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2012 年 3月 15 日(木)    

財団法人財団法人財団法人財団法人    日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会    

2011201120112011 年度年度年度年度    第第第第 11111111 回理事会回理事会回理事会回理事会    

報告報告報告報告事項事項事項事項    

 1. 役員・審判員海外派遣の件 

  （役員） 

① AFC Referees Committee 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：3月 19 日～22日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

② Men’s Olympic Football Tournament London 2012 

-Preliminary Competition Asian Zone Round 3-Matchday 6-Group A 

ｱｾｯｻｰ：小幡 真一郎 

期 間：3月 12 日～15日 

場 所：ソウル/韓国 

③ AFC Elite Futsal Referee Recruiting Assessment Visit 2012 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：平野 伸一 

期 間：3月 22 日～25日 

場 所：武漢/中国 

④ AFC Elite Futsal Referee Recruiting Assessment Visit 2012 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：五十川 和也 

期 間：3月 24 日～26日 

場 所：バンコク/タイ 

⑤ AFC Elite Men Referee Recruiting 2012 Assessment Visit 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：石山 昇 

期 間：5月 4日～7日  

場 所：シンガポール/シンガポール 

（審判員） 

⑥ AFC Champions League 2012 – Play-Off- 

審判員：當麻 政明、八木 あかね、西尾 英朗 

期 間：2月 13 日～18日 

場 所：アデレード/オーストラリア 

⑦ AFC Project Future Referees Batch 2009 Barclays Premier League 

審判員：三上 正一郎 

期 間：2月 25 日～3月 4日 

場 所：ロンドン/イングランド 

⑧ Men's Olympic Football Tournament London 2012  

-Preliminary Competition Asian Zone-Round 3-Matchday 6-Group B 
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審判員：當麻 政明、大塚 晴弘、西尾 英朗 

期 間：3月 12 日～16日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

⑨ Men's Olympic Football Tournament London 2012 

-Preliminary Competition Asian Zone-Round 3-Matchday 6-Group B 

審判員：西村 雄一、相樂 亨、名木 利幸、飯田 淳平 

期 間：3月 11 日～15日 

場 所：ゴスフォード/オーストラリア 

⑩ AFC Project Future Referees 3rd Development Course Batch 2010-Sanix Cup 

審判員：荒木 友輔 

期 間：3月 15 日～22日 

場 所：福岡/日本 

⑪ AFC Cup 2012 Group G-Match No.3 

審判員：飯田 淳平、宮島 一代、大塚 晴弘 

期 間：3月 18 日～3月 21 日 

場 所：チョンブリ/タイ 

⑫ AFC Champions League 2012-Group D Match No.4 

審判員：當麻 政明、相樂 亨、五十嵐 泰之 

期 間：3月 18 日～23日 

場 所：テヘラン/イラン 

⑬ Dallas Cup 2012 

審判員：岡部 拓人、窪田 陽輔 

期 間：3月 30 日～4月 10 日 

場 所：ダラス/アメリカ合衆国 

⑭ AFC U13 Girls Football Tournament 2012-East Asia 

審判員：清水 和佳奈、鷲尾 理梨 

期 間：6月 4日～15 日 

場 所：南京/中国 

 2. 競技会開催申請の件 

 

 

 

 (1) 申請団体：一般財団法人日本フットサル連盟 

大 会 名：FUTSAL KOBE FESTA2012 Ｆ2012 プレシーズンマッチ 

主  催：財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟、 

社団法人兵庫県サッカー協会、特定非営利法人兵庫県フットサル連盟 

主  管：日本フットサルリーグ、デウソン神戸株式会社、シュライカー大阪、 

ハマダ株式会社 

協  賛：森永製菓株式会社、株式会社ロンヨンジャパン 

協  力：セレゾン・プロジェクト有限会社、ハマダ株式会社 

後  援：神戸市、神戸市教育委員会（予定）、財団法人神戸市体育協会（予定） 

開催期日：5月 31日（ 木 ）～6月 5日（ 日 ） 

会  場：グリーンアリーナ神戸 
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参加チーム：デウソン神戸、シュライカー大阪、バサジィ大分、 

      ケアンズ州選抜（オーストラリア）、チョンブリーFC（タイ）、 

上海徐房（中国） 

  試合の種類：国際有料 

 (2) 申請団体：一般財団法人日本フットサル連盟 

大 会 名：サンアリーナカップ フットサルドリームマッチ 

主  催：財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：日本フットサルリーグ、社団法人三重県サッカー協会、 

株式会社スコルチャ三重、株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション、 

名古屋オーシャンズ株式会社 

協  賛：株式会社赤福 

後  援：ＮＰＯ法人伊勢市サッカー協会 

開催期日：6月 2日（ 土 ） 

会  場：三重県営サンアリーナ 

参加チーム：名古屋オーシャンズ、バルドラール浦安 

試合の種類：国際有料 

 (3) 申請団体：一般財団法人日本フットサル連盟 

大 会 名：Ｆ2012 プレシーズンマッチ 

主  催：財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：日本フットサルリーグ、財団法人愛知県サッカー協会、 

