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財団法人 日本サッカー協会 

平成 18年度 第９回理事会 

 

報告事項 

 １. ＴＯＹＯＴＡ プレゼンツ ＦＩＦＡクラブワールドカップ ジャパン ２００６の件  

   

※（報）資料№１ 

 

Ⅰ．大会報告 

 

 ２. ＡＦＣ会議の件 

   

１月・２月に開催されるＡＦＣ各種委員会への出席委員は以下の通り。 

 

１月 22日  技術委員会           今井（技術部テクニカルハウス） 

審判委員会           高田参与 

２月６日   クラブ競技会組織委員会     松永国際部長 

競技会委員会          田嶋専務理事 

７日  プロリーグ特別委員会      川淵キャプテン、鈴木特命担当部長 

８日  理事会             小倉副会長 

12日  医学委員会           青木常務理事 

 

 ３. 日伯交流年実行委員会 委員就任の件 

   

2008年は日本人ブラジル移住 100周年にあたり、日伯交流年とすることが両国政府間で決定さ

れた。外務省中南米局長及び(社)日本経済団体連合会 日本ブラジル経済委員会委員長が発起人と

なり、日伯交流年実行委員会を 2007年１月 18日設立することとなった。 

外務省の要望を受け、ＪＦＡから田嶋専務理事が日伯交流年実行委員会の委員に就任すること

となった。 

 

 ４． 東アジアサッカー連盟会議開催の件 

   

下記日程で東アジアサッカー連盟の理事会を開催した。 

 

第 19回東アジアサッカー連盟理事会 

場 所：ホテルオークラ東京 

日 時：2006年 12月 17日 9：00～11：00 
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決定事項は以下の通り。 

(１) 北マリアナ諸島サッカー協会を準加盟協会として承認した。準加盟協会は、総会における

投票権は有しないが、その他は加盟協会と同様の権利を有するものである。 

   

(２) 男子代表チームによる東アジアサッカー選手権 2008予選大会を、2007年６月 15日から 24

日までマカオで開催することを決定した。また、中国での決勝大会は、2008年２月に開催

されることが確認された。 

 

(３) 女子代表チームによるＥＡＦＦ女子選手権 2008予選大会を、2007年７月９日から 16日ま

でグアムで開催することを決定した。 

 

(４) 東南アジアサッカー連盟(ＡＦＦ)と合同でユース大会を 2007年に行うことが決定された。 

 

(５) 2007年ＡＦＣ選挙に関して協議し、東アジア地域からの４名の候補者は、次回理事会で決

定することとした。尚、次回理事会は 2007年２月 28日に北京で行われる。 

 

 ５． 第５回フットボールカンファレンスの件 

   

※（報）資料№２ 

 

第５回フットボールカンファレンスを下記のとおり開催しましたので報告します。 

 

日時：2007年 1月 5日（金）～7日（日） 

場所：大阪国際交流センター（大阪市天王寺区） 

主催：（財）日本サッカー協会・（社）大阪府サッカー協会 

共催：大阪市 

協賛：アディダスジャパン株式会社 

協力：キリンビール株式会社・キリンビバレッジ株式会社 

概要報告：別添資料ご参照 

 

 ６． Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 第 15回アジア競技大会ドーハ 2006の件  

   

行事名：Ｕ－21日本代表 第 15回アジア競技大会ドーハ/2006 

期 間：2006年 11月 24日(金)～12月 17日(日) 

場 所：カタール／ドーハ 

 

[スケジュール] 

11月 24日(金) 集合、出発 

11月 25日(日)～28日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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11月 29日(水) Ｕ－21日本代表 対 Ｕ－23ﾊﾟｷｽﾀﾝ代表 

12月 3日(日)  Ｕ－21日本代表 対 Ｕ－23ｼﾘｱ代表 

12月 6日(水)  Ｕ－21日本代表 対 Ｕ－23北朝鮮代表 

12月 8日(金) 出発 

12月 9日(土) 到着後、解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 大仁 邦彌 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督         ： 反町 康治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 井原 正巳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

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

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  土屋  敢 (ＪＦＥ健康保険組合 川鉄千葉病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 山崎  亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/横浜ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 菅原 大介 ((財)日本サッカー協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

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

 

[メンバー] 

