾞ）  

前期：6月29日(月)～7月4日(土)          埼玉/ﾚｯｽﾞﾗﾝﾄﾞ 

後期：12月14日(月)～19日(土)               埼玉/ﾚｯｽﾞﾗﾝﾄﾞ 

           受講者数 27名 

（共通科目） 

Eﾗｰﾆﾝｸﾞｺｰｽ：各自PCで受講後、実技講習・筆記試験を専門コース後期初日に受講 

 

(19) C級コーチ養成講習会 

    1月～12月  47都道府県、Jリーグ/教育機関 

 

(20) D級コーチ養成講習会 

    1月～12月  47都道府県/教育機関 

 

(21) ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 

      前期    1月13日(火)～18日(日) 茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

      後期    6月19日(金)～21日(日) 静岡/時之栖 

      受講者数 22名 

 

(22) ゴールキーパーB級コーチ養成講習会 

            1月22日(木)～26日(月)              茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

             受講者数 30名 

 

(23) ゴールキーパーC級コーチ養成講習会（3泊4日×6コース） 

第1ｺｰｽ：11月12日(木)～15日(日)          宮城/松島ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 

             受講者数 29名 

第2ｺｰｽ：9月17日(木)～20日(日)             茨城/鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 

             受講者数 27名 



- 68 - 

第3ｺｰｽ：10月9日(金)～12日(月・祝)          静岡/ﾔﾏﾊﾘｿﾞｰﾄつま恋       

             受講者数 29名 

第4ｺｰｽ：9月10日(木)～13日(日)               大阪/J-GREEN堺 

             受講者数 25名 

第5ｺｰｽ：7月17日(金)～20日(月・祝)           石川/和倉温泉 

             受講者数 29名 

第6ｺｰｽ：9月19日(土)～22日(火)              熊本/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城 

             受講者数 24名 

 

(24) フットサルB級コーチ養成講習会 

前期： 3月17日(火)～22日(日) 神奈川/ﾚｲｸｱﾘｰﾅ箱根 

後期： 4月21日(火)～26日(日） 神奈川/ﾚｲｸｱﾘｰﾅ箱根 

         受講者数 20名 

 

(25) フットサルC級コーチ養成講習会 

① 1月16日(金)～18日(日） 神奈川/ ﾚｲｸｱﾘｰﾅ箱根 

             受講者数 20名 

② 1月30日(金)～2月1日(日) 三重/鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 

             受講者数 18名 

③ 5月18日(月)～24日(日) ﾀﾞｲﾚｸﾄｴﾝﾄﾘｰｺｰｽ  新潟/ぴあﾊﾟｰｸとうりんぼ 

             受講者数 20名 

④ 5月22日(金)～24日(日) 佐賀/佐賀県立総合体育館 

             受講者数 11名 

⑤ 10月2日(金)～4日(日)    大阪/守口市民体育館 

             受講者数 15名 

⑥ 10月16日(金)～18日(日) 宮城/ﾍﾞﾙｻﾝﾋﾟｱみやぎ泉 

             受講者数 15名 

⑦ 10月23日(金）～25日(日) 兵庫/ﾆﾁｲ学館 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰ 

             受講者数 13名 

⑧ 11 月13日(金)～15日(日) 神奈川/ ﾚｲｸｱﾘｰﾅ箱根 

             受講者数 18名 

⑨ 11月15日(日)～21日(土) 長野/みどりの村 

  受講者数 16名 

⑩ 11月30日(月)～12月6日(日) 愛知/ｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

  受講者数 19名 

 

(26) FIFAビーチサッカーコーチングコース 

  9月9日(水)～13日(日)  兵庫/須磨市 

             受講者数 9名 

 

(27) ビーチサッカー日本代表監督 地域巡回クリニック 

  6月6日(土)～7日(日)  新潟/柏崎市 

             受講者数 18名 

  6月27日(土)～28日(日) 愛知/蒲郡市 

  受講者数 22名 

  10月4日(日)  新潟/柏崎市 

  受講者数 21名 

  10月17日(土)～18日(日) 熊本/御立岬 

  受講者数 40名 

  11月21日(土)～22日(日) 神奈川/湘南市 

  受講者数 50名 

  12月12日(土)～13日(日) 福岡 

  受講者数 40名 



- 69 - 

 

(28) S級コーチリフレッシュ研修会 

第1コース  9月7日(月) 東京/JISS 

             参加者数 100名 

第2コース   12月21日(月) 東京/品川区 

             参加者数 224名 

 

(29) ゴールキーパーコーチリフレッシュ研修会 

                   11月28日(土)～29日(日)           静岡/時之栖 

             参加者数 30名 

 

(30) S級/A級ジェネラルインストラクター研修会 

    4月13日(月)～15日(水) 山梨/山梨学院大学 

             参加者数 13名 

 

(31) A級U-15インストラクター研修会 

    6月2日(火)～4日(木) 静岡/時之栖 

             参加者数 4名 

 

(32) B級インストラクター研修会 

3月23日(月)～25日(水)           静岡/時之栖 

              参加者数 39名 

9月8日(火)～10日(木)           静岡/時之栖 

              参加者数 29名 

 