ＮＰＯ法人ワスパ、名古屋オーシャンズ株式会社 

協  賛：岡崎信用金庫、蒲郡信用金庫、リコージャパン株式会社、永田や佛壇店、 

     株式会社三広アド社、近藤保険サービス、株式会社ヨシノ印刷 

後  援：岡崎市観光協会、岡崎市教育委員会、東海テレビ放送株式会社、 

     ミクスネットワーク株式会社、株式会社岡崎中日サービス 

開催期日：6月 9日（ 土 ） 

会  場：岡崎市中央総合公園総合体育館 

参加チーム：名古屋オーシャンズ、アグレミーナ浜松 

試合の種類：国際有料 

 (4) 申請団体：財団法人東京都サッカー協会 

大 会 名：2012 東京国際ユース(U-14)サッカー大会 

主  催：東京都、財団法人東京都スポーツ事業団、財団法人東京都サッカー協会 

主  管：2012 東京国際ユース(U-14)サッカー大会実行委員会 

後  援：世田谷区、世田谷区教育委員会、財団法人東京都体育協会、 

東京都中学校体育連盟、読売新聞社 他 

開催期日：5月 2日（水）～5日（土・祝） 

会  場：駒沢オリンピック公園総合運動場 

参加チーム：16 チーム 

       北京、ジャカルタ、モスクワ、ニューサウスウェールズ州、サンパウロ、 

ソウル、カイロ、ロンドン、東京都選抜、東京都中体連選抜、FC東京、 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2012/3/15 第 11 回理事会 

4 

東京ヴェルディ、岩手県選抜、宮城県選抜、福島県選抜、茨城県選抜 

試合の種類：国際無料 

 3. 海外遠征申請の件  

  （1）（財）福島県サッカー協会 

チ ー ム JFA アカデミー福島 （第 3種） 

遠征期間 3 月 19 日（月）～3月 30 日（金） 

遠 征 先 トゥールーズ・パリ/フランス 

（2）（財）福島県サッカー協会 

チ ー ム 福島県トレセン U-14 （第 3種） 

遠征期間 3 月 20 日（火）～27 日（火） 

遠 征 先 ボルドー/フランス 

（3）（財）茨城県サッカー協会 

チ ー ム 三戸ホーリーホックジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3 月 26 日（月）～31 日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（4）（財）茨城県サッカー協会 

チ ー ム：常総アイデンティ U-15 （第 3種） 

遠征期間：3月 27日（火）～4月 4日（水） 

遠 征 先：シュチェチン・ワルシャワ/ポーランド、ベルリン/ドイツ 

（5）(財）埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和東高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3 月 24 日（土）～4月 3日（火） 

遠 征 先 マンチェスター/イングランド 

（6）(財）埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 埼玉県 U-16 高体連選抜 （第 2種） 

遠征期間 3 月 26 日（月）～29 日（木） 

遠 征 先 慶州/韓国 

（7）(社)千葉県サッカー協会 

チ ー ム 暁星国際高等学校 （第 2種） 

遠征期間 3 月 25 日（日）～29 日（木） 

遠 征 先 上海/中国 

（8）(社)千葉県サッカー協会 

チ ー ム ミナトサッカークラブ （第 3種） 

遠征期間 3 月 25 日（日）～4月 2日（月） 

遠 征 先 アッペルドーン/オランダ 

（9）(社)千葉県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学付属柏高等学校 （第 2種） 

遠征期間 4 月 24 日（火）～5月 3日（木） 

遠 征 先 グラディスカ/イタリア 

（10）（社）神奈川県サッカー協会 
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チ ー ム 横浜 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3 月 25 日（日）～3月 29 日（木） 

遠 征 先 大邱・釜山/韓国 

（11）(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 神奈川県セントラルトレセン U-14 （第 3種） 

遠征期間 3 月 26 日（月）～30 日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（12）（社）富山県サッカー協会 

チ ー ム 富山県立伏木高等学校 （第 2種） 

遠征期間 3 月 11 日（日）～3月 16 日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（13）一般財団法人静岡県サッカー協会 

チ ー ム 藤枝市役所サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 4 月 27 日（金）～30 日（月） 

遠 征 先 楊州市/韓国 

（14）(財）愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋グランパス U18 （第 2種） 

遠征期間 4 月 6 日（金）～16 日（月） 

遠 征 先 ドバイ/アラブ首長国連邦 

（15）（財）岐阜県サッカー協会 

チ ー ム 岐阜経済大学体育会サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 3 月 26 日（月）～4月 2日（月） 

遠 征 先 天安/韓国 

（16）（社）滋賀県サッカー協会 

チ ー ム U-14 滋賀県トレセン （第 3種） 

遠征期間 3 月 22 日（木）～4月 1日（日） 

遠 征 先 サンパウロ/ブラジル 

（17）(社)京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都サンガ F.C. U-15 （第 3種） 

遠征期間 3 月 18 日（日）～27 日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（18）(社)京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都府選抜 U-13 （第 4種） 

遠征期間 3 月 26 日（月）～4月 3日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（19）(社)京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都府選抜 U-12 （第 4種） 

遠征期間 4 月 1 日（日）～4日（水） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（20）（社）兵庫県サッカー協会 
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チ ー ム INAC 神戸レオネッサ （女子） 

遠征期間 2 月 27 日（月）～3月 4日（日） 

遠 征 先 南京/中国 

（21）（社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 神戸市 U-12 選抜チーム （第 4種） 

