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2012 年 4月 12 日(木)    

公益公益公益公益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    

2012201220122012 年度年度年度年度    第第第第 1111 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. ＦＩＦＡ Ｕ－２０女子ワールドカップの件  

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№1111 

（１）ＦＩＦＡ U-20 Women's World Cup Japan 2012 開催について 

3 月 29 日・30 日に行われたＦＩＦＡ理事会において、マッチスケジュール（開催ベニューお

よび試合日）が正式に決定された。（添付資料：Match Schedule） 

開催ベニューについては、3月 6日から 11 日に行われたＦＩＦＡインスペクションの結果等を

踏まえて、以下にて決定した。 

� グループリーグ 

１）宮城県 宮城スタジアム（50,000 人収容） 

２）埼玉県 駒場スタジアム（21,500 人収容） 

３）兵庫県 神戸ユニバー記念競技場（45,000 人収容） 

４）広島県 広島ビッグアーチ（50,000 人収容） 

５）東京都 国立競技場（53,000 人収容） 

� 準々決勝 

１）埼玉県 駒場スタジアム（21,500 人収容） 

２）東京都 国立競技場（53,000 人収容） 

� 準決勝 

東京都 国立競技場（53,000 人収容） 

� 決勝および 3位決定戦 

     東京都 国立競技場（53,000 人収容） 

 

（２）ＦＩＦＡ U-20 Women's World Cup Japan 2012 日本組織委員会について 

以下のメンバーにて大会組織委員会を設立し、準備業務を進めていくこととする。 

委員長  小倉 純二  会長 

副委員長 大仁 邦彌  副会長 

副委員長 大東 和美  副会長 

副委員長 田嶋 幸三  副会長 兼 専務理事 

副委員長 小野 清子  一般社団法人日本女子サッカーリーグ 名誉会長 

副委員長 池田 浩美 

委 員  田中 道博  常務理事 

委 員  福林 徹   理事 

委 員  上田 栄治  理事 

委 員  松崎 康弘  理事 

委 員  田口 禎則  一般社団法人日本女子サッカーリーグ 専務理事 
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委 員  中村 潔   株式会社 電通 スポーツ局長 