(33) GK-C級インストラクター研修会 

 5月10日(日)～11日(月) 静岡/時之栖 

              参加者数 47名 

 

(34) フットサルインストラクター研修会 

8月29日(土)～30日(日)  愛知/ｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

             参加者数 16名 

 

(35) 47FAチーフインストラクター研修会 

   関東コース 前期 5月29日(金)～31日(日) 静岡/時之栖 

             参加者数 45名 

    後期 10月9日(金)～11日(日) 静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

             参加者数 37名 

   関西コース 前期 6月5日(金)～7日(日) 大阪/J-GREEN堺 

             参加者数 43名 

    後期 10月2日(金)～4日(日) 大阪/J-GREEN堺 

             参加者数 44名 

 

(36) キッズリーダー養成講習会 

    1月～12月  47都道府県/教育機関 

 

(37) キッズリーダーインストラクター研修会 

5月15日(金)～17日(日) 静岡/J-STEP 

             参加者数 54名 

 

(38) キッズリーダーチーフインストラクター研修会 

6月13日(土)～14日(日)  静岡/J-STEP 

             参加者数 38名 
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(39) 小学校体育サポート インストラクター講習会 

                    3月28日(土)～29日(日) 静岡/J-STEP 

             参加者数 42名 

 

(40) 小学校体育サポート モデル事業研修会 

 11月16日（金） 大阪/藤井寺 

 

(41) 指導者国内研修会 

   JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会U-12  

                       8月1日(土)～2日(日)   静岡/時之栖 

                           参加者数 44名 

   全日本少年サッカー大会 12月28日(月)            鹿児島/鹿児島市 

                           参加者数 16名 

   高円宮杯全日本ユース(U-18)  12月12日(土) 埼玉/さいたま市 

                           参加者数 189名 

   高円宮杯全日本ユース(U-15)  12月28日(月) 東京/北区 

                           参加者数 90名 

   コンディショニングリフレッシュ 1月24日(土) 埼玉/新座市 

                           参加者数 33名 

   アカデミーリフレッシュ【福島】 10月30日(金)～31日(土) 静岡/時之栖 

                           参加者数 38名 

   バーモントカップ全日本少年フットサル 1月6日(火) 東京/駒沢 

                           参加者数 61名 

      フットサル日本代表 トレーニングマッチ視察・分析 

                           6月9日(火)  千葉/千葉ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ 

   受講者数 80名 

   9月8日(火)    大分/別府市総合体育館 

   受講者数 60名 

   10月6日(火)  愛知/ﾃﾊﾞｵｰｼｬﾝｱﾘｰﾅ 

    受講者数 53名 

     11月12日(木)   JFAﾊｳｽ 

                           参加者数 137名 

      Fリーグ ゲーム分析 

    7月19日(日) 兵庫/神戸ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ 

    受講者数 33名 

    9月6日(日)  神奈川/小田原ｱﾘｰﾅ 

    受講者数 90名 

    11月3日(火)   北海道/北海きたえーる 

    受講者数 50名 

    12月11日(金)    静岡/浜松ｱﾘｰﾅ 

    受講者数 12名 

   キッズコーチ研修会 3月19日(木)～22日(日) 三重/鈴鹿 

                           参加者数 11名 

   ナショナルトレセンU-12･14 随時 各地 

   全日本女子ユース(U-15) 7月28日(火)・31日(金) J-GREEN堺 

   皇后杯  12月27日（日） 等々力陸上競技場 

 

(42) Eラーニング（リフレッシュコース） 

1月～12月  ウェブ上にて随時開催 

 

(43) 育成年代コーチ養成プロジェクト FIFAグラスルーツセミナー 

   9月22日(火・祝)～27日(日) 石川/和倉温泉 
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            受講者数 31名 

 

(44) 育成年代コーチ養成プロジェクト グラスルーツセミナー短期コース 

   7月18日（土）～20日（月・祝）  北海道 

             参加者数 16名 

 

(45) 全国医学委員長会議 

    1月12日(月・祝)  東京 

 

(46) CPR（心肺蘇生法）講習会 

 2月7日（土）  JFAハウス 

  受講者数 26名 

 

(47) 第56回サッカードクターセミナー 

         3月14日(土)～15日(日) 神奈川/横浜市 

            参加者数 107名 

 

(48) 第57回サッカードクターセミナー 

         10月3日(土)～4日(日) 福岡/福岡市 

            参加者数 102名 

 

(49) アスレティックトレーナー研修会 

    2月8日(日)  JFAﾊｳｽ 

            参加者数 71名 

 

(50) JFAチャレンジゲーム 

   めざせクラッキ！ 1月～12月 各検定団体 

   めざせファンタジスタ！ 1月～12月 JFA(毎月第4土曜日)、各検定団体 

 

(51) JFAフィジカル・コンディショニング担当コーチ研修会 

            12月7日 JFAﾊｳｽ 

             参加者数 42名 

 