遠征期間 3 月 23 日（金）～27 日（火） 

遠 征 先 上海/中国 

（22）（社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-18 （第 2種） 

遠征期間 3 月 25 日（日）～4月 3日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（23）（社）奈良県サッカー協会 

チ ー ム 奈良県トレーニングセンターU-14 （第 3種） 

遠征期間 3 月 22 日（木）～4月 1日（日） 

遠 征 先 サンパウロ/ブラジル 

（24）（社）徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島県トレセンサッカー （第 4種） 

遠征期間 3 月 23 日（金）～27 日（火） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（25）（社）福岡県サッカー協会 

チ ー ム 九州共立大学サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 3 月 20 日（火）～3月 24 日（土） 

遠 征 先 昌原/韓国 

（26）（社）福岡県サッカー協会 

チ ー ム 小倉南 FC （第 3種） 

遠征期間 3 月 24 日（土）～3月 30 日（金） 

遠 征 先 昌原/韓国 

（27）（社）熊本県サッカー協会 

チ ー ム ロアッソ熊本ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3 月 19 日（月）～3月 29 日（木） 

遠 征 先 ビジャレアル・マジョルカ・バルセロナ/スペイン 

（28）(社）大分県サッカー協会 

チ ー ム 別府市選抜 （第 4種） 

遠征期間 3 月 30 日（金）～4月 1日（日） 

遠 征 先 木浦市/韓国 

 4. 標章使用申請の件   

  （1）申請団体： 全国高等専門学校サッカー連盟 

   使用目的： 連盟主催のドイツ遠征での、対戦チームや訪問先サッカー協会へ 

贈呈するペナント、シール 各 40 枚 

（2）申請団体： 財団法人茨城県サッカー協会 
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使用目的： 第３回茨城県フットボールカンファレンス パンフレット 300 部 

（3）申請団体：社団法人京都府サッカー協会 

使用目的：ＡＤカード 44枚 

使用範囲：社団法人京都府サッカー協会が主催または主管する競技会 

配 付 先： 社団法人京都府サッカー協会理事、特任理事、監事、事務局員 

 5. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

    2 月 2,637 人  1 日平均 105.5 人 

 （2011 年 8,140 人 2010 年 1,852 人 2009 年 2,294 人 2008 年 1,937 人） 

  ※2011 年はアジアカップ特別公開を実施 

2011 年度 63,235 人 1 日平均 236.8 人 

 6. 名義使用申請の件 

  (１) 申請団体：あしなが育英会 

行 事 名：日本女子ユース東北選抜 ブラジル遠征 

遠 征 先：ブラジル 

期  間：2月 26日(日)～3月 8日(木) 

主  催：あしなが育英会 

     協  力：(財)日本サッカー協会、在サンパウロ日本国総領事館、 

        日本カントリークラブ 

 7. 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：公益財団法人 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 

施 設 所 有 者：公益財団法人 横浜市体育協会 会長 山口 宏（やまぐち ひろし） 

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 期 間：2012年3月15日～2015年3月14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。 

なお、公認規定が推奨する下地構造を満たす施設の全面張替につき、 

人工芝敷設前のフィールドテストを免除した。 

2．公 認 申 請 者：三重県 

 施 設 名：三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場第 3グラウンド 

施 設 所 有 者：三重県知事 鈴木 英敬（すずき えいけい） 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ（XP-62）/ 住友ゴム工業㈱ 

公 認 期 間：2012年4月9日～2015年4月8日 

公 認 番 号：第80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、 
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   JFA ロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 8. 2012 年度 トレセン／9地域指導スタッフ研修会支援制度の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№1111 

■支援目的 

研修会を通じて地域の指導者が一堂に会すことにより、指導者のレベルアップ、情報交換や知

識の共有を行うこと。 

■研修会内容 

①指導実践 

②スキルアップのための講義・指導実践 

③日本内外のサッカーに関する最新情報の伝達 

■開催規模 

 原則として地域単位 

 9. 2012 年度 トレセン／地域リーグ支援制度の件 

 

 

 （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№2222 

別紙要項に沿って支援を行う。 

 10. 2012 年度 トレセン／9地域 GK トレーニングキャンプ支援制度の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№3333 

■支援目的 

2001年より開始したJFAゴールキーパーキャンプでは代表候補となりうる数多くの選手のモチベ

ーションを高めている。成果として多くの選手が Jリーグの選手となり、またその中から日本代

表選手も輩出されている。 

日本のゴールキーパー育成の土台を厚くしていくために、今後更にゴールキーパーの育成に力を

注いでいかなければならず、現在行われている地域でのゴールキーパーキャンプの開催回数や参

加選手を増やしていくことが重要であり、そのための支援を行いたい。 

 11. 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：3月 21 日(水)～25 日(日) 

場  所：三重県／三重県営鈴鹿スポーツガーデン、鈴鹿セントラルホテル 

［スケジュール］ 

３月 21 日(水) 集合 トレーニング 

３月 22 日(木) トレーニング  

３月 23 日(金) トレーニング 

試合（予定） 

３月 24 日(土) トレーニング 

３月 25 日(日) 試合（予定） 

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ﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

コーチ       ：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   ：川俣 則幸（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2012/3/15 第 11 回理事会 

