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財団法人 日本サッカー協会 

平成 19年度 第 5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 ２００７の件 

   

Ⅰ．ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員会決定事項 

 

2007 年８月 13 日(月)に開催されたＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員会にて、以下の

決定がなされた。 

 

１）大会フォーマット 

※報告資料№1 

 
２）ＦＩＦＡクラブワールドカップ 2008年大会 

日本での 2008年大会の継続開催が次回ＦＩＦＡ理事会へ提案されることが決定した。 

 

 2. ＡＦＣプロリーグプロジェクトの件 

   

Ⅰ．ＡＦＣプロリーグ特別委員会について 

第４回ＡＦＣプロリーグ特別委員会（委員長：川淵キャプテン）が、７月 27日にインドネ

シアで開催され、下記の４つの事項が決定した。また７月 29日に開催されたＡＦＣ理事会に

おいて、この決定事項が承認された。 

 

１. インスペクションの報告後、委員会は、新しいＡＦＣチャンピオンズリーグ 2009 の

参加基準のうち、「組織（昇格／降格システム）」・「クラブ（ＡＦＣプロコーチ資

格の保有・練習場の所有と使用・法律下の商業的法人の必要性」・「スタジアム（Ｆ

ＩＦＡ基準の人工芝の承認）および「統治（リーグ統治機構の法人の必要性）」の項

目に該当する参加基準の解釈を明確化した。各加盟協会が参加資格を得るためには、

これらの基準を厳密に満たす必要があることが、委員会によって確認された。 

 

２. 委員会は、参加する加盟協会および各加盟協会からのクラブ数の選定の手順を、以下

の通りとすることに同意した。最終決定は 2008年５月までになされる予定である。 

１）プロリーグ／プロクラブの定義を満たす必要がある。 

２）2009年新ＡＣＬへの参加基準を満たす必要がある。 

３）10項目ある評価によって各協会の参加クラブ枠を決定する。 

 

３． 委員会は、各加盟協会を代表する資格があるクラブの決定方法を、以下の通り、決定
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した。各加盟協会からは、１～４クラブが選出される可能性がある。 

１クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ 

２クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ・カップ優勝クラブ 

３クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ・リーグ２位クラブ・カップ優勝クラブ 

４クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ・リーグ２位クラブ・リーグ３位クラ

ブ・カップ優勝クラブ 

 

※ 尚、カップ優勝クラブがリーグ優勝、リーグ２位、リーグ３位を兼ねる場合は以下

のように決定した。 

１クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ 

２クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ（兼カップ優勝クラブ）＋リーグ２位   

クラブ 

３クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ（兼カップ優勝クラブ）・リーグ２位

クラブ（兼カップ優勝クラブ）＋リーグ３位クラブ 

４クラブ出場の協会場合：リーグ優勝クラブ（兼カップ優勝クラブ）・リーグ２位

クラブ（兼カップ優勝クラブ）・リーグ３位クラブ（兼

カップ優勝クラブ）＋リーグ４位クラブ 

 

４．委員会は、2009 年２月から開催予定の新しいＡＦＣチャンピオンズリーグに参加する

ためのプレーオフのスケジュールを承認した。プレーオフは１月もしくは２月に行わ

れる予定である。 

 

Ⅱ．インスペクションについて（11ヶ国終了） 

１．ベトナム協会 

期 間：2007 年８月３日（金）～８日（水） 

出張者：鈴木キャプテン特命担当本部長  

    松永国際部長 

加藤キャプテン特命担当本部 係長 

 

２．オーストラリア協会 

期 間：2007 年９月４日（火）～12日（水） 

出張者：鈴木キャプテン特命担当本部長 

松永国際部長 

斎藤聡キャプテン特命担当本部 部員 

 

 3. 東アジアサッカー選手権 2008/東アジア女子サッカー選手権 2008決勝大会の件 

   

下記のように東アジアサッカー選手権 2008/東アジア女子サッカー選手権 2008決勝大会について

の記者会見を、大会開催地である中国・重慶市で行った。  

詳細は下記の通り。 

[東アジアサッカー選手権 2008決勝大会概要] 
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大会名称： 東アジアサッカー選手権大会 2008決勝大会 

      [EAST ASIAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2008 Final Competition] 

主催：   東アジアサッカー連盟(EAFF) 

主管：   中国サッカー協会(CFA) 

開催地：  中国・重慶市（オリンピックスポーツセンター） 

出場チーム：中国、日本、朝鮮民主主義人民共和国（予選大会優勝チーム）、韓国 

実施方式： ４チームによる総当りリーグ（各チーム３試合） 

日程と対戦：2008年２月 17日（日）15：30 中国 対 韓国 

               ２月 17日（日）18：15 日本 対 朝鮮民主主義人民共和国 

               ２月 20日（水）15：30 朝鮮民主主義人民共和国 対 韓国 

                  ２月 20日（水）18：15 中国 対 日本 

               ２月 23日（土）18：15 日本 対 韓国 

２月 23日（土）20：45 中国 対 朝鮮民主主義人民共和国 

  賞金：    １位：50万 USドル、２位：30万 USドル、３位：20万 US ドル、 

４位：15万 USドル 

 

[東アジア女子サッカー選手権 2008決勝大会概要] 

大会名称： 東アジア女子サッカー選手権大会 2008決勝大会 

      [EAFF WOMEN’S FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2008 Final Competition] 

主催：   東アジアサッカー連盟(EAFF) 

主管：   中国サッカー協会(CFA) 

開催地：  中国・重慶市（永川スタジアム） 

出場チーム：中国、日本、朝鮮民主主義人民共和国、韓国（予選大会優勝チーム） 

実施方式： ４チームによる総当りリーグ（各チーム３試合） 

日程と対戦：2008年２月 18日（月）15：30 朝鮮民主主義人民共和国 対 日本 

               ２月 18日（月）18：15 中国 対 韓国 

               ２月 21日（木）15：30 日本 対 韓国 

                  ２月 21日（木）18：15 中国 対 朝鮮民主主義人民共和国 

               ２月 24日（日）15：30 韓国 対 朝鮮民主主義人民共和国 

２月 24日（日）18：15 中国 対 日本 

  賞金：    １位：５万 USドル、２位：３万 USドル、３位：２万 US ドル、 

４位：１万５千 USドル 

    

 4. ＡＦＣ理事会 報告の件 

   

７月 29日にＡＦＣ理事会がインドネシアにて開催された。主な決定事項は以下の通り。 

 

■ 審判委員会 [決定事項] 

・ ＡＦＣ男子競技会の審判員の指名は３ヶ月ごとに行なう。 Referee Appointment 
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Sub-Committeeが指名（Yousef Al Serkal氏、Dato Worawi Makudi氏、Ahmed Jassim氏）。 

・ 審判員の内部評価をより正確に行なうために、２名の Referee Assessor（フルタイム）およ

び記録員を採用する。 

 ・7.5 点以下の評価を審判員が受けた場合、Referee Assessor は Referee Appointment 

Sub-Committee に対し具体的な証拠を付けて報告しなければならない。当該審判は、AFC 

Referee Assessorによる再評価を受けるまで、次の指名は行なわれない。 

 

■ フットサル委員会 [決定事項] 

・ AFC Futsal Championshipは、2008年以降、隔年開催とする。 

・ AFC Futsal Club Championship を 2009 年から開催する。開催頻度・フォーマット等の詳細

は次回委員会にて決定。 

 

■ ＡＦＣプロリーグ特別委員会 [決定事項] 

・ ACL2009 の参加基準（組織、クラブ、スタジアム、統治）をより明確化し、参加には各協会

の基準達成が必要であることに合意した。 

・ 参加協会の選定方法および参加協会からの参加クラブ数決定方法について合意した。また協

会内の出場クラブ決定方法（リーグ優勝、カップ戦優勝、リーグ 2位等）を決定した。 

・ （参加クラブ決定の）プレーオフのスケジュールを承認した。 

 

■ 競技会委員会 [決定事項] 

・ 2010ワールドカップのアジア予選フォーマットについて、現状の試合予定日がオリンピック

予選試合日と重複した場合の代替試合日の検討を、ハマム会長・AFC事務局に委任した。 

 

■ ＡＦＣ理事会 女性メンバー 

・ 各ゾーンからの以下の女性メンバーを、AFC理事会のオブザーバーまたは co-optedメンバー

とすることが承認された。 

東 Ms.Kim Sun Hui（DPR Korea） 

ｱｾｱﾝ Ms.Moya Dodd（Australia） 

南･中央 Ms.Ghada M. El-Farhan（Jordan） 

西 Kyrgyzstanからの履歴書待ち。提出がない場合は当該ゾーン内で再検討。 

 

■ 2011年 アジアカップ開催国 

・ インドが立候補を取り止め、イランは立候補書類の事務局への提出がなかったため、競技会

委員会はカタールをホスト国として推薦した。 

 

 5． ＦＩＦＡ Ｕ-17 ワールドカップ 韓国 2007 ＦＩＦＡデレゲーションの件 

   

ＦＩＦＡより、ＦＩＦＡ Ｕ-17ワールドカップ 韓国 2007の大会役員として以下の指名があり、

受諾した。 
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Ｕ-17 組織委員会副委員長： 小倉副会長 

審判委員会： 上川トップレフェリーインストラクター 

レフェリーフィットネスインストラクター： 内海審判フィジカルトレーナー 

ジェネラル コーディネーター： 鈴木キャプテン特命担当本部長 

メディカル オフィサー： 青木常務理事、河野スポーツ医学委員会副委員長 

 

 6. ＦＩＦＡ Ｕ-17ワールドカップ韓国 2007 アジアからの出場チームへのスタッフ派遣の件 

   

アジア貢献事業の一環として、ＦＩＦＡ Ｕ-17 ワールドカップ韓国 2007 にアジアから出場して

いるチームに、以下のスタッフを派遣した。 

 

藤田一郎 国際委員 

対象チーム：タジキスタン 

派遣期間： 2007年８月 18日から 22日 

業  務： 全般的なサポート 

備  考： ＦＩＦＡ大会に初出場のタジキスタン協会より、アドバイザーとしての派遣を求め

られ、それに応じたもの。 

 

曽根純也（ソネ ジュンヤ） 

対象チーム：シリア 

派遣期間： 2007 年８月１日から９月２日（８月１日から 14 日はシリアで行われた事前キャン

プに派遣） 

業  務： テクニカルサポート 

備  考： 曽根氏は、ＪＩＣＡ（(独)国際協力機構）の派遣制度により、2006年前半に４ヶ月

間シリアに赴任し、ＦＩＦＡ Ｕ-17 ワールドカップ韓国 2007 を目指したチームの

テクニカルサポート業務を行っていた。同大会の予選にあたるＡＦＣ Ｕ-17選手権

2006（シンガポールで９月に開催）にもシリア協会からの要望に応じ、曽根氏をテ

クニカルサポートとして派遣している。 

今回のＦＩＦＡ Ｕ-17 ワールドカップ韓国 2007 への派遣もシリア協会からの要望

に応えたものである。 

 

 7. Ｕ-17ガーナ代表チーム日本キャンプ受入れの件 

   

ＦＩＦＡ Ｕ-17ワールドカップ韓国 2007に向け、Ｕ-17ガーナ代表チームが大会前に日本にてキ

ャンプを実施したいという要望を受け、(社)長崎県サッカー協会・島原市サッカー協会・島原市

の協力のもと、国際交流事業の一環として同キャンプを受入れ、トレーニング、長崎県内・外の

チームとの練習試合、地元交流イベント等を行った。 

期   間： 2007年８月２日(木)～15日(水) 