委 員  鈴木 謙司  株式会社 フジテレビジョン 執行役員 スポーツ局長 

委 員  菅原 英俊  社団法人宮城県サッカー協会 専務理事 

委 員  松坂 孝   宮城県教育庁スポーツ健康課 課長 

委 員  横山 謙三  財団法人埼玉県サッカー協会 専務理事 

委 員  佐藤 裕之  埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課 課長 

委 員  金子 康   さいたま市 市民･スポーツ文化局 スポーツ文化部 

スポーツ振興課 参事 兼 課長 

委 員  植田 昌利  公益財団法人東京都サッカー協会 専務理事 

委 員  筑井 賢次  東京都スポーツ振興局スポーツ事業部 事業推進課長 

委 員  中桐 俊男  社団法人兵庫県サッカー協会 専務理事 

委 員  芦田 光巨  兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課 課長 

委 員  中村 俊彦  神戸市教育委員会事務局社会教育部 担当課長 

委 員  白井 孝司  公益財団法人広島県サッカー協会 専務理事 

委 員  田中 辰成  広島市 市民局 文化スポーツ部 スポーツ振興課 課長 

 2. ＦＩＦＡ理事会（3月 29日・30 日開催）報告 

  3 月 29 日・30日にＦＩＦＡ理事会がスイスで開催された。主な決定事項は以下のとおり。 

＜次回総会への提案＞ 

以下を 5月 24日・25 日に開催される総会（会場：ブタペスト）に提案することを決定した。

（総会に諮る理由は、規約の修正を伴うからである。） 

�  ＦＩＦＡ統治に関する大改革 

�  倫理委員会を調査機関と審議機関に分けること 

�  ＦＩＦＡ内での役務を担う特定の候補者を丹念に調査する役割を倫理委員会に持た

せること。 

�  監査委員会の責任を拡大し、監査・法令順守委員会とすること。 

�  倫理委員会と、監査・法令順守委員会の委員長を 2012 年総会にて別々の人を選出す

ること。 

�  ＦＩＦＡ理事に女性を登用することを 2012 年総会にて決定し、2013 年に選挙を実施

すること。 

�  ＦＩＦＡ加盟協会となる認定は、現在は当該大陸連盟が承認した後 2年を経過した後

としているが、これを大陸連盟が承認後直接とすること。 

�  ＦＩＦＡワールドカップ開催国決定は、ＦＩＦＡ理事会が提出するリストをもとにＦ

ＩＦＡ総会にて決定することを 2013 年のＦＩＦＡ規約に入れること。これは、2011 年

の総会で決定したことに沿った決定である。 

�  国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）を自己改革すること。 

＜ＦＩＦＡ財務報告＞ 

�  2011 年を 36 百万ＵＳドルの黒字（収入 1,070 百万ドル、支出 1,034 百万ドル）。支

出の 75 パーセントをＦＩＦＡイベントやサッカー発展プログラムに掛けている。 

�  2013 年支出予算を 944 百万ＵＳドルとすることを承認した。 
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＜選手保険＞ 

�  国際試合カレンダーにあるＡマッチを含む試合の全選手の保険を、当該協会に代わり

ＦＩＦＡが付保することをＦＩＦＡ総会に諮ることを決定した。予算は 100 百万ＵＳド

ルである。 

＜国際試合カレンダー2015-2018＞ 

�  以下を決定した。 

・2年サイクルとする。 

・月曜日から翌週の火曜日迄とした国際ウインドーを持つ 9 ダブルマッチデートとす

る。 

・ＵＥＦＡ以外の大陸連盟には、2016 年（ＥＵＲＯ開催年）に 1 ダブルマッチデート

を追加する。 

つまり； 

2014/2015 9 月/10 月/11 月/3 月/6 月 

2015/2016 9 月/10 月/11 月/3 月（+6月 ＵＥＦＡ以外） 

2016/2017 9 月/10 月/11 月/3 月/6 月 

2017/2018 9 月/10 月/11 月/3 月 

＜オリンピック競技会＞ 

�  Ｕ-23 の選手をクラブがリリースすることを義務とした。 

＜メディカル＞ 

�  ＦＩＦＡ大会において、高温多湿（31/32℃を超える）の場合は、体温冷却用に休憩

時間を入れることを承認した。 

 

＜加盟協会関連＞ 

�  インドネシアの国内リーグ問題の解決期日を 2012 年 3月 20 日から 2012 年 6月 15 日

に延長した。 

�  南スーダンはＣＡＦにて加盟協会に 2月に認定されたが、規約が不十分であり、それ

を修正することがＦＩＦＡ加盟協会となる条件とした。 

 

 3. ＡＦＣ理事会（3月 23日開催）報告 

  3 月 23 日にＡＦＣ理事会がマレーシアで開催された。主な決定事項は以下のとおり。 

＜ＡＦＣ年間最優秀選手賞＞ 

�  男子は以下の 3賞とする。 

・アジアでプレーするベストアジア選手 

・アジア外でプレーするベストアジア選手 

・アジアでプレーするベストアジア外選手 

上記に受賞対象選手は、今まで通りＡＦＣ Ａｗａｒｄｓへの出席が義務付けられる。 

ＡＦＣ Ａｗａｒｄｓは今まで 11 月に開催されていたが、日程を再考する。 

尚、女子年間最優秀選手賞は、今まで通り 1賞のみとする。 

＜競技会委員会関連＞ 

�  北マリアナ諸島ＦＡ（準加盟）は、以下の大会への参加資格を確認・承認した。 
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・確認した大会 