ＧＫ  松井 謙弥  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)      ※2 

西川 周作  (大分ﾄﾘﾆｰﾀ)       ※1 

    佐藤 昭大  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＤＦ  一柳 夢吾  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ１９６９) 

    水本 裕貴  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉) 

細貝  萌  (浦和ﾚｯｽﾞ)       ※3 

青山 直晃  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

        田中 輝和  (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

ＭＦ  家長 昭博  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)       ※3 

    本田 圭佑   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)     

    本田 拓也  (法政大学)    

    増田 誓志  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

       谷口 博之  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    青山 敏弘  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    高萩洋次郎  (愛媛ＦＣ) 

    山本 脩斗   (早稲田大学) 

ＦＷ  平山 相太  (ＦＣ東京) 

    カレンロバート(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 
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    萬代 宏樹  (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台) 

    前田 俊介  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    辻尾 真二  (中央大学) 

計 20名 

※ 1 ケガのため不参加 

※ 2 追加招集 

※ 3 12/3ﾁｰﾑ合流 

 

 ７． Ｕ-22(北京オリンピック)日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ-22日本代表 カタール国際トーナメント 

期 間：2007年 1月 15日(日)～2月 1日(木) 

場 所：カタール/ドーハ 

 

[スケジュール] 

1月 15日(月) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（予定） 

1月 16日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・出発 

1月 17日(水)  

   │   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 1月 21日(日) Ｕ－22日本代表 対 Ｕ－23南ｱﾌﾘｶ代表 

 1月 23日(火) Ｕ－22日本代表 対 Ｕ－23ｶﾀｰﾙ代表 

 1月 25日(木) Ｕ－22日本代表 対 Ｕ－23ＵＡＥ代表 

 1月 29日(月) 準決勝 

1月 31日(水) 3位決定戦、決勝 出発 

2月 1日(木)  到着・解散 

 

[スタッフ] 

監督            ：  横内 明展  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

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

ＧＫｺｰﾁ         ：  阿江 孝一  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ：  根塚 武   (西能病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  並木磨去光  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ    ：   三木 裕昭   ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

総務       ：  村山 勉    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ：  菅原 大介 ((財)日本サッカー協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

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

 

[メンバー] 

ＧＫ  佐藤 昭大  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 
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    林  彰洋  (流通経済大学) 

ＤＦ  河本 裕之  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

    石川 直樹  (柏ﾚｲｿﾙ) 

辻尾 真二  (中央大学) 

田中 裕介  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

        平岡 康裕  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

    福元 洋平  (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＭＦ  本田 拓也  (法政大学) 

    高橋 義希  (ｻｶﾞﾝ鳥栖) 

菅沼  実  (愛媛ＦＣ) 

西山 貴永  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    小椋 祥平  (水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ) 

中山 博貴  (京都ｻﾝｶﾞ) 

丹羽 竜平  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

狩野 健太  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

桒田慎一郎  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＦＷ  古部 健太  (立命館大学) 

    萬代 宏樹  (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台) 

    渡邉 千真  (早稲田大学) 

計 20名 

 

 ８. Ｕ-18（Ｕ-20ワールドカップ 2009）日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ-18日本代表 オーストラリアユースオリンピック 

期 間：2007年 1月 13日(土)～1月 22日(月) 

場 所：オーストラリア・シドニー 

 

[スケジュール] 

1月 13日(土)  集合・出発 

1月 14日(日)   

  │     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

1月 16日(火)  

1月 17日(水) ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ第１戦 Ｕ-18中国代表  

1月 18日(木) ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ第 2戦 Ｕ-18ｵｰｽﾄﾗﾘｱ代表 

1月 20日(土) ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ第 3戦 Ｕ-18韓国代表 

1月 21日(日) 帰国・解散 

 

[スタッフ] 

監督            ：  牧内 辰也  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ｺｰﾁ       ：  大熊 裕司   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｾﾚｯｿ大阪) 

ＧＫｺｰﾁ         ：  慶越 雄二  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ：  土井  俊  (菊川市立総合病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  早川 直樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総務       ：  青木 克史   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ：  馬淵 雄紀  (筑波大学大学院) 

 

 [選  手]  

ＧＫ  大谷 幸輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    川俣慎一郎  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞＦＣﾕｰｽ) 

