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財団法人 日本サッカー協会 

平成 21 年度 第 9 回理事会 

報告事項 

 １. 2018/2022 年ＦＩＦＡワールドカップ招致の件 

  （報告）資料№1①② 

Ⅰ．招致委員会メンバーについて 

別紙資料 ※1/6 リリース資料 

 

 2. グアムユース選手のＪＦＡアカデミー福島受け入れの件 

  グアムサッカー協会から、グアムユース選手の育成/強化の一環としてＪＦＡアカデミー

参加の要望を受け、アジア貢献事業の一環として、Ｕ-13の選手 2名を受け入れた。 

期 間：2009 年 12月 3日（木）～13日（日） 

場 所：ＪＦＡアカデミー福島 

氏 名：Cedric J. Sevilla、 Donovan J.P. Reyes 

費 用：日本で掛る費用をＪＦＡが負担 

 

 3. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

  12月 1,695 人  1日平均 62.8 人 

 （2008 年 2,978人 2007年 2,327人 2006 年 2,943人  2005 年 3,017 人） 

 

 4. 名義使用申請の件 

  申請団体：熊野三山協議会、筑波大学蹴球部同窓会茗友サッカークラブ、 

日本サッカー史研究会、スポーツ文化研究会サロン 2002 

行 事 名：サッカー史シンポジウム「日本サッカーの始祖・熊野の中村覚之助」 

開 催 日：2010年 2月 6日 

会 場：国立オリンピック記念青尐年総合センターカルチャー棟小ホール 

主 催：熊野三山協議会 

共 催：筑波大学蹴球部同窓会茗友サッカークラブ、日本サッカー史研究会、 

     スポーツ文化研究会サロン 2002 

後援(予定)：(財)日本サッカー協会、日本サッカーミュージアム、 

      ビバ！サッカー研究会、中村覚之助を顕彰する会 

入 場 料：無料 

＜趣旨＞ 

明治時代に日本サッカーの黎明期の礎を築き、その後の発展に寄与した業績を検証し、

日本サッカー史上の位置づけを明らかにする。 

＜基調講演者・パネリスト＞ 

  山本 殖生（熊野三山協議会幹事） 
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中村統太郎（中村覚之助氏の子孫） 

  真田  久（筑波大学人間総合科学研究科教授） 

  加藤  弘（和歌山大学教育学部教授） 

 

 5． 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

  （役員） 

(1) AFC ELITE Education Seminar 2010（クアラルンプール/マレーシア） 

① New Assessor 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：廣嶋 禎数 

期 間：2010年１月10日（日）～11日（月） 

② Referee Assessor 

FIFAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

ｱｾｯｻｰ：小幡 真一郎、上川 徹、高田 静夫、廣嶋 禎数、大岩 真由美 

期 間：2010年１月12日（火）～13日（水） 

③ Referee Recruiter 

FIFAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：上川 徹、高田 静夫、廣嶋 禎数、大岩 真由美 

期 間：2010年１月14日（木） 

④ New Referee Instructor 

FIFAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 廣嶋 禎数、大岩 真由美 

期 間：2010年１月15日（金） 

⑤ Referee Instructor 

FIFAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：廣嶋 禎数、大岩 真由美 

期 間：2010年１月16日（土）～18日（月） 

⑥ Futsal Referee Instructor 

FIFAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎 康弘 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：平野 伸一 

期 間：2010年２月３日（水）～５日（金） 

⑦ Futsal Referee 

FIFAｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎 康弘 

期 間：2010年２月６日（土）～８日（月） 

⑧ Fittness Instructor 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：山岸 昂司 

期 間：2010年１月20日（水）～24日（日） 

(2)Asian Cup 2011 予選 

インドネシア vs. オマーン 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

試合日：2010 年 1月 6日(水) 
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場 所：インドネシア 

（審判員） 

(1) AFC ELITE Education Seminar 2010（クアラルンプール/マレーシア） 

① Women Elite Referee 

審判員：深野 悦子、佐藤 奈美、山岸 佐知子 

期 間：2010年１月13日（水）～17日（日） 

② New Elite Referee 

審判員：佐藤 隆治  

期 間：2010年１月20日（水）～21日（木） 

③ Elite Referee Group１ 

審判員：松尾 一、佐藤 隆治 

期 間：2010年１月22日（金）～26日（火） 

④ Elite Referee Group２ 

審判員：扇谷 健司、高山 啓義、東城 穣、當麻 政明、西村 雄一 

期 間：2010年１月28日（木）～２月１日（月） 

⑤ Futsal Referee  

審判員：五十川 和也、延本 泰一、宮谷 直樹 

期 間：2010年２月６日（土）～８日（月） 

(2) EAFC 2010 Final Competition（国立競技場他／東京都） 

審判員：佐藤 隆治 、八木あかね 

期 間：2010年２月１日（月）～15日（月） 

(3) EWFC 2010 Final Competition（国立競技場他／東京都） 

審判員：深野 悦子、千葉 恵美 

期 間：2010年２月１日（月）～14日（日） 

 

 6. 競技会開催申請の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (１) 申請団体： (財)福島県サッカー協会 

大 会 名： 第６回全国ガールズ８サッカーフェスティバル 

主  催： (財)福島県電源地域振興財団、(株)日本フットボールヴィレッジ 

主  管： (財)福島県サッカー協会 

後  援： (財)日本サッカー協会、福島県 

期  日： 2010 年２月 12 日(金)～14日(日) 