(52) AFCフィットネスコーチングコースレベル1（パート2） 

            12月14日(月)～19日(土) 静岡/時之栖 

             受講者数 18名 

 

(53) 全国技術委員長会議 

2月14日(土)～15日(日) JFAﾊｳｽ 

 

(54) M3/M5キッズ合同ジョイントミーティング 

1月31日(土)～2月1日(日) 静岡/時之栖 

            参加者数 79名 

 

(55) 第9回フットボールカンファレンス 

1月10日(土)～12日(月・祝) 東京/東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 

           参加者数 1,184名、海外ゲスト 28名 

 

(56) JFAアカデミー福島 ※１ 

    1月～12月  静岡/御殿場市、裾野市 

   生徒数（中学１年生から高校3年生までの男女）122名 

            スタッフ数 22名 
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(57) JFAアカデミー熊本宇城 ※１ 

    1月～12月  熊本/宇城市 

  生徒数（中学１年生から中学3年生までの男子） 52名 

          スタッフ数 5名 

 

(58) JFAアカデミー堺 

    1月～12月  大阪/堺市 

 

(59) JFAアカデミー今治 

    4月～12月  愛媛/今治市 

 

(60) ナショナルトレセン女子U-14 

   12月11日(金)～ 14日(月) 東日本 茨城/鹿島ハイツ 

    西日本 大阪/J-GREEN堺 

 

(61) ナショナルトレセンコーチ［女子担当］研修会 

   前期 4月13日(月)～15日(水)   大阪/J-GREEN堺 

後期 10月26日(月)～28日(水)   茨城/鹿島ハイツ 

 

(62) 地域女子トレセンスタッフ研修会 

    1月～12月 9地域 

 

(63) 女子：GKコーチ研修会 

    3月14日(土)～ 15日(日)  大阪/J-GREEN堺 

 

(64) 地域トレセン女子U-15・12支援 

1月～12月 9地域 

 

(65) 女子GKキャンプ 

① セレクションキャンプ 

   7月10日(金)～ 12日(日)  大阪/J-GREEN堺 

  ②トレーニングキャンプ 

   1月23日(金)～ 25日(日)  大阪/J-GREEN堺 

   3月6日(金)～ 8日(日)  静岡/J-STEP 

   8月26日(水)～ 28日(金)  北海道/SSAP 

 

(66) JFAエリートプログラム[女子] 

② U-14 トレーニングキャンプ 

   3月27日(金)～ 30日(月)    静岡/時之栖 

③ キヤノン ガールズ・キャンプ ～U-13 トレーニングキャンプ 

   5月15日(金)～ 19日(火)  大阪/J-GREEN堺 

④ U-14日本女子選抜：AFC U-14 Girls'Regional Championship 2015 

   5月17日(日)～25日(月)  中国/北京 

⑤ U-13 トレーニングキャンプ 

   9月4日(金)～7日(月)  愛媛/今治 

⑥ U-14 トレーニングキャンプ(JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

   10月9日(金)～14日(水) 大阪/J-GREEN堺 

⑦ U-13 韓国遠征（JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業） 

   11月5日(木)～10日(火)  韓国 

 

(67) 女子U-15トレーニングキャンプ 

    10月3日(土)～6日(火)   大阪/J-GREEN堺 

    12月4日(金)～7日(月)   大阪/J-GREEN堺 
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(68) JFAなでしこひろば（女子サッカー普及プロジェクト） 

1月～12月 各認定施設（各地） 

 

(69) 中学校女子サッカー部フェスティバル 

   前期 8月10日(月)～12日(水)  大阪/J-GREEN堺 

   後期 11月21日(土)～23日(月・祝) 栃木/那須ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 
 

(70) 1級審判員研修会/１級審判員強化研修会 

①1級審判員研修会 

   6月6日(土)～7日(日)、13日(土)～14日(日) 神奈川/海老名市 

  ※2グループに分けて実施 

②Jリーグ担当審判員合同研修会 

 2月28日(土)～3月1日(日) JFA、神奈川/横浜市 

 4月25日(土)～26日(日) JFA 

 10月10日(土)～11日(日) 神奈川/横浜市 

③Jリーグ担当主審研修会 

 1月23日(金)～26日(日) 千葉/市原市 

 3月28日(土)～29日(日) 神奈川/横浜市 

 9月19日(土)～20日(日) JFA 

④J3担当審判員研修会 

 2月13日(金)～15日(日) 千葉/市原市 

 5月5日(火・祝) JFA 

 8月29日(土)～30日（日） 大阪/堺市 

 9月21日(月・祝)～22日(火・祝) JFA 

 10月24日(土) JFA 

⑤JFL担当審判員研修会 

2月20日(金)～22日(日)    東京/JFA他 

2月28日(土)～3月1日(日)         神奈川/横浜市 

5月3日（日）～5日（火・祝）＊リザーブ担当 JFA、埼玉 

5月6日（水・振祝） JFA 

8月17日(月)～19日(水)  ＊リザーブ担当 島根/出雲市 

9月12日(土)～13日(日) 神奈川/横浜市 

10月10日(土)～11日(日) 神奈川/横浜市 

⑥2015年新1級審判員研修会 

 12月24日（木）～28日(月) 埼玉/さいたま市 

 