ＤＦ  當間 建文  (東海大学附属第五高校) 

    鈴木  惇  (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡Ｕ-18) 

    堀田 秀平  (柏ﾚｲｿﾙﾕｰｽＵ-18) 

    椋原 健太  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    三宅  徹  (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄＵ-18) 

ＭＦ  香川 真司  (ｾﾚｯｿ大阪) 

    大塚 尚毅  (滝川第二高校) 

    下田 光平  (秋田市立秋田商業高校) 

    井澤  惇  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    山本 康裕  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

    柿沼 貴宏  (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬﾕｰｽ) 

    清武 弘嗣  (大分ﾄﾘﾆｰﾀＵ-18) 

ＦＷ  清水 航平  (東海大学附属第五高校) 

    丸谷 拓也  (鳥取県立境高校) 

    中野 裕太  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ) 

    横竹  翔  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ) 

    計 18名 

 

 ９. Ｕ-16（Ｕ-17ワールドカップ 2007）日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-16日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年 12月 17日(日)～12月 22日(金) 

場 所：埼玉 

 

[スケジュール] 

12月 17日(日) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 18日(月)  

  |           ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 22日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後解散 
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 [スタッフ]   

監督        ： 城福  浩 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ        ： 小倉  勉 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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

ﾄﾞｸﾀｰ         ：  山口 智志 (千葉大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 小粥 智浩 (流通経済大学ｽﾎﾟｰﾂ健康学部) 

総務      ：  青木 克史 (日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：  原田 貴志 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

 

[選  手]  

ＧＫ  吉田 智志  (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 

    大畑 拓也  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

ＤＦ  砂川 太志  (沖縄県立宜野湾高校) 

    益山  司  (岐阜県立岐阜工業高校) 

    熊原遼太郎  (渋谷教育学園幕張高校) 

    奥井  諒  (履正社高校) 

    山崎 正登  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

    甲斐 公博  (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    濱田 水輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    永田 拓也  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    大崎 淳矢  (富山北ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

ＭＦ  八反田康平  (鹿児島県立鹿児島中央高校) 

    河野 広貴  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

    齋藤  学  (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    安田  隆  (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

    山田 直輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    鶴野 太貴  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ) 

    武富 孝介  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

    米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

    菊池 大介  （佐久ｻｰﾑＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ） 

        原口 元気  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

ＦＷ  大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

大迫 勇也  (鹿児島城西高校) 

    端戸  仁  (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    富山 貴光  (矢板中央高校) 

                             計 25名 

 

 

 



報告事項 

- 8 - 

 10. Ｕ-17（Ｕ-17ワールドカップ 2007）日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ-17日本代表 海外遠征 

期 間：2007年 1月 30日(火)～2月 12日(月) 

場 所：メキシコ 

 

[スケジュール] 

1月 30日(火) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

1月 31日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・出発 

  |          ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

2月 2日(金)  

2月 3日(土) 

  ｜     大会・詳細未定 

2月 10日(土) 

2月 11日(日) 出発 

2月 12日(月) 帰国・解散 

 

[スタッフ]   

監督        ： 城福  浩 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ        ： 小倉  勉 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ       ：  未 定 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：  山藤  崇 (東京医大霞ヶ浦病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 小粥 智浩 (流通経済大学ｽﾎﾟｰﾂ健康学部) 

総務      ：  青木 克史 (日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：  原田 貴志 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

 

[選  手]  

1月中旬に決定 

 

 11. なでしこジャパン(日本女子代表) トレーニングキャンプの件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表) トレーニングキャンプ 

期 間：2007年 1月 25日(木)～2月 3日(土) 

場 所：静岡県磐田市 

[スケジュール] 

1月 25日(木)  集合･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

1月 26日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ｜    

 2月 3日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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[スタッフ] 

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

ｺｰﾁ       ： 佐々木 則夫  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 前田 信弘   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 吉岡 友和   (筑波大学大学院人間総合科学研究課) 1/25～1/28 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 東山 礼治   (国立成育医療ｾﾝﾀｰ研究所) 1/28～2/3 

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

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 能仲 太司   (ＪＡＰＡＮｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ) 

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

総務       ： 倉田 研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

主務      ： 山田  薫   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

1月 17日に発表 

                                            