会  場： Jヴィレッジ 

参加チーム: 各地域協会より選出された 31チーム 

試合の種類： 無料試合 

(２) 申請団体： (社)神奈川県サッカー協会 

大 会 名： 小田原・済州友好親善サッカー大会 

主  催： 小田原・済州友好交流協会、(社)神奈川県サッカー協会 

主  管： 小田原サッカー協会 

後  援： 小田原市、小田原市教育委員会 他 6団体 
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期  日： 2010 年２月 20 日(土) 

会  場： 小田原城山競技場 

参加チーム: 小田原市内の６年生選抜チーム、済州道の６年生選抜チーム 

 

 7. 海外遠征申請の件  

  （1）(財）埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ （第 3種） 

遠征期間 2010 年 1月 8日（金）～11日（月） 

遠 征 先 韓国 昌原 

（2）(財）埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ （第 3種） 

遠征期間 2010 年 1月 27日（水）～2月 10日（水） 

遠 征 先  グアム 

（3）(財)静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県西部高校選抜 （第 2種） 

遠征期間 2010 年 3月 23日（火）～30日（火） 

遠 征 先 スペイン マドリード 

（4）(財)静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静産大磐田レディース （女子） 

遠征期間 2010 年 3月 11日（木）～18日（木） 

遠 征 先 アメリカ合衆国 ロサンゼルス 

 

 8. 標章使用申請の件 

  （１）申請団体：（財）広島県サッカー協会 

使用目的：広島サッカー８５年史発刊 

 

 9. 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：单さつま市 

施 設 名：单さつま市人工芝サッカー場Ａ 

施 設 所 有 者：单さつま市長 本坊 輝雄 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ（XP-62）/ SRIハイブリッド㈱ 

公 認 期 間：2010年1月18日～2013年1月17日 

公 認 番 号：第47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：单さつま市 

施 設 名：单さつま市人工芝サッカー場Ｂ 

施 設 所 有 者：单さつま市長 本坊 輝雄 
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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：2010年1月18日～2013年1月17日 

公 認 番 号：第48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。 

 

 10. 日本代表候補ショートキャンプの件 

  行事名：日本代表 ショートキャンプ 

期 間：2009 年 12月 8日（火）～9日（水） 

場 所：東京 

[スケジュール] 

12月 8日（火）集合・測定・ミーティング 

   9日（水）測定・終了後解散 

[スタッフ] 

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)  

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 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ドクター   ：清水 邦明 （横浜市スポーツ医科学センター） 

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) 

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㈱) 

[選  手] 

ＧＫ 楢崎 正剛    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

川島 永嗣    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)  

      西川 周作    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＤＦ 中澤 佑二    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

   田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 （浦和ﾚｯｽﾞ） 

駒野 友一    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

岩政 大樹    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

今野 泰幸    (ＦＣ東京) 

徳永 悠平    (ＦＣ東京) 
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長友 佑都    (ＦＣ東京) 

内田 篤人    （ｶｼﾏｱﾝﾄﾗｰｽﾞ） 

ＭＦ 遠藤 保仁    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)  

中村 憲剛    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

阿部 勇樹    （浦和ﾚｯｽﾞ） 

大久保 嘉人   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

ＦＷ 玉田 圭司    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)  

   佐藤 寿人    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

   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） 

                                計 19名 

 11. U-20日本代表 東アジア競技大会の件 

  行事名：U-20 日本代表 東アジア競技大会 

期 間：2009 年 11月 29 日（日）～ 12月 13日（日） 

場 所：香港 

[スケジュール] 

11月 29日（日）集合 ／ 前泊 グランドプリンスホテル新高輪 

11 月 30 日（月）出発  

12月 1日（火） トレーニング 

   2日（水） vs 北朝鮮 （SIU SAI WAN SPORTS GROUND） 2－1（勝） 

   3日（木） トレーニング 

   4日（金） トレーニング 

   5日（土） トレーニング 

   6日（日） トレーニング 

   7日（月） vs マカオ （SIU SAI WAN SPORTS GROUND） 5－0（勝） 

   8日（火） トレーニング 

   9日（水） トレーニング 

   10日（木） 準決勝 vs 韓国 （香港スタジアム）    2－1（勝） 

   11日（金） トレーニング 

   12日（土） 決勝  vs 香港 （香港スタジアム）    1－1 PK 2－4 （負） 

   13日（日） 帰国 ／ 解散 

[スタッフ] 

団 長    ：原 博実  ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員長（強化担当）） 

監 督   ：西村 昭宏 ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員/ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

コーチ    ：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) 

コーチ   ：松本 直也 (桃山学院大学） 

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)  

ドクター    ：中野 和彦 (札幌第一病院) 

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) 

総 務       :霜田 正浩 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 
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広 報   ：永松 太  ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ ：伴野 力哉 (アディダスジャパン) 

[選  手] 

ＧＫ 大谷 幸輝    (浦和レッズ) 

   増田 卓也    (流通経済大学) 

松本 拓也    (順天堂大学) 

ＤＦ 當間 建文    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)  

   鎌田 翔雅    (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

   鈴木 大輔    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

山村 和也    （流通経済大学） 

菅沼 駿哉    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   村松 大輔    (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

比嘉 祐介    (流通経済大学) 

ＭＦ 宮澤 裕樹    (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌)  ＊負傷により辞退 

河井 陽介    (慶応大学) 