9 

ドクター     ：未定 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：未定 

［選手］    22 名（次回理事会にて報告） 

 12. Ｕ－14 日本選抜 ＡＦＣ Ｕ14 Ｆｅｓｔｉｖａｌの件 

行事名：Ｕ－14 日本選抜 ＡＦＣ Ｕ14 Ｆｅｓｔｉｖａｌ 

期  間：4月 23 日（月）～30日（月） 

場  所：中国／北京 

［スケジュール］ 

４月 23 日(月) 出発 

４月 24 日(火) トレーニング 

４月 25 日(水) 試合  

４月 26 日(木) 試合  

４月 27 日(金) スキルテスト・アクティビティ 

４月 28 日(土) 試合  

４月 29 日(日) 試合  

４月 30 日(月) 帰国・解散 

［スタッフ］ 

監 督       ：内山 篤 （(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   ：未定 

ドクター     ：未定 

［選手］    22 名（次回理事会にて報告） 

 13. 2012 年度 ナショナルトレセン U-14・U-12 開催要項の件 

（報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№4444①②①②①②①② 

2012 年度のナショナルトレセン U-14 ならびに U-12 の開催要項を別紙の資料の通りとする。 

 14. 2012 年度 トレセン／U-12 モデル地区トレセンの件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№5555 

ユース年代の育成において、U-12 年代の育成環境整備を促進していかなければならない中、リー

グ環境の整備とともに現在全国各地区で実施している地区トレセンでのトレーニング内容の向

上を図るため、2010 年度より JFA が主体的にモデル地区トレセン開始した。 

トレーニング内容と成果、近隣の地区トレセンへの波及効果などその有効性は高く評価でき、将

来は、各都道府県に 1～数カ所のモデル地区トレセンを設置、数年後にはすべての地区トレセン

が活性化することを目指して行っていくためにモデル地区トレセンを別紙要項に沿って推進し

ていく。 

（参考）2008 年度       6 か所 

2009 年度     10 か所 

2010 年度     29 カ所 

2011 年度   26 カ所（東日本大震災により実施できない箇所も含む） 

2012 年度目標 50 カ所 
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 15. ＪＦＡアカデミー福島 2012 年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 306 名 

8 月 17 日（水） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

8 月 18 日（木） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

8 月 24 日（水） 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（大阪府堺市） 

8 月 25 日（木） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■2次選考試験：受験者数 203 名 

9 月 17 日（土） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

9 月 18 日（日） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

9 月 23 日（金・祝） 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（大阪府堺市） 

9 月 25 日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■3次選考試験：受験者数 64名 

10 月 15 日（土）～16 日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 32名 

11 月 4 日（金）～6日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

16 名 

〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 100 名 

8 月 16 日（火） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

8 月 23 日（火） 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（大阪府堺市） 

8 月 27 日（土） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■2次選考試験：受験者数 42名 

10 月 1 日（土）～2日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 23名 

11 月 4 日（金）～6日（月） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

6 名 

 16. ＪＦＡアカデミー熊本宇城 2012 年度入校生選考試験の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 50名 

8 月 27 日（土） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

8 月 28 日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■2次選考試験：受験者数 30名 

9 月 17 日（土）～18 日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■最終選考試験：受験者数 24名 
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9 月 30 日（金）～10 月 2日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

②最終合格者 

18 名 

 17. ＪＦＡアカデミー堺 2012 年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 78名 

8 月 23 日（火） 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（大阪府堺市） 

8 月 25 日（木） 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（大阪府堺市） 

■2次選考試験：受験者数 37名 

9 月 23 日（金）～24 日（土） 

堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（大阪府堺市） 

■最終選考試験：受験者数 23名 

10 月 28 日（金）～30（日） 

堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター（大阪府堺市） 

②最終合格者 

12 名 

 18. 2012 年度 公認 A級コーチジェネラル養成講習会開催要項の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№6666 

 19. 2012 年度 公認 A級コーチ U12 養成講習会開催要項の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№7777 

 20. 2012 年度 公認 B級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№8888 

 21. 2012 年度 公認 GK-B 級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№9999 

 22. 2012 年度 公認 GK-C 級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№10101010 

 23. 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：3月 2日（金）～ 4日（日） 

場  所：静岡県静岡市/清水ナショナルトレーニングセンター J-STEP 

［スケジュール］ 

3 月 2 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 

 3 日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 4 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／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

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 ： 山邊 由美 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／常葉学園橘高校女子ｻｯｶｰ部） 
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GK ｺｰﾁ ： 黒澤  尚 （仙台大学） 

GK ｺｰﾁ ： 坂本 圭哉 （青山学院高等部） 

GK ｺｰﾁ ： 轟 奈都子 （ｾﾚｯｿ大阪） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 水村幸之助 （静岡市立清水病院 脳神経外科） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 女子部） 