キャンプ地： 長崎県／島原市 
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 8. ＡＦＣ会議の件 

   

９月に開催されるＡＦＣ各種委員会への出席者は以下の通り。 

 

９月 11日 規律委員会 浅見顧問 

 

 9. 日本人指導者海外派遣(ＪＩＣＡ)の件 

   

フィリピンサッカー連盟からの要望を受け、ＪＩＣＡ((独)国際協力機構)の事業として、下記指

導者をフィリピンへ派遣する。 

ＪＦＡとして派遣指導者へのサポート（指導用の情報・教材提供、現地協会との諸連絡等）を行

う。 

 

派遣者：    阿部 圭亜（アベ カドツグ）（26歳） 

派遣国：    フィリピン 

資 格：    公認Ｃ級コーチ（2006年取得） 

役 職：    ユース育成コーチ(予定) 

派遣期間：    2007年９月 19日～2008年７月 17日 

 

 10. 大会役員・審判員 国際試合への派遣の件 

   

① FIFA U-17 World Cup Korea 2007  

FIFA審判委員：上川 徹 

期 間：８月10日（金）～９月10日（月） 

場 所：韓国 

 

② FIFA U-17 World Cup Korea 2007  

ﾚﾌｪﾘｰﾌｨｯﾄﾈｽｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：内海俊雄 

期 間：８月９日（木）～９月10日（月） 

場 所：韓国 

 

③ AFC Champions League 2007 – Quarter Final 2  

ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：高田静夫 

期 間：９月17日（月）～20日（木） 

   場 所：韓国 

 

④ AFC Cup 2007 – Quarter Final 4  

   ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：９月23日（日）～26日（水） 

場 所：シンガポール 
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⑤ FIFA U-17 World Cup Korea 2007  

審判員：西村雄一、相樂 亨 

期 間：８月10日（金）～９月10日（月） 

場場所：韓国 

 

⑥ FIFA Women’s World Cup China 2007  

期 間：８月31日(金)～10月１日（月） 

審判員：大岩真由美、吉澤久恵 

場 所：中国 

 

⑦ Men’s Olympic Football Tournament Beijing 2008 

- AFC Preliminary Competition – Third Round  

審判員：高山啓義、名木利幸、手塚 洋 

期 間：９月６日（木）～９日（日） 

場 所：オーストラリア 

 

⑧ AFC CUP 2007 – Quarter Final 2  

審判員：高山啓義、手塚 洋、廣嶋禎数 

期 間：９月16日（日）～19日（水） 

場 所：シンガポール 

 

⑨ AFC CUP 2007 – Quarter Final 3  

対象者：西村雄一、相楽 亨、山崎裕彦 

期 間：９月16日（日）～19日（水） 

場 所：香港 

 

⑩ AFC U-16 Championship Qualification Competition 2007 – Group E 

対象者：馬場佐知子 

期 間：９月28日（金）～10月12日（金） 

場 所：中国 

 

⑪ AFC U19 Women’s Championship 2007 

対象者：深野悦子、鮎貝志保 

期 間：10月２日（火）～10月17日（水） 

場 所：中国 

 

⑫ Women’s Olympic Football Tournament Beijing 2008 –  AFC Preliminary Competition 

オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

試合日： ８月 12日(日) 

場 所： オーストラリア 
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⑬ Men’s Olympic Football Tournament Beijing 2008 –  AFC Preliminary Competition 

ウズベキスタン vs バーレーン 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

試合日： ９月 12日(水) 

場 所： ウズベキスタン 

 

 11. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認 更新の件 

   

(全て更新) 

 

１．公認申請者：学校法人 梅村学園（愛知県） 

施 設 名：中京大学サッカー場（愛知県・豊田市） 

施設所有者：学校法人 梅村学園 理事長 梅村清弘 

ロングパイル人工芝：ハイブリットターフ（LP-65）/SRIﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ㈱ 

公 認 日：平成19年7月9日～平成22年7月8日 

公 認 番 号：第 1号 

＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 

JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 

  

２．公認申請者：財団法人横浜市体育協会（神奈川県） 

施 設 名：しんよこフットボールパーク（神奈川県･横浜市） 

施設所有者：横浜市体育協会 理事長 須藤照彦 

ロングパイル人工芝：フィールドターフ(FTOS 1S)/奥ｱﾝﾂｰｶ㈱ 

公 認 日：平成19年9月2日～平成22年9月1日 

公 認 番 号：第 3号 

＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 

JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 

３．公認申請者：学校法人 国際武道大学（千葉県） 

施 設 名：国際武道大学サッカー場（千葉県･勝浦市） 

施設所有者：学校法人 国際武道大学 理事長 松前達郎 

ロングパイル人工芝：フィールドターフ(FTOS 1S)/奥ｱﾝﾂｰｶ㈱ 

公 認 日：平成19年10月21日～平成22年10月20日 

公 認 番 号：第 4号 

＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 

JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 12. 名義使用申請の件 

   

【名義使用申請】 

（１）申請団体：(財)日本体育協会 
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事 業 名：平成 19年度「体育の日」中央記念行事／子どもの体力向上キャンペーン 

元気アップ子どもスポーツフェスティバル 

主  催：文部科学省、(財)日本体育協会、(独)日本スポーツ振興センター 

(財)日本レクリエーション協会 

共  催：(財)日本水泳連盟、(財)日本サッカー協会、(財)日本テニス協会、 

(財)日本体操協会、(財)日本フェンシング協会 

主  唱：体力つくり国民会議 

後  援：(財)日本オリンピック委員会、東京都北区教育委員会 

東京都板橋区教育委員会 

協  力：(財)ミズノスポーツ振興会、大塚製薬㈱ 

期  日：10月 8日（月・祝） 

会  場：国立スポーツ科学センター 

趣  旨：本事業は、東京オリンピックの開催を記念して制定された「体育の日」の中央

記念行事及び「子どもの体力向上キャンペーン」の中央イベントとして実施し、

スポーツの楽しさや喜びを体験し、健康増進と体力を向上させることで、生涯

を通した継続的なスポーツ活動の実践を図るとともに、子ども達が仲間や家族

とのふれあいの中でからだを動かすことの楽しさを味わい、日常生活の中で主

体的に運動・スポーツに親しむ態度や習慣を身に付けていくことの重要性を広

く啓発する。 

 

（２）申請団体：(財)日本スポーツクラブ協会 

事 業 名：第 9 回スポーツクラブセミナー 兼 第 2 回全国総合型スポーツクラブ・

健康運動クラブセミナー 

主  催：(財) 日本スポーツクラブ協会、全国スポーツクラブ連絡協議会 

後  援：文部科学省、厚生労働省、(財)日本体育協会、 

(財)日本レクリエーション協会、(社)全国体育指導委員連合、 

(財)日本オリンピック委員会、(財)日本体育施設協会、 

健康日本２１推進全国連絡協議会、(財)健康・体力づくり事業財団、 

(財)笹川スポーツ財団、(財)日本サッカー協会、 

(社)日本プロサッカーリーグ、(社)日本グラウンド・ゴルフ協会、 

ＮＰＯ法人ジュース、日本レジャー・レクリエーション学会 

協  賛：(財)ミズノスポーツ振興会、ミズノ㈱、明治乳業㈱ 

期  日：11月 12日(月)・13日(火) 

会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

趣  旨： 近年、国民の間にはスポーツや健康運動に対する関心がますます高まっ

ています。しかしながら、それらの実施率はいまだ高くありません。この

ことから、国や地方公共団体、スポーツや健康関係団体などにおいては、

スポーツの面白さの体験や健康の保持増進を目的として、スポーツ活動、

健康運動、栄養、サプリメント等について適切に指導・助言できる優れた
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指導者の養成が行われています。その一方で、国民が日常生活の中で、ス

ポーツ活動や健康運動を定期的、継続的に実施できるよう総合型地域スポ

ーツクラブの活性化や健康運動クラブの創設が急務となっています。また、

将来性のあるクラブの経営と発展のためには、評価の視点を導入すること

が不可欠となっています。 

本セミナーでは、講演、事例、研究発表などを通じて、①スポーツクラ

ブの評価方法や健康運動クラブの創設方法、②スポーツクラブや健康運動

クラブのマネジャーの役割、③スポーツクラブや健康運動クラブのネット

ワーク化等についての現状と課題を明確にし、“スポーツクラブ”と“健

康運動クラブ”が並列・共存し、成功を収めることができるよう具体的な

方策を見つけ出すことを目的としています。 

 

（３）申請団体：特定非営利活動法人 グローバル・スポーツ・アライアンス（ＧＳＡ） 

事 業 名：スポーツと環境フォーラム「環境におけるスポーツの役割」 

～フェアプレーとエコプレーの実践、これが真のスポーツマンシップだ！～ 

主  催：特定非営利活動法人 グローバル・スポーツ・アライアンス 

後  援：(財)日本サッカー協会 

協  力：(独)環境再生保全機構、(独)国際協力機構（ＪＩＣＡ） 

期  日：10月 16日(火) 

会  場：ＪＩＣＡ地球ひろば講堂（東京都渋谷区広尾） 

参加人員：200名 

趣  旨： 地球環境問題の根本的な問題解決のためには、モノの使い捨てではなく、

豊かな自然づくりと人の付加価値による経済への移行が必要です。そのた

めには、物理学の知識を活かした新しい経済システムの構築と、多くの人

の意識改革が欠かせません。そこで、きれいな空気や水の中でスポーツを

楽しみ、日頃から環境問題を意識している世界中のスポーツ愛好会に着目

し、環境問題においてスポーツが果たす役割について理解を深めます。 

本フォーラムでは、特にサッカー界が取り組む環境保全活動に焦点をあ

て、実例を挙げながら、その意義や課題について様々な視点から考察し、

スポーツ界全体が、誰でも参加できる実践活動の提案・定着化を図るよう

討議します。 

また、スポーツ界が取り組む「環境教育」のあり方や、スポーツイベント

での「環境リーダー」育成など、未来世代に向けた社会づくりにおけるス

ポーツ界の役割についても考察します。 

プログラム・進行案： 

はじめに「スポーツと環境について」「エコフラッグ・ムーブメントとは」 

挨拶・導入講演：岡田達雄（ＧＳＡ常任理事） 

パネルディスカッション「サッカー界における環境への取り組み」 

パネラー：岡田武史（元サッカー日本代表監督）、 
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増島みどり（スポーツライター）、 

蟹瀬誠一（ジャーナリスト、明治大学教授）、 

岡田達雄（ＧＳＡ常任理事） 

スポーツイベントにおける環境保全活動の事例報告 

ＪＡＰＡＮビーチサッカーネットワーク 理事長 伊藤寛之 

→ビーチサッカー界における環境対策、取り組みを発表 

Ｊリーグ 大分トリニータ・愛媛ＦＣ 

→クラブとしての環境への取り組みについて発表 

 