(71) 女子1級審判員研修会/女子1級審判員強化研修会 

  ①女子1級審判員研修会 

   6月6日(土)～7日(日)、13日(土)～14日(日) 神奈川/海老名市 

  ※2グループに分けて実施 

②日本女子リーグ開幕前研修会 

   2月20日(金)～22日(日) 千葉/市原市他 

③女子1級審判員スキルアップ研修会 

   6月6日(土)～7日(日)、13日(土)～14日(日) 神奈川/海老名市 

  ※2グループに分けて実施、(78)①の研修会に連動して実施 

9月23日(水・祝) JFA 

12月19日(土)～20(日) JFA他 

④女子リーダー研修会 

12月12日(土)～13日(日) JFA他 

⑤強化審判員研修会 

8月27日(木)～30日(日) 静岡/御殿場市 

 ⑥女子国際審判員研修会 
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5月24日(日)～25日(月) 香川/髙松市 

 ⑦新女子1級審判員研修会 

1月2日(金)～7日(水)(第 18 回全日本女子ユースサッカー選手権大会) 

   大阪/J-GREEN堺 

 

(72) 1級審判員認定審査 

 第1次審査 4月～6月（各地域社会人・大学リーグ）  各地域 

 第2次審査 8月～9月（各地域の社会人・国体ブロック予選レベルの試合）各地域 

第3次審査 9月下旬～11月中旬（各地域社会人・大学リーグ) 各地域 

 

(73) 女子1級審判員認定審査 

   第1次審査 5月31日(日)～6月28日(日)   東京各所 

   ※高円宮杯U-18サッカーリーグ2015東京(東京Tリーグ) 

 第2次審査 8月19日(水)～22日(土)    北海道/帯広市 

   ※第46回全国中学校サッカー大会 

 第3次審査 10月4日(日)～11月29日(日)  関東各所 

   ※2015関東女子サッカー１部リーグ、2015関東大学女子サッカーリーグ 

(74) 2級育成 

 ①U-22審判育成講習会 

 8月2日(日)～5日(水) 

(adidas CUP 2015第30回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会)北海道/帯広市 

 ②U-20審判育成研修会 

3月10日(火)～13日(金) 兵庫 

③2級審判員(女子)指導育成講習会 

8月3日(月)～6(木)  兵庫 

 ※平成27年度全国高等学校総合体育サッカー競技大会(女子) 

 ④ユース審判員 育成講習会 

7月29日(水)～8月2日(日) 静岡/時之栖 

※JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会U-12 

11月20日(金)～23日(月･祝) 大阪/J-GREEN堺 

※ナショナルトレセンU-14  

12月24日(木)～29日(火) 鹿児島/鴨池陸上他 

※第39回全日本少年サッカー大会  

 

(75) トップレフェリー育成プロジェクト 

①プロフェッショナルレフェリー／トレーニングキャンプ 

通年(2日間/4回、日帰り/2回)  静岡/J-STEP他 

②1級審判員強化研修会 

 7月19日(土)～21日(月・祝) 新潟/新潟市他 

8月9日(土)～12日(水) 広島/広島市 

8月12日(水)～16日(日) 静岡/静岡市他 

③国際主審候補者研修会 

3月8日(日) JFA 

4月11日(土)                   JFA 

6月14日(日) 神奈川/横浜市 

7月20日(日)                   JFA 

8月22日(土)                   JFA 

11月14日(土) JFA 

④国際副審候補者研修会 

3月8日(日) 神奈川/横浜市 

4月5日(日)                    JFA 

5月24日(日)                   JFA 

6月21日(日) 神奈川/横浜市 
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9月27日(日)                   JFA 

10月18日(日)                   JFA 

11月29日(日) 神奈川/横浜市 

⑤JFAレフェリーカレッジ2015 

 定期講習 (通年、2週毎に2日又は3日間で実施) JFA他 

 集中講習 3月（サニックス杯国際ユースサッカー大会2015） 福岡 

8月（平成27年度全国高等学校総合体育大会） 神戸 

8月（TRAUM CUP） 茨城 

 

(76)  審判関係海外研修 

① 海外FAとの審判交流 

【男子／派遣】 

3月6日（金）～13日（金） オーストラリア 

3月26日（木）～4月3日（金） オーストラリア 

3月27日（金）～4月9日（木） アメリカ 

12月10日（木）～17日（木） 香港 

【男子／招聘】 

  オーストラリア 4月27日（月）～5月4日（火・祝） 各地域 

  香港 8月24日（月）～29日（土） 茨城 

  【インストラクター／派遣】 

   6月25日（木）～29日（月） イングランド 

  【インストラクター／招聘】 

   イングランド 7月5日（日）～21日（火） 各地域 

② AFC主催国際エリート審判員研修会  1月～2月、11月～12月 マレーシア 

③ AFC主催審判エリートインストラクター・アセッサー研修会 2月 マレーシア 

④ JFA International Refereeing Course 2015 5月10日（日）～16日（土） 大阪 

 

