報告事項
財団法人

日本サッカー協会

平成 21 年度
1.

第 6 回理事会

ＦＩＦＡブラッター会長への表敬訪問、勲章伝達式、叙勲を祝う会、
ＦＩＦＡゴールプログラムセレモニーの件
9月に、ＦＩＦＡブラッター会長、ＪＦＡ及び日本政府間で、以下の通り活動があった。
9月7日(月)「ＦＩＦＡ表敬訪問」（於：ＦＩＦＡ本部／スイス チューリッヒ）
会長、松田広報部長、奥田総務部長代理、五香ＦＩＦＡワールドカップ招致
本部チーフダイレクターが、ＦＩＦＡブラッター会長を表敬訪問し、
2018/2022年ＦＩＦＡワールドカップの日本の招致活動への理解、支援を要請
した。
8日(火)「勲章伝達式」（於：在スイス日本大使公邸／スイス ベルン）
本年春の叙勲で旭日大綬章を授与された、ブラッター会長への勲章伝達式が
在スイス日本大使公邸で開催され、天皇陛下に代わり小松一郎大使より旭日
大綬章が同会長に授与された。
この式典には、ＪＦＡより会長と岡野最高顧問が出席した。
13日(日)「叙勲を祝う会」（於：都内ホテル）
高円宮妃殿下のご臨席のもと、ブラッター会長の旭日大綬章叙勲を祝う会を
ＪＦＡ主催にて都内ホテルで開催した。なお、鳩山由紀夫民主党代表（現首
相）も出席された。
14日(月)「ＪＦＡメディカルセンター ＦＩＦＡゴールプログラムセレモニー」
（於：Ｊヴィレッジ）
ＦＩＦＡゴールプログラムの助成を受け開設したＪＦＡメディカルセンター
の、ＦＩＦＡゴールプログラムセレモニーをブラッター会長、佐藤雄平福島
県知事及び草野孝楢葉町長などの出席のもと開催した。
また、海外からのゲストとして、ＦＩＦＡメディカル委員/ＡＦＣメディカル
部ダイレクターのダト・Ｄｒ.グルチャラン・シンも出席された。

2.

ＦＩＦＡ理事会開催の件
9 月 29 日にＦＩＦＡ理事会がリオデジャネイロで開催された。主な事項は以下のとおり。
（１）2010ＦＩＦＡワールドカップ南アフリカ™
10 月 19 日にチューリヒにて行われる欧州ゾーンのプレーオフのドローの手順が承
認された。チームは 10 月 16 日に発表される次回のＦＩＦＡ／コカコーラ世界ラン
キングを基にシード分けされる。ドローでは第 1 節のホームチームも決定する。
2010ＦＩＦＡワールドカップ南アフリカ™の最終ドローは 12 月 4 日にケープタウン
にて行われる。
また Kirsten Nematandani 氏が南アフリカサッカー協会の新会長に選ばれたことを
確認した。
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（２）ＦＩＦＡ医学カンファレンス
2009 年 10 月 17 日～18 日にチューリヒにて、各国協会の役員・メディカルオフィ
サーを集めＦＩＦＡ医学カンファレンスが初めて開催される。イベントは 3 つの主
題を取り上げる：予防・情報・敬意
（３）ＦＩＦＡ移籍マッチングシステム
ＦＩＦＡの移籍マッチングシステム（TMS）に関して報告がなされた。また、未成
年選手保護の規則を実行するためにも使用される。108 の協会と 1,120 のクラブが
積極的に関わっており TMS を使用している。2009 年 10 月 1 日からは電子国際移籍
証明書（ITCs）がプロ選手の移籍に導入される。2010 年 9 月 1 日からは電子 ITCs
のみがプロ選手の移籍の際に承認され透明性がもたらされる。
（４）男子オリンピックサッカー大会
ＦＩＦＡ Issa Hayatou 副会長は将来の男子オリンピックサッカー大会の選手の出
場資格を検討するワーキンググループの議長に任命された。このワーキンググルー
プは他と同様に各大陸連盟の代表者 1 名が在籍し、次回 12 月 3 日行われる理事会
へ提案を出す。ワーキンググループの設立は 6 月に行われた本年度のＦＩＦＡ総会
にて決定していた。
（５）加盟協会
ブルネイ・ダルサラームサッカー協会（ＢＡＦＡ）は、2008 年 12 月にブルネイの
当局がブルネイ・ダルサラーム協会を解散して新しい連盟と置き換えることを決定
し、その活動における政府関与によって停止処分を受けていた。停止処分は即時発
効し、ブルネイの DPMM クラブのシンガポール S リーグへの参加は認められない。
停止処分はＢＡＦＡが政府によって再設置されるまで続けられる。更に理事会はグ
レナダサッカー協会のための正常化委員会とシリアサッカー協会のための暫定委
員会の設立を支持した。ＦＩＦＡはイラク・クウェート・トーゴ・エルサルバドル・
ペルーを含む幾つかの協会の監視を行っている。
（６）国際マッチカレンダー
理事会はＦＩＦＡ国際マッチカレンダーの将来のダブルマッチデーを金曜／土曜
－水曜から金曜／土曜－火曜へ変更する決定を下した。この決定の影響を受けるの
は 2010 年 9 月からとなる。
（７）企業の社会的責任
理事会は子供の教育を支援する“1

GOAL”キャンペーンを歓迎した。2 名の新し

い“Football For Hope”大使の任命が確認された。元フランス代表選手の Lilian
Thuram と Inaara 妃（ベグム・アーガー・ハーン）。
（８）2009ＦＩＦＡ大会
ＦＩＦＡコンフェデレーションズカップ南アフリカ 2009 と 9 月 24 日から始まった
ＦＩＦＡ Ｕ－20 ワールドカップエジプト 2009 を含む 2009 年大会について報告が
なされた。また今後行われる大会の状況も報告された。（ＦＩＦＡ Ｕ－17 ワール
ドカップナイジェリア 2009、ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップドバイ 2009、
ＦＩＦＡクラブワールドカップＵＡＥ 2009）ＦＩＦＡ会長は会議冒頭に先週逝去
したＦＩＦＡ David Will CBE 名誉副会長を追悼した。理事会メンバーは Will 氏
を追悼して一分間の黙とうをささげた。 次回ＦＩＦＡ理事会は南アフリカのロベ
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ン島にて 2009 年 12 月 3 日行われる。
3.