【名義使用申請並びに代表者の大会顧問就任依頼】 

（１）申請団体：日本青年団協議会 

事業名：第 56回全国青年大会 

主 催：日本青年団協議会、(財)日本青年館、東京都 

後 援：文部科学省、(財)日本体育協会、日本放送協会 

協 賛：内閣府、農林水産省、厚生労働省、各道府県及び道府県教育委員会、 

(社)中央青少年団連絡協議会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、 

(財)日本陸上競技連盟、(財)日本バレーボール協会、 

(財)日本バスケットボール協会、(財)日本バドミントン協会、 

(財)全日本軟式野球連盟、(財)日本ソフトボール協会、(財)日本卓球協会、 

(財)全日本柔道連盟、(財)全日本剣道連盟、(財)日本ボウリング協会、 

(財)日本サッカー協会、特定非営利活動法人日本アマチュア演劇連盟、 

(社)日本全日本合唱連盟、(財)日本将棋連盟、日本体育大学、 

(財)日本レクリエーション協会、(財)あしたの日本を創る協会、江戸川区、 

特定非営利活動法人テレビ日本美術家協会 

期 日：平成 19 年 11月９日～12日 

会 場：国立競技場を中心に行う 

趣 旨：この大会は、地域を舞台にスポーツや文化活動といった様々な活動に取り組

んでいる青年たちが都道府県の代表として全国各地から集まり、日ごろの地

域活動の成果を仲間たちとともに発表し、また、その技術を競い合うことに

よって、青年同士の友好親善を深めるとともに、スポーツや文化活動が豊か

に取り組まれる健康で文化的な生活を自らの手でつくり出し、さらには、青

年がその中心となりながら、子どもたちやお年寄りといった多様な世代が手

を取り合って暮らせるような、真に豊かな地域社会の創造を目指し開催する。 

内 容：体育の部（陸上競技、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、 

軟式野球、ソフトボール、卓球、柔道、剣道、ボウリング、フットサル）、 

芸能文化の部（演劇、人形劇、合唱、郷土芸能、美術展、生活文化展、将棋）、 

意見発表の部 
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 13. 標章使用申請の件 

   

（１）申請団体：(社)秋田県サッカー協会 

使用目的：第 62 回国民体育大会サッカー競技会（成年男子）監督会議用のＪＦＡ旗 

 

（２）申請団体：日本フットボール学会 

使用目的：2011 年に日本で開催するフットボールサイエンスに関する国際学会大会告

知用ＷＥＢサイトで使用 

 

 14. 海外遠征申請の件  

   

 (１)(社）日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-15 Ｊリーグ選抜 (第２種) 

遠征期間 2007年８月 20日(月)～30日(木) 

遠 征 先 ドイツ ハイデ 

 

(２)(社）日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-15 Ｊリーグ選抜 (第２種) 

遠征期間 2007年８月 20日(月)～30日(木) 

遠 征 先 ブラジル ヘイクレオ 

 

 (３)(財）北海道サッカー協会 

チ ー ム 旭川地区選抜（Ｕ-18） (第２種) 

遠征期間 2007年８月 30日(木)～９月３日(月) 

遠 征 先 韓国 水原 

 

 (４)(財）北海道サッカー協会 

チ ー ム 旭川地区選抜（Ｕ-15） (第３種) 

遠征期間 2007年８月 30日(木)～９月３日(月) 

遠 征 先 韓国 水原 

 

 (５)(財）北海道サッカー協会 

チ ー ム 旭川地区選抜（Ｕ-12） (第４種) 

遠征期間 2007年８月 30日(木)～９月３日(月) 

遠 征 先 韓国 水原 

 

 (６)(NPO)山形県サッカー協会 

チ ー ム 山形県 U-15選抜チーム (第３種) 

遠征期間 2007年８月 20日(月)～23日(木) 
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遠 征 先 韓国 全州 

 

 (７)(財)茨城県サッカー協会 

チ ー ム 茨城トレセン（Ｕ-14） (第３種) 

遠征期間 2007年８月 16日(木)～25日(土) 

遠 征 先 オランダ フンデロー、イタリア イモラ 

 

 (８)（社）栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県選抜 (第４種) 

遠征期間 2007年８月 19日(日)～22日(水) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 (９)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 尚美学園大学 (第 1種) 

遠征期間 2007年７月 28日(土)～８月１日(水) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 (10)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース (第３種) 

遠征期間 2007年８月 21日(火)～29日(水) 

遠 征 先 ドイツ ミュンヘン 

 

 (11)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース (第２種) 

遠征期間 2007年８月８日(水)～17日(金) 

遠 征 先 スペイン ビジャレアル 

 

 (12)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャジュニアユースチーム (第３種) 

遠征期間 2007年８月 21日(火)～30日(木) 

遠 征 先 オランダ シッタード/へレーン 

 

 (13)(社）千葉県サッカー協会 

チ ー ム 船橋市立船橋高校 (第２種) 

遠征期間 2007年８月 27日(月)～９月５日(水) 

遠 征 先 イタリア サンジョルジョ デラ リッチインベルダ（ポルデノーネ） 

 

 (14)(社）千葉県サッカー協会 

チ ー ム 松戸ＭＡＣＳ (第５種) 
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遠征期間 2007年８月４日(土)～７日(火) 

遠 征 先 アメリカ合衆国 グアム 

 

 (15)(社）千葉県サッカー協会 

チ ー ム ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ-19 (第２種) 

遠征期間 2007年９月２日(日)～11日(火) 

遠 征 先 イタリア トリノ 

 

 (16)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 慶應義塾体育会ソッカー部 (第１種) 

遠征期間 2007年８月２日(木)～11日(土) 

遠 征 先 オーストラリア シドニー 

 

 (17)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 八王子代表Ｕ-15 (第３種) 

遠征期間 2007年８月 24日(金)～27日(月) 

遠 征 先 韓国 始興 

 

 (18)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム ＦＣ東京Ｕ-18 (第２種) 

遠征期間 2007年８月 20日(月)～23日(木) 

遠 征 先 韓国 釜山 

 

 (19)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム ＡＳＶペスカドーラ町田 (フットサル) 

遠征期間 2007年８月 21日(火)～28日(火) 

遠 征 先 ポルトガル リスボン 

 

 (20)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜ＦＣユース (第２種) 

遠征期間 2007年８月 22日(水)～27日(月) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 (21)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜マリノスユース (第２種) 

遠征期間 2007年８月 23日(木)～26日(日) 

遠 征 先 韓国 ソウル 
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 (22)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレＵ-14 (第３種) 

遠征期間 2007年８月 23日(木)～31日(金) 

遠 征 先 オーストラリア ゴールドコースト 

 

 (23)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 神奈川県 U-16選抜チーム (第２種) 

遠征期間 2007年８月 24日(金)～28日(火) 

遠 征 先 韓国 水原 

 

 (24)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 東海大学体育会サッカー部 (第１種) 

遠征期間 2007年８月 10日(金)～16日(木) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

(25)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレＵ-18 (第２種) 

遠征期間 2007年８月 22日(水)～24日(金) 

遠 征 先 中国 杭州 

 

 (26)(社)山梨県サッカー協会 

チ ー ム ヴァンフォーレ甲府 (第 1種) 

遠征期間 2007年７月 23日(月)～30日(月) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 (27)(社)長野県サッカー協会 

チ ー ム 長野県中学選抜Ｕ-14 (第３種) 

遠征期間 2007年８月 25日(土)～９月４日(火) 

遠 征 先 スペイン/フランス バルセロナ/エクサンプロバンス/マコン 

 

 (28)(社）新潟県サッカー協会 

チ ー ム 新潟県選抜 U-14 (第３種) 

遠征期間 2007年８月 20日(月)～23日(木) 

遠 征 先 韓国 ソウル/水原/光陽 

 

 (29)(社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ＩＮＡＣレオネッサ (第５種) 

遠征期間 2007年８月 21日(火)～27日(月) 

遠 征 先 中国 上海 
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(30)(社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 (第１種) 

遠征期間 2007年８月 21日(火)～23日(木) 

遠 征 先 中国 香港 

 

 (31)(財)静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡トレーニングセンターＵ-12 (第４種) 

遠征期間 2007年９月 13日(木)～18日(火) 

遠 征 先 韓国 蔚山 

 

 (32)(財）岐阜県サッカー協会 

チ ー ム 岐阜県サッカー協会ジュニアユーストレーニングセンターＵ-14(第３種) 

遠征期間 2007年８月 21日(火)～25日(土) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

 (33)(社）滋賀県サッカー協会 

チ ー ム 滋賀県立野洲高等学校サッカー部 (第２種) 

遠征期間 2007年７月 26日(木)～８月３日(金) 

遠 征 先 ドイツ ヒルデン 

 

 (34)(社）滋賀県サッカー協会 

チ ー ム びわこ成蹊スポーツ大学 (第１種) 

遠征期間 2007年９月３日(月)～６日(木) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 (35)(社)京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都パープルサンガＵ-15 (第３種) 

遠征期間 2007年８月 27日(月)～30日(木) 

遠 征 先 韓国 龍仁 

 

 (36)(社）大阪府サッカー協会 

チ ー ム シュライカー大阪 (フットサル) 

遠征期間 2007年８月 15日(水)～20日(月) 

遠 征 先 台湾 タイペイ 

 

 (37)(社）奈良県サッカー協会 

チ ー ム 天理大学サッカー部 (第１種) 

遠征期間 2007年８月 17日(金)～20日(日) 

遠 征 先 台湾 台北 
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 (38)(財)広島県サッカー協会 

チ ー ム 広島県選抜チーム（国体成年男子） (第１種) 

遠征期間 2007年８月５日(日)～８日(水) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 (39)(社)高知県サッカー協会 

チ ー ム 高知ＦＣ (第４種) 

遠征期間 2007年８月 23日(木)～29日(水) 

遠 征 先 韓国 釜山 

 

 (40)(社)福岡県サッカー協会 

チ ー ム 九州国際大学付属高等学校 (第２種) 

遠征期間 2007年８月 20日(月)～25日(土) 

遠 征 先 韓国 釜山 

 

 (41)(社）熊本県サッカー協会 

チ ー ム 熊本トレセンＵ-13 (第３種) 

遠征期間 2007年８月 22日(水)～24日(金) 

遠 征 先 韓国 大邸 

 

 (42)(社）熊本県サッカー協会 

チ ー ム 熊本ルーテル学院サッカー部 (第２・３種) 

遠征期間 2007年８月 31日(金)～９月１日(日) 

遠 征 先 韓国 釜山 

 

 (43)(社）宮崎県サッカー協会 

チ ー ム 鵬翔高等学校 (第２種) 

遠征期間 2007年８月 28日(火)～９月２日(日) 

遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 15. 競技会開催申請・名義使用申請の件 

   

【国内競技会開催申請】 

 

(１) 申請団体： (社)富山県サッカー協会 

大 会 名： 第４回アジアユースサッカーinＴＯＹＡＭＡ 2007  

主  催： (社)富山県サッカー協会、アジアユースサッカーinTOYAMA実行委員会 

後  援： (財)日本サッカー協会、(財)富山県体育協会、富山県教育委員会、 

富山市教育委員会、(株)モルテン 
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期  日： 2007 年７月 21日(土)～23日(月) 

会  場： 富山県岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 

参加チーム: Ｕ-16富山県選抜、韓国ヴジョブ高校、横浜ＦＣユース 

試合の種類： 無料試合 

 

(２) 申請団体： 日本フットサル連盟 

大 会 名： 第３回日本フットサル施設連盟選手権大会 

主  催： 日本フットサル施設連盟 

共  催： iza、ＴＶナビ、産経新聞社 

後  援： (財)日本サッカー協会(予定)、日本フットサル連盟 

協  賛： アコム(株)、日本スポーツコート(株)、ピープルソフトウェア(株) 

期  日： 2007 年９月２日(日) 

会  場： マグフットサルクラブ 

参加チーム: 関東・東海・関西から各２チーム、東北・中四国・九州から各 1チーム 

計９チーム 

試合の種類： 無料試合 

 

(３) 申請団体： (財)茨城県サッカー協会 

大 会 名： ソウル大学・筑波大学 交流試合 

主  催： (財)茨城県サッカー協会 

主  管： 筑波大学蹴球部 

期  日： 2007 年８月８日(水)・12日(日) 

会  場： 筑波大学第一サッカー場 

参加チーム: ソウル大学、筑波大学 

試合の種類： 無料試合 

 