   山本 康裕    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   青木 拓矢    (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

中村 太亮    (京都ｻﾝｶﾞ)  ＊追加招集 

内田 健太    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

遠藤 敬佑    (水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ)   

   押谷 祐樹    (ＦＣ岐阜) 

   河野 広貴    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   柿谷 曜一朗   (徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽ) 

登里 享平    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

ＦＷ 永井 謙佑    (福岡大学)   

大迫 勇也    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   大塚 翔平    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

計 23名 

 12. U-20日本代表日韓国際親善試合の件 

  行事名：U-20 日本代表 日韓国際親善試合 

期 間：2009 年 12月 17 日（木）～20日（日） 

場 所：韓国／昌原市(ﾁｬﾝｵﾝ) 

[スケジュール] 

12月 17日（木） 集合 ／ 出発  

18日（金） トレーニング 

19日（土） vs U20 韓国代表 （昌原ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰｽﾀｼﾞｱﾑ） 2-1(0-1) 

20日（日） 帰国 ／ 解散 

[スタッフ] 

団 長    ：原 博実  ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員長（強化担当）） 

監 督   ：西村 昭宏 ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員/ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 
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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) 

コーチ    ：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) 

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)  

ドクター    ：御園生 剛 (筑波大学大学院) 

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       :霜田 正浩 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 [選  手] 

ＧＫ 権田 修一    (FC 東京) 

大久保 択生   (横浜 FC) 

ＤＦ 當間 建文    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) ＊負傷により辞退 

   鎌田 翔雅    (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) ＊負傷により辞退 

   鈴木 大輔    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

   村松 大輔    (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

菅沼 駿哉    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)  ＊追加招集 

酒井 高徳    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) ＊追加招集  

高橋 峻希    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

ＭＦ 金崎 夢生    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   山本 康裕    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   青木 拓矢    (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

   清武 弘嗣    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

山村 和也    （流通経済大学） 

山田 直輝    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

   米本 拓司    (FC 東京) 

ＦＷ 大津 祐樹    (柏ﾚｲｿﾙ)  ＊負傷により辞退 

河野 広貴    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   大塚 翔平    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)  ＊追加招集 

大迫 勇也    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

計 17名 

 13. Ｕ-18日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-18日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2009 年 9月 27日(日)～10 月 1日(木) 

場 所：静岡県 御殿場高原時之栖 

[スケジュール] 

9月 27日(日)  集合・トレーニング 

28日(月)  トレーニング 

29日(火)  トレーニング 

30日(水) 練習試合 vs流通経済大学 

10月 1日(木) トレーニング・解散 

[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) 
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コーチ    ： 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) 

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 茂雄 ((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   ： 片桐 央視 (筑波大学大学院) 

ドクター   ： 斎田 良知 (順天堂大学整形外科) 

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    ： 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) 

 大森 圭悟 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽ) 

 川浪 吾郎 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

ＤＦ 酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

 田中 優毅 (日本体育大学) 

 古林 将太 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ) 

 阿部  巧 (FC東京 U-18) 

 加藤 大介 (静岡学園高校) 

 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) 

 高橋 祥平 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

 永井 真弘 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

   田口 泰士 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

清武 功暉 (福岡大学)※怪我の為辞退 

大崎 淳矢 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ) 

   菊池 大介 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

山崎 直之 (FC 東京 U-18) 

   加藤  大 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

   古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18) 

   茨田 陽生 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

ＦＷ 住田 貴彦 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   重松健太郎 (FC 東京 U-18) 

      永井  龍 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

   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) 

   赤崎 秀平 (佐賀県立佐賀東高校)※追加招集   以上 29名 
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 14. Ｕ-18(FIFAＵ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2011)日本代表 AFCU-19選手権一次予戦 2009 直前ｷｬﾝﾌﾟの件 

  行事名：Ｕ-18日本代表 AFCU-19 選手権一次予選 2009 直前ｷｬﾝﾌﾟ 

期 間：2009 年 10月 28日(水)～11月 1日(日) 

場 所：静岡県 御殿場高原時之栖 

[スケジュール] 

10月 28日(水)  集合・トレーニング 

29日(木)  トレーニング  

30日(金)  トレーニング 

31日(土) 練習試合 vs流通経済大学 

11月 1日(日) トレーニング・移動 

[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 ((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) 

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 智彦 (同愛記念病院) 

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    ： 添田 貢広 ((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) 

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 田中 優毅 (日本体育大学) 

   古林 将太 (湘单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) 

   高橋 祥平 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   寺岡 真弘 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

   酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

大崎 淳矢 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ) 

   菊池 大介 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

山崎 直之 (FC 東京 U-18) 

   加藤  大 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

   古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18) 

   茨田 陽生 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

ＦＷ 住田 貴彦 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   重松健太郎 (FC 東京 U-18) 
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      永井  龍 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

   高木 俊幸 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

                              以上 29 名 

 15.  Ｕ-18(FIFAＵ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2011)日本代表 AFCU-19選手権一次予戦 2009 の件 

  行事名：Ｕ-18日本代表 AFCU-19 選手権一次予選 2009 

期 間：2009 年 11月 2日(月)～18 日(水) 

場 所：インドネシア・バンドン 

[スケジュール] 