東アジアサッカー連盟理事会開催の件
下記日程で東アジアサッカー連盟（ＥＡＦＦ）の理事会を開催した。
会議の詳細は、以下の通り。
第 29 回東アジアサッカー連盟理事会
日時：2009 年 9 月 5 日（土）10：00～12：00
会場：Hotel Kunlun（中国・北京）
（１） メンバーの努力や協力により、北マリアナ諸島サッカー協会のＡＦＣ準加盟が 7 月
15 日のＡＦＣ理事会で正式に決定した。
（２） 東アジアサッカー選手権 2010 準決勝大会・東アジア女子サッカー選手権 2010 準決
勝大会において、香港（男子）・韓国（女子）が 1 位となり、決勝大会への進出が
決定した。
（３） 東アジアサッカー選手権 2010 決勝大会・東アジア女子サッカー選手権 2010 決勝大
会は 2010 年 2 月 6 日～14 日に東京で開催することを確認した。
（４） ＡＦＣフットサル選手権 2010 予選（イーストゾーン）
－ＥＡＦＦフットサル選手権 2009－について、日程の確認があり、予算については
財務委員会が再検査することとした。
（５） 2009 年－2010 年の財政状況は、大会の増加により支出超となるため、今後は調査
特別委員会を設立し経費の見直しを行うこととした。
（６） ＥＡＦＦ加盟協会間のフレンドリーマッチ及び大会開催について協議した。
（７） パラオサッカー協会より加盟申請があり、次回の理事会までにより詳細な情報を取
ることとした。
（８） 8 月の台風で甚大な被害の出たチャイニーズ・タイペイに対して 30,000 ドルの災害
見舞金を出すこととした。
（９） 次回の理事会は 2010 年 2 月の決勝大会時に行うことが決定された。

4.

2018/2022年FIFAワールドカップ日本招致委員会の件

（報告）資料№1
5.

名古屋オーシャンズ PUMA CUP不参加の件
名古屋オーシャンズが、本年度のPUMA CUPとＡＦＣフットサルクラブ選手権との日程重複
によりPUMA CUPに不参加。名古屋オーシャンズの出場枠は、関西地域枠を1枠増やすことと
する。
1. 名

称

PUMA CUP 2010 第 15 回全日本フットサル選手権大会

2. 主

催

財団法人日本サッカー協会
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3. 主

管

日本フットサル連盟、財団法人東京都サッカー協会、
社団法人大阪府サッカー協会、社団法人兵庫県サッカー協会

4. 特別協賛

プーマジャパン株式会社、プーマアパレルジャパン株式会社

5. 協

賛

未定

6. 期

日

2010 年 3 月

5 日（金） ～7 日（日）

3 月 12 日（金） ～14 日（日）
7. 会

場

１次ラウンド

１次ラウンド
決勝トーナメント

大阪府／中央体育館、兵庫県／グリーンアリーナ

決勝トーナメント

東京都／国立代々木競技場第一体育館

※ＡＦＣフットサルクラブ選手権

於・イラン イスファハン

日程：2010 年 3 月 4 日～12 日
6．

大会役員・審判員

国際試合派遣の件

(役員)
① Elite Referee Recruiting Assessment Visit
ﾘｸﾙｰﾀｰ：大岩

真由美

期 間：2009 年 10 月 5 日～6 日
場 所：水原/韓国
② 2nd Elite Referee Recruiting Assessment Visit
ﾘｸﾙｰﾀｰ：平野

伸一

期 間：2009 年 10 月 23 日～25 日
場 所：シドニー/オーストラリア
③ AFC Project Future Referees 2nd Development Course for Batch 2008
And AFC Project Future Referees Selection Course for Batch 2009
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇
期

間：2009 年 10 月 24 日～11 月 10 日

場

所：クアラルンプール/マレーシア

④ AFC Asian Cup 2011 - Group E - Match No.7
Thailand vs. Singapore
ｱｾｯｻｰ：石山 昇
期 間：2009 年 11 月 16 日～19 日
場 所：バンコク/タイ
⑤ AFC Cup 2009 準々決勝
Becamex Binh Duong（ヴェトナム） vs. Chonburi FC（タイ）
マッチコミッショナー：

増田

尚弘

試合日：9 月 30 日(水)
場

所：ヴェトナム

（審判員）
① International Friendly Match – Australia vs. Netherlands
審判員：東城

穣
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期 間：2009 年 10 月 7 日～11 日
場 所：シドニー/オーストラリア
② AFC Asian Cup 2011 - Group E –Match No.5
Singapore vs. Thailand
審判員：高山

啓義、相楽

亨、宮島

一代

期 間：2009 年 11 月 12 日～15 日
場

所：シンガポール

③ AFC U16 Women’s Championship 2009 – Final
審判員：山岸

佐知子、高橋

早織

期 間：2009 年 11 月 1 日～16 日
場 所：バンコク/タイ
④ FIFA Beach Soccer World Cup Dubai 2009
審判員：小野寺

祐

期 間：2009 年 11 月 9 日～23 日
場 所：ドバイ/UAE
7

日本サッカーミュージアムの件
１）入場者数報告
9 月 2,353 人
（2008 年

8.