［選手（GK）］ 

遠藤穂奈美 （宮城県：仙台大学女子ｻｯｶｰ部） 

山本 有紗 （神奈川県：日本体育大学女子ｻｯｶｰ部） 

平尾 恵理 （茨城県：筑波大学女子ｻｯｶｰ部） 

三田一紗代 （東京都：早稲田大学ｱ式蹴球部） 

長谷 好美 （大阪府：大商学園高等学校） 

河村 有紀 （神奈川県：湘南学院高等学校） 

河邊 花観 （宮城県：常盤木学園高等学校） 

原田 実歩 （静岡県：常葉学園橘高等学校女子ｻｯｶｰ部） 

小高 愛理 （兵庫県：日ﾉ本学園高等学校） 

犬飼 綾乃 （大阪府：大阪桐蔭高等学校） 

高橋 智子 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18） 

浅野 菜摘 （神奈川県：横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ JOY） 

福永絵梨香 （大阪府：高槻ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

中井 宝子 （静岡県：ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

西中 麻穂 （滋賀県：おおつヴｨｸﾄﾘｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

鈴木佐和子 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

藤田 みあ （奈良県：ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛｯｻ高田 FC ｿﾋｨｰｿﾞ） 

スタンボー華（福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

若林 祐衣 （大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀ ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

戸塚さくら （東京都：北区さくらｶﾞｰﾙｽﾞ） 

山下  笑 （大阪府：旭ヶ丘 JSC） 

米澤 萌香 （東京都：ｷﾀﾐ 80 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

秦 久瑠実 （大分県：住吉ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団） 

赤星 朋実 （福岡県：FC 上西郷 WEST KIDS） 

宝田 沙織 （富山県：F.C ひがしｼﾞｭﾆｱ） 

深谷 悠里 （愛知県：名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

田中 桃子 （神奈川県：FC厚木ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

星本 優桜 （栃木県：北郷･千歳 FC）            計 28 名 

 24. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2012 の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2012 

期 間：2月 20 日（月）～24日（金） 

場 所：大阪府大阪市 

 [スケジュール] 

2 月 20 日 （月） 集合、トレーニング 
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21 日 （火） トレーニング 

22 日 （水） トレーニング 

23 日 （木） 公式練習 

24 日 （金） 
キリンチャレンジカップ 2012  

日本代表 vs アイスランド代表 ○3-1（1-0） 

 [スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((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 ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((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 和田 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) 

GK コーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((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 ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ドクター 加藤 晴康 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/立教大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内  誠 (フリー) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通 訳 矢野 大輔 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

統 括 平井  徹 ((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 加藤 秀樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((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(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)/(株)BOTTOM UP) 

 [選  手] 

GK 林  卓人 (ベガルタ仙台) 

 山本 海人 (清水エスパルス) 

 西川 周作 (サンフレッチェ広島) 

DF 駒野 友一 (ジュビロ磐田) 

 岩政 大樹 (鹿島アントラーズ) 

 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 栗原 勇蔵 (横浜 F･マリノス) 

 近藤 直也 (柏レイソル) 

 伊野波 雅彦 (ヴィッセル神戸) 

 森脇 良太 (サンフレッチェ広島) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 中村 憲剛 (川崎フロンターレ) 

 阿部 勇樹 (浦和レッズ)※怪我の為途中離脱 

 増田 誓志 (鹿島アントラーズ) 

 柏木 陽介 (浦和レッズ) 
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 磯村 亮太 (名古屋グランパス) 

 柴崎  岳 (鹿島アントラーズ) 

 谷口 博之 (横浜 F･マリノス)※追加招集 

FW 石川 直宏 (FC 東京) 

 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 大久保 嘉人 (ヴィッセル神戸) 

 藤本 淳吾 (名古屋グランパス) 

 田中 順也 (柏レイソル) 

 金園 英学 (ジュビロ磐田)※怪我の為途中離脱 

 久保 裕也 (京都サンガ F.C) 

計 26 名 

 25. 2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選 ホーム vsウズベキスタン代表の件 

  行事名：2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選 ホーム vs ウズベキスタン代表 

期 間：2月 27 日（月）～29日（水） 

場 所：愛知県豊田市 

 [スケジュール] 

2 月 27 日 （月） 集合、トレーニング 

28 日 （火） 公式練習 

29 日 （水） 
2014FIFA ワールドカップブラジルアジア 3次予選 

日本代表 vs ウズベキスタン代表 ●0-1（0-0）解散 

 [スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((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 ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((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 和田 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) 

GK コーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((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 ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ドクター 池田  浩 
((財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/ 

順天堂大学医学部附属順天堂病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内  誠 (フリー)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

通 訳 矢野 大輔 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

統 括 平井  徹 ((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 加藤 秀樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

宿泊・輸送 原川  剛 (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(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)/(株)BOTTOM UP) 
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 [選  手] 