11月 2日(月) 移動 

   3日(火) トレーニング 

   4日(水) トレーニング 

   5日(木) トレーニング 

   6日(金) トレーニング 

   7日(土) vsチャイニーズ・タイペイ 

   8日(日) トレーニング 

   9日(月) vsインドネシア 

   10日(火) トレーニング 

   11日(水) トレーニング 

   12日(木) vs香港 

   13日(金) トレーニング 

   14日(土) vsシンガポール 

   15日(日) トレーニング 

   16日(月) トレーニング 

   17日(火) vsオーストラリア 移動 

   18日(水) 帰国・解散 

[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 ((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) 

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 智彦 (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/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ・ﾅｽﾞｰ) 

総 務    ： 添田 貢広 ((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) 

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 田中 優毅 (日本体育大学) 

   古林 将太 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ) 

   阿部  巧 (FC 東京 U-18) 
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   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) 

   高橋 祥平 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   寺岡 真弘 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

   大崎 淳矢 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ) 

   菊池 大介 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

山崎 直之 (FC 東京 U-18) 

   加藤  大 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

   古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18) 

   茨田 陽生 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

ＦＷ 住田 貴彦 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   重松健太郎 (FC 東京 U-18) 

      永井  龍 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

   高木 俊幸 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

                           以上 23名 

 16. Ｕ-18日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-18日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2009 年 12月 8日(火)～10 日(木) 

場 所：静岡県 御殿場高原時之栖 

[スケジュール] 

12月 8日(火)  集合・トレーニング 

9日(月)  トレーニング 

10日(火)  トレーニング・解散 

[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 ((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) 

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ   ： 山﨑 茂雄 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ   ： 佐藤 一樹 ((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   ： 片桐 央視 (筑波大学大学院) 

ドクター   ： 牛島 史雄 (医療法人 緑樹会) 

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    ： 添田 貢広 ((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ﾕｰｽ) 

川浪 吾郎 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

荻野賢次郎 (京都府立峰山高校) 



報告事項 

- 13 - 

   中村  隼 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ) 

   渡辺 泰広 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

ＤＦ 田中 優毅 (日本体育大学) 

   古林 将太 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ) 

   阿部  巧 (FC 東京 U-18)※クラブ事情のため参加辞退 

   宇都宮憲司 (広島観音高校) 

   平出  涼 (FC 東京 U-18) 

   岩田 修平 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-18) 

   高橋 祥平 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   刀根 亮輔 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-18)※怪我のため参加辞退 

    藤原 賢土 (藤枝明誠高校)※追加招集 

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) 

高野 光司 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学)※怪我のため参加辞退 

佐藤  穣 (ザスパ草津) 

   田口 泰士 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

大崎 淳矢 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ) 

   菊池 大介 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ)※怪我のため参加辞退 

山崎 直之 (FC東京 U-18) 

   加藤  大 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

   古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18) 

柴崎  岳 (青森山田高校) 

小島 秀仁 (前橋育英高校) 

   田中 輝希 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

堀米 勇輝 (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ﾕｰｽ) 

ＦＷ 重松健太郎 (FC 東京 U-18) 

      竹内  翼 (広島観音高校)※追加招集 

      永井  龍 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

   戸島  章 (成立学園高校)※追加招集 

宇佐美貴史 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

加部 未蘭 (山梨学院大学付属高校)※怪我のため参加辞退 

宮吉 拓実 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.) 

杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪ﾕｰｽ) 

小野 裕二 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ)※追加招集 

宮市  亮 (中京大学附属中京高校) 

      田鍋 陵太 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

                          以上 36名 
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 17. Ｕ-17日本代表 FIFA U-17 World Cup Nigeria 2009 直前キャンプの件 

  行事名：Ｕ-17日本代表 FIFA U-17 World Cup Nigeria 2009 直前キャンプ 

期 間：2009 年 10月 12日(月)～18日(日) 

場 所：大阪府 ガンバ大阪万博練習場人工芝グラウンド他 

[スケジュール] 

10月 12 日(月)  集合 

13日(火)  トレーニング 

14日(水)  練習試合 vs京都サンガ 

15日(木) トレーニング 

16日(金) vs大阪学院大学  

17日(土)  トレーニング 

18日(日) vsガンバ大阪 ・移動  

[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   ： 長尾 雅史 (順天堂大学医学部) 

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    ： 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) 

   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)) 

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)  

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.) 
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   杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪ﾕｰｽ) 

      宮市  亮 (中京大学附属中京高校) 

                        以上 21名 

 18. Ｕ-17日本代表 FIFA U-17 World Cup Nigeria 2009 の件 

  行事名：Ｕ-17日本代表 FIFA U-17 World Cup Nigeria 2009 

期 間：2009 年 10月 18日(日)～11月 1日(日) 

場 所：ラゴス/ナイジェリア 

[スケジュール] 

10月 18 日(日)  移動 

19日(月)  ラゴス着 

20日(火)  トレーニング 

21日(水) トレーニング 

22日(木) トレーニング 

23日(金)  トレーニング 

24日(土) vs U-17 ブラジル代表 

25日(日) トレーニング 

26日(月) トレーニング 

27日(火) vs U-17 スイス代表 

28日(水) トレーニング 

29日(木) トレーニング 

30日(金) vs U-17 メキシコ代表 

31日(土) 移動  

11月 1 日(日) 関西国際空港着 

[スタッフ]  

団長     ： 小野  剛 ((財)日本サッカー協会理事) 

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  芳衛 (埼玉県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ) 

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    ： 加藤 賢二 ((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  ： 平井  徹 ((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) 