1 日平均 87.1 人

4,120 人

2007 年 2,348 人

2006 年 2,159 人

2005 年 3,345 人）

海外遠征申請の件
(1) (財）北海道サッカー協会
チ ー ム 小樽地区サッカー協会Ｕ-12 トレセン選抜 (第 4 種)
遠征期間 2009 年 10 月 31 日(土)～11 月 3 日(火)
遠 征 先 韓国 ソウル
(2) (社）新潟県サッカー協会
チ ー ム アルビレックス新潟ユース (第 2 種)
遠征期間 2009 年 10 月 16 日(金)～20 日(火)
遠 征 先 シンガポール
＜遠征延期＞
(1) (社)宮城県サッカー協会
チ ー ム ベガルタ仙台ジュニア （第 4 種）
遠征期間（変更後） 2009 年 11 月 1 日（日）～7 日（土）
遠 征 先 韓国 水原
参加予定の大会の開催延期に伴い、遠征延期。
(2) (社)神奈川県サッカー協会
チ ー ム 川崎フロンターレＵ-12 （第 4 種）
遠征期間 2009 年 10 月 6 日（火）～14 日（水）
遠 征 先 ブラジル サンパウロ
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参加予定の大会の開催延期に伴い、遠征延期。延期の日程は未定。
9.

標章使用申請の件
（１）申請団体：（社）千葉県サッカー協会
使用目的：協会旗 4 枚
（２）申請団体：（財）静岡県サッカー協会
使用目的：全国高等学校サッカー選手権大会

静岡大会用

優勝旗

（３）申請団体：NPO 法人 山形県サッカー協会
使用目的：名刺作成、1 名分・100 枚
10.

Ｕ－18/Ｕ－15 ＧＫキャンプの件
行事名：Ｕ－18/Ｕ－15 ＧＫキャンプ
期 間：2009 年 10 月 16 日(金)～18 日(日)
場

所：福島・Ｊヴィレッジ

［スケジュール］
10 月 16 日(金) 集合・トレーニング
17 日(土) トレーニング
18 日(日) トレーニング・解散
［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）

ＧＫコーチ

：慶越 雄二 （(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

ＧＫコーチ

：加藤 寿一 （(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

：佐々木 理 （(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

：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）

ＧＫコーチ

：望月 数馬 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）

（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）

テクニカルスタッフ ：未定(次回報告)
［選手］U-18
堀

桂悟

（北海道：北海道栄高等学校ｻｯｶｰ部)

櫛引 政敏

（青森県：青森山田高等学校)

石川

（新潟県：新潟明訓高等学校ｻｯｶｰ部)

慧

八木 直生

（茨城県：鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ)

鈴木 椋太

（神奈川県：横浜 F・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ)

三浦 天悟

（愛知県：名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-18)

村下 達郎

（京都府：京都ｻﾝｶﾞ F.C. U-18)

田尻

（大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)

健

金谷 和幸

（大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)

真辺 勇気

（高知県：高知中央高等学校)

藤嶋 栄介

（熊本県：大津高等学校)

U-15
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11.

阿波加 俊太

（北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15)

佐藤

（秋田県：FC あきた ASPRIDE)

力

有賀 陽平

（長野県：F.C. CEDAC)

川田 修平

（埼玉県：ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ深谷)

中村 航輔

（千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15)

大野 敬介

（静岡県：静岡学園高等学校ｻｯｶｰ部)

置田 竣也

（大阪府：ｾﾚｯｿ大阪 U-15)

吉永 靖弘

（広島県：AC MINAMI

山口 収太郎

（長崎県：長崎ﾚｲﾝﾎﾞｰｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ)

U-15)

ＪＦＡエリートプログラム Ｕ-14 トレーニングキャンプの件
行事名：ＪＦＡエリートプログラム

U-14 トレーニングキャンプ

期 間：2009 年９月 23 日(水・祝)～ 27 日(日)
場

所：青森県・岩木山総合公園

［スケジュール］
９月 23 日(水) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
24 日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
25 日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・練習試合
26 日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
27 日(日) 練習試合・解散
［スタッフ］
監 督

： 足達 勇輔 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）

ｺｰﾁ

:

木村 康彦 （(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

：

望月 数馬 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）

ﾄﾞｸﾀｰ

：

山本

総務

： 福嶋 弘崇 （(財)日本ｻｯｶｰ協会技術部）

祐司

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ： 大島 琢

（弘前大学医学部附属病院）
（筑波大学大学院）

［選手］
ＧＫ 阿波加 俊太 （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15)
ＧＫ 置田 竣也
深井

一希

（大阪府：ｾﾚｯｿ大阪 U-15)
（北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15)

山田 武典

（青森県：七戸町立中学校ｻｯｶｰ部)

石井

（秋田県：FC あきた ASPRIDE)

光

石川 朝貴

（福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

中山 知之

（福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

米倉 拓巳

（石川県：私立星稜中学校ｻｯｶｰ部)

三塚 春輝

（茨城県：鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

石塚

（東京都：FC 東京 U-15 むさし)

紀貴

鴨池 陽希

（東京都：C 東京 U-15 むさし)

高木 大輔

（東京都：東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
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計 20 名

報告事項
畠中 槙之輔 （東京都：東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

12.

勇

碧

（神奈川県：湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

北川

柊斗

（愛知県：名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15)

望月 嶺臣

（滋賀県：ｾｿﾞﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)

小川 直毅

（大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

大津 耀誠

（大阪府：ｾﾚｯｿ大阪 U-15)

上村 佳祐

（広島県：ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)

越智 大和

（愛媛県：中央市立土居中学校ｻｯｶｰ部)

中島 大貴

（福岡県：ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15)

池松 大騎

（長崎県：ﾅｶﾞｻｷｱｼｽﾄｻｯｶｰﾕﾆｵﾝ U-15)

計 22 名

「女子チーム活動サポート窓口」開設の件
「女子サッカーの活動推進」の取り組みの一つとして、「女子チーム活動サポート窓口」
を開設する。
【目的】
・女子チームの活動場所や活動場所創出、活動継続、指導者などの問題に対しての相談（情
報収集）および活動事例などの情報提供（情報発信）を行う。
・窓口に寄せられた意見や情報は今後の「女子サッカー活動推進」の事業展開に活かす。
開設日：10 月 8 日（木）
電話番号：03-3830-1819
主管部署：技術部

13.