(４) 申請団体： (社)山口県サッカー協会 

大 会 名： 第３回中国フットサルリーグ柳井大会 

主  催： 中国サッカー協会 

共  催： (社)山口県サッカー協会、柳井サッカー協会 

主  管： 中国フットサル連盟、中国フットサルリーグ運営委員会、 

山口県フットサル連盟、柳井サッカー協会 

後  援： 日本フットサル連盟、柳井市、柳井市教育委員会、柳井市体育協会、 

ＳＡスポーツクラブ、ＮＰＯ法人ＹＡＮＡＩスポーツ振興 

協  賛： (株)モルテン 

期  日： 2007 年 10月 21日(日) 

会  場： 柳井市体育館 

参加チーム: ６チーム 

試合の種類： 前売 高校生以上 1,000円 中学生以下 500円 小学生未満無料 
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       当日 高校生以上 1,500円 中学生以下 800円 小学生未満無料 

 

【国際競技会開催申請】 

 

(１)(財)岡山県サッカー協会 

大会名  倉敷国際ジュニアサッカー大会 

主 催  (財)岡山県サッカー協会、「ひと、輝く、スポーツフェスティバル in 倉敷実行

委員会」 

主 管  倉敷市体育協会サッカー部  

期 日  2007年 10月 27日(土)～28日(日) 

会 場  倉敷市水島緑地福田公園陸上競技場 

参加ﾁｰﾑ  大韓民国選抜、中華人民共和国選抜、タイ選抜、オマーン選抜 

 

(２) (財)岡山県サッカー協会 

大会名  2007ガーナ・岡山国際親善試合 

主 催  (財)岡山県サッカー協会 

主 管  2007ガーナ・岡山国際親善試合実行委員会  

期 日  2007年８月９日(木) 

会 場  岡山県総合グラウンド（桃太郎スタジアム） 

参加ﾁｰﾑ  U-17ガーナ代表チーム、ファジアーノ岡山 

入場料  無料 

  

(３)(社)大阪府サッカー協会 

大会名  高槻グリーンライオンズカップ”2007” 

主 催  (社)大阪府サッカー協会、(財)高槻市体育協会、高槻市サッカー連盟 

主 管  (財)高槻市都市交流協会 

後 援  高槻市、高槻市教育委員会  

協 賛  高槻グリーンライオンズクラブ 

期 日  2007年９月 22日(土)～24日(日) 

会 場  高槻市立スポーツセンター内陸上競技場 他  

参加ﾁｰﾑ  オーストラリア少年チーム、市内小学生チーム５チーム 

 

(４)(財)東京都サッカー協会 

大会名  カイザースラウテルン市/文京区親善試合 

主 催  (財)東京都サッカー協会 

主 管  文京区少年サッカーチーム姉妹都市交流事業委員会、 

文京区少年サッカー大会運営委員会 

期 日  2007年７月 28日(土) 

会 場  東京大学御殿下グラウンド  
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参加ﾁｰﾑ  カイザースラウテルン市少年サッカーチーム、文京区少年サッカーチーム 

 

(５)(社)京都府サッカー協会 

大 会 名： 2007 ＫＹＯＴＯ Ｕ-12国際サッカー大会 

主  催： (社)京都府サッカー協会 

主  管： (社)京都府サッカー協会４種委員会 京都サッカースポーツ少年団連盟 

協  賛： 現在調整中 

期  日： 2007 年 10月６日(土)～８日(月) 

会  場： 京都府立山城総合運動公園・太陽が丘 サンガタウン城陽 下鳥羽公園球技場 

参加チーム: ８チーム 

試合の種類：無料試合 

 

(６)(社)神奈川県サッカー協会 

大 会 名： 高麗杯 第７回 ジュニアサッカー選手権大会 

主  催： (社)神奈川県サッカー協会 

主  管： 高麗杯 大会実行委員会 

後  援： 横浜市、横浜市教育委員会、在日本大韓民国民団神奈川県本部、 

在日朝鮮人神奈川体育協会 

期  日： 2007 年９月 16日(日)・17日(月) 

会  場： 日産フィールド小机 

参加チーム: ５チーム 

試合の種類：無料試合 

 

 16. JFAエリートプログラム U-14韓国遠征の件 

①  ②  

  

 

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：2007年８月 22日（水）～ 28日（火） 

場  所：韓国・坡州（パジュ） ナショナルトレーニングセンター 

［スケジュール］ 

８月 22日(水) 集合・出発・試合観戦（U-22韓国 vsU-22ウズベキスタン） 

８月 23日(木) 試合 vs U-14 Korea 

８月 24日(金) トレーニング・U-17World Cup観戦（ENG vs BRA / Goyang) 

８月 25日(土) トレーニング・U-17World Cup観戦（FRA vs JPN / Goyang) 

８月 26日(日 )試合 vs U-14 Korea 

８月 27日(月) 試合 vs U-14 Korea  

８月 28日(火) 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） 
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 U-14 ｺｰﾁ  :  星原 隆昭（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）    

 GKｺｰﾁ   ：  井上 祐 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/山形県立鶴岡中央高等学校） 

 ﾄﾞｸﾀｰ   ：  青戸 克哉（筑波メディカルセンター病院） 

 ﾁｰﾑ総務 ：  亀井 拓夫（(財)日本ｻｯｶｰ協会技術部） 

 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ：  小林 大輔（筑波大学） 

［選手］ 

GK  田尻 健    大阪府   ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

GK  下川 照平   東京都   FC東京 U-15むさし 

   矢島倫太郎   埼玉県   浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

   山田 俊毅   京都府   京都ｻﾝｶﾞF.C.U15 

   小針 優貴   静岡県   ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津  

   野中 望    福島県   JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島  

   清水 裕太   神奈川県  横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ追浜 

   風間 宏矢   静岡県   清水ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ  

   幸野 志有人  福島県   JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島 

   山千代大斗   大阪府   ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

   舘野 俊祐   富山県   SQUARE富山 FC Jry  

   桑島 昂平   徳島県   徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

   宮本 拓弥   千葉県   柏ﾚｲｿﾙU-15  

   佐藤 令治   福島県   JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島 

   杉本 竜士   東京都   東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ  

   小林 聖弥   東京都   FC東京 U-15むさし 

   鈴木 宗吾   福島県   JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島 

   上原 大明   沖縄県   読谷村立読谷中学校 

   古山 瑛翔   福島県   JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島 

   久司 勇二   福島県   JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島 

                               計 20名 

 

 17. ナショナルトレーニングキャンプ U-16の件 

③  ④  

  

 

行事名：ナショナルトレーニングキャンプ U-16 

期  間：2007年８月 29日（水）～ ９月２日（日） 

場  所：東：福島県 J ヴィレッジ ／西：熊本県大津町運動公園（東西同時解散） 

［スケジュール］ 

８月 29日(水) 集合・トレーニング 

８月 30日(木) トレーニング・ゲーム 

８月 31日(金) トレーニング 

９月 １日(土) トレーニング・ゲーム（西のみ） 

９月 ２日(日) ゲーム・解散 
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［スタッフ］ 

 東日本：選手指導   布 啓一郎（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

     選手指導   吉田 靖 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

     選手指導   望月 聡 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ） 

     選手指導   森下 仁志（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

     ＧＫコーチ  大橋 昭好（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

     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） 

     ＧＫコーチ  尾形 行亮（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/栗山小学校） 

     指導者講習会 金子 隆之（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

     指導者講習会 高田 哲也（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ） 

 西日本：選手指導   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） 

     選手指導   星原 隆昭 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

     選手指導   和泉 茂徳 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/愛媛 FC） 

     選手指導   猿澤 真治（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/） 

     ＧＫコーチ  吉田 明博（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/高松大学） 

     ＧＫコーチ  阿江 孝一 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

     指導者講習会 黒田 和生（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｳﾞｨｯｾﾙ神戸） 

     指導者講習会 橋川 和晃（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡） 

［選手］ 

東日本  GK  川浪 吾郎  千葉県  柏ﾚｲｿﾙ U-18 

     GK  田近 峻   秋田県  秋田商業高校ｻｯｶｰ部 

     GK  笹森 一成  青森県  青森山田高校 

     GK  中村 隼   埼玉県  浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ 

     GK  奥山 陸   神奈川県 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚU-18 

     GK  八木 直生  茨城県  鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ 

     DF  藤井 航大  茨城県  鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ 

     DF  熊澤 覚   北海道  ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ 

     DF  高橋 拓也  東京都  国学院大学久我山高校 

     DF  山越享太郎  東京都  東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ﾕｰｽ 

     DF  角田 健敏  東京都  FC東京 U-18 

     DF  岡 直樹   神奈川県 横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ 

     DF  千葉 暁弘  宮城県  ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ﾕｰｽ 

     DF  大里 康朗  埼玉県  浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ 

     DF  中村 祥太  千葉県  ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 U-18 

     MF  鎌田 洋   宮城県  宮城県工業高校 

     MF  當銀 郁称  長野県  松商学園高校ｻｯｶｰ部 

     MF  六平 光成  群馬県  群馬育英学園私立前橋育英高校 

     MF  佐藤 穣   群馬県  群馬育英学園私立前橋育英高校 

     MF  石澤 太暉  北海道  北海道旭川実業ｻｯｶｰ部 
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     MF  酒井 高徳  新潟県  ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ 

     MF  前島 大輝  石川県  星稜高校 

     MF  古林 将太  神奈川県 湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽU-18 

     MF  奥山武宰士  新潟県  ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ 

     MF  古田 寛幸  北海道  ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽU-18 

     MF  阿部 巧   東京都  FC東京 U-18 

     MF  茨田 陽生  千葉県  柏ﾚｲｿﾙ U-18 

     MF  岡崎 孝幸  茨城県  鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ 

     MF  岡庭 和輝  千葉県  ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 U-18 

     MF  椎名 伸志  青森県  青森山田高校 

     FW  指宿 洋史  千葉県  柏ﾚｲｿﾙ U-18 

     FW  金子 顕太  北海道  ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽU-18 

     FW  重松健太郎  東京都  FC東京 U-18 

     FW  原口 元気  埼玉県  浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ 

     FW  榎本 大希  神奈川県 横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ 

     FW  高木 俊幸  東京都  東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ﾕｰｽ 

     FW  塩田 光   神奈川県 横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ 

     FW  泉 雄太   宮城県  ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ﾕｰｽ 

     FW  牛奥 徹   山梨県  ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ﾕｰｽ 

     FW  大久保 圭  埼玉県  大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬﾕｰｽ 

     FW  泉澤 仁   新潟県  ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ 

西日本  GK  姫野 昴志  大分県  大分県立大分南高校 

     GK  飛石 孝行  長崎県  海星高校 

     GK  中西 竜兵  福岡県  東海大学付属第五高校 

     GK  岩崎 崇紘  和歌山県 初芝橋本高校 

     DF  矢田 旭   愛知県  名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄU-18 

     DF  河井 卓也  福岡県  ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-18 

     DF  武田 有祐  京都府  京都ｻﾝｶﾞF.C.U-18 

     DF  森保 翔平  広島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ 

     DF  小川 大貴  静岡県  ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ 

     DF  永井 鷹也  静岡県  ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ 

     DF  寺岡 真弘  兵庫県  ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ 

     MF  石田 一貴  香川県  香川西高校 

     MF  浅田 裕史  広島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ 

     MF  元田 涼介  広島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ 

     MF  伊賀上竜希  大分県  大分県立大分鶴崎高校 

     MF  岩本 智裕  大分県  大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18 

     MF  茶島 雄介  広島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ 

     MF  江頭 駿   佐賀県  佐賀県立佐賀東高校 
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     MF  宮本 徹   広島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ 