   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) 
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廣木 雄磨 (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) 

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)  

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 (ｾﾚｯｿ大阪ﾕｰｽ) 

      宮市  亮 (中京大学附属中京高校)       

以上 21名 

 19. ＪＦＡエリートプログラムＵ－14 韓国遠征の件 

  行事名：ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業 

ＪＦＡエリートプログラムＵ－14 韓国遠征 

期  間：2009 年 12月 16日(水)～21日(月) 

場  所：韓国・昌原サッカーセンター 

［スケジュール］ 

12月 16 日(水) 集合・出発 トレーニング 

 17 日(木) 試合 Ｕ－14日本選抜 対 Ｕ－14韓国選抜 ● ０－３ 

 18 日(金) トレーニング 

19 日(土) 試合 Ｕ－14日本選抜 対 Ｕ－14韓国選抜 ● ２－４ 

20 日(日) 試合 Ｕ－14日本選抜 対 Ｕ－14韓国選抜 ● ２－５ 

21 日(月) トレーニング 帰国・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） 

 ドクター：  笠原 靖彦 （北海道病院） 

 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ： 古谷 真悟 （筑波大学） 

［選手］ 

 ＧＫ 棟方 博文   大阪府  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    古島 圭人   神奈川県 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 ＦＰ 山路 真司   和歌山県 (岩出 FC ｱｽﾞｰﾙ) 

    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) 

    曽雌 大介   愛知県  (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 
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    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) 

    安田 壱成   宮城県  (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    鴨池 陽希   東京都  (FC 東京 U-15むさしﾞ) 

    三塚 春輝   茨城県  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    越智 大和   愛媛県  (土居中学校ｻｯｶｰ部) 

    石塚 紀貴   東京都  (FC 東京 U-15むさし) 

    石井 光    秋田県  (FC あきた ASPRIDE) 

    小川 直毅   大阪府  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    加藤 優汰   愛知県  (名古屋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    大津 耀誠   大阪府  (ｾﾚｯｿ大阪 U-15) 

    山田 武典   青森県  (七戸中学校ｻｯｶｰ部) 

    樋口 竜也   岡山県  (ﾊｼﾞｬｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    勇 碧     神奈川県 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    永保 尭    大阪府  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    山口 輝    広島県  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

                               計 20 名 

 20. ＪＦＡエリートプログラムＵ－13 ジュビロカップの件 

 ①  行事名：ＪＦＡエリートプログラムＵ－13 ジュビロカップ 

期  間：2009 年 12月 27日(日)～30日(水) 

場  所：静岡県・ヤハマリゾートつま恋 

［スケジュール］ 

12月 27日(日) 集合・トレーニング 

28日(月) 試合 Ｕ－13日本選抜 対 エスパルスＳＳ選抜 ○ ３－１ 

       試合 Ｕ－13日本選抜 対 ザスパ草津Ｕ－15 ○ ６－０ 

29日(火) 試合 Ｕ－13日本選抜 対 モンテディオ山形村山  ○ ４－０ 

       試合 Ｕ－13日本選抜 対 ジュビロ磐田ジュニアユース ○ ２－１ 

30日(水) 準決勝 Ｕ－13日本選抜 対 ガンバ大阪ジュニアユース ● ２－５ 

       3位決定戦 Ｕ－13 日本選抜 対 栃木ＳＣ ○ ４－２ 

［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） 

 ドクター ： 東山 礼治 （英志会 渡辺病院） 

 ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ： 茶野 裕史 （筑波大学大学院） 

総 務 ： 福嶋 弘崇 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

［選手］ 

 ＧＫ 似鳥 康太   福島県  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    田口 潤人   神奈川県 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 ＦＰ 丸岡 満    徳島県  (徳島市川内中学校) 

    松川 宏二   京都府  (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-15) 
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    河原 凌太   新潟県  (ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    山﨑 拓海   大阪府  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    笹沼 孔明   愛知県  (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

    佐藤 陸    神奈川県 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    桜井 昴    愛知県  (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

    平尾 壮    大阪府  (川上ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    柿崎 六郎   北海道  (ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ・ｲｰｸﾞﾙ FC函館) 

    田中 悠人   島根県  (ﾚｽﾎﾟｰﾙ浜田 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    草野 侑己   福島県  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    北川 航也   静岡県  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    会津 雄生   千葉県  (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

    出口 啓太郎  秋田県  (秋田ﾛｸ・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    井手口 陽介  大阪府  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    松原 后    静岡県  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    岡村 吾朗   群馬県  (図单ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ群馬) 

    藺藤 子龍   神奈川県 (横浜 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

                               計 21 名 

 21. ナショナルトレセン女子Ｕ－15の件 

 ②  行事名： ナショナルトレセン女子Ｕ－15 

期間：  2009 年 12 月 19日（土） ～ 22日（火） 

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 18名 

／中国 14名／四国 14名／九州 18名／ＪＦＡアカデミー16名） 

     指導者講習会受講者 49 名 

 

 22. なでしこジャパン(日本女子代表)親善試合の件 

  行事名： なでしこジャパン（日本女子代表）親善試合 

期 間： 2009 年 11 月９日(月)～14日(土) 

場 所： 福島県 J-Village・埼玉県さいたま市 

[スケジュール] 

11月９日(月)～13日(金)         集合～トレーニングキャンプ(福島県 J-Village) 