 12. なでしこジャパン(日本女子代表) 海外遠征の件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表) 海外遠征 

期 間：2007年 2月 4日(日)～2月 15日(木) 

場 所：キプロス共和国 

 

[スケジュール] 

2月 4日(木)   出発 

2月 5日(月)   到着･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  

    ｜    

 2月 8日(木)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 2月 9日(金)   国際親善試合 ﾉﾙｳｪｰ女子代表戦 

 2月 10日(土)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 2月 11日(日)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 2月 12日(月)   国際親善試合 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ女子代表戦 

 2月 13日(火)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 2月 14日(水)   国際親善試合 ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ女子代表戦、出発 

 2月 15日(木)   到着、解散 

 

[スタッフ] 

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

ｺｰﾁ       ： 佐々木 則夫  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 前田 信弘   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 未 定 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 中堀 千香子  (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 能仲 太司   (ＪＡＰＡＮｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ) 

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

総務       ： 倉田 研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

主務      ： 山田  薫   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

未定         

                                            

 13. Ｕ-16(Ｕ-17女子ワールドカップ２００８)日本女子代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ-16(Ｕ-17ワールドカップ 2008)日本女子代表 オーストラリアユースオリンピック 

期 間：2007年 1月 11日(木)～1月 21日(日) 

場 所：オーストラリア・シドニー 

 

[スケジュール] 

1月 11日(木)   集合、出発 

1月 12日(木)   到着、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ｜ 

 1月 16日(火)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 1月 17日(水)  ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 第 1戦 Ｕ-16中国女子代表 

1月 18日(木)  ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 第 2戦 Ｕ-16ｵｰｽﾄﾗﾘｱ女子代表 

1月 19日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 1月 20日(土)  ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 第 3戦 Ｕ-16韓国女子代表 

 1月 21日(日)  帰国・解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 女子委員長) 

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

ｺｰﾁ       ： 坂尾 美穂   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

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

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 小松 奈美   ((財)弘潤会 野崎東病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 江口 陽子   (松岡整形外科) 

総務       ： 倉田 研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

主務      ： 山田  薫   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

 [選  手]  

ＧＫ  山本 彩可   (ＦＣ ＡＬＥＧＲＥ ＡＭＩＧＡ) 

    中村 沙樹   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 
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ＤＦ  屋田  渚   (神村学園中等部) 

    大塚 翔子   (神村学園中等部) 

    石田 みなみ （常葉学園橘中学校） 

    西山 衣美   (名古屋ＦＣﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    田口 ひかり  (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＭＦ  亀岡 夏美   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    杉山 貴子  （常葉学園橘中学校） 

    岸川 奈津希  (日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

    大宮 玲央奈  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    藤田 のぞみ  (城南ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    柴田 華絵   (神村学園中等部) 

    高野 沙希  （ＦＣｳﾞｨﾄｰﾘｱ） 

ＦＷ  石原 愛海   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    吉良 知夏  （神村学園中等部） 

    齋藤 あかね   (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    岩渕 真奈  （日ﾚﾃ･ﾒﾆｰﾅ） 

                             計 18名 

    

 14. ナショナルトレセンＵ－16・12の件 

①  ②   

行事名： ナショナルトレセンＵ－16 

期間：  2006年 11月 22日（水） ～ 26日（日） 

場所：  Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

参加者数：選手 184名 

（北海道 16名／東北 16名／関東 32名／北信越 16名／東海 24名／関西 24名／ 

 中国 16名／四国 16名／九州 24名） 

     指導者講習会受講者 143名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12北海道 

期間：  2006年 10月 13日（金） ～ 16日（月） 

場所：  栗山町ふじスポーツ広場・ホテルパラダイスヒルズ（北海道夕張郡） 

参加者数：選手 48名 

     指導者講習会受講者 46名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12東北 

期間：  2006年 10月 6日（金） ～ 9日（月） 

場所：  Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

参加者数：選手 72名 

     指導者講習会受講者 70名 
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行事名： ナショナルトレセンＵ－12関東 