ワールドカップ予選、Ｕ-22/Ｕ-19/Ｕ-16 

・承認した大会 

チャレンジカップ（代表チーム大会）、プレジデンツカップ（ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ大会） 

�  ＡＦＣ Ｕ-22 2013 の決勝大会の日程を 2014 年 1 月 11 日（土）～26 日（日）とす

る。 

＜ＡＦＣグラスルーツ年＞ 

�  2013 年をＡＦＣグラスルーツ年とする。 

＜ＡＦＡＰ（ＡＦＣ財政援助プログラム＞ 

�  委員会名変更 

・名称を以下に変更する。 

（旧名称）            （新名称） 

ＡＩＤ27モニタリング委員会 → ＡＦＣ財政援助プログラム委員会 

・対象ＭＡ（サッカー先進国でない 32ＭＡｓ）への年間援助金額を増額した。 

（実質的旧金額）         （新金額） 

ＵＳ＄１２０，０００     → ＵＳ＄２５０，０００ 

 4. ＦＩＦＡ委員会の件 

  2012 年 3月に開催されたＦＩＦＡ委員会への出席者は以下の通り。 

3 月 26 日 加盟協会委員会          小倉会長 

審判委員会（パート 1）       上川審判委員 

27 日 クラブワールドカップ組織委員会  松﨑理事 

27 日 審判委員会（パート 2）            上川審判委員 

 5. 名義使用申請の件 

  申請団体：社団法人岩手県サッカー協会、防球ネット完成記念フットサル大会実行委員会 

行事名：グリーンピア三陸みやこアリーナ防球ネット完成記念フットサル大会 

場 所：グリーンピア三陸みやこアリーナ（岩手県宮古市田老字向新田 148） 

期 間：4月 28 日(土)～29 日(日) 

主 催：社団法人岩手県サッカー協会、防球ネット完成記念フットサル大会実行委員会 

主 管：宮古市サッカー協会、沿岸支部４種委員会 

後 援：2012 静岡県チャリティ実行委員会、公益財団法人日本サッカー協会 

主 旨：東日本大震災より 1年が経過したが、沿岸被災地では、子供たちのスポーツ環境の整備

が未だ整っていない状況にある。こうした中、財団法人グリーンピア田老ならびに多く

のサッカーファミリーの皆様の協力により、「グリーンピア三陸みやこアリーナ」に防

球ネットが設置され、サッカーの試合ができるようになった。子供たちがサッカーを楽

しめる、新たな場所が誕生したことを記念し、小学生チームによるフットサル大会を開

催する。 
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 6. 競技会開催申請の件 

 

 

 

 （1）大 会 名 ：Ｆ2012 プレシーズンマッチ 

主   催：公益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、 

社団法人島根県サッカー協会 

主   管：日本フットサルリーグ、特定非営利活動法人浜田フットサルクラブ、 

(株)CASCAVEL FUTSAL CLUBE 

開 催 期 日：5月 3日（木） 

会   場：浜田市金城総合体育館「ふれあいジムかなぎ」 

参加チーム：ペスカドーラ町田、イタリアセリエＡ選抜チーム 

試合の種類：国際有料 

入 場 料 金：一般（アリーナ席・スタンド席）前売 1,500 円／当日 2,000 円 

             小中（アリーナ席・スタンド席）前売 1,000 円／当日 1,500 円 

（2）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：公益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、 