     MF  新井 祐輝  大分県  大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18 

     MF  蔵薗 友裕  鹿児島県 鹿児島城西高校 

     MF  尾形 裕   徳島県  徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽﾕｰｽ 

     MF  津波 明   沖縄県  沖縄県立那覇西高校 

     MF  福岡 知晃  愛媛県  愛媛 FCﾕｰｽ 

     MF  上村 岬   静岡県  ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ 

     MF  山本 大貴  熊本県  ﾙｰﾃﾙ学院高校 

     FW  南條 駿   徳島県  徳島県立鳴門高校 

     FW  大﨑 淳矢  広島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ 

     FW  友利 貴一  沖縄県  ｳﾞｨｸｻｰﾚ沖縄 FC･ﾕｰｽ 

     FW  伊勢 隆司  宮崎県  日章学園高校 

     FW  松本 大輝  熊本県  熊本県立大津高校 

     FW  三浦 俊希  愛知県  名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄU-18 

     FW  木村 一貴  兵庫県  ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ 

     FW  岡 卓磨   徳島県  徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽﾕｰｽ 

     FW  ｴﾌﾗｲﾝ ﾘﾝﾀﾛｳ  岐阜県  安達学園中京高校ｻｯｶｰ部    

     FW  赤崎 秀平  佐賀県  佐賀県立佐賀東高校 

     FW  森田 隆廣  静岡県  静岡学園高校ｻｯｶｰ部 

                          東日本 41名 西日本 37名 

 

 18. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手制度の件 

⑤  ⑥  

  選手：  飯田 真輝 

     （所属歴： ←流通経済大学体育局サッカー部←流通経済大学付属柏高等学校 

           サッカー部←FC常総アイデンティ←エルフサッカークラブ） 

所属元： 流通経済大学体育局サッカー部 

受入先： 東京ヴェルディ1969 

承認日： 2007年7月24日 

 

 

選手：  富山 貴光 

     （所属歴： ←矢板中央高等学校サッカー部←Ｆ．Ｃ．栃木ジュニアユース 

           ←ホーリーホックＳＳとちぎ←栃南フットボールクラブ 

           ←栃木ジュニオール） 

所属元： 矢板中央高等学校サッカー部 

受入先： ベガルタ仙台 

承認日： 2007年8月28日 
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 19. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2007 ～ALL FOR 2010～ メンバーの件 

 

 

  

行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2007  

期 間：2007年８月 19日(日)～22日(水) 

場 所：大分市 

 [選  手] 

ＧＫ 川口 能活    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   楢﨑 正剛    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ＤＦ 中澤 佑二    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

   田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   加地  亮    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   駒野 友一    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＭＦ 橋本 英郎    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   遠藤 保仁    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   中村 憲剛    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

鈴木 啓太    ( 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

阿部 勇樹    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

山瀬 功治    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

大久保 嘉人   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸)  

今野 泰幸    (ＦＣ東京) 

ＦＷ 佐藤 寿人    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

   田中 達也    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   高松 大樹    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   前田 遼一    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)        以上 18名 

 

 20. 日本代表オーストリア遠征(３大陸トーナメント)の件  

 

 

  

行事名：日本代表 オーストリア遠征＜３大陸トーナメント＞  

期 間：2007年９月２日(日)～13日(木) 

場 所：クラーゲンフルト（オーストリア） 

[スケジュール] 

 ９月２日(日) 集合・トレーニング 

      ３日(月) オーストリアへ移動・着 

     ４日(火)  

    │   トレーニング 

   ６日(木) 

   ７日(金) 20:30 Worthersee Stadium  日本代表 vsオーストリア代表 

   ８日(土)  

    │   トレーニング 
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   10日(月) 

   11日(火) 20:15 Worthersee Stadium  日本代表 vsスイス代表 

   12日(水) 日本へ移動 

   13日(木) 日本着・解散 

[スタッフ] 

団 長   ：  犬飼 基昭 ((財)日本ｻｯｶｰ協会常務理事/(社)日本ﾌﾟﾛｻｯｶｰﾘｰｸﾞ専務理事) 

監 督     ： ｲﾋﾞﾁｬ・ｵｼﾑ  ((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     ： 大熊   清  ((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   ： 小倉   勉 ((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 ：  加藤 好男  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ドクター   ：  森  孝久 (つばさクリニック) 

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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ: 前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ: 池内   誠 (フリー) 

通 訳    : 千田   善 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

統 括    : 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

総 務    : 津村 尚樹 ((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 : 永松  太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部)  

宿泊・輸送 : 瀧森  誠 (西鉄旅行㈱) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ： 山根 威信 (アディダス ジャパン㈱) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ   :  麻生 英雄 (アディダス ジャパン㈱) 

[選  手] 

ＧＫ 川口 能活    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   楢﨑 正剛    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

   川島 永嗣    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

ＤＦ 中澤 佑二    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

   坪井 慶介    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   加地  亮    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   駒野 友一    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＭＦ 中村 俊輔    (ｾﾙﾃｨｯｸ／ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ) 

   橋本 英郎    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   稲本 潤一    (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ･ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ／ﾄﾞｲﾂ) 

   羽生 直剛    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

   遠藤 保仁    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   中村 憲剛    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   松井 大輔    (ﾙ･ﾏﾝ／ﾌﾗﾝｽ)  

   鈴木 啓太    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 



報告事項 

- 27 - 

   阿部 勇樹    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) ※怪我により途中離脱 

   山瀬 功治    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ)  

   今野 泰幸    (ＦＣ東京) 

   山岸  智    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

ＦＷ 巻 誠一郎    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

   佐藤 寿人    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

   田中 達也    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   矢野 貴章    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟)       以上 24名 

 

 21. Ｕ－22日本代表 北京オリンピック 2008 プレ大会の件 

   

行事名：Ｕ-22日本代表 4ヶ国トーナメント 2007中国・瀋陽  

期 間：2007年７月 27日(金)～８月６日(月) 

場 所：神戸市、中国・瀋陽市 

[スケジュール] 

７月 27日(金) 集合・トレーニング 

   │     

  29日(日) トレーニングマッチ vs.ヴィッセル神戸 

  30日(月) 瀋陽市へ移動、トレーニング 

８月１日(水) 17:00 瀋陽オリンピックスタジアム vs Ｕ-22朝鮮民主主義人民共和国代表   

  ３日(金) 20:00  瀋陽オリンピックスタジアム vs Ｕ-22中国代表 

  ５日(日) 17:00 瀋陽オリンピックスタジアム vs Ｕ-22ボツワナ代表   

  ６日(月)  帰国・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) 

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) 

コーチ      ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

フィジカルコーチ： 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) 

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) 

ドクター       ：  加藤 晴康 (聖マリアンナ医科大学病院) 

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)) 

[選  手] 

ＧＫ 松井 謙弥    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)    ※途中離脱 
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   西川 周作    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   林  彰洋    (流通経済大学)   ※神戸合宿のみ 

   武田 洋平    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)     ※追加召集 

ＤＦ 一柳 夢吾    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969)  ※追加召集 

   千葉 和彦    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

   河本 裕之    (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

   水本 裕貴    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉)※神戸合宿のみ 

   小林 祐三    (柏ﾚｲｿﾙ)       ※途中離脱 

   田中 裕介    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

   細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   青山 直晃    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)    ※神戸合宿のみ 

   槙野 智章    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)     ※神戸合宿のみ 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)    ※神戸合宿のみ 

ＭＦ 本田 拓也    (法政大学)     ※神戸合宿のみ 

   菅沼  実    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   増田 誓志    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   青山 敏弘    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)    ※神戸合宿のみ 

   上田 康太    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   家長 昭博    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)     ※神戸合宿のみ 

   本田 圭佑    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) ※不参加 

   高柳 一誠    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)    ※神戸合宿のみ 

   谷口 博之    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   枝村 匠馬    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   梅崎  司    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   柏木 陽介    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)    ※神戸合宿のみ 

   青山  隼    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) ※追加招集 

ＦＷ 平山 相太    (ＦＣ東京) 

   カレン ロバート (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

   森島 康仁    (ｾﾚｯｿ大阪)     ※途中離脱 

 

 22. Ｕ－22日本代表北京オリンピック 2008アジア最終予選の件 

   

１）行事名：Ｕ-22日本代表北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ2008ｱｼﾞｱ最終予選ﾍﾞﾄﾅﾑ戦（ﾎｰﾑ） 

期 間：2007年８月 19日(日)～８月 22日(水) 

場 所：東京都 
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[スケジュール] 

 ８月 18日(土) 集合・トレーニング 

   │    トレーニング 

 ８月 22日(水) 20:30 国立競技場  vs.Ｕ-22ベトナム代表 

        終了後解散 

[スタッフ] 

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) 

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) 

コーチ      ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

フィジカルコーチ： 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) 

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) 

ドクター       ：  土屋  敢 (JFE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)) 

[選  手] 

ＧＫ 山本 海人    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   松井 謙弥    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)   

   林  彰洋    (流通経済大学) 

ＤＦ 伊野波 雅彦   (ＦＣ東京)   ※途中離脱 

   水本 裕貴    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

   小林 祐三    (柏ﾚｲｿﾙ)      ※追加召集 

   細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   青山 直晃    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

ＭＦ 本田 拓也    (法政大学) 

   上田 康太    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)  ※追加召集 

   水野 晃樹    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

   梶山 陽平    (ＦＣ東京) 

   青山 敏弘    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) ※不参加 

   家長 昭博    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   本田 圭佑    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)   

   柏木 陽介    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＦＷ 平山 相太    (ＦＣ東京) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 
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   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

２）行事名：Ｕ-22日本代表 北京オリンピック 2008 ｱｼﾞｱ最終予選 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ戦（ｱｳｪｲ） 

期 間：2007年９月２日(土)～９月９日(日) 

場 所：ダンマン/サウジアラビア 

[スケジュール] 

９月２日(土) 集合・トレーニング・ドバイへ移動 

   ３日(日) ドバイ着・トレーニング  

   │     

  ６日(木) ダンマンへ移動・トレーニング 

   ８日(土) 20:30 Prince Mohammad bin Fahad Stadium  vs Ｕ-22サウジアラビア代表 

   ９日(日) 日本へ移動・日本着 

[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) 

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) 

コーチ        ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

フィジカルコーチ : 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) 

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          ：  加藤 晴康 (聖マリアンナ医科大学) 

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)) 

[選  手] 

ＧＫ 山本 海人    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   松井 謙弥    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)   

   林  彰洋    (流通経済大学) 

ＤＦ 伊野波 雅彦   (ＦＣ東京)   

   水本 裕貴    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

   小林 祐三    (柏ﾚｲｿﾙ)   

   細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   青山 直晃    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

ＭＦ 本田 拓也    (法政大学) 

   水野 晃樹    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

   梶山 陽平    (ＦＣ東京) 
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   青山 敏弘    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)   

   上田 康太    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   家長 昭博    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   本田 圭佑    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)   

   柏木 陽介    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＦＷ 平山 相太    (ＦＣ東京) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   森島 康仁    (ｾﾚｯｿ大阪)  

 

３）行事名：Ｕ-22日本代表 北京オリンピック 2008 ｱｼﾞｱ最終予選 カタール戦（ホーム） 

期 間：2007年９月９日(日)～９月 12日(水) 

場 所：東京都 

[スケジュール] 

９月９日(日) サウジアラビアより帰国・トレーニング 

   │   トレーニング 

９月 11日(火)  

     12日(水)  19:20 国立競技場 vs Ｕ-22カタール代表 

        試合終了後解散 

[スタッフ] 

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) 

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) 

コーチ        ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

フィジカルコーチ : 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) 