ＪＦＡエリートプログラム［女子］ トレーニングキャンプの件
行事名：ＪＦＡエリートプログラム［女子］ 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～
期 間：2009 年 9 月 19 日（土）～ 23 日（水）
場

所：Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町）

［スケジュール］
9 月 19 日(土) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙﾁｪｯｸ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ
20 日(日)

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ・
ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 0-0

U-14 韓国女子代表

21 日(月)

合同（韓国）ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾑ分析

22 日(火)

合同（ｱｶﾃﾞﾐｰ）ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ・

23 日(水)

ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 1-6(1-5)

JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島

ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 4-1(0-1)

U-14 韓国女子代表

→ 解散
［スタッフ］
監督

： 髙倉 麻子 （(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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報告事項
ｺｰﾁ

：

大部 由美 （(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 ：

山邊

総務

今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部）

：

由美

（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻｱﾏﾁｭｱ）

［選手］
GK

小高 愛理 （大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀ ﾚﾃﾞｨｰｽ）
染谷 海優 （熊本県：MELSA 熊本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｿﾋｰｱ）
犬飼 綾乃 （愛知県：名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ）

FP

井上 綾香 （栃木県：河内 SC ｼﾞｭﾍﾞﾆｰﾙ）
佐藤 由奈 （福島県：ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ会津）
倉谷 友菜 （千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15）
渡辺 真由 （福島県：J ヴｨﾚｯｼﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ）
三谷沙也加 （岡山県：FC EFFRONTE）
松本ちひろ （山口県：小郡 FC ﾚﾃﾞｨｽ）
田中 花梨 （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ﾚﾃﾞｨｰｽ）
長沢 菜月 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18）
石井 咲希 （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ﾚﾃﾞｨｰｽ）
成島

梓

（静岡県：常葉学園橘中学校女子ｻｯｶｰ部）

開田 真由 （静岡県：藤枝順心ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）
吉越ひかり （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ﾚﾃﾞｨｰｽ）
中井 仁美 （奈良県：ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛｯｻ高田 FC ｿﾋｨｰｿﾞﾕｰｽ）
隅田
森

凜
彩音

（東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ）
（新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18）

天田恵莉香 （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ﾚﾃﾞｨｰｽ）
中村 美紀 （愛媛県：ﾄﾚｰﾌﾙ FC）
薄田 春果 （東京都：NPO 世田谷ｽﾌｨｰﾀﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ）
14.

計 21 名

スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプの件
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：2009 年 9 月 21 日（月）～ 23 日（水）
場 所：鹿島ハイツ スポーツプラザ（茨城県鹿嶋市）
［スケジュール］
9 月 21 日(月) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
22 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
23 日(水) 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 ： 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）
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）

GK ｺｰﾁ ： 坂田

恵

（FC ALEGRE CAMINHO）

ﾄﾞｸﾀｰ ： 中村結香子 （白河厚生総合病院 整形外科）
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報告事項
［選手（GK）］
髙橋 美春 （愛知県：名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ）
杉本

葵

（山梨県：日本航空高等学校）

齊藤

彩佳

（宮城県：常盤木学園高等学校）

田中

奈々

（福岡県：豊国学園高等学校）

松田 香純 （大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀ ﾚﾃﾞｨｰｽ）
平尾

恵理

（宮城県：聖和学園高等学校女子ｻｯｶｰ部）

吉田

真由

（福井県：福井工業大学附属福井高等学校女子ｻｯｶｰ部）

三田一紗代

（京都府：京都精華女子高等学校ｻｯｶｰ部）

平出

（福島県：福島県立富岡高等学校）

遥夏

田尻 有美 （埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ）
河邊

花観

（宮城県：常盤木学園高等学校）

石川 園夏 （兵庫県：AGUA･FC ﾚﾃﾞｨｰｽ）
門藤
15.

琴美

（兵庫県：兵庫県立星陵高等学校ｻｯｶｰ部）

計 13 名

オランダ遠征国際親善試合の件
行事名：日本代表 オランダ遠征 国際親善試合 オランダ代表・ガーナ代表
期 間：2009 年 8 月 30 日（月）～9 月 10 日（木）
場

所：オランダ、エンスヘーデ・ユトレヒト

[スケジュール]
8 月 30 日（日）集合
31 日（月）オランダ移動
1 日（火）AM トレーニング、
PM トレーニング
2 日（水）トレーニング
3 日（木）トレーニング
4 日（金）公式練習
5 日（土）オランダ代表

ｖｓ

日本代表

6 日（日）トレーニング
7 日（月）ユトレヒト移動・トレーニング
8 日（火）公式練習
9 日（水）日本代表

ｖｓ

ガーナ代表、試合終了後移動

10 日（木）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

：岡田 武史 ((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

：大木

武

((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)
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報告事項
ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ ：和田 一郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)
ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

：武藤

覚

ドクター

：樋口

潤一

（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)
（獅子目整形外科病院）

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)
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)

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

：小山 哲司 （(財)日本ｻｯｶｰ協会)

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

：福士

一郎太((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部)

宿泊・輸送 ：瀧森

誠

（西鉄旅行(株)）

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ ：山根 威信 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱)
ｷｯﾄｽﾀｯﾌ

：麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱)

[選

手]

ＧＫ

都築

龍太

(浦和ﾚｯｽﾞ)

川島

永嗣

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)

中澤

佑二

(横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ)

ＤＦ

田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 （浦和ﾚｯｽﾞ）

ＭＦ

駒野

友一

阿部

勇樹

（浦和ﾚｯｽﾞ）

岩政

大樹

（鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ）

今野

泰幸

(ＦＣ東京)

長友

佑都

(ＦＣ東京)

内田

篤人

中村

俊輔

(ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾙ(ｽﾍﾟｲﾝ))

橋本

英郎

(ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)

稲本

潤一

(ﾚﾝﾇ(ﾌﾗﾝｽ))

遠藤

保仁

(ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)

中村

憲剛

(川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)

長谷部
ＦＷ

誠

（鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ）

(ﾎﾞﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ(ﾄﾞｲﾂ))

本田

圭佑

(VVV ﾌｪﾝﾛ(ｵﾗﾝﾀﾞ))

玉田

圭司

(名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)

大久保

16.