公益財団法人東京都サッカー協会、東京都フットサル連盟 

   主   管：日本フットサルリーグ、町田サッカー協会、(株)CASCAVEL FUTSAL CLUBE 

   開 催 期 日：6月 9日（土） 

   会   場：町田市立総合体育館 

   参加チーム：ペスカドーラ町田、バルドラール浦安、府中アスレティックＦＣ、 

         湘南ベルマーレ 

   試合の種類：国内有料 

   入 場 料 金：一般（グランドアリーナ席・アリーナ席・スタンド席） 

         前売 2,000 円／当日 2,500 円 

         小中（グランドアリーナ席）前売 1,000 円／当日 1,000 円 

         小中（アリーナ席・スタンド席）前売 500 円／当日 500 円 

（3）大 会 名 ：Ｆ2012 プレシーズンマッチ 

   主   催：公益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、一般財団法人静岡県サッカー協会、 

   静岡県フットサル連盟、Anguilla 浜松株式会社 

   開 催 期 日：5月 5日（ 土 ） 

   会   場：浜松アリーナ 

   参加チーム：アグレミーナ浜松、フウガ東京（関東リーグ）、 

   柏イーグルス TOR′82（関東リーグ）、デリッツァ磐田（東海リーグ）、 

   VEEX KIMURA FUTSAL CLUB（北信越リーグ）、広島エフ・ドゥ（中国リーグ） 

   試合の種類：国内無料 

（4）申 請 団 体：一般財団法人静岡県サッカー協会 

     大 会 名 ：第 26回全国少年少女草サッカー大会 

     主   催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会、 

   朝日新聞社、静岡市、全国少年少女草サッカー大会組織委員会 
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   主   管：全国少年少女草サッカー大会実行委員会 

   後   援：文部科学省（予定）、静岡県、静岡県教育委員会、静岡市議会 ほか 

   開 催 期 日：8月 10 日（金）～ 14 日（火） 

   会  場：アウトソーシングスタジアム日本平、静岡市内小・中学校グラウンドほか 

   参加チーム：男子 256 チーム、女子 32 チーム 

(5) 申請団体：一般社団法人兵庫県サッカー協会 

大 会 名：フットサルイタリアチャレンジ 2012 in 宝塚 

主  催：一般社団法人兵庫県サッカー協会 

フットサルイタリアチャレンジ 2012 in 宝塚実行委員会、 

特定非営利活動法人宝塚スポーツアンドフットボールクラブ 

協  賛：ロンヨンジャパン、大塚製薬 

後  援：宝塚市、宝塚市教育委員会、在大阪イタリア総領事館 

開催期日：4月 30日（月） 

会  場：宝塚市立スポーツセンター体育館 メインアリーナ 

参加チーム：イタリア選抜、関西選抜 

試合の種類：国際有料 

入場料金：一般（前売）1,000 円 （当日）1,500 円  

小学生（前売）500 円 （当日）1,000 円 

 7. 役員・審判員海外派遣の件 

  （役員） 

① AFC Elite Futsal Referee Recruiting Assessment Visit 2012 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：五十川 和也 

期 間：３月 31 日～４月２日（日程変更） 

場 所：バンコク/タイ 

② AFC Champions League 2012-Group E 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：４月１日～４日 

場 所：浦項/韓国 

③ AFC Champions League 2012-Group F 

ｱｾｯｻｰ：小幡 真一郎 

期 間：４月 14 日～20日 

場 所：ブリスベン/オーストラリア 

④ AFC Elite Men Referee Recruiting Assessment Visit 2012 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：上川 徹 

期 間：４月 21 日～23日 

場 所：香港 

⑤ AFC Elite Women Referee Recruiting 2012 Assessment Visit 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：大岩 真由美 

期 間：５月 10 日～13日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2012/4/12 第 1 回理事会 

7 

⑥ AFC Futsal Championship 2012 (FINAL) 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎 康弘 