期間：  2006年 12月 26日（火） ～ 29日（金） 

場所：  鹿島ハイツスポーツプラザ（茨城県鹿嶋市） 

参加者数：選手 120名 

     指導者講習会受講者 162名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12北信越 

期間：  2006年 10月 6日（金） ～ 9日（月） 

場所：  松本平広域公園総合球技場アルウィン・梓水苑（長野県松本市） 

参加者数：選手 40名 

     指導者講習会受講者 31名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12東海 

期間：  2006年 10月 6日（金） ～ 9日（月） 

場所：  小笠山総合運動公園 静岡スタジアム エコパ 人工芝グランド 

     磐田グランドホテル（静岡県磐田市） 

参加者数：選手 64名 

     指導者講習会受講者 41名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12関西 

期間：  2006年 12月 23日（土） ～ 26日（火） 
場所：  ビッグレイク （野洲川歴史公園サッカー場）・琵琶湖リゾートクラブ（滋賀県守山市） 

参加者数：選手 80名 

     指導者講習会受講者 47名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12中国 

期間：  2006年 12月 24日（日） ～ 27日（水） 

場所：  広島広域公園ビッグアーチ・ホテルセンチュリー21 広島（広島県広島市） 

参加者数：選手 41名 

     指導者講習会受講者 35名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12四国 

期間：  2006年 12月 22日（金） ～ 25日（月） 

場所：  愛媛県総合運動公園 球技場・砥部合宿研修所・星夢館（（愛媛県松山市） 

参加者数：選手 48名 

     指導者講習会受講者 46名 

 

行事名： ナショナルトレセンＵ－12九州 

期間：  2006年 12月 25日（月） ～ 28日（木） 
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場所：  大津町運動公園・大津亀の井ホテル（熊本県菊池郡） 

参加者数：選手 80名 

     指導者講習会受講者 72名 

 

 15. ナショナルトレセン女子Ｕ－15の件 

③  ④   

行事名： ナショナルトレセン女子Ｕ－15 

期間：  2006年 12月 26日（火） ～ 29日（金） 

場所：  Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

参加者数：選手 162名 

（北海道 14 名／東北 14名／関東 22名／北信越 14名／東海 18名／関西 15名／ 

 中国 14名／四国 14名／九州 18名／ＪＦＡアカデミー19名） 

     指導者講習会受講者 32名 

 

 16. エリートプログラム U-14韓国遠征の件 

⑤  ⑥  

  

 

行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-14韓国遠征 

～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期 間：2006年 12月 17日(日)～12月 22日(金) 

場 所：韓国 

    

[スケジュール] 

12月 17日(日)  集合 

12月 18日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 19日(火)  親善試合 U-14日本 vs U-14韓国 ●1-5 

12月 20日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 21日(木)  親善試合 U-14日本 vs U-14韓国 △1-1 

12月 22日(金)   帰国・解散 

 

[スタッフ］ 

 U-14 監督 ： 吉武 博文 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

 U-14 ｺｰﾁ  ： 島田 信幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 GKｺｰﾁ      ： 岡中 勇人 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

 ﾄﾞｸﾀｰ      ： 加藤 晴康 (聖マリアンナ医科大学) 

 ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ ： 中下 征樹 (筑波大学) 

 

 [選手］ 

GK 藤嶋 栄介（熊本県：ﾌｫﾙﾃF.C熊本） 

GK 赤堀 洸太（静岡県：ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川） 
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  中島 龍基（北海道：室蘭市立向陽中学校ｻｯｶｰ部 ） 

  坂谷 武春（東京都：ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  古谷 渉 （宮崎県：延岡市立恒富中学校） 

  田代 諒 （静岡県：清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  小松 皓希（宮城県：ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  増田 湧介（静岡県：ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津） 

  和久田章太（静岡県：ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松） 

  土居 聖真（茨城県：鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  横内 宏治（長野県：FC ASA FUTURO） 

  鮫島 晃太（鹿児島：鹿児島県育英館中学校） 

  廣木 雄磨（東京都：FC東京 U-15むさし） 

  藤田 恭輔（大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀU-15） 

  奥村 亮太（徳島県：徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  熊谷 達也（千葉県：柏ﾚｲｿﾙﾕｰｽU-15） 

  高木 善朗（東京都：ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  宮市 亮 （愛知県：ｼﾙﾌｨｰﾄﾞFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

                          （計 18名） 

  

 17. エリートプログラム U-13ジュビロカップの件 

⑦  ⑧  

  