(77) S/1級審判インストラクター研修会 

7月4日(土)～5日(日) JFA 

 

(78) S級審判インストラクター研修会 

第1回   2月28日(土)～3月1日(日) JFA 

第2回   7月18日(土)～19日(日) 大阪/J-GREEN堺 

 

(79) 1級審判インストラクター認定講習会 

第1次審査 （書類審査） 

第2次審査 7月19日(日)～20日(月･祝) 関東、大阪/J-GREEN堺 

第3次審査 11月 各地域 

 JFA推薦S/1級審判インストラクター認定審査 10月～12月 東京他 

 

(80) 新1級審判インストラクター研修会 

7月4日(土)又は5日(日)  JFA 

 

(81) レフェリーフィットネスインストラクターコース 

     第1回  4月4日(土)～5日(日) JISS 

     第2回  6月6日(土)～7日(日)、13日(土)～14日(日) 神奈川 

第3回  12月23日(水・祝) JFA 

 

(82) インストラクタースキルアップ研修会 

6月20日(土)～21日(日) JFA 

 

(83) JFA審判アセッサー研修会 

第1回 4月4日(土)～5日(日) JFA 
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第2回 10月11日(日)～12日（月・祝） JFA 

 

(84) 新ＪＦＡ審判アセッサー研修会 

  4月4日(土)又は5日(日)  JFA 

  

(85) フットサル1級審判員研修会/フットサル1級審判員強化研修会 

① フットサル1級審判員研修会 

第1回  1月17日（土）～18日（日） JFA 

 1月24日（土）～25日（日） JFA 

第2回  8月29日（土）～30日（日） JFA 

② Fリーグ担当審判研修会 

  4月18日（土）～19日（日）    JFA 

 12月21日（土）～22日（日）        小田原ｱﾘｰﾅ/JFA 

③ フットサル専任1級審判員研修会（リーグ担当外） 

      8月21日（金）～23日（日）（第11回全日本大学フットサル大会） 北海道/函館ｱﾘｰﾅ 

④ フットサル国際審判員強化研修会 

     7月18日（土）～20日（月・祝） 兵庫/ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ 

⑤ フットサル新1級審判員研修会 

1月16日（金）～17日（土） JFA 

 

(86) フットサル1級審判員認定審査 

第1次審査 5月～6月（関東・東海・関西フットサルリーグ） 関東、東海、関西 

第2次審査 7月～8月（関東・東海・関西フットサルリーグ） 関東、東海、関西 

第3次審査 10月上旬（第31回全国選抜フットサル大会） 石川県/金沢市 

 

(87) フットサル1級審判インストラクター更新講習会 

第１回 5月3日（日）～5日（火・祝） JFA 

 

(88) フットサル1級審判インストラクター認定審査 

第1次審査 (書類審査) 

第2次審査 9月26日（土）～27日（日） JFA 

第3次審査 2016年1月 各地域 

 

(89) フットサル2級審判インストラクター更新講習会 

8月～12月 各地域 

 

(90) フットサル2級審判インストラクター認定講習会 

8月～12月  各地域 

 

(91) ビーチサッカー審判講習会 

 10月9日(金)～12日(月・祝)（第10回全国ビーチサッカー大会） 開催地未定 

 

(92) ビーチサッカー審判研修会 

6月～9月 各地域 

 

(93) 審判トレーニングセンター 

      地域審判トレーニングセンター   4月～7月、9月～12月 各地域 

      都道府県審判トレーニングセンター       通年 各都道府県 

     都道府県審判トレーニングセンター（女子）   通年 各都道府県 

 

(94) レフェリーキャラバン（インストラクターが2015年～2018年で47FAを訪問する） 

4月～12月 各都道府県 
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(95) 全国審判委員長会議 

5月30日（土）、31日（日） 愛知県・刈谷市 

 

(96) 各種フェスティバル開催支援事業 

主 催:開催地都道府県サッカー協会 

後 援:公益財団法人日本サッカー協会 

  ①ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル 

 1月～12月 47都道府県 335会場 約103,000人 

   ②ＪＦＡレディース/ガールズサッカーフェスティバル 

 1月～12月 47都道府県 198会場 約36,000人 

   ③ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル 

 1月～12月 47都道府県 163会場 約26,000人 

   ④ＪＦＡフットボールデー  

1月～12月 47都道府県 52会場 約37,000人 

 