(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)

嘉人

(ｳﾞｨｯｾﾙ神戸)＊怪我の為辞退

前田

遼一

(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)＊追加招集

岡崎

慎司

（清水ｴｽﾊﾟﾙｽ）

興梠

慎三

(鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)

森本

貴幸

(ｶﾀｰﾆｱ(ｲﾀﾘｱ))

計 22 名

Ｕ-18 日本代表 2009 SBS カップ国際ユースサッカー大会の件
行事名：Ｕ-18 日本代表 2009 SBS カップ国際ユースサッカー大会
期 間：2009 年 8 月 17 日(月)～25 日(火)
場 所：静岡県 J-STEP
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報告事項
[スケジュール]
8 月 17 日(日)

集合・トレーニング

18 日(月) トレーニング
19 日(火) 練習試合 vs 静岡産業大学
20 日(水) トレーニング
21 日(木) トレーニング
22 日(金) vs 静岡選抜(草薙陸上競技場)
23 日(土) vs メキシコ代表(藤枝総合運動公園サッカー場)
24 日(日) トレーニング
25 日(月) vs フランス代表(エコパスタジアム)
[スタッフ]
監

督

： 布 啓一郎 ((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

： 牧内

辰也

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)

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ

： 山﨑

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

： 片桐 央視 (筑波大学大学院)

ドクター

： 斎田

茂雄
良知

((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)
((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ)
(順天堂大学整形外科)

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)
総

務

： 加藤

賢二

((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

[選 手]
ＧＫ 荻野賢次郎 (京都府立峰山高校)
中村

隼 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ)

ＤＦ 磯村 亮太 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)
田中 優毅 (日本体育大学)※追加招集
古林 将太 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ)
阿部

巧

(FC 東京 U-18)

平出

涼

(FC 東京 U-18)

扇原 貴宏 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18)
岩田 修平 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-18)※怪我の為辞退
ＭＦ 六平 光成 (中央大学)
清武 功暉 (福岡大学)※追加招集
大崎 淳矢 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ)
菊池 大介 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ)
山崎

直之

加藤

大

(FC 東京 U-18)
(三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ)※怪我の為辞退

奥山武宰士 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ)
古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18)
ＦＷ 住田 貴彦 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ)
重松健太郎 (FC 東京 U-18)※追加招集
永井

龍

(ｾﾚｯｿ大阪 U-18)※怪我のため参加辞退
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以上 18 名

報告事項
17.

Ｕ-18 日本代表 第 7 回仙台カップ国際ユースサッカー大会の件
行事名：Ｕ-18 日本代表

第 7 回仙台カップ国際ユースサッカー大会

期 間：2009 年 9 月 5 日(土)～13 日(日)
場

所：宮城県

仙台市

[スケジュール]
9 月 5 日(日) 集合・トレーニング
6 日(月) トレーニング
7 日(火) 練習試合 vs ベガルタ仙台
8 日(水) トレーニング
9 日(木)

vs フランス代表(ユアテックスタジアム)

10 日(金) トレーニング
11 日(土) トレーニング
12 日(日) vs ブラジル代表(ユアテックスタジアム)
13 日(月) vs 韓国代表(ユアテックスタジアム)
[スタッフ]
監

督

： 布

啓一郎 ((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

： 牧内

辰也

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)

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ

： 佐藤

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

： 片桐 央視 (筑波大学大学院)

ドクター

： 立石

一樹
智彦

((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)
((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)
(同愛記念病院)

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/横浜ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)
総

務

： 加藤

賢二

((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

[選 手]
ＧＫ 大森 圭悟 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ)
川浪

吾郎

(柏ﾚｲｿﾙ U-18)

ＤＦ 磯村 亮太 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)※怪我の為途中離脱
田中 優毅 (日本体育大学)
古林 将太 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ)
茨田

陽生

(柏ﾚｲｿﾙ U-18)

加藤 大介 (静岡学園高校)
本名正太朗 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-18)※追加招集
高橋 祥平 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)
田辺 圭佑 (成立学園高校)
ＭＦ 六平 光成 (中央大学)
佐々木一輝 (京都産業大学)
清武 功暉 (福岡大学)
菊池 大介 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ)
奥山武宰士 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ)
ＦＷ 住田 貴彦 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ)
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報告事項
森岡 亮太 (京都府立久御山高校)
高木 俊幸 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)
松本 大輝 (熊本県立大津高校)
18.