GK 川島 永嗣 （リールセ SK（ベルギー）） 

 山本 海人 （清水エスパルス） 

 西川 周作 （サンフレッチェ広島） 

DF 駒野 友一 （ジュビロ磐田） 

 今野 泰幸 （ガンバ大阪） 

 栗原 勇蔵 （横浜 F･マリノス） 

 伊野波 雅彦 （ヴィッセル神戸） 

 長友 佑都 （インテル・ミラノ（イタリア）） 

 槙野 智章 （浦和レッズ） 

 内田 篤人 （FCシャルケ 04（ドイツ）） 

 吉田 麻也 （VVV フェンロ（オランダ）） 

MF 遠藤 保仁 （ガンバ大阪） 

 中村 憲剛 （川崎フロンターレ） 

 長谷部 誠 （VfL ヴォルフスブルグ（ドイツ）） 

 増田 誓志 （鹿島アントラーズ） 

 細貝  萌 （FC アウクスブルク（ドイツ）） 

 柏木 陽介 （浦和レッズ） 

FW 藤本 淳吾 （名古屋グランパス） 

 李  忠成 （サウサンプトン（イングランド）） 

 岡崎 慎司 （VfB シュトゥットガルト（ドイツ）） 

 ハーフナー マイク （SBV フィテッセ（オランダ）） 

 乾  貴士 （VfL ボーフム（ドイツ）） 

 宮市  亮 （ボルトン（イングランド）） 

 香川 真司 （ボルシアドルトムント（ドイツ））※追加招集 

計 24名 

 26. U-23（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 男子サッカーアジア最終予選／ 

ロンドンオリンピック予選の件 

  行事名：U-23（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 男子サッカーアジア最終予選／ 

ロンドンオリンピック予選 

期 間：2月 17 日（金）～23日（木） 

場 所：シンガポール/シンガポール、マレーシア/クアラルンプール 

 [スケジュール] 

2 月 17 日（金） 集合、移動 

18 日（土） シンガポール着、トレーニング 

19 日（日） トレーニング 

20 日（月） トレーニング 

21 日（火） 移動、マレーシア着、公式練習 

22 日（水） 第 30回オリンピック競技大会（2012／ロンドン）男子サッカー競技 

        アジア最終予選 第 5戦 vs. U-23 マレーシア代表 ○4-0(2-0) 
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              （National Stadium Bukit Jalil） 

23 日（木）マレーシア発、香港空港にて羽田・関西・中部に分かれ移動、 

帰国後解散  

 [スタッフ] 

団 長 原 博実 ((財)日本ｻｯｶｰ協会理事/技術委員長) 

監 督 関塚 隆 ((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 藤原 寿徳 ((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 里内 猛 ((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 武藤 覚 ((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 御園生 剛 (筑波学園病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 堀田 泰史 (国立スポーツ科学センター) 

技術委員 霜田 正浩 ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員) 

統 括 平井 徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

総 務 本間 一憲 ((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 辻上 裕章 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

宿泊・輸送 田山 義高 (西鉄旅行(株)) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 [選  手] 

GK 権田 修一 (FC 東京) 

 
増田 卓也 (サンフレッチェ広島) 

 
安藤 駿介 (川崎フロンターレ) 

DF 比嘉 祐介 (横浜 F・マリノス) 

 
大岩 一貴 (ジェフユナイテッド千葉・市原) 

 
鈴木 大輔 (アルビレックス新潟) 

 
吉田 豊 (清水エスパルス) 

 
酒井 宏樹 (柏レイソル) 

 
濱田 水輝 (浦和レッズ) 

 
高橋 祥平 (東京ヴェルディ) 

MF 山本 康裕 (ジュビロ磐田) 

 
山村 和也 (鹿島アントラーズ) 

 
齋藤 学 (横浜 F・マリノス) 

 
東 慶悟 (大宮アルディージャ) 

 
山口 螢 (セレッソ大阪) 

 
原口 元気 (浦和レッズ) 
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扇原 貴宏 (セレッソ大阪) 

 
登里 享平 (川崎フロンターレ) ※1 

FW 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 

 
大迫 勇也 (鹿島アントラーズ) 

 
杉本 健勇 (セレッソ大阪) 

 
大津 祐樹 (ボルシア MG/ドイツ) ※2 

  ※1追加招集 

※2チーム事情により不参加                      計 22 名  

 27. U-15 日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-15 日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2月 17 日(金)～21 日(火) 

場 所：大阪府堺市 

 [スケジュール] 

2 月 17 日(金) PM 集合 

18 日(土) AM トレーニング PM トレーニング 

19 日(日) AM トレーニング PM トレーニング 

20 日(月) AM トレーニング PM トレーニング A代表トレーニング見学 

21 日(火) AM トレーニング PM 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) 

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) 

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   ： 尾辻 正樹  (川口工業総合病院) 

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    ： 池辺 友和  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手]  

GK 松村 優太郎 (国見町立国見中学校) 

滝本 晴彦 (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

ｵﾋﾞ ﾊﾟｳｴﾙ ｵﾋﾞﾝﾅ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

DF 丹代 藍人 (青森山田中学校) 

和田 昌士 (横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

谷口 憧斗 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

相原 克哉 (FC 東京 U-15 むさし) 

吹ケ 徳喜 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

髙木 彰人 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

牧野 潤 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

MF 長沼 洋一 (U ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ) 

 
斎藤 宏太 (山形 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 
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神谷 優太 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

高橋 誠二郎 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

松井 輝純 (ﾗｯｾﾙ郡山 FC) 

杉山 雄太 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15) 

 
津留 卓麿 (V･ﾌｧｰﾚﾝ長崎 U-15) 

 
坂本  航輝 (ｶﾃｨｵｰﾗ FCU-15) 

 
小松 駿太 (横河武蔵野 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
宅野 海里 (益田市立益田中学校) 

FW 浦田 樹 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉 U-15) 

 
鈴木 徳真 (FC 古河ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
杉森 考起 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

 
石川 慧 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-15) 