(97) ＪＦＡユニクロサッカーキッズ 

主 催:公益財団法人日本サッカー協会、開催地都道府県サッカー協会 

特別協賛:株式会社ユニクロ 

対 象:6歳以下の未就学児 

内 容:8人制のミニサッカーフェスティバル 

      1月25日（日） 大阪府／京セラドーム大阪 2,076人 

 3月15日（日） 神奈川県／Shonan BMW スタジアム平塚 708人 

 5月31日（日） 茨城県／茨城県立カシマサッカースタジアム 1,518人 

 6月20日（土） 沖縄県／沖縄市陸上競技場 451人 

 6月27日（土） 兵庫県／神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 642人 

 7月20日（月・祝） 愛知県／ナゴヤドーム 1,574人 

 9月22日（火・休） 福岡県／福岡ヤフオク！ドーム 2,810人 

 10月12日（月・祝） 富山県／富山県総合運動公園陸上競技場 609人 

 10月17日（土） 福井県／鯖江市東公園鯖江陸上競技場 466人 

 10月25日（日） 東京都／東京ドーム 2,370人 

 11月21日（土） 埼玉県／西武プリンスドーム 2,392人 

 11月28日（土） 熊本県／うまかな・よかなスタジアム 1,187人 

 12月5日（土） 北海道／札幌ドーム 1,536人 

 12月20日（日） 山口県／山口きらら博記念公園多目的ドーム 595人 

 ※なお、上記の他に海外で1会場実施した。 

  ＪＦＡユニクロサッカーキッズ in シンガポール 

  主 催:公益財団法人日本サッカー協会 

  主 管:シンガポールサッカー協会 

  特別協賛:株式会社ユニクロ／ユニクロシンガポール 

  対 象:6歳以下の未就学児 

  内 容:4人制のミニサッカーフェスティバル 

  開催日:11月7日（土） 

  会 場:シンガポール／ジャラン・ベサールスタジアム 

  参加者数：254人 

 

(98) ＪＦＡ・キリンレディース/ガールズサッカーフェスティバル 

主 催:公益財団法人日本サッカー協会、開催地都道府県サッカー協会 

主 管:開催地都道府県サッカー協会 

特別協賛:キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社、キリン株式会社 

対 象:全ての女性、女の子。年齢や経験を問わない。 

内 容:FIFA グラスルーツ形式によるサッカーフェスティバル 

 10月18日（日） 香川県／瀬戸大橋記念公園球技場 478人 

 11月3日（火・祝） 岐阜県／岐阜メモリアルセンター 長良川球技メドウ 516人 
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 11月7日（土） 茨城県／鹿嶋市卜伝の郷運動公園多目的広場 489人 

 11月22日（日） 福島県／福島県フットボールセンター・相馬光陽サッカー場 

    448人 

 

(99) 障がい者サッカー協議会 

4月～12月 3回開催 JFAハウス 

 

(100) 47FA障がい者サッカージョイントミーティング 

9月6日(日) JFAハウス 

※47都道府県サッカー協会の障がい者サッカー担当者が出席し初めて開催した。 

 

(101) アジア貢献事業 

① 公認指導者・審判インストラクターのAFC加盟国への派遣 

 JFAが指導者を直接または独立行政法人国際協力機構と連携して派遣。 

 東南アジア地域への派遣については独立行政法人国際交流基金と連携。 

② JFAユース育成資金援助プログラム 

AFC加盟協会で財政が逼迫している協会を対象としている。15協会に対し、その協会が継

続的かつ計画的にユース年代の育成を行っている事業に、資金的な援助を実施。 

③ AFC加盟協会のコーチ／選手の研修受け入れ 

JFAアカデミーやJクラブでのトレーニング・研修を受け入れ、各国ユース育成のレベル

アップを支援。マレーシアの代表コーチ陣、チャイニーズタイペイのトレセンコーチ陣

の研修を受け入れた。 

④ AFC加盟協会の日本でのキャンプ受入れ 

日本でのキャンプ実施の要請に対し、受け入れ手配全般をコーディネイトし、各国協会

の強化をサポートした。8カ国13チームのキャンプを受け入れた。 

⑤ 海外視察団の受け入れ 

JFAおよびJリーグの活動、運営状況の視察を受け入れ、各国サッカー界の発展をサポー

トした。2015年度は、キルギス、シンガポール、香港、南スーダン、韓国から来日。 

⑥ AFC加盟協会向けのインターナショナルコースの開催 

現役の副審を対象としたインターナショナルレフェリングーコースを開催した（5月11日

-15日）。海外12の国と地域・21名が参加。 

また、各国のユース育成担当の技術委員長および、それに準ずる方々を対象としてイン

ターナショナルコーチングコースを開催した（7月13日-18日）。海外15ヵ国・計27名が参

加 

⑦ アジアの1地域を対象にした国際ユース大会の運営 

国際貢献プログラム「SPORT FOR TOMORROW」の一環で、日本スポーツ振興センターの委

託を受け、中央アジア地域の6カ国のU-15代表チーム（ウズベキスタン、タジキスタン、

キルギス、トルクメニスタン、イラン、アフガニスタン）を招聘し、J-GREEN堺にて国際

交流大会を開催、運営した。期間：2015/3/23(月)～3/30(月) 

国際交流基金アジアセンターの支援を受け、メコン地域の5カ国のU-15代表チーム（カン

ボジア、タイ、ラオス、ベトナム、ミャンマー）を招聘し、J-GREEN堺にて国際交流大会

を開催、運営した。期間：2015/7/1(水)～7/3(金) 

 

⑧ アジア貢献事業の活動の効果的な発信 

上記のアジア貢献事業の活動を国内、海外に効果的に発信していくプログラムを構築し、

実行した。 

 