以上 19 名

Ｕ-17 日本代表 スペイン遠征の件
行事名：Ｕ-17 日本代表

スペイン遠征

期 間：2009 年 8 月 5 日(水)～18 日(火)
場 所：スペイン ビジャレアル/タラゴナ
[スケジュール]
8 月 05 日(水)

集合

06 日(木) 移動
07 日(金) トレーニング
08 日(土) vs A.C.MILAN
09 日(日) vs R.MADRID C.F.
10 日(月) vs CELTIC F.C.
11 日(火) vs VILLAREAL
12 日(水) 移動・トレーニング
13 日(木) トレーニング
14 日(金) トレーニング
15 日(土) vs U.E.RAPITENCA
16 日(日) vs DEPORTIVO LACORUNYA
17 日(月) 移動
18 日(火) 移動・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)

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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

： 中下 征樹 (筑波大学大学院)

ドクター

： 関

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 山崎
総

務

： 添田

芳衛
亨
貢広

(埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)
((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)
((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)
渡辺 泰広 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ)
ＤＦ 内田 達也 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)
岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ)
岸
廣木

光
雄磨

(名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-18)
(FC 東京 U-18)

夛田 凌輔 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18))
高野 光司 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)
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報告事項
松原

健

(大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-18)

ＭＦ 柴原

誠

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ)

柴崎

岳

(青森山田高校)

鮫島 晃太 (鹿児島城西高校)
小島 秀仁 (前橋育英高校)
高木 善朗 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)
堀米 勇輝 (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ﾕｰｽ)
幸野志有人

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

ＦＷ 宇佐美貴史 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)
宮吉 拓実 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.)
杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18)
宮市
19.

亮

(中京大学附属中京高校)

以上 20 名

Ｕ-17 日本代表 第 13 回国際ユース大会 in 新潟の件
行事名：Ｕ-17 日本代表 第 13 回国際ユース大会 in 新潟
期 間：2009 年 7 月 14 日(火)～20 日(月)
場

所：新潟県

五十公野公園他

[スケジュール]
7 月 14 日(火)

集合・トレーニング

15 日(水) トレーニング
16 日(木) 練習試合 vsU17 北信越選抜
17 日(金) トレーニング
18 日(土) vsＵ-17 スロバキア代表
19 日(日) vsＵ-17 新潟選抜
20 日(月) vsＵ-17 メキシコ代表 1-3(負)・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)

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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ

： 木村

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

： 中下 征樹 (筑波大学大学院)

ドクター

： 長尾

康彦
雅史

((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ)
(順天堂大学医学部)

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)
総

務

： 加藤

賢二

((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

[選 手]
ＧＫ 松澤 香輝 (流通経済大学付属柏高校)
松原 修平 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18)
ＤＦ 中島 龍基 (青森山田高校)
杉野 健斗 (東海学園高校)
岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ)
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報告事項
金編 勇佑 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-18)
岸

光

(名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-18)

秋山 貴嗣 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ)
松原

健

(大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-18)

ＭＦ 神田 圭介 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ)
松内

徹

(東福岡高校)

柴原

誠

(清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ)※追加招集

宮崎 泰右 (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬﾕｰｽ)
柴崎

岳

(青森山田高校)

鮫島 晃太 (鹿児島城西高校)
河浪 啓介 (星稜高校)
高野 光司 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)
ＦＷ 原口 拓人 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)
宮市

亮

(中京大学附属中京高校)

小野 裕二 (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ)※怪我のため参加辞退
20.

以上 19 名

Ｕ-17 日本代表候補 トレーニングキャンプの件
行事名：Ｕ-17 日本代表候補

トレーニングキャンプ

期 間：2009 年 8 月 29 日(土)～9 月 4 日(金)
場

所：高知県

春野総合運動公園球技場

[スケジュール]
8 月 29 日(土)

集合・トレーニング

30 日(日) トレーニング
31 日(月) トレーニング
9 月 1 日(火) トレーニング・練習試合 vs 高知大学
2 日(水)

トレーニング

3 日(木) 練習試合 vs ヴォルティスセカンド
4 日(金) トレーニング・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)

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ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ

： 濱崎

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

： 中下 征樹 (筑波大学大学院)

ドクター

： 井澤

芳己
敏明

((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)
(九州大学)

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)
総

務

： 加藤

賢二

((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)
松澤 香輝 (流通経済大学付属柏高校)
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報告事項
渡辺 泰広 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ)
ＤＦ 中島 龍基 (青森山田高校)
内田 達也 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)
岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ)
廣木

雄磨

(FC 東京 U-18)

夛田 凌輔 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18)
内田 恭兵 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ)
高野 光司 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)
松原

健

(大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-18)

ＭＦ 神田 圭介 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ)
宮崎 泰右 (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬﾕｰｽ)
柴崎

岳

(青森山田高校)

小川慶治朗 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ)
小島 秀仁 (前橋育英高校)
高木 善朗 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)
堀米 勇輝 (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ﾕｰｽ)
幸野志有人

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

ＦＷ 宇佐美貴史 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)
宮吉 拓実 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.)
杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18))※怪我の為参加辞退
宮市
21.

亮

(中京大学附属中京高校)

以上 22 名

Ｕ-16 日本代表 第 10 回豊田国際ユースサッカー大会の件
行事名：Ｕ-16 日本代表

第 10 回豊田国際ユースサッカー大会

期 間：2009 年 8 月 3 日(月)～9 日(日)
場

所：愛知県

豊田スタジアム・豊田市運動公園球技場

[スケジュール]
8 月 3 日(月) 集合・トレーニング
4 日(火)

練習試合

vs 愛知学院大学

5 日(水) トレーニング
6 日(木)

vsU-16 韓国代表

7 日(金) トレーニング
8 日(土) vs 名古屋グランパス・愛知県・豊田市選抜
9 日(日)

vsＵ-16 メキシコ代表・解散

[スタッフ]
監

督

： 大熊

裕司

((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｾﾚｯｿ大阪)

コーチ

： 畑

喜美夫 (広島県立広島観音高校)

ＧＫコーチ

: 加藤 寿一 ((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)

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

： 田島 一樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)

ドクター

：
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報告事項
ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 藤本 栄雄 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)
総

務

： 福嶋

弘崇

((財)日本ｻｯｶｰ協会技術部)

[選 手]
ＧＫ 田尻

健

(ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)

鈴木 椋太 (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ)
ＤＦ 遠藤

航

(湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ)

松原

健

(大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-18)※U-17 日本代表に選出の為不参加

木下 高彰 (浜松開誠館高校)
西野 貴治 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)
奈良 竜樹 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18)※追加招集
古山 瑛翔 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)
脇本 晃成 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ)
ＭＦ 相馬 大士 (柏ﾚｲｿﾙ U-18)
山中

亮輔

(柏ﾚｲｿﾙ U-18)※怪我の為参加辞退

山千代大斗 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ)
熊谷ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ)
原川

力

(京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18)

為田 大貴 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-18)
原

伊吹 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-18)※追加招集

ＦＷ 田鍋 陵太 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ)
榊

翔太

(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18)

久保 裕也 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18)
鈴木
22.