計 24 名 

 28. なでしこジャパン（日本女子代表）強化合宿（和歌山）の件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）強化合宿（和歌山） 

期 間：2月 10 日(金)～13 日(月) 

場 所：和歌山県西牟婁郡上富田町 

 [スケジュール] 

2 月 10 日(金)  AM 集合     PM トレーニング 

11 日(土) AM トレーニング PM トレーニング 

12 日(日) AM トレーニング PM トレーニング 

13 日(月) AM トレーニング PM 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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ 広瀬 統一 ((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) 

ドクター 斎田 良知 (順天堂病院) 

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)  

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 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

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)) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

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 (浦和レッズレディース) 

 福元 美穂 (岡山湯郷 Belle) 

 海堀 あゆみ (INAC 神戸レオネッサ) 

DF 近賀 ゆかり (INAC 神戸レオネッサ) 

 矢野 喬子 (浦和レッズレディース) 
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 上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ)※参加辞退 

 田中 明日菜 (INAC 神戸レオネッサ) 

MF 澤 穂希 (INAC 神戸レオネッサ) ※参加辞退 

 宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 川澄 奈穂美 (INAC 神戸レオネッサ) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

FW 大野 忍 (INAC 神戸レオネッサ) 

 永里 亜紗乃 (日テレ・ベレーザ) 

 髙瀬 愛実 (INAC 神戸レオネッサ) 

計 15 名 

 29. なでしこジャパン（日本女子代表）ポルトガル遠征(2/25～3/9)の件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）ポルトガル遠征 

期 間：2月 25 日(土)～3月 9日(金) 

場 所：ポルトガル/アルガルベ 

 [スケジュール] 

2 月 25 日(土) 集合 

26 日(日) 移動 

27 日(月) トレーニング 

28 日(火) トレーニング 

29 日(水) グループステージ vs ノルウェー女子代表 

3 月 1日(木) トレーニング 

2 日(金) グループステージ vs デンマーク女子代表 

3 日(土) トレーニング 

4 日(日) トレーニング 

5 日(月) グループステージ vs アメリカ女子代表 

6 日(火) トレーニング 

7 日(水) 順位決定戦 

8 日(木) 移動 

9 日(金) 帰国・解散 

 [スタッフ] 

団 長 上田 栄治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会理事/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 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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ 広瀬 統一 ((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) 

ドクター 倉田 あや (倉田クリニック) 

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) 

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 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 
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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)) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

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) 

 海堀 あゆみ (INAC 神戸レオネッサ) 

DF 近賀 ゆかり (INAC 神戸レオネッサ) 

 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 鮫島  彩 (Montpellier HSC) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 田中 明日菜 (INAC 神戸レオネッサ) 

 宇津木 瑠美 (Montpellier HSC) 

 熊谷 紗希 (1.FFC Frankfurt)  

MF 澤  穂稀 (INAC 神戸レオネッサ) 

 伊藤 香菜子 (日テレ・ベレーザ) 

 宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 川澄 奈穂美 (INAC 神戸レオネッサ) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 木龍 七瀬 (日テレ・ベレーザ/東京女子体育大学) 

FW 安藤  梢 (FCR2001 Duisburg)  

 大野  忍 (INAC 神戸レオネッサ) 

 永里 優季 (1.FFC Turbine Potsdam) 

 菅澤 優衣香 (アルビレックス新潟レディース) 

 高瀬 愛実 (INAC 神戸レオネッサ) 

 京川  舞 (常盤木学園高等学校) 

計 21 名 

 30. なでしこチャレンジ強化合宿（和歌山）の件 

  行事名：なでしこチャレンジ強化合宿（和歌山） 

期 間：2月 10 日(金)～13 日(月) 

場 所：和歌山県西牟婁郡上富田町 

 [スケジュール] 

2 月 10 日(金) AM 集合     PM トレーニング 

11 日(土) AM トレーニング PM トレーニング 

12 日(日) AM トレーニング PM トレーニング 

13 日(月) AM トレーニング PM 解散 

 [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) 

総 務 山田   薫 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

GK 天野 実咲 (ベガルタ仙台レディース) 
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 大友 麻衣子 (アルビレックス新潟レディース) 

DF 須藤 安紀子 (日テレ・ベレーザ) 

 細川 元代 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 南山 千明 (INAC 神戸レオネッサ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 川村 優理 (アルビレックス新潟レディース/新潟医療福祉大学)  

 長船  加奈 (ベガルタ仙台レディース) 

MF 宮本 ともみ (伊賀フットボールクラブくノ一)  

 伊藤 香菜子 (日テレ・ベレーザ) 

 中野 真奈美 (岡山湯郷 Belle) 

 安田 有希 (浦和レッズレディース) 

 上辻 佑実 (ベガルタ仙台レディース) 

 原 菜摘子 (日テレ・ベレーザ) 

 木龍 七瀬 (日テレ・ベレーザ/東京女子体育大学) 

 中島 依美 (INAC 神戸レオネッサ)  

FW 渡辺 彩香 (AS エルフェン狭山ＦＣ) 

 大滝 麻未 (早稲田大学) 

 菅澤 優衣香 (アルビレックス新潟レディース) 

 吉良 知夏 (浦和レッズレディース) 