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          ：  加藤 晴康 (聖マリアンナ医科大学) 

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)) 

[選  手] 

未 定 

 

 23. Ｕ－18(U-20ワールドカップ 2009)日本代表ＳＢＳカップの件  

   

行事名：Ｕ－18(U-20 ワールドカップ 2009)日本代表 ＳＢＳカップ 

期 間：2007年８月６日(月)～14日(火) 
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場 所：静岡県 

[スケジュール] 

８月６日(月)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

│     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10日(金)   

11日(土)  ＳＢＳカップ vs.ウクライナ代表 

12日(日)  vs.アメリカ代表 

14日(火)  vs.静岡ユース・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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  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         ：    御園生 剛 (筑波大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総務      ：   加藤 賢二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 松本 拓也(順天堂大学) 

   大谷 幸輝(浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

ＤＦ 吉田 勇樹(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚU-18) 

   須崎 恭平(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

   椋原 健太(FC東京 U-18) 

   大野 和成(ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

   平松  晃一(大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18) 

   山村 和也(長崎県立国見高校) 

   林  敬洋(大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18) 

ＭＦ 杉浦 恭平(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   加藤 弘堅(船橋市立船橋高校) 

   井上 裕大(大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18) 

   安田 晃大(ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

   山本 康裕(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

   原田   開(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

ＦＷ 丸谷 拓也(鳥取県立境高校) 

   宮澤 裕樹(室蘭大谷高校) 

   白谷 健人(長崎県立国見高校) 

   横野 純貴(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽU-18) 

   小島 弘己(三重県立四日市中央工業高校)  以上 20名 
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 24． Ｕ-18(Ｕ-20ワールドカップ 2009)日本代表 第５回仙台カップ国際ユースサッカーの件 

   

行事名：Ｕ-18日本代表 第５回仙台カップ国際ユースサッカー 

期 間：2007年８月 27日(月)～９月２日(日) 

場 所：宮城県仙台市 

 [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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 橘  和徳  (筑波大学) 

ドクター    ：  根塚 武志 (西能病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  金成仙太郎  (㈱国際スポーツ医科学研究所) 

総 務       ：  山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 松本 拓也  (順天堂大学) 

   大久保 択生 (帝京高校) 

ＤＦ 堀田 秀平  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

   中田 健太郎 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄＵ-18) 

   須崎 恭平  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) ※怪我のため不参加 

   椋原 健太  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

   濱田  宙  (船橋市立船橋高校) 

   大野 和成  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) ※追加召集 

   浦田 延尚  (帝京高校) 

ＭＦ 加藤 弘堅  (船橋市立船橋高校) 

   鈴木  惇  (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡Ｕ-18) 

   井上 裕大  (大分ﾄﾘﾆｰﾀＵ-18) 

   河井 陽介  (静岡県立藤枝東高校) 

   渡部 雄史  (船橋市立船橋高校) 

   比嘉 厚平  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

ＦＷ 丸谷 拓也  (鳥取県立境高校) 

   白谷 建人  (長崎県立国見高校) 

   宮澤 裕樹  (室蘭大谷高校) 

   小井土 翔  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉Ｕ-18)  以上 18名 

 

 25． Ｕ－17(U-17ワールドカップ 2007)日本代表新潟国際＆トレーニングキャンプの件  

   

１．行事名：Ｕ－17日本代表 国際ユースサッカー大会 IN新潟 

期 間：2007年７月９日(月)～16日(月・祝) 

場 所：新潟県 
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[スケジュール] 

７月９日(月)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

｜  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12日(木)    

13日(金)   vs.アルビレックス新潟ユース 

14日(土)     

15日(日)   vs．ペルー代表 

16日(月・祝) 順位決定戦・解散 

[スタッフ] 

監督        ：  城福  浩 ((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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  小倉  勉 ((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       ：    伊藤 裕二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    加藤 晴康 (聖マリアンナ医科大学)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  後関 慎司 (東京ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校/ＦＣ東京) 

総務      ：   加藤 賢二 ((財)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 原 裕太郎  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C.ﾕｰｽ) 

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) 

鈴木 大輔  (星稜高校) 

奥井  諒  (履正社高校) 

山崎 正登  (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

杉本 直人  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

ＭＦ 八反田  康平(鹿児島県立鹿児島中央高校) 

益山  司  (岐阜県立岐阜工業高校) 

安田  隆  (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

田中 裕人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

山口  螢  (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

ＦＷ 河野 広貴  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

比嘉 厚平  (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

富山 貴光  (矢板中央高校) 

大迫 勇也  (鹿児島城西高校) 

 

２．行事名：Ｕ－17日本代表候補 トレーニングキャンプ  

期 間：2007年７月 17日(火)～20日(金) 

場 所：埼玉県 
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[スケジュール] 

７月 17日(火)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

18日(水)   

｜  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ＆ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 

20日(金)  解散 

 [スタッフ] 

監督        ： 城福  浩 ((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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ： 小倉  勉 ((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       ：  伊藤 裕二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

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  ： 並木磨去光 (ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞナズー) 

総務      ：  加藤 賢二 ((財)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 廣永 遼太郎(FC 東京 U-18) 

吉田 智志  (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 

ＤＦ 鈴木  大輔  (星稜高校) 

金井 貢史  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

吉田  豊  (静岡学園高校) 

奥井  諒  (履正社高校) 

山地  翔  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

高橋 峻希  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

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) 

畑尾 大翔  (FC東京 U-18) 

山浦 公裕  (FC東京 U-18) 

ＭＦ 八反田  康平(鹿児島県立鹿児島中央高校) 

益山  司  (岐阜県立岐阜工業高校) 

水沼 宏太  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

田中 裕人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

比嘉 厚平  (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

岡本 知剛  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ) 

山田 直輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

ＦＷ 柿谷 曜一郎(ｾﾚｯｿ大阪) 

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) 

大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 
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端戸  仁  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

富山 貴光  (矢板中央高校) 

 

 26． Ｕ-17日本代表ＦＩＦＡＵ－17ワールドカップ 2007の件  

   

１．行事名：ＦＩＦＡＵ－17ワールドカップ  

期 間：2008年８月７日(火)～８月 27日(月) 

場 所：国内キャンプ・静岡県、大会・韓国 

[スケジュール] 

８月７日(火) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

｜    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

13日(月)   

14日(火) 出発 

｜    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

18日(土) 

19日(日) vs.ハイチ代表 

22日(水) vs.ナイジェリア代表 

25日(土) vs.フランス代表 

27日(月) 帰国後，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        ：  城福  浩 ((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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  小倉  勉 ((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       ：    伊藤 裕二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    山藤  崇 (東京医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  松田 直樹 (国立科学ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)(8/11～8/27) 

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)(8/8～11) 

総務/広報   ：  青木 克史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

主務     ：   加藤 賢二 ((財)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 廣永遼太郎  (FC東京 U-18) 

   吉田 智志  (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 

   原 裕太郎  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C.ﾕｰｽ)    

ＤＦ 鈴木 大輔  (星稜高校) 

   金井 貢史   (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

   吉田  豊  (静岡学園高校) 

   奥井  諒  (履正社高校) 

   高橋 峻希  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 
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   甲斐 公博  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

ＭＦ 八反田康平  (鹿児島県立鹿児島中央高校) 

   益山  司  (岐阜県立岐阜工業高校) 

   水沼 宏太  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

   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) 

   田中 裕人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

   岡本 知剛  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ) 

   山田 直輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

   米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

ＦＷ 柿谷曜一朗  (ｾﾚｯｿ大阪) 

   大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

   端戸  仁  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ)   以上 21名    

                          

 27. Ｕ-16（Ｕ-20ワールドカップ 2011）日本代表 第 8回豊田国際ユースサッカーの件 

   

行事名：Ｕ-16日本代表 第 8回豊田国際ユースサッカー大会 

期 間：2007年８月６日(月)～12日(日) 

場 所：愛知県豊田市 

[スタッフ] 

監 督      ：池内  豊  ((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      ：山橋 貴史  ((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  ：柳楽 雅幸  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/横浜 F･ﾏﾘﾉｽ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：馬淵 雄紀  (筑波大学大学院) 

ドクター    ：井澤 敏明 (福岡赤十字病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：中島 幸則  (帝京大学) 

総 務       ：山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 清木  穣  (如水館高校) ※怪我のため不参加 

   木村 誠志  (静岡県立藤枝東高校) ※追加召集 

   嘉味田 隼  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

ＤＦ 大崎 淳矢  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃﾕｰｽ) 

   小川 大貴  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

   永井 鷹也  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

   寺岡 真弘  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

   内田 達也  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

   杉野 健斗  (東海学園高校) 

ＭＦ 井上 寛太  (京都ｻﾝｶﾞＦ.Ｃ.Ｕ-18) 

   森保 翔平  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃﾕｰｽ) 
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   扇原 貴宏  (ｾﾚｯｿ大阪Ｕ-18) 

   上村  岬  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

   宇佐美 貴史 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

   和久田 章太 (ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松) 

ＦＷ 永井  龍  (ｾﾚｯｿ大阪Ｕ-18) 

   松本 大輝  (熊本県立大津高校) 

     木村 一貴  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

     杉本 健勇  (ｾﾚｯｿ大阪Ｕ-18)      以上 18名 

 

 28． Ｕ-16（Ｕ-20ワールドカップ 2011）日本代表 2007北海道国際ユースサッカーの件 

   

行事名：Ｕ-16日本代表 2007北海道国際ユースサッカー 

期 間：2007年８月 14日(火)～19日(日) 

場 所：北海道札幌市 

 [スタッフ] 

監 督      ： 山橋 貴史   ((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      ： 四方田 修平 ((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  ：  尾形 行亮   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/栗山町立栗山小学校) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 若宮 直道   (筑波大学大学院) 

ドクター    ：  神谷 智昭 （札幌医科大学附属病院） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  宮本 大輔  (㈱国際スポーツ医科学研究所) 

総 務       ：  山下 恵太  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 川浪 吾郎  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

   藤嶋 栄介  (熊本県立大津高校) 

ＤＦ 岡  直樹  (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

   茨田 陽生  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

   岩本 智裕  (大分ﾄﾘﾆｰﾀＵ-18) 

   中島 龍基  (青森山田高校) 

   脇元 皓暉  (鹿児島実業高校) 

   宗近  慧  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪびんごｼﾞｭﾆｱﾕｰｽＦＣ) 

ＭＦ 古田 寛幸  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽＵ-18) 

   関原 凌河  (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

   椎名 伸志  (青森山田高校) 

   山本 大貴  (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 

   都並 優太  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

   海田 佳祐  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

   堀米 勇輝  (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＷ 榎本 大希  (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 
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   神田 圭介  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ) 

   坂田 良太  (熊本県立大津高校)   以上 18名 

 

 29. Ｕ－15(U-17ワールドカップ 2009)日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ－15(U-17 世界選手権 2009)日本代表 海外遠征 

期 間：2007年７月 16日(月)～７月 25日(水) 

場 所：タイ 

[スケジュール] 

７月 16日(月)  集合 

17日(火)  出発・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

│     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

19日(木)   

20日(金)  親善試合 Ｕ-16ﾀｲ代表 

21日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

22日(日)  Ｒａｊｖｉｎｉｔ－Ｂａｎｇｋａｅｏ Ｕ-18 

23日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

24日(火)  Ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎ Ｔｈｏｍｂｕｒｉ Ｃｏｌｌｅｇｅ 

25日(水)  帰国、解散 

[スタッフ] 

監督        ：  池内  豊 ((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     ：  山橋 貴史 ((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       ：   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         ：    関  芳衛 (川口工業総合病院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  田中 祐介 (三宅ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ) 