隆雅

(鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ)

以上 18 名

Ｕ-15 日本代表 マレーシア遠征の件
行事名：Ｕ-15 日本代表

マレーシア遠征

期 間：2009 年 8 月 25 日(火)～9 月 2 日(水)
場 所：マレーシア・Shah Alam
[スケジュール]
8 月 25 日(火)

集合

26 日(水) 移動
27 日(木) トレーニング
28 日(金) vs U16/17 マレーシア選抜

1-2(負)

29 日(土) トレーニング
30 日(日) vs U16/17 マレーシア選抜

1-1(分)

31 日(月) vs U16/17 マレーシア選抜

1-0(勝)

9 月 1 日(火) トレーニング・移動
2 日(水) 移動・解散
[スタッフ]
監

督

： 吉武

博文

((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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報告事項
コーチ

： 菊原

志郎

((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ)

ＧＫコーチ

: 大橋 昭好 ((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

： 田島 一樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)

ドクター

： 小林

英介

(慶応義塾大学病院)

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

務

： 添田

貢広

((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

[選 手]
ＧＫ 中村 公治 (ESPADA.F.C)
山田 元気 (FC XEBEC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
ＤＦ 脇本 晃成 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ)
荒木 大吾 (柏ﾚｲｿﾙ U-18)
徳永 裕大 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
浅野 友亮 (FC 東京 U-15 むさし)
岩田 孝弘 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-15)
江井 亮太 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
新井 純平 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
ＭＦ 前田 凌佑 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
石田

薪

(千里丘 FC)

新城 幸佑 (那覇市立鏡原中学校)
丹羽 啄望 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)
楠美 圭史 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
堀米 悠斗 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15)
石毛 秀樹 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)
ＦＷ 鈴木 隆雅 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ)
高野登志基 (ｾｿﾞﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)
神田 夢実 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15)※ﾁｰﾑ事情のため参加辞退
南野 拓実 (ｾﾚｯｿ大阪 U-15)
越澤 和施 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)※追加招集
23.

以上 20 名

U-16 日本女子代表フランス遠征の件
行事名：Ｕ-16 日本女子代表（Ｕ-17 女子ワールドカップ 2010）フランス遠征
期 間：2009 年 8 月 24 日（月）～9 月 2 日（水）
場

所：フランス

クレールフォンテーヌ

[スケジュール]
8 月 23 日（日）

集合

24 日（月）

フランスへ移動

26 日（水）

親善試合 対 U-16 フランス女子代表 2-3（負）

28 日（金）

親善試合 対 U-16 フランス女子代表 5-0（勝）

30 日（日）

親善試合 対 F.C.F JUVISY

9 月 2 日（水）

帰国
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9-0（勝）

報告事項
[スタッフ]
団長

： 上田

栄治

((財)日本ｻｯｶｰ協会 理事)

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

： 髙倉

麻子

((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

： 大岩

孝子

(静岡赤十字病院)

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 宇賀神 奈央

(仙台大学)

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ

： 見汐

翔太

(筑波大学大学院)

総務

： 土屋

静香

((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部)

[選

手]

ＧＫ 平尾 恵理
吉田 真由

(聖和学園高等学校)
(福井工業大学附属福井高等学校)

三田 一紗代 (京都精華女子高等学校)
ＤＦ 樫本 芹菜

(藤枝順心高等学校)

長澤 優芽

(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)

田口

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)＊怪我の為辞退

ひかり

和田 奈央子 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）
金澤 真美

(常葉学園橘高等学校)

鈴木 里奈

(常盤木学園高等学校)

上野 波見子 (十文字高等学校)
長嶋

洸

村松 智子
ＭＦ 山本 摩也

(浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ)
(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)
(十文字高等学校)

川島 はるな (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)
高木 ひかり (常葉学園橘高等学校)
仲田 歩夢

(常盤木学園高等学校)

作元 芙美佳 (伊賀 FC ﾌﾛｲﾗｲﾝ)

ＦＷ

24.

後藤 亜弥

(常葉学園橘高等学校)＊追加招集

猶本

光

(ANCLAS ｻﾃﾗｲﾄ)

浜田

遥

(JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)

横山 久美

(十文字高等学校)

大塚 愛子

(十文字高等学校)

京川

舞

(常盤木学園高等学校)

田中

美南

(日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)

計 23 名

フットサル日本代表候補トレーニングキャンプの件
行事名：フットサル日本代表候補トレーニングキャンプ
期 間：2009 年 9 月 7 日（月）～9 日（水）
場

所：神奈川県川崎市／とどろきアリーナ
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報告事項
[スケジュール]
9 月 7 日（月）集合、トレーニング
8 日（火）トレーニング
9 日（水）トレーニング・終了後解散
[スタッフ]
監 督

：ミゲル・ロドリゴ ((財)日本ｻｯｶｰ協会）

コーチ兼通訳：在原 正明 (ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)
コーチ

：セルジオ・ガルジェッリ（府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC）

コーチ兼通訳：小森 隆弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ)
ドクター

：見目 智紀 (千葉大学）

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ：佐保

豊

(ｽﾎﾟｰﾂｾｰﾌﾃｨｼﾞｬﾊﾟﾝ)

総 務

勉

((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

[選

：村山
手]

ＧＫ 川原 永光 (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)
村山 竜三 (ﾃﾞｳｿﾝ神戸)
藤原

潤 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪)

ＦＰ 木暮 賢一郎(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)
上澤 貴憲 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC)
小宮山 友祐(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)
野嶋

倫

(湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ)

久光 重貴 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ)
村上 哲哉 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪)
菅原 和紀 (ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道)
松宮 充義 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪)
北原

亘 (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)

小曽戸 允哉(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分)
畠山 ブルノタカシ(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)
星

翔太

渡辺 知晃
皆本
25.