計 20 名 

 31. U-20 日本女子代表候補 強化合宿（和歌山）の件 

  行事名：Ｕ-20 日本女子代表候補 強化合宿（和歌山） 

期 間：2月 9日(木)～13 日(月) 

場 所：和歌山県西牟婁郡上富田町 

 [スケジュール] 

2 月 9日(木) AM 集合     PM トレーニング 

10 日(金) AM トレーニング PM トレーニング 

11 日(土) AM トレーニング PM トレーニング 

12 日(日) AM トレーニング PM トレーニング 

13 日(月)  AM トレーニング  PM 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 本田 美登里 ((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 手塚 貴子  ((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) 

ドクター 絹笠 友則 (いちはら病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 見汐 翔太 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島/筑波大学大学院) 

総 務 宮崎 英津子 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 
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GK 池田 咲紀子 (浦和レッズレディース) 

 望月 ありさ (日テレ・メニーナ) 

DF 左山 桃子 (静岡産業大学磐田ボニータ) 

 中村 ゆしか (関東学園大学) 

 浜田  遥 (スペランツァ FC 大阪高槻) 

 高木 ひかり (常葉学園橘高等学校) 

 鈴木 里奈 (常盤木学園高等学校) 

 村松 智子 (日テレ・ベレーザ) 

MF 藤田 のぞみ (浦和レッズレディース) 

 柴田 華絵 (浦和レッズレディース) 

 高野 紗希 (FC 高梁吉備国際大学) 

 川島 はるな (JFA アカデミー福島) 

 田中 陽子 (JFA アカデミー福島) 

 仲田 歩夢 (常盤木学園高等学校) 

 猶本  光 (福岡 J・アンクラス) 

 中里  優 (日テレ・メニーナ) 

FW 西川 明花 (FC 高梁吉備国際大学) 

 横山 久美 (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) 

 道上 彩花 (常盤木学園高等学校) 

 川原 奈央 (日ノ本学園高等学校) 

計 22 名 

 32. U-17 日本女子代表候補 強化合宿（和歌山）の件 

  行事名：U-17 日本女子代表候補 強化合宿（和歌山） 

期 間：2月 9日(木)～13 日(月) 

場 所：和歌山県西牟婁郡上富田町 

[スケジュール] 

2 月 9日(木) AM 集合     PM トレーニング 

10 日(金) AM トレーニング PM トレーニング 

11 日(土) AM トレーニング PM トレーニング 

12 日(日) AM トレーニング PM トレーニング 

13 日(月)  AM トレーニング  PM 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    ：高倉 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  ：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) 

ドクター   ：能瀬 さやか (八戸クリニック) 

ドクター   ：小林 拓馬  (札幌医科大学)※2/10 まで 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：中野 江利子((株)新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ) 
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ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：見汐 翔太 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島/筑波大学大学院) 

主 務    ：宮崎 英津子((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手]  

GK 井上 ねね （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

 
平尾 知佳 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）※体調不良のため 2/10 離脱 

DF 松原 有沙 （大商学園高等学校） 

 
三宅 史織 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

 
乗松 瑠華 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

 
土光 真代 （日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ） 

 
清水 梨紗 （日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ） 

 
万屋 美穂 （FCヴィトーリア） 

MF 井上 綾香 （河内 SCジュベニール） 

 
成宮  唯 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

 
中村 みづき （浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ） 

 
伊藤 美紀 （常盤木学園高等学校） 

 
野口 彩佳 （十文字高等学校） 

 
平田 美紀 （常盤木学園高等学校） 

 
隅田  凜 （日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ） 

 
籾木 結花 （日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ） 

 
水谷 有希 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）※追加招集 

 
長谷川 唯 （日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ） 

FW 増矢 理花 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

 
中井 仁美 （日ノ本学園高等学校） 

 
小島 美玖 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）※参加辞退 

 
白木 星 （ノルディーア北海道） 

 
園田 瑞貴 （京都精華女子中学校） 

計 23名 

 33. 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 トレーニングキャンプ 

期 間：2月 19 日（日）～22日（水） 

場 所：千葉県千葉市 

 [スケジュール] 

 2 月 19 日(日) 集合 

20 日(月) トレーニング 

21 日(火) トレーニング 

22 日(水) トレーニングマッチ vs. ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安、試合後 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   （(財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ株式会社） 

 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株式会社） 
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 ドクター    山口 徹    （群馬スポーツ医学研究所） 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  大岡 茂    （株式会社 R-body project） 

 総 務     倉田 研太郎  （(財)日本ｻｯｶｰ協会技術部） 

[選  手] 

 GK       川原 永光   （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

 GK       冨金原 徹   （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

 GK       藤原 潤    （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

 FP       木暮 賢一郎  （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

 FP       完山 徹一   （府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC） 

 FP       小宮山 友祐  （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

 FP       村上 哲哉   （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

 FP       高橋 健介   （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

 FP       松宮 充義   （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

 FP       北原 亘    （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

 FP       稲葉 洸太郎  （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

 FP       原田 浩平   （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

 FP       小曽戸 允哉  （ﾊﾞｻｼﾞｨ大分） 

 FP       星 翔太    （Al Rayyan/カタール） 

 FP       渡邉 知晃   （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

 FP       滝田 学    （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田） 

 FP       仁部屋 和弘  （ﾊﾞｻｼﾞｨ大分）          計 17 名 

 