(102) 各国とのパートナーシップ締結（指導者養成、育成、女子等各分野における相互協力） 

①インドサッカー連盟 

調印式： 2月24日 

会場：ニューデリー 

出席者：大仁会長、田嶋副会長、インドサッカー連盟パテル会長、ダス専務理事 

  ②ドイツサッカー連盟（再締結） 
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調印式：6月5日 

会場：ベルリン 

参加者：大仁会長、田嶋副会長、ドイツサッカー連盟ニールスバッハ会長、 

サンドロック専務理事 

  ③モンゴルサッカー連盟 

調印式：9月15日 

会場：ウランバートル 

参加者：大仁会長、田嶋副会長、モンゴルサッカー連盟アムガランバートル会長、 

ウルジック専務理事 

  ④スペインサッカー連盟（再締結） 

調印式：9月22日 

会場：マドリッド 

参加者：大仁会長、スペインサッカー連盟ビジャル・ローナ会長 

 

(103) リスペクト・プロジェクト 

1月～12月 47都道府県他 

 

(104) 全国専務理事会議 

開催日：10月4日(日) 

会 場：JFA 

参加者：47都道府県FA 専務理事47名 

 

(105) プレジデンツ・ミッション 

M1：「JFAメンバーシップ制度」の推進 

① 実態調査（アンケート）の実施 

M2：「JFAグリーンプロジェクト」の推進 

① ポット苗方式芝生化モデル事業の実施 

② JFA施設フォーラムの実施 

③ 都道府県フットボールセンター整備推進事業の実施 

④ JFAサッカー施設整備助成事業の実施 

M3：「JFAキッズプログラム」の推進 

① キッズフェスティバルの実施 

② 未就学児に対する巡回指導の実施 

③ 9地域ジョイントミーティングの実施 

M4：中学生年代の環境充実 

① 活動機会創出事業の推進 

M5：エリート養成システムの確立 

① キッズ年代からユース年代にかけてのエリート一貫指導体制構築支援事業の実施 

② ジョイントミーティング、ユース部会の実施 

M6：女子サッカーの活動推進 

① 中学生年代の活動機会創出事業の推進 

② フェスティバルの実施 

M7：フットサルの普及推進 

① エンジョイプレーヤー登録の実施 

M8：リーグ戦の推進と競技会の整備・充実 

① 生活圏内におけるU-10/U-11/U-12リーグの推進・整備事業の実施 

② 中学生年代･高校生年代地域／都道府県リーグの推進・整備事業の実施 

M9：地域／都道府県協会の活動推進 

①   9地域FA法人化への設立準備の推進 

②   9地域FA交付金事業の実施 

③   2016年度以降の9地域FAに対する支援制度の決定 

④   47FA公益目的事業活動支援金/基盤強化支援金事業を通じた公益事業の推進と組織 

体制の強化 
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⑤   47FA訪問会議を通じた「JFA中期計画2015-2018」の説明及び新規事業等を含めた 

意見交換、今後の方向性の共有 

9月～12月        JFAハウス 

M10：中長期展望に立った方針策定と提言 

① 「JFAの約束2015」、「アクションプラン2015」の評価 

② 「JFA中期計画2015-2018」策定 

③ 「業務プラン2018」の策定 

M11：スポーツマネジメントの強化 

① JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）本講座の実施  

② JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）サテライト講座の実施 

③ JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）リフレッシュ講座の開催 

 

  ※2015年5月「JFA中期計画2015-2018」の策定に伴い、プレジデンツ・ミッションから「JFAミッシ 

ョン2015-2022」に変更。 

 M1:普及施策の推進（JFAグラスルーツ宣言） 

 M2:施設整備の推進（JFAグリーンプロジェクト） 

 M3:日本代表の強化 

 M4:育成環境の充実 

 M5:国際競技会の充実 

 M6:Jリーグとの協働 

 M7:国際力の強化と社会貢献の充実 

 M8:組織基盤の強化（JFAリフォーム） 

 

(106) JFA/Jリーグ協働プログラム 

1月～12月 47都道府県他 
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Ⅳ 社会貢献事業 
 

(1) JFAこころのプロジェクト 

① 全国各地で「夢の教室」を展開（1,500回） 

② 他競技団体の提携強化へ（日本プロ野球選手会、日本女子プロゴルフ協会等） 

③ 地方公共団体との連携の継続と拡大 

④ 本プロジェクトの支援企業拡大 

⑤ トヨタ自動車、中京大学、豊田市との産学官共同の推進 

⑥ スポーツこころのプロジェクトの5年間の延長 

⑦ 海外での「夢の教室」を積極的に展開 

 

(2) 環境活動 

① 地球温暖化防止国民運動「チャレンジ25キャンペーン」への参加、協力 

② 日本オリンピック委員会「スポーツ環境専門部会」への参加、協力 

③ 環境に関する啓発及び実践活動の実施 

④ スタジアムでの環境活動（ゴミの分別回収、サポーター啓発活動等） 

⑤ 事務局におけるペーパーレス活動の推進 

 