期 間：５月 21 日～６月３日 

場 所：プノンペン/カンボジア 

（審判員） 

⑦ AFC Champions League 2012 – Group A 

審判員：西村 雄一、相樂 亨、名木 利幸 

期 間：３月 31 日～４月５日 

場 所：ドーハ/カタール 

⑧ AFC Champions League 2012 – Group C 

審判員：佐藤 隆治、西尾 英朗 

期 間：３月 31 日～４月５日 

場 所：エスファハン/イラン 

⑨ AFC Champions League 2012 – Group C 

審判員：東城 穣、大塚 晴弘、八木 あかね 

期 間：３月 31 日～４月５日 

場 所：ドバイ/UAE 

⑩ AFC Cup 2012-Group D 

審判員：飯田 淳平、相樂 亨 

期 間：４月８日～12日 

場 所：ゴア/インド 

⑪ AFC Champions League 2012 – Group A 

審判員：當麻 政明、大塚 晴弘、西尾 英朗 

期 間：４月 15 日～20日 

場 所：アブダビ/UAE 

⑫ AFC U14 Festival of Football 2012－East Region Preparatory Course for Festival Referees 

審判員：浅田 武士、梅田 智起 

期 間：４月 19 日～30日 

場 所：アブダビ/UAE 

⑬ AFC Cup 2012 – Group C 

審判員：高山 啓義、西尾 英明 

期 間：４月 21 日～26日 

場 所：ダーマン/サウジアラビア 

⑭ AFC Cup 2012 – Group A 

審判員：飯田 淳平、名木 利幸 

期 間：４月 22 日～27日 

場 所：マスカット/オマーン 

⑮ AFC Presidents’Cup 2012 

審判員：飯田 淳平 

期 間：５月２日～１０日 
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場 所：プノンペン/カンボジア 

⑯ AFC Futsal Championship 2012 (FINAL) 

審判員：延本 泰一、宮谷 直樹 

期 間：５月 21 日～６月３日 

場 所：ドバイ/UAE 

⑰ ツーロン国際大会 

審判員：山本 雄大、大塚 晴弘、西尾 英朗 

期 間：５月 21 日～６月３日 

場 所：ツーロン/フランス 

⑱ The Beach Soccer Championship 

審判員：櫻田 雅裕 

期 間：６月１日～15日 

場 所：カリフォルニア/アメリカ合衆国 

⑲ Asian Beach Games 2012 

審判員：小野寺 祐 

期 間：６月 14 日～23日 

場 所：海陽/中国 

 8. 東日本大震災復興支援活動の件 

  （１）日本赤十字社への義援金について 

218,211,452 円（2011 年 3 月～7月末／2011 年 8月 5 日振込済） 

43,206,250 円（2011 年 8月～2012 年 3月末／2012 年 4月 20 日振込予定） 

（合計）261,417,702 円 

※なお、日本赤十字社が募金終了予定を 2012 年 3月末から 2012 年 9月末に変更した為、JFA

も併せて 9月末までの予定で、引き続き義援金の募金を受け付ける。 

（２）東日本大震災復興支援活動（2011 年度・活動レポート）について 

（報告（報告（報告（報告）資料№）資料№）資料№）資料№2222    

 9. 海外遠征申請の件 

  （1）社団法人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 U15 （第 3種） 

遠征期間 5 月 26 日（土）～6月 5日（火） 

遠 征 先 カイロモンテノッテ/イタリア 

（2）公益財団法人東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都自治体職員サッカー連盟(選抜) （第 1種） 

遠征期間 5 月 11 日（金）～14 日（月） 

遠 征 先 ソウル特別市/韓国 

（3）公益財団法人東京都サッカー協会 

チ ー ム FC トリプレッタ Jrユース （第 3種） 

遠征期間 3 月 29 日（木）～4月 10 日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 
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（4） (社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横須賀選抜 U-12 （第 4種） 