 

行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-13ジュビロカップ 

期 間：2006年 12月 26日(火)～12月 30日(土) 

場 所：静岡県掛川市 

    

[スケジュール] 

12月 26日(火)  集合 

12月 27日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 28日(木)  ｼﾞｭﾋﾞﾛｶｯﾌﾟ 

                ｸﾞﾙｰﾌﾟ1次ﾘｰｸﾞ vs ｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川   ○3-1 

                  ｸﾞﾙｰﾌﾟ1次ﾘｰｸﾞ vs 京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞ ○1-0 

12月 29日(金)  ｼﾞｭﾋﾞﾛｶｯﾌﾟ 

         ｸﾞﾙｰﾌﾟ2次ﾘｰｸﾞ vs ｶﾞﾝﾊﾞ大阪   ○1-0 

         ｸﾞﾙｰﾌﾟ2次ﾘｰｸﾞ vs 清水ｴｽﾊﾟﾙｽ   ●0-4 

12月 30日(土)   ｼﾞｭﾋﾞﾛｶｯﾌﾟ・解散 

         2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ   vs 柏ﾚｲｿﾙ     ●0-3 

         2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ   vs 大分ﾄﾘﾆｰﾀ   ●0-3 

 

[スタッフ］ 

U-13 監督  ： 池内 豊  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 
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U-13 ｺｰﾁ   ： 島田 信幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 GKｺｰﾁ      ： 須永 純  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 ﾄﾞｸﾀｰ      ： 関 芳衛  (東京医科歯科大学) 

 ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ ： 原田 貴志 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 総務       ： 島田 信男 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部) 

 

[選手］ 

GK 瀧川 翔 （静岡県:清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

GK 池村 彰太（福島県:JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

  西野 拓麻（大阪府:ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  柳川 剛輝（島根県:ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびきﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ） 

  端山 豪 （東京都:ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ ） 

  片山 紳 （静岡県:清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  野中 望 （福島県:JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

  三根 和起（大阪府:ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  佐藤 寛貴（大分県:大分ﾄﾘﾆｰﾀU-15） 

  西岡 佳佑（徳島県:徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ ） 

  越後 雄太（宮城県:ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  舘野 俊祐（富山県:SQUARE富山 FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  佐藤 令治（福島県:JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

  杉本 竜士（東京都:ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ ） 

  国領 一平（京都府:京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞU-15） 

  榊 翔太 （北海道:清水町立清水中学校） 

  鈴木 宗吾（福島県:JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

  三幸 秀稔（福島県:JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

                              （計 18 名） 

 

 18. 2007年 国際審判員認定の件 

   

FIFAより以下の 27名が 2007年国際審判員として認定された。 

( )内は年齢＊2007年１月１日現在 

 

＜国際主審＞ ７名 

・松村 和彦(43)/教 員・西村 雄一(34)/Ｓ Ｒ ・家本 政明(33)/Ｓ Ｒ 

・高山 啓義(32)/教 員・松尾   一(34)/教 員 ・扇谷 健司(35)/会社員   

・東城  穣(30)/団体職員 

  

＜国際副審＞ ９名 

・廣嶋 禎数(44)/教 員 ・高橋 佳久(42)/教 員 ・山﨑 裕彦(41)/教 員 
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・手塚  洋(41)/教 員 ・宮島 一代(39)/教 員 ・中井  恒(38)/会社員 

・名木 利幸(35)/自 営 ・山口 博司(40)/会社員 ・相楽  亨(30)/会社員 

 

＜女子国際主審＞ ４名 

・井脇真理子(35)/教 員 ・大岩真由美(34)/会社員 ・深野 悦子(34)/団体職員 

・馬場佐知子(33)/団体職員 

 

＜女子国際副審＞ ４名 

・吉澤 久恵(40)/会社員 ・鮎貝 志保(34)/教 員 ・高橋 早織(33)/団体職員 

・濱崎 覚美(28)/団体職員 

 

＜フットサル国際審判員＞ ３名 

・平野 伸一(43)/教 員 ・五十川和也(41)/会社員 ・八木あかね(32)/団体職員 

 

 19. 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

     