(3) 国連グローバル・コンパクト 

① 国内諸活動への賛同、参加 

② 国内分科会活動、環境経営分科会への参加 

 

(4) 東日本大震災復興支援活動 

① 競技会関連活動 

② 物資支援 

③ サッカー教室 

④ フェスティバル支援 

⑤ トレセン支援 

⑥ その他活動支援 

⑦ サッカー施設の新設及び改修 

⑧ その他支援 

 

（5）AFC ONE GOALキャンペーン活動 

① 食育啓発活動 

② 寄附金募集活動 

 

 

Ⅴ 日本サッカーミュージアム運営事業 
 

(1) 日本サッカーミュージアムの運営 
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＜収益事業等＞ 

 

（収益事業） 

 

Ⅰ 自己所有の建物の賃貸事業 
 

(1) JFAハウスの賃貸事業 

 

 

（その他の事業） 

 

Ⅰ 登録・オンラインシステム関連事業 
 

(1) 選手・チーム等の登録および地域・都道府県サッカー協会とのシステムの維持・開発、に関わる

事業 

 

 

① サッカーチーム・選手登録数 

2015年3月末日 

種別 第1種 第２種 第３種 第４種 女子 シニア 計 

チーム数 5,942 4,126 7,463 8,934 1,216 869 28,550 

選手数 154,876 173,843 268,518 315,178 26,978 24,935 964,328 

（2015年12月末日時点） 

種別 第1種 第２種 第３種 第４種 女子 シニア 計 

チーム数 5,762 4,108 7,392 8,923 1,232 903 28,320 

選手数 153,398 176,344 262,974 301,156 27,048 26,253 947,173 

 

② フットサルチーム/選手登録数 

2015年3月末日 

種別 第１種 第２種 第３種 第４種 計 

チーム数 2,283 106 136 266 2,791 

選手数 35,878 1,888 1933 4,354 44,053 

（2015年12月末日時点）/チーム登録数 

種別 第１種 第２種 第３種 第４種 計 

チーム数 2,234 118 135 214 2,701 

選手数 35,711 2,269 1,952 3,515 43,447 

 

③ 審判登録数 

2015年3月末日 

カテゴリ 
サッカー 

審判員 

フットサル 

審判員 

インストラクター 
計 

サッカー審判 フットサル審判 

登録数 250,902 24,326 2,324 476 278,028 

（2015年12月末日時点) 

カテゴリ 
サッカー 

審判員 

フットサル 

審判員 

インストラクター 
計 

サッカー審判 フットサル審判 

登録数 254,573 24,479 2,412 503 281,967 
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④ 指導者登録数 

2015年3月末日 

級 Ｓ級 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 計 

登録数 411 1,363 4,006 28,701 42,055 76,536 

※キッズリーダー任意登録者数 ： 974 人 

 

2016年1月1日時点 

級 Ｓ級 Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 Ｄ級 計 

登録数 427 1,496 4,251 28,658 42,890 77,722 

※キッズリーダー任意登録者数 ： 993 人 
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＜JFAミッション2015-2022＞ 
 

Mission1． 普及施策の推進（JFAグラスルーツ宣言）  
 リーグ文化のより一層の推進  

 キッズからシニアまでのプレー環境の充実  

 学校・教育現場への支援  

 クラブ推進とスポーツ文化の創造  

 障がい者サッカー等への支援  

 JFAメンバーシップ制度の改革  

 女子サッカーの普及推進 

 国内競技会の充実  

Mission2． 施設整備の推進（JFAグリーンプロジェクト） 
 助成事業を軸とした施設整備推進  

 サッカー施設整備に関するノウハウ等の共有  

 施設整備関連ステークホルダーへの働きかけ  

 サッカースタジアムの整備推進 

 JFAナショナルフットボールセンター（仮称）の整備 

Mission3． 日本代表の強化  
 日本代表強化指針の徹底  

 最強の日本代表チームの編成と強化  

Mission4． 育成環境の充実  
 育成現場への強化指針の徹底 

 トレセン制度を軸とした育成体制の強化  

 世界レベルの指導者の養成  

 子どもたちの日常を支える指導者の一層の質の向上  

 世界基準の審判員の養成  

Mission5． 国際競技会の充実  
 代表戦のより良い運営と収益向上  

 FIFA大会の開催  

Mission6． Jリーグとの協働  
 JFA/Jリーグ協働プログラム（育成プログラム）の推進  

 トップリーグカレンダーの策定  

 都道府県協会とJクラブの連携推進  

Mission7． 国際力の強化と社会貢献の充実  
 国際力の強化  

 社会貢献の充実  

 社会への積極的な関わり創出及びアプローチ  

Mission8． 組織基盤の強化（JFAリフォーム）  
 企画調整機能の強化 

 JFA施策の事業評価 

 コミュニケーションの強化 

 組織改革と総務・人事の強化 

 財政・会計機能の強化 

 ブランディングの強化  

 マーケティングの強化 

 地域／都道府県協会の基盤強化  