遠征期間 4 月 25 日（水）～5月 2日（水） 

遠 征 先 ギヴァパ/フランス 

（5）財団法人岐阜県サッカー協会 

チ ー ム FC 岐阜 U-18 （第 2種） 

遠征期間 3 月 27 日（火）～4月 3日（火） 

遠 征 先 台中市/中国 

 10. 標章使用申請の件  

  （1）申請団体： 関西サッカー協会 

   使用目的： 協会旗 1 枚 

（2）申請団体： 特定非営利活動法人山形県サッカー協会 

 使用目的： 名刺作製 1 名分 100 枚 

（3）申請団体： 社団法人福井県サッカー協会 

使用目的：  身分証明書 3 名分  

 (4) 申請団体： 社団法人三重県サッカー協会 

使用目的： ①名刺作製 22 名分 各 100 枚 

      ②協会要覧表紙 700 部 

      ③3 種委員会総会資料表紙 150 部 

（5）申請団体： 公益社団法人滋賀県サッカー協会 

   使用目的： 協会旗 2 枚 

 11. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

    3 月 4,541 人  1 日平均 168.2 人 

 （2011 年 969 人 2010 年 2,594 人 2009 年 3,325 人 2008 年 3,383 人） 

2011 年度 67,776 人 1 日平均 168.2 人 

２）「なでしこ」出張展示（3月 27日～3月 31日） 

  宮城県仙台市の東北電力グリーンプラザにて「なでしこ」出張展示を仙台市、東北電力グリ

ーンプラザの協力により開催。2011FIFA 女子ワールドカップトロフィー、FIFA 年間最優秀

賞 3点他、全 11 点を展示した。会期中 9,418 人の方にご覧いただいた。 

27 日（火）1,747 人、28日（水）2,253 人、29 日（木）2,253 人、30日（金）1,834 人 

 12. 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：京都府京都市 

  施設名：京都市下鳥羽公園球技場 

  施設所有者：京都市長 門川 大作（かどかわ だいさく） 

  ロングパイル人工芝：ドリームターフ（PT2065RS+）/ 積水樹脂㈱ 

  公認期間：2012 年 4月 12 日～2015 年 4月 11 日 

  公認番号：第 25号 

  ＜特記事項＞ 
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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：兵庫県淡路県民局 

  施設名：兵庫県立淡路佐野運動公園 第３サッカー場 

  施設所有者：兵庫県淡路県民局長 藤原 道生（ふじわら みちお） 

  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 2月 9 日～2015 年 2月 8日 

  公認番号：第 34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：茨城県神栖市  

  施設名：神栖市矢田部サッカー場(Ａコート) 

  施設所有者：神栖市長 保立 一男（ほたて かずお） 

  ロングパイル人工芝：ＳＰターフ（65）/スポーツ施設㈱ 

  公認期間：2012 年 4月 13 日～2015 年 4月 12 日 

  公認番号：第 37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。 

(4)公認申請者：茨城県神栖市 

  施設名：神栖市矢田部サッカー場(Ｂコート) 

  施設所有者：神栖市長 保立 一男（ほたて かずお） 

  ロングパイル人工芝：ＳＰターフ（65）/ スポーツ施設㈱ 

  公認期間：2012 年 4月 13 日～2015 年 4月 12 日 

  公認番号：第 38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。 

 13. ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-13 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 U-13 トレーニングキャンプ 

期  間：3月 24 日（土）～ 27 日（火） 

場  所：時之栖スポーツセンター（静岡県御殿場市） 

［スケジュール］ 

3 月 24 日(土) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 

 25 日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ 

   ｹﾞｰﾑ：U-13 日本女子選抜 0-3・1-2・0-3 時之栖 FC（男子中学生） 

                                ※30 分×3本 
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 26 日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 27 日(火) ｹﾞｰﾑ：U-13 日本女子選抜 3-1・0-1・1-1 常葉学園橘中学校 

                         （女子中学生）※30 分×3本 

   解散 

［スタッフ］ 

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

ｺｰﾁ  ： 浮田あきな （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／北海道教育大学釧路校） 

GK ｺｰﾁ ： 轟 奈都子 （ｾﾚｯｿ大阪） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 女子部） 