11月 14日(土)                   国際親善試合 対 ニュージーランド ２－１(勝) 

                    解散  

[スタッフ] 

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           ： 望月 聡   ((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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ     ：  広瀬 統一  (早稲田大学) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 原  邦夫  (社会保険京都病院) 
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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        :  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)) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ      ：  峯尾 雅樹   (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)  

   海堀  あゆみ   (INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ) 

ＤＦ  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） 

   鮫島  彩       (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ) 

ＭＦ 澤     穂希      (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

米津  美和      (INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ) 

    那須  麻衣子    (INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ) 

      宮間   あや      (岡山湯郷 Belle) 

   川澄  奈穂美   (INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ) 

 上尾野辺 めぐみ  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

 宇津木 瑠美      (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

 永里  亜紗乃   (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

ＦＷ  荒川 恵理子      (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

安藤   梢       (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

      北本  綾子     (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    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) 

                                    計 20名 

 23. なでしこチャレンジトレーニングキャンプの件 

  行事名： なでしこチャレンジ  トレーニングキャンプ 

期 間： 2009 年 11 月 10日(火)～14日(土) 

場 所： 福島県 

[スケジュール] 

11月 10 日(火)             集合 

11月 11 日(水)～13日(金)       トレーニング 

11月 14 日(土)             試合観戦・解散 

[スタッフ] 

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            ：今泉 守正   ((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        ：小林 忍   ((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)) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：斎田 良知  (順天堂大学整形外科)  
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ：山口 由美子 (関西医療大学)  

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

 [選  手] 

ＧＫ 福元 美穂       (岡山湯郷 Belle) 

      天野 実咲      (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ) 

ＤＦ  須藤 安紀子     (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

      詫間 美樹       (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

      細川 元代       (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｨﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

      坂井 優紀       (INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ) 

      長船  加奈       (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ) 

ＭＦ  庭田 亜樹子    (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ)  

      中野 真奈美    (岡山湯郷 Belle) 

      安田 有希      (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｨﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   井手上 麻子    (日本体育大学) 

      有吉 佐織       (日本体育大学) 

      上辻 佑実       (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ) 

      原 菜摘子       (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

      川村 優理        (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

ＦＷ  大石 沙弥香     (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

伊藤 美菜子    (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ)   

 園村 奈菜       (伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくノ一) 

木龍 七瀬      (日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

                               計 19 名 

  24. U-19日本女子代表候補トレーニングキャンプの件 

  Ｕ-19日本女子代表候補(Ｕ-20女子ワールドカップ 2010)トレーニングキャンプ 

期 間：2009 年 11月 10日(火)～11月 14日(土) 

場 所：福島県 

[スケジュール] 

11月 10 日(火)             集合 

11月 11 日(水)～13日(金)        トレーニング 

11月 14 日(土)            試合観戦・解散 

[スタッフ] 

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           ：望月 聡   ((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 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：斎田 良知  (順天堂大学整形外科)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ：中堀 千香子 (ＪＦＡﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ福島) 

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

[選  手] 

ＧＫ 船田 麻友     (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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   山根 恵里奈     (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ)    

ＤＦ  菅澤 優衣香    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

小林 海咲     (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)  

   櫻本 尚子     (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ)  

      熊谷 紗希     (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

岸川 奈津希    (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ)  

      竹山 裕子     (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ)  

齊藤 あかね    (常盤木学園高等学校) 

ＭＦ 堂園 彩乃       (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

高良 亮子      (INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ) 

      安本  紗和子     (東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ) 

後藤 三知     (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ)  

      小原 由梨愛    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ)  

      國澤 志乃       (日本航空高等学校) 

      藤田 のぞみ    (日ﾉ本学園高等学校)  

      木下 栞         (日テレ・メニーナ) 

ＦＷ 高橋 千帄     (吉備国際大学)  

高瀬 愛実     (INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ) 

      福井 しほり     (室蘭大谷高等学校) 

   岩渕 真奈      (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ)  

                            計 21名 

 25. U-16日本女子代表 AFC U-16女子選手権大会の件 

  行事名：Ｕ-16 日本女子代表（Ｕ-17 女子ワールドカップ 2010）AFCU-16 女子選手権大会

2009 

期 間：2009 年 10月 28日（水）～11月 16日（月） 

場 所：静岡県御殿場市/タイ・バンコク 

[スケジュール] 

10月 28 日（水）       集合・トレーニング 

10月 29 日（木）～30 日（金）トレーニング 

10月 31 日（土）       移動 

11月 1日（日）～4日    トレーニング 

11月 5日（木）       vs.チャイニーズタイペイ 16-0（勝） 

11月 7日（土）       vs.中国 3-1（勝） 

11月 9日（月）       vs.オーストラリア 1-3（負） 

11月 12 日（木）       準決勝 vs.韓国 1-3（負）  

11月 15 日（日）       3位決定戦 vs.オーストラリア 6-2（勝）   

11月 16 日（月）       帰国 

[スタッフ] 

団長     ： 野田  朱美  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 特任理事)  

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) 
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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         ： 黒田  早苗  (大阪大学) 

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  (聖和学園高等学校) 

   吉田 真由  (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 ひかり (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   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) 

   長嶋 洸   (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ)＊追加招集 

   村松 智子  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

ＭＦ 浜田 遥   (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   山本 摩也  (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) 

   田中 陽子  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   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)＊体調不良により参加辞退 

      後藤 亜弥  (常葉学園橘高等学校) 