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

［選  手］ 

ＧＫ  嘉味田 隼  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

    三浦 龍輝  (町田ＪＦＣｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＰ  中島 龍基  (青森山田高校) 

    杉野 健斗  (東海学園高校) 

    田代  諒  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    宗近  慧  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪびんごｼﾞｭﾆｱﾕｰｽＦＣ) 

    鈴木  海  (ＡＣＮｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津) 

    菅原 康介  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌Ｕ-15) 

ＭＦ  望月 聖矢  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    柴原  誠  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    大森晃太郎  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    和久田章太  (ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松) 
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    土居 聖真  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    田中 輝希  (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ巣鴨ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    伊藤 優汰  (京都ｻﾝｶﾞＦ．Ｃ．Ｕ-15) 

    堀米 勇輝  (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＷ  原口 拓人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    宮吉 拓実  (京都ｻﾝｶﾞＦ．Ｃ．Ｕ-15) 

    杉本 健勇  (ｾﾚｯｿ大阪Ｕ-18) 

    宮市  亮  (ｼﾙﾌｨｰﾄﾞＦＣｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)   以上 20名 

 

 30. Ｕ－15(U-17ワールドカップ 2009)日本代表候補トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ－15(U-17 世界選手権 2009)日本代表候補 トレーニングキャンプ  

期 間：2007年９月 11日(火)～９月 17日(月) 

場 所：静岡県 

[スケジュール] 

９月 11日(火)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  │             ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ＆ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ(詳細未定) 

17日(月)    解散 

[スタッフ] 

監督        ：  池内 豊  ((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     ：  山橋 貴史 ((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       ：    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         ：    菊池健太郎 (済生会宇都宮病院)    

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  小粥 智浩 (流通経済大学スポーツ健康科学部) 

総務     ：  加藤 賢二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 藤嶋 栄介  (熊本県立大津高校) 

松澤 香輝  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

三浦 龍輝  (町田 JFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＤＦ 中島 龍基  (青森山田高校) 

杉野 健斗  (東海学園高校) 

田代  諒  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

武内  大  (雲仙市立国見中学校) 

廣木 雄磨  (東京 U-15むさし) 

渡辺 哲哉  (大分ﾄﾘﾆｰﾀU-15) 

菅原 康介  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15) 

ＭＦ 都並 優太  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ﾕｰｽ) 

望月 聖矢  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

柴原  誠  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 
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小林 祐希  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

大森 晃太郎(ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

和久田  章太(ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松) 

伊藤 優汰  (京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15) 

鈴木 凱士  (ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

堀米 勇輝  (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＷ 神田 圭介  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ) 

坂田 良太  (熊本県立大津高校) 

原口 拓人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

土居 聖真  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

宮市   亮  (ｼﾙﾌｨｰﾄﾞＦＣｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 

 31. なでしこジャパン（日本女子代表）アメリカ遠征の件 

   

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 7月 24日(火)～7月 29日(日) 

場 所：アメリカ合衆国 

[スケジュール] 

7月 24日(火)   集合・出発、到着 

  ｜       トレーニング 

7月 27日(金)       

7月 28日(土)   国際親善試合 アメリカ女子代表戦 

7月 29日(日)   移動 

   ｜ 

7月 30日(月) 

 [スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治   ((財)日本ｻｯｶｰ協会特任理事・女子委員長) 

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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 春日須美子   ((有)ナズー) 

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

[選  手]  

ＧＫ 山郷  のぞみ（浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   福元 美穂 （岡山湯郷 Belle） 

ＤＦ 磯﨑 浩美 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 
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   安藤   梢 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   近賀 ゆかり（日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   矢野 喬子 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   豊田 奈夕葉（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   岩清水 梓 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宇津木 瑠美（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

ＭＦ 酒井 與惠 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   澤   穂希 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宮本 ともみ（伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくノ一） 

   原     歩 （INACﾚｵﾈｯｻ） 

   柳田 美幸   (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   伊藤  香菜子 (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宮間 あや   (岡山湯郷 Belle） 

   阪口 夢穂  (TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

ＦＷ 荒川  恵理子(日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   大野   忍 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

      山口 麻美 （ﾌﾛﾘﾀﾞ州立大学） 

   永里 優季 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ）    以上 21名 

 

 32. なでしこジャパン（日本女子代表）北京五輪 2008アジア最終予選の件 

   

行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）オリンピック予選 

期 間：2007年 7月 30日(月)～8月 13日(月) 

場 所：ベトナム、千葉県、東京都 

[スケジュール] 

7月 30日(月)   移動 

7月 31日(火) 

  ｜       トレーニング 

8月 3日(金) 

8月 4日(土)    オリンピック予選 第 5戦 ベトナム女子代表戦(アウェー) 

8月 5日(日)    移動 

8月 6日(月)     

  ｜       トレーニング 

8月 12日(日)   オリンピック予選 第 6戦 タイ女子代表戦(ホーム) 

8月 13日(月)   解散 

[スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治   ((財)日本ｻｯｶｰ協会特任理事・女子委員長) 

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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ＧＫｺｰﾁ         ： 前田 信弘   ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤  賢   (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 春日須美子   ((有)ナズー) ＊～8/6 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 松井 史江   (くまざわ整形外科クリニック) ＊8/6～ 

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

[選  手]  

ＧＫ 山郷  のぞみ（浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   福元 美穂 （岡山湯郷 Belle） 

ＤＦ 磯﨑 浩美 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

   安藤   梢 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   近賀 ゆかり（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   矢野 喬子 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   豊田 奈夕葉（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   岩清水 梓 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

ＭＦ 酒井 與惠 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   澤   穂希 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宮本 ともみ（伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくノ一） 

   原     歩 （INACﾚｵﾈｯｻ） 

   柳田 美幸   (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   宮間 あや   (岡山湯郷 Belle） 

   阪口 夢穂   (TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

ＦＷ 荒川  恵理子 (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   大野   忍  （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

    永里 優季 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ）    以上 18名 

 

 33. なでしこジャパン（日本女子代表）女子ワールドカップ壮行試合の件 

   

行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）女子ワールドカップ壮行試合 

期 間：2007年 8月 25日(土)～9月 2日(日) 

場 所：静岡県、東京都、千葉県 

[スケジュール] 

8月 25日(土)   集合、トレーニング 

26日(日)    

  ｜       トレーニング 

29日(水) 

30日(木)   女子ワールドカップ壮行試合 カナダ女子代表戦 

31日(金)     
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  ｜       トレーニング 

9月 1日(土) 

2日(日)    女子ワールドカップ壮行試合 ブラジル女子代表戦 

[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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 前田 信弘   ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤  賢   (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 春日須美子   ((有)ナズー)   

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

[選  手]   

ＧＫ 山郷  のぞみ（浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   福元 美穂 （岡山湯郷 Belle） 

ＤＦ 磯﨑 浩美 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

   安藤   梢 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   近賀 ゆかり（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   矢野 喬子 （浦和レッズレディース） 

   豊田 奈夕葉（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   岩清水 梓 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宇津木 瑠美（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

ＭＦ 酒井 與惠 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   澤   穂希 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宮本 ともみ（伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくノ一） 

   原     歩 （INACﾚｵﾈｯｻ） 

   柳田 美幸 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   宮間 あや （岡山湯郷 Belle） 

   阪口 夢穂 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

ＦＷ 大谷 未央 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

   荒川  恵理子（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   大野   忍 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   永里 優季 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ）           以上 20名 

 

 34. なでしこジャパン（日本女子代表）FIFA女子ワールドカップ中国 2007の件 

   

行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）FIFA女子ワールドカップ中国 2007 

期 間：2007年 9月 3日(月)～10月１日(月) 

場 所：千葉・幕張、中国・上海、杭州、等  
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[スケジュール] 

9月 3日(月)   国内トレーニング 

  ｜       

6日(木)   上海へ移動 

11日(火)   日本 vs. イングランド 

14日(金)   アルゼンチン vs. 日本 

17日(月)   ドイツ vs. 日本 

22日(土)   準々決勝 

26日(水)もしくは 27 日(木) 準決勝 

30日(日）   決勝 

[スタッフ] 

団長      ： 大仁 邦彌   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 前田 信弘   ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤 賢    (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 松井 史江   (くまざわ整形外科クリニック) 

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)) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ*     ：  福嶋  弘崇      ((財)日本ｻｯｶｰ協会 事業部)*9/6-15 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ*     ：  永松    太      ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部)*9/15-10/1 

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

[選  手]   

ＧＫ 山郷  のぞみ（浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   福元 美穂 （岡山湯郷 Belle） 

      天野 実咲  （早稲田大学） 

ＤＦ 磯﨑 浩美 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

   安藤   梢 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   近賀 ゆかり（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   矢野 喬子 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   豊田 奈夕葉（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   岩清水 梓 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宇津木 瑠美（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

ＭＦ 酒井 與惠 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   澤   穂希 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   宮本 ともみ（伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくノ一） 

   原     歩 （INACﾚｵﾈｯｻ） 

   柳田 美幸 （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   宮間 あや （岡山湯郷 Belle） 
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   阪口 夢穂 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

ＦＷ 大谷 未央 （TASAKIﾍﾟﾙｰﾚFC） 

   荒川  恵理子（日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   大野   忍 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

   永里 優季 （日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ）     以上 21名 

 

 35. U-19日本女子代表 (U-20女子ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2008ﾁﾘ)AFC女子 U19選手権 2007の件 

   

行事名：Ｕ-19日本女子代表(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2008) AFC女子 U19選手権中国 2007 

期 間：2007年 9月 25日(火)～10月 17日(水) 

場 所：三重・鈴鹿、中国・重慶 

[スケジュール] 

9月 25日(火)   集合、国内トレーニング 

     |             

10月 １日(月)  重慶へ移動 

    6日(土)  日本 vs. オーストラリア 

    8日(月)  ミャンマー vs. 日本 

   10日(水)  朝鮮人民民主主義共和国 vs. 日本 

   13日(土)  準決勝 

   16日(火)  決勝/3-4位決定戦 

＊上位 3ﾁｰﾑが FIFA U-20女子ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾁﾘ2008への出場権獲得 

[スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治   ((財)日本ｻｯｶｰ協会特任理事/女子委員長) 

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

ｺｰﾁ       ： 堀野 博幸   ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学) 

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           ： 黒田 早苗   (八尾市立病院)＊～10/1 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 倉田 あや   (医療法人社団 倉田ｸﾘﾆｯｸ)＊9/30～ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 江口 陽子   (松岡整形外科) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ       ：  見汐 翔太   (筑波大学) 

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

[選  手]  

 未  定 

 

 36. Ｕ-16日本女子代表(Ｕ-17女子ワールドカップ 2008)アメリカ遠征の件 

   

行事名：Ｕ-16日本女子代表(Ｕ-17ワールドカップ 2008)アメリカ遠征 

期 間：2007年 8月 10日(金)～8月 19日(日) 

場 所：アメリカ合衆国 
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[スケジュール] 

8月 10日(金)  集合、出発 

8月 11日(土) 

     |         トレーニング、国際親善試合、練習試合     

8月 17日(金)   

8月 19日(日)  帰国、解散 

 [スタッフ] 

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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 坂田  恵  (大分トリニータ) 

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  ： 中堀 千香子 (ＪＦＡアカデミー福島) 

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

[選  手]  

ＧＫ 志村 茜音 (常葉学園橘高校) 

中村 沙樹 (JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

池田 咲紀子(浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

ＤＦ 屋田  渚 (神村学園高等部) 

藤澤 真凛 (十文字高校) 

千葉 望愛 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

遠藤 理江 (大和ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ98)  

小野田 莉子(ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ ﾘﾝﾀﾞ) 