①AFC Elite Instructors Course（マレーシア） 

 ｲﾝｽﾄﾀｸﾀｰ：松崎康弘 ＊オブザーバーとして小幡真一郎、上川 徹が参加 

期 間：１月22日（月）～23日（火） 

 場 所：マレーシア／クアラルンプール 

②AFC Elite Assessors Course 

 ｱｾｯｻｰ：松崎康弘、高田静夫、小幡真一郎、上川 徹 

期 間：１月24日（水）～25日（木） 

 場 所：マレーシア／クアラルンプール 

③ASEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2007 

審判員：松尾 一 

期 間：１月10日（水）～18日（木） 

場 所：タイ／バンコク 

④FIFA Workshop 

審判員：大岩真由美、吉澤久惠 

期 間：１月10日（水）～21日（日） 

場 所：カナリア諸島 

⑤INTERNATIONAL FRIENDLY U-23 TOURNAMENT 

 審判員：東城 穣、相楽 亨 

期 間：１月18日（木）～２月１日（木） 

 場 所：カタール／ドーハ 
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⑥AFC Elite Referees Course 

審判員：西村雄一、松村和彦、高山啓義 

期 間：１月26日（金）～28（日） 

場 所：マレーシア／クアラルンプール 

⑦AFC Elite Women Referees Course 

審判員：大岩真由美、井脇真理子、深野悦子、馬場佐知子  

期 間：１月27日（土）～29（月） 

場 所：マレーシア／クアラルンプール 

 

 20. 日本サッカーミュージアムの件 

   

※（報）資料№３ 

 

１）入場者数 

  12月 2,943人（2005年実績 3,017人 2004年実績 3,134人） 

  2006年度 42,396人（2005年実績 40,268人 2004年実績 35,999人） 

 

２）第 8回アドバイザリーボード概要報告（別紙資料） 

   

 21. 標章使用申請の件 

   

(１) 申請団体：関西サッカー協会 

 使用目的：名刺作製 １名分 

 

(２) 申請団体：(社)滋賀県サッカー協会 

 使用目的：チラシ作成 350枚 

 

 22. 後援名義使用申請の件 

   

(１) 申請団体：(社)宮城県サッカー協会 

 事 業 名：第１回ウィンターリーグ・トライアル 

   後  援：(財)日本サッカー協会 

   期  日：2007年１月 14日(日)～２月 11日(日) 

   場  所：宮城／宮城県サッカー場 

 

(２) 申請団体：(社)富山県サッカー協会 

   事 業 名：子供のためのスポーツ・クリニック 

   後  援：(財)日本サッカー協会 
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   期  日：2007年１月 27日(土)、２月 10日(土)、17日(土) 

   場  所：富山／富山県総合体育センター 

 

 23. 競技会開催申請の件  

    

【競技会開催申請】 

 

(１) 申請団体： (社)熊本県サッカー協会 

大 会 名： 熊本城築城 400年祭記念試合 

主  催： (財)日本サッカー協会、(社)日本プロサッカーリーグ、日本フットボールリ

ーグ 

主  管： (社)熊本県サッカー協会、(株)アスリートクラブ熊本 

後  援： 熊本県、熊本市、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、(財)熊本県体育協

会、(財)熊本県スポーツ振興事業団、(社)熊本県観光連盟、熊本城築城 400

年記念事業実行委員会 

協  賛： 交渉中 

期  日： 2007 年２月 23日(金) 

会  場： 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 

参加チーム: ロッソ熊本、U-22アメリカ代表 

試合の種類： 前売 Ａ席一般 1,000円 Ａ席小中高 500円 

当日 Ａ席一般 1,200円 Ａ席小中高 600円 

 

(２) 申請団体： (社)熊本県サッカー協会 

大 会 名： 熊本城築城 400年祭記念試合 

主  催： (財)日本サッカー協会、(社)日本プロサッカーリーグ、日本フットボールリ

ーグ 

主  管： (社)熊本県サッカー協会、(株)アスリートクラブ熊本 

後  援： 熊本県、熊本市、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、(財)熊本県体育協

会、(財)熊本県スポーツ振興事業団、(社)熊本県観光連盟、熊本城築城 400

年記念事業実行委員会 

協  賛： 交渉中 

期  日： 2007 年２月 10日(土) 