(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)
(ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻)

晃 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC)

計 17 名

フットサル日本代表国際親善試合の件
行事名：フットサル日本代表国際親善試合
期 間：2009 年 9 月 21 日（月･祝）～24 日（木）
場

所：愛知県名古屋市、大阪府大阪市

[スケジュール]
9 月 21 日（月･祝）集合
22 日（火･休）トレーニング
23 日（水･祝）国際親善試合(大洋薬品オーシャンアリーナ) vs イタリア 0-0
24 日（木）

国際親善試合(大阪市中央体育館) vs イタリア 3-4(2-3)

- 21 -

報告事項
終了後解散
[スタッフ]
監 督

：ミゲル・ロドリゴ ((財)日本ｻｯｶｰ協会）

コーチ兼通訳：在原 正明 (ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)
コーチ

：セルジオ・ガルジェッリ（府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC）

コーチ兼通訳：小森 隆弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ)
ドクター

：白石

稔 (八王子ｽﾎﾟｰﾂ整形外科）

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ：後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校)
総 務
[選

：村山

勉

((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

手]

ＧＫ 川原 永光 (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)
村山 竜三 (ﾃﾞｳｿﾝ神戸)
藤原

潤 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪)

ＦＰ 木暮 賢一郎(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)
上澤 貴憲 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC)
小宮山 友祐(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)
村上 哲哉 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪)
高橋 健介 (ｶﾊ･ｾｺﾞﾋﾞｱ/ｽﾍﾟｲﾝ)
菅原 和紀 (ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道)
松宮 充義 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪)
北原

亘 (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)

小曽戸 允哉(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分)
畠山 ブルノタカシ(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)
星

翔太

渡辺 知晃
皆本
26.

(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安)
(ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻)

晃 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC)

計 16 名

ビーチサッカー日本代表中国遠征の件
行事名：ビーチサッカー日本代表中国遠征
期 間：2009 年 8 月 20 日（木）～25 日（火）
場 所：中国/アモイ
[スケジュール]
8 月 20 日（木）集合
21 日（金）成田→アモイ、トレーニング
22 日（土）国際親善試合 vs. 中国
23 日（日）国際親善試合 vs. 中国
24 日（月）国際親善試合 vs. 中国
25 日（火）アモイ→成田、到着後解散
[スタッフ]
監 督

：ラモス瑠偉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ）
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報告事項
コーチ

：吉井 勝宏 （(財)日本ｻｯｶｰ協会/湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ SC）

ドクター

：新城 宏隆 (琉球大学）

総 務

：蒲谷 岳人 ((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(東京ﾚｷｵｽ BS)
後藤 将斗

(ｴｽﾀｼﾞ佐世保)

ＦＰ 河原塚 毅 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ)
牧野 真二 (PELE)
若林 邦広 (ｱﾊﾞﾝﾁ大阪)
田畑 輝樹

(東京ﾚｷｵｽ BS)

尾田 博文

(東京ﾚｷｵｽ BS)BS

當間 正人 (FC 琉球)
上原 朋也

(ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ)

山内 悠誠 (東京ﾚｷｵｽ BS)
瀧口 貴史 (東京ﾚｷｵｽ BS)
27.

計 20 名

ビーチサッカー日本代表候補トレーニングキャンプの件
行事名：ビーチサッカー日本代表中国遠征
期 間：2009 年 9 月 14 日（月）～16 日（水）
場

所：東京都大田区

[スケジュール]
9 月 14 日（月）集合、トレーニング
15 日（火）トレーニング
16 日（水）トレーニング・終了後解散
[スタッフ]
監 督

：ラモス瑠偉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ）

コーチ

：吉井 勝宏 （(財)日本ｻｯｶｰ協会/湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ SC）

ドクター

：新城 宏隆 (琉球大学）

総 務

：村山

[選

勉

((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)

手]

ＧＫ 加登 永一 (FC URUMA)
照喜名 辰吾(ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ)
宜野座 寛也(東京ﾚｷｵｽ BS)
中野 豪士

(FC ﾄﾞｰﾍﾞﾙﾏﾝ)

ＦＰ 比嘉 リカルド(ﾏﾘｵｻｯｶｰｽｸｰﾙ)
山口 貴之 (YASU SOCCER SCHOOL)
前園 真聖 (ZONO SOCCER SCHOOL)
河原塚 毅 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ)
牧野 真二 (PELE)
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報告事項
若林 邦広 (ｱﾊﾞﾝﾁ大阪)
黒木 直幸 (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本)
藤原 秀次 (DORSAL M.FC)
田畑 輝樹

(東京ﾚｷｵｽ BS)

尾田 博文

(東京ﾚｷｵｽ BS)BS

當間 正人 (FC 琉球)
上原 朋也

(ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ)

後藤 崇介

(東京ﾚｷｵｽ BS)

山内 悠誠 (東京ﾚｷｵｽ BS)
瀧口 貴史 (東京ﾚｷｵｽ BS)
大城 道生
28.

(沖縄ﾚｷｵｽ FC)

計 20 名

ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件
(更新)
1．公認申請者：（財）横浜市体育協会
施設名：横浜みなとみらいスポーツパーク
施設所有者：（財）横浜市体育協会

会長

須藤照彦

ロングパイル人工芝：ドリームターフ（PT2065）/ 積水樹脂㈱
公認期間：2009 年 9 月 15 日～2012 年 9 月 14 日
公認番号：第 43 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。
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