   猶本 光   (ANCLAS ｻﾃﾗｲﾄ) 

ＦＷ 尾田 緩奈  (神村学園高等部) 

   京川 舞   (常盤木学園高等学校) 

   加藤 千佳  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   田中 美单  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

                               計 23 名 

 26. 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 10月５日（月）～７日（水） 

場 所：静岡県袋井市／エコパアリーナ 

[スケジュール] 

10月 5日（月）集合、トレーニング 

     6日（火）トレーニング 

   7日（水）トレーニング・終了後解散 
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[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      ：村山  勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 藤原 潤 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

青柳 佳祐(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

原  章展 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

ＦＰ 菅原 和紀(ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 

横江 怜  (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

鈴木 裕太郎(ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 

佐藤 亮 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

川股 要佑(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

西谷 良介(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

鳩野 大介(府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

渡辺 知晃(ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻) 

神戸 洋平(ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

滝田 学 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

藤川 朊樹(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

皆本 晃 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

諸江 剣語(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

星  龍太 (FUGA TOKYO) 

仁部屋 和弘 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

永島 俊  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

以上 19名 

 27. 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 10月 19日（月）～21日（水） 

場 所：千葉市／千葉ポートアリーナ 

[スケジュール] 

10月 19日（月）集合、トレーニング 

     20日（火）トレーニング 

   21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) 
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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    ：森本 祐介  (日大病院） 

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      ：村山  勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 冨金原 徹(湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

藤原 潤 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

青柳 佳祐(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

篠田  龍馬(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

ＦＰ 菅原 和紀(ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 

横江 怜  (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

佐藤 亮 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

川股 要佑(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

西谷 良介(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

鳩野 大介(府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

渡辺 知晃(ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻) 

神戸 洋平(ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

滝田 学 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

藤川 朊樹(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

諸江 剣語(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

新造 邦明(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

永島 俊  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

以上 17名 

 28. フットサル日本代表アジアインドアゲームズの件 

  行事名：フットサル日本代表アジアインドアゲームス 

期 間：2009 年 10月 25日（日）～11月 6日（金） 

場 所：千葉県千葉市/ベトナム・ホーチミン 

[スケジュール] 

10月 25 日（日）       集合 

10月 26 日（月）       トレーニング・移動 

10月 27 日（火）～28 日（水）トレーニング 

10月 29 日（木）       vs.タイ 2-4 

10月 31 日（土）       vs.タジキスタン 5-2 

11月 4日（水）       準々決勝 vs.ウズベキスタン 3-5 

11月 6日（金）        帰国 

[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：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）※～10/28 
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ドクター    ：牛島 史雄  (医療法人緑樹会）※10/28～ 

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) 

総 務      ：村山  勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

総 務      ：倉田 研太郎((財)日本ｻｯｶｰ協会技術部)  

[選  手] 

ＧＫ 藤原 潤 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

青柳 佳祐(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

篠田  龍馬(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

ＦＰ 菅原 和紀(ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 

横江 怜  (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

佐藤 亮 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

鳩野 大介(府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

渡辺 知晃(ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻) 

神戸 洋平(ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

滝田 学 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

藤川 朊樹(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

吉田 輝 (ｵﾘｳﾞｨｴｰﾄ/ｲﾀﾘｱ) 

諸江 剣語(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

永島 俊  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

                           以上 14名 

 29. 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 11月 17日（火）～18日（水） 

場 所：東京都町田市／フットサルステージ多摩、東京都調布市ミズノフットサルプラザ 

[スケジュール] 

11月 17日（火）集合、トレーニング 

   18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：宮本 大輔 (国際ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究所) 

総 務      ：加藤 賢二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

ＧＫ 冨金原 徹(湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

藤原 潤 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

原 章展 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

篠田  龍馬(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 
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ＦＰ 水上 玄太(ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 

森谷 優太(ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

佐藤 亮 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

川股 要佑(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

西谷 良介(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

渡辺 知晃(ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻) 

神戸 洋平(ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

藤川 朊樹(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

皆本 晃  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

諸江 剣語(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

新造 邦明(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

仁部屋 和弘(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

永島 俊  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

森  秀太 (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

以上 18 名 

 30. フットサル日本代表東アジアフットサル選手権の件 

  行事名：フットサル日本代表東アジアフットサル選手権 

期 間：2009 年 11月 22日（日）～30日（月） 

場 所：中国／北京市・北京工業大学体育館 

 [スケジュール] 

11月 22日（日）集合 

   23日（月）移動・トレーニング 

24日（火）vs. マカオ 10-1 

25日（水）vs. 香港  8-0 

26日（木）vs. チャイニーズタイペイ 4-2 

28日（土）準決勝 vs. 韓国 6-1 

29日（日）決勝  vs. 中国 4-5 

30日（月）帰国、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：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   (八王子スポーツ整形外科） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ：宮本 大輔 (国際ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究所) 

総 務      ：村山 勉  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

総 務      ：水野 正幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会事業部)  

[選  手] 

ＧＫ 冨金原 徹(湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

藤原 潤 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

篠田  龍馬(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

ＦＰ 菅原 和紀(ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 
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森谷 優太(ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

佐藤 亮 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

川股 要佑(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

西谷 良介(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

渡辺 知晃(ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻) 

藤川 朊樹(ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

皆本 晃  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

新造 邦明(ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

仁部屋 和弘(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

永島 俊  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸＦＣ) 