会  場： 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 

参加チーム: ロッソ熊本、清水エスパルス又は横浜ＦＣ 

試合の種類： 前売 ＳＳ席 2,000円 Ｓ席 1,200円 Ｓ席小中高 700円 

Ａ席一般 1,000円 Ａ席小中高 500円 

当日 ＳＳ席 2,500円 Ｓ席 1,500円 Ｓ席小中高 1,000 円 

Ａ席一般 1,200円 Ａ席小中高 600円 
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(３) 申請団体： (社)熊本県サッカー協会 

大 会 名： 熊本城築城 400年祭記念試合 

主  催： (財)日本サッカー協会、(社)日本プロサッカーリーグ、日本フットボールリ

ーグ 

主  管： (社)熊本県サッカー協会、(株)アスリートクラブ熊本 

後  援： 熊本県、熊本市、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、(財)熊本県体育協

会、(財)熊本県スポーツ振興事業団、(社)熊本県観光連盟、熊本城築城 400

年記念事業実行委員会 

協  賛： 交渉中 

期  日： 2007 年２月 18日(日) 

会  場： 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 

参加チーム: ロッソ熊本、ジュビロ磐田 

試合の種類：前売 ＳＳ席 2,000円 Ｓ席 1,200円 Ｓ席小中高 700円 

Ａ席一般 1,000円 Ａ席小中高 500円 

当日 ＳＳ席 2,500円 Ｓ席 1,500円 Ｓ席小中高 1,000 円 

Ａ席一般 1,200円 Ａ席小中高 600円 

 

(４)申請団体 (財)東京都サッカー協会 

大会名  2007 第 16回日韓親善少年サッカー大会 新宿 

主 催   (財)東京都サッカー協会、新宿区サッカー協会 

主 管  新宿区少年サッカー連盟 

後 援  新宿区教育委員会 

期 日  2007 年１月 20日(土)～21日(日) 

会 場  新宿区落合中央公園競技場、都立駒沢公園第二競技場 

参加ﾁｰﾑ  ソウル市ハレルヤ幼少年サッカークラブ(大韓民国)、新宿区ＦＡ少年連盟 

入場料  無料 

 

【競技会開催申請内容変更】 

平成 18年３月報告事項内容に以下の通り変更がありました。 

(１) 申請団体： (財)東京都サッカー協会 

大 会 名： すかいらーくグループリーグ inお台場冒険王 

主  催： (財)東京都サッカー協会、スフィアリーグ事務局（フジテレビ） 

後  援： (財)日本サッカー協会 

協  賛： すかいらーくグループ 

期  日： 2006 年７月 17日(月)29日(土) 

2006年８月７日(月)22日(火)29日(火)30日(水)31日(木) 

会  場： お台場冒険ランド内特設フットサルコート 

参加チーム: 16 チーム 

試合の種類： 全席指定 2,000円(消費税、冒険王入場料込み) 
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       ※８月 31日のみ全席指定 2,500円(消費税、冒険王入場料込み) 

 ↓ 

試合の種類： 無料試合 

※お台場冒険王への入場料金のみ発生し、フットサルコートへの入場は無料の為 

 

 24. 海外遠征申請の件 

   

(1)(社)栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県立小山南高等学校サッカー部 (第２種) 

遠征期間 2006 年３月 23日(金)～29日(木) 

遠 征 先 大韓民国 高陽 

 

(2)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズ (第１種) 

遠征期間 2006 年２月 11日(日)～15日(木) 

遠 征 先 オーストリア ザルツブルグ 

 

(3)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 関東第一高等学校 (第２種) 

遠征期間 2006 年３月 14日(水)～30日(金) 

遠 征 先 ブラジル サンパウロ 

 

(4)(社)新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 (第１種) 

遠征期間 2006 年１月 27日(土)～２月 10日(土) 

遠 征 先 アメリカ合衆国 グアム 

 

(5)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ (第１種) 

遠征期間 2006 年１月 26日(金)～２月９日(金) 

遠 征 先 アメリカ合衆国 グアム 

 

(6)(社)大分県サッカー協会 

チ ー ム 大分トリニータ (第１種) 

遠征期間 2006 年１月 29日(月)～２月８日(木) 

遠 征 先 アメリカ合衆国 グアム 

 

 