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 (常葉学園橘高校) 

岸川 奈津希(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

竹山 裕子 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

井上 由惟子(ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

藤田 のぞみ(日ノ本学園高校) 

大島 茉莉花(神村学園中等部) 

柴田 華絵 (神村学園中等部) 

ＦＷ 吉岡  圭 (FC VICTORIES) 

仲東 那奈 (神村学園高等部) 

嶋田 千秋 (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

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)   以上 21名 

 

 37. ユニバーシアード日本女子代表 ユニバーシアード大会の件 

   

行事名：ユニバーシアード２００７バンコク 
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期 間：2007年 7月 27日(金)～8月 19日(日) 

場 所：タイ・バンコク 

[スケジュール] 

7月 27日(金)    集合、トレーニング 

7月 28日(土) 

  |           トレーニング、練習試合    

8月 2日(金)   トレーニング、移動 

8月 3日(土)   結団式、出発 

8月 4日(日)    

  ｜       トレーニング 

8月 6日(火) 

8月 7日(水)    ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 1戦 ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ女子代表戦 

8月 8日(木)    トレーニング 

8月 9日(金)    ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 2戦 韓国女子代表戦 

8月 10日(土)   トレーニング 

8月 11日(日)   ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 3戦 ﾌﾗﾝｽ女子代表戦 

8月 12日(月)   トレーニング 

8月 13日(火)   順位決定戦 タイ女子代表戦 

8月 14日(水)   トレーニング 

8月 15日(木)   順位決定戦 南アフリカ女子代表戦 

8月 16日(金)   トレーニング 

8月 17日(土)   順位決定戦 カナダ代表戦 

8月 18日(日)   閉会式 

8月 19日(月)   出発、帰国、解散 

 [スタッフ] 

監督            ： 田口 禎則  ((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       ： 太田 真司  (吉備国際大学) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 小林 忍   ((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           ： 宮川 俊平  (筑波大学大学院) 

ﾄﾞｸﾀｰ      ： 吉岡 友和  (筑波大学大学院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 石田 裕子  ((財)岡山県体育協会) 

総務      ： 松浦 由美子 (全日本大学女子サッカー連盟) 

[選  手]  

ＧＫ 天野 実咲  (早稲田大学) 

   大友麻衣子  (日本体育大学) 

ＤＦ 須藤安紀子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

   岩倉 三恵  (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   田中 景子  (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ) 

   後藤  史  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) 
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   佐藤 芽衣  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

   河上恵実子  (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚＦＣ) 

ＭＦ 那須 麻衣子 (ＩＮＡＣﾚｵﾈｯｻ) 

   庭田 亜樹子 (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   南山 千明  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

   佐藤衣里子  (早稲田大学) 

   伊藤美菜子  (日本体育大学) 

   清原万里江  (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚＦＣ) 

   高橋  悠  (吉備国際大学) 

   有吉 佐織  (日本体育大学) 

ＦＷ 窪田 飛鳥  (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   山口 麻美  (ﾌﾛﾘﾀﾞ州立大学) 

   松田 典子  (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   中出ひかり  (吉備国際大学)            以上 20名 

 

 38. スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプの件 

⑦  ⑧  

  

 

行事名：スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間：2007年 8月 3日（金）～ 5日（日） 

場  所：札幌サッカーアミューズメントパーク（北海道札幌市） 

［スケジュール］ 

8月 3日(金) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 4日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ ﾘﾝﾀﾞと合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 5日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

［スタッフ］ 

GKｺｰﾁ ： 西入 俊浩 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ） 

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） 

GKｺｰﾁ ： 尾形 行亮 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／栗山町立栗山小学校） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 神谷 智昭 （札幌医科大学 整形外科） ※8月 3日/5日 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 松村 忠紀 （札幌医科大学 整形外科） ※8月 4日 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

［選手（GK）］ 

武仲 麗依 （兵庫県：FC VITORIES） 

松田 香純 （佐賀県：FC ALEGRE AMIGA） 

田中あづさ （鹿児島県：神村学園中等部） 

磯部 佳月 （静岡県：常葉学園橘中学校） 

中村 沙樹 （福島県：JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

長谷川ゆみ （愛知県：名古屋 FCﾚﾃﾞｨｰｽ） 

平尾 恵理 （茨城県：阿見ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 
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平出 遥夏 （長野県：茅野ﾋﾞｴﾝﾄ女子ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(U-15)） 

深谷智奈美 （茨城県：大洗町立第一中学校） 

今野 真衣 （北海道：札幌ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｴｰﾙ） 

河邊 花観 （北海道：ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ ﾘﾝﾀﾞ） 

望月ありさ （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

池上 菜央 （鹿児島県：神村学園中等部）        計 14名 

 

 39. フットサル日本代表中国遠征の件 

   

行事名：フットサル日本代表 中国遠征 

期 間：2007年８月 21日(火)～８月 27日(月) 

場 所：中国・広州 

[スケジュール] 

８月 21日(月) 集合 

８月 21日(火) 出発 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  |     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

８月 23日(木)  

８月 24日(金) 中国国際大会 広州選抜ﾁｰﾑ戦 

８月 25日(土) 中国国際大会 ﾌｯﾄｻﾙﾁｬｲﾆｰｽﾞﾀｲﾍﾟｲ代表戦 

８月 26日(日) 中国国際大会 ﾌｯﾄｻﾙ中国代表戦   

８月 27日(月) 帰国 

[スタッフ] 

 監督            ： ｻｯﾎﾟ      ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

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

 通訳      ： ｴｼﾞｿﾝ 土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

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

[選  手]  

ＧＫ 石渡 良太 （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾚ町田） 

   定永 久男 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

ＦＰ 比嘉リカルド（名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

   藤井 健太 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   金山 友紀 （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾚ町田） 

   小宮山友祐 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   神  敬治 （ＳＨＡＲＫＳ） 

   小池 良平 （ＸＥＢＲＡ ＳＨＩＺＵＯＫＡ） 

   丸山 哲平 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

   小山 剛史 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

   瀬戸 彬仁 （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

   高橋 健介 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 
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   山蔦 一弘 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

   稲葉洸太郎 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安）      以上 14名 

 

 40. フットサル日本代表アジアインドアゲームス 2007マカオの件 

   

行事名：ﾌｯﾄｻﾙ日本代表ｱｼﾞｱｲﾝﾄﾞｱｹﾞｰﾑｽ2007ﾏｶｵ 

期 間：2007年 10月 23日(火)～11月４日(日) 

場 所：ﾏｶｵ 

[スケジュール] 

10月 23日(火)   集合・出発 

   |     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 26日(土)   

   |     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、試合 

11月３日(土) 

11月４日(日)  帰国、解散 

[スタッフ] 

 監督            ： ｻｯﾎﾟ      ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

 通訳      ： ｴｼﾞｿﾝ 土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

 他スタッフ調整中 

[選  手]  

 調整中 ※9月中旬に 14名選定予定 

 

 41. ビーチサッカー日本代表 国内キャンプ、海外遠征の件 

   

行事名：ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表 沖縄ｷｬﾝﾌﾟ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ遠征 

期 間：2007年７月 12日(木)～７月 24日(火) 

場 所：沖縄県、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 

 

[スケジュール] 

７月 12日(木) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 13日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 14日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 15日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、移動  

７月 16日(月) 出発 

７月 17日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 18日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 19日(木) ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ国際大会 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ｲﾗﾝ代表戦  

７月 20日(木) ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ国際大会 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ｵｰｽﾄﾘｱ代表戦 

７月 21日(木) ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ国際大会 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表戦 
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７月 22日(木) ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ国際大会 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ｽｲｽ代表代表戦 

７月 23日(金) 出発 

７月 24日(月) 帰国、解散 

[スタッフ] 

 監督  ： ﾈﾈﾝ       ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

 通訳  ： ｴｼﾞｿﾝ 土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

 総務    ： 島崎 洋行  (西鉄旅行(株)） 

[選  手]  

ＧＫ 照喜名辰吾  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   宜野座寛也  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

ＦＰ 吉井 勝宏  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   河原塚 毅  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   中村 律臣  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   若林 邦広  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   新垣  隆  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   上原 朋也  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   山内 悠誠  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   瀧口 貴史  (ﾚｷｵｽＦＣ)       以上 10名 

 

 42. ビーチサッカー日本代表海外遠征およびＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップアジア予選の件 

   

行事名：ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表海外遠征およびＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱｼﾞｱ予選 

期 間：2007年８月３日(金)～８月 21日(火) 

場 所：中国・厦門、ＵＡＥ・ﾄﾞﾊﾞｲ 

[スケジュール] 

８月３日(金)  集合 

８月４日(土)  出発 

８月５日(日)  国際親善試合 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ中国代表戦 

８月６日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

８月７日(火)  国際親善試合 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ中国代表戦 

８月８日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

８月９日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  

８月 10日(金)  出発    

８月 11日(土) 

  ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

８月 14日(火)   

８月 15日(水)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱｼﾞｱ予選 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ｲﾝﾄﾞ代表戦 

８月 16日(木)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱｼﾞｱ予選 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ＵＡＥ代表戦 

８月 17日(金)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱｼﾞｱ予選準決勝 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ｲﾗﾝ代表戦 
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８月 18日(土)  ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱｼﾞｱ予選決勝  ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ ＵＡＥ代表戦 

８月 19日(日)  出発 

８月 20日(月)  帰国、後泊 

８月 21日(火)  解散  

[スタッフ] 

 監督   ： ﾈﾈﾝ       ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

 ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ： ｼﾞｮｱﾝ     (ﾚｷｵｽＦＣ) 

 ﾄﾞｸﾀｰ   ： 稲福 正人  (学校法人 湘央学園 湘央生命科学技術専門学校) 

 通訳   ： ｴｼﾞｿﾝ 土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

 総務     ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部） 

[選  手]  

ＧＫ 照喜名辰吾  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   宜野座寛也  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

ＦＰ 吉井 勝宏  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   河原塚 毅  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   中村 律臣  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   若林 邦広  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   田畑 輝樹  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   新垣  隆  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   上原 朋也  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   後藤 崇介  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   山内 悠誠  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   瀧口 貴史  (ﾚｷｵｽＦＣ)          以上 12名 

 

 43. 日本サッカーミュージアムの件 

   

入場者数報告 

  7月 2,625人 1 日平均 100.9人 

 （2006年実績 3,754人 2005年実績 5,200人 2004年実績 3,381人） 

  8月 8,110人 1 日平均 279.7人 

 （2006年実績 7,037人 2005年実績 10,110人 2004年実績 8,005人） 

※ 2003年 12月に開館 

 

入場者 200,000人 

  ８月 16 日（日）200,000 人目の来場者を迎える。東京都千代田区の小学校 5 年生、島田晃司

（11 歳）さん。 
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 44. 平成 19年新潟県中越沖地震に対する義捐活動の件 

   

（１） 義捐金 ７月 25日に 500万円を新潟県に寄付 

 

（２） 試合会場での募金活動 

①8/12 なでしこジャパン代表 VS タイ女子代表戦（国立）161,690円 

②8/22 日本代表 VS カメルーン代表戦（大分）           47,968円 

③8/22 U-22日本代表 VS U-22ベトナム代表戦（国立）   159,682円 

④上記３試合の選手・スタッフからの募金                  283,000円 

 

（３） ＪＦＡ事務局内での募金活動（7/19～8/31）                  45,537円 

 

（４） （１）～（３）の合計 5,697,877円を新潟県に寄付した。 

 

 45. その他 

   

１．理事会開催日変更の件 

１２月理事会を、６日(木)から７日(金)に変更し、会議終了後ＦＣＷＣ観戦とする。 

 

 