以上 14 名 

 31. 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 12月 14日（月）～16日（水） 

場 所：静岡県袋井市／エコパアリーナ 

[スケジュール] 

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

[選  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) 

冨金原 徹 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

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) 

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) 

横江   怜  (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 



報告事項 

- 28 - 

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 (ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

渡辺 知晃   (ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻) 

滝田   学 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

藤川 朊樹  (ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

仁部屋 和弘(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

白方 秀和 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

計 20 名 

 32. フットサル日本女子代表アジアインドアゲームズの件 

  行事名：ﾌｯﾄｻﾙ日本女子代表ｱｼﾞｱｲﾝﾄﾞｱｹﾞｰﾑｽﾞ女子の件 

期 間：2009 年 10月 24日（土）～11月 8日（日） 

場 所：東京都立川市/千葉県千葉市/ベトナム・ホーチミン 

[スケジュール] 

10月 24日（土）       集合・トレーニング 

10月 25日（日）～26 日（月）トレーニング・移動 

10月 27日（火）～28 日（水）トレーニング       

10月 29日（木）       vs.ウズベキスタン 5-3（勝） 

11月 2日（月）       vs.イラン 2-3（負） 

11月 4日（水）       準決勝 vs.タイ 5-2（勝） 

11月 6日（金）        決勝戦 vs.ヨルダン 5-0（勝）   

11月 8日（日）         帰国 

[スタッフ] 

団長     ： 大仁 邦彌    （(財)日本ｻｯｶｰ協会副会長）   

監督          ： 中村 恭平   (府中アスレティックＦＣ) 

ｺｰﾁ      ： 石森 由紀   (東京都フットサル連盟) 

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

[選  手] 

ＧＫ 本多 さかえ (Bardral 浦安 Las Bonitas) 

   神原  静香  (高知 JFC．ROSA) 

ＦＰ 高橋   唯   (ファンフットサルクラブレディース ) 

   宇津木みる   (ファンフットサルクラブレディース ) 

小櫻  由稀  (うー魚) 

   藤田  安澄  (府中アスレティックレディース) 

   吉川  紗代  (Bardral 浦安 Las Bonitas) 

長嶋   舞  (MFP NICO COLORS) 

   宮川  亮子  (Amaralo 峰 FC) 

   江口 なおみ (arco-iris) 

井野  美聡  (arco-iris)  
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   渡辺  夏奈  (カフリンガボーイズ東久留米) 

   中島  詩織  (ファンフットサルクラブレディース )  

横山  純子  (うー魚)  

                            計 14名 

 33. ビーチサッカー日本代表ポルトガル遠征の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表ポルトガル遠征 

期 間：2009 年 10月 6日（火）～13日（火） 

場 所：ポルトガル/リスボン 

[スケジュール] 

10月 6日（火）集合 

    7日（水）成田→リスボン 

    8日（木）トレーニング 

   9日（金）国際親善試合 vs. ポルトガル 4-3 

  10日（土）国際親善試合 vs. ポルトガル 1-2 

  11日（日）トレーニング 

  12日（月）リスボン発 

  13日（火）成田着、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/湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ SC）  

ドクター    ：平野 篤   (水戸協同病院） 

総 務      ：村山 勉  ((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) 

ＦＰ 前園 真聖 (ZONO SOCCER SCHOOL) 

 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) 

黒木 直幸 (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

田畑 輝樹   (東京ﾚｷｵｽ BS) 

尾田 博文   (東京ﾚｷｵｽ BS) 

當間 正人  ( FC 琉球) 

上原 朊也   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

山内 悠誠  (東京ﾚｷｵｽ BS) 

                          計 12名 

 34. ビーチサッカー日本代表ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップアジア予選、ＦＩＦＡビ

ーチサッカーワールドカップドバイ 2009 の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップアジア予選、 

ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップドバイ 2009  
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期 間：2009 年 11月 2日（月）～22日（日） 

場 所：アラブ首長国連邦/ドバイ 

[スケジュール] 

11月 2日(月)  集合、成田→ドバイ 

    3日(火)～6日(金) トレーニング 

    7日(土)  ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップアジア予選 vs. ＵＡＥ 2-4 

    8日(日)  vs. ウズベキスタン 5-3 

    9日(月)  vs. バーレーン   2-2 PK2-3 

   10日(火)  準決勝 vs. イラン  5-3 

   11日(水)  決 勝 vs. バーレーン 4-2 

  12日(木)～15日(日) トレーニング 

   16 日(月) ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップドバイ 2009 vs. スペイン 5-5 

PK3-2 

   17日(火)  vs. コートジボアール 3-2 

   18日(水)  vs. エルサルバドル  7-2 

   20日(金)  準々決勝 vs. ポルトガル 1-2 

  22日(日)  ドバイ→関西→羽田 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） 

コーチ    ：吉井 勝宏 （(財)日本ｻｯｶｰ協会/湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ SC）  

ドクター    ：新城 宏隆  (琉球大学）※～11/12 

ドクター    ：平野  篤  (水戸協同病院）※11/12～ 

総 務      ：村山  勉 ((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) 

ＦＰ 比嘉 リカルド(ﾏﾘｵｻｯｶｰｽｸｰﾙ) 

 前園 真聖 (ZONO SOCCER SCHOOL) 

 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) 

當間 正人  ( FC 琉球) 

上原 朊也   (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

山内 悠誠  (東京ﾚｷｵｽ BS)                 計 12名 

 