［選手］ 

GK  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） 

   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） 

FP  高島 瑞希 （岡山県：FC EFFRONTE） 

   茨木美都葉 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

   神谷 育実 （兵庫県：FC VICTORIES） 

   福田 ゆい （愛知県：名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   谷川 琴音 （高知県 ：安芸市立清水ｹ丘中学校） 

   上東 梨奈 （愛媛県：ﾄﾚｰﾌﾙ FC） 

   原  衣吹 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

   平田  舞 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

   北川 夏奈 （福井県：丸岡 RUCK ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   目原 莉奈 （大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀ ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

   前川 美紀 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

   長嶋 玲奈 （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） 

   池田 茉央 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

   安藤百合香 （岩手県：水沢ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ FC･ﾌﾟﾘﾝｾｽ） 

   髙橋 楓姫 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

   南  萌華 （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） 

   大熊 良奈 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）           計 23 名 

 14. “未来のなでしこ”セレクションの件 

 行事名：”未来のなでしこ”セレクション 

期  間：3月 17 日（土）～ 18 日（日） 

場  所：時之栖スポーツセンター（静岡県御殿場市） 

［スケジュール］ 

3 月 17 日(土) 集合・実技（ﾊﾝﾄﾞﾊﾟｽｽｹﾞｰﾑ・ﾐﾆｹﾞｰﾑ等）・ﾚｸﾁｬｰ 

 18 日(日) ﾌｨｼﾞｶﾙﾃｽﾄ（40m 走・VMA ﾃｽﾄ等）・実技（ﾐﾆｹﾞｰﾑ等） 

応募者数：1069 人 

参加者：45 人 

    小 4 5 人／小 5 11 人／小 6 10 人／中 1 9 人／中 2 9 人／中 3 1 人 
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    ｻｯｶｰ経験者 35 人／ｻｯｶｰ未経験者 10 人 

ｻｯｶｰ以外の主な競技歴 陸上、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、               

ﾃﾆｽ、ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ等 

 15. フットサル 1級審判員認定の件 

  審判委員会で認定審査を実施し、次の者をフットサル1級審判員として認定した。 

板橋 海（関東）、寺島 日高（北海道） 

 16. 2011 年度 公認 A級コーチジェネラル養成講習会判定結果の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№3333 

 17. 2011 年度 公認 A級コーチ U12 養成講習会判定結果の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№4444 

 18. 2011 年度 公認 B級コーチ養成講習会判定結果の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№5555    

 19. 2011 年度 公認 GK-B 級コーチ養成講習会判定結果の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№6666 

 20. 2011 年度 公認 GK-C 級コーチ養成講習会判定結果の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№7777 

 

 21. 2012 年ユースディベロップメント体制の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№8888 

2012 年度のユースディベロップメント体制（地域ユースダイレクター、トレセンコーチ、 

JFA インストラクター）は別紙の通り。 

 22. 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：3月 11 日（日）～14日（水） 

場 所：東京/国立競技場 

[スケジュール] 

3 月 11 日（日） 集合・トレーニング 

3 月 12 日（月）トレーニング 

3 月 13 日（火）公式練習 

3 月 14 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 6戦 vs. U-23 バーレーン代表 ○2-0(0-0) 

              （国立競技場）試合後解散 

 [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) 
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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 鈴木 英一 (汐見台病院) 

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 菊島 良介 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

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) 

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) 

 
清武 弘嗣 (セレッソ大阪) ※1 

 
山村 和也 (鹿島アントラーズ) 

 
東 慶悟 (大宮アルディージャ) 

 
山口 螢 (セレッソ大阪) 

 
扇原 貴宏 (セレッソ大阪) 

FW 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 

 
大津 祐樹 (ボルシア MG/ドイツ) ※1 

 
齋藤 学 (横浜 F・マリノス) 

 
工藤 壮人 (柏レイソル) 

 
原口 元気 (浦和レッズ) 

  ※1追加招集 

計 21名 

 23. Ｕ-19（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-19（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表候補 トレーニングキャンプ 
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期 間：3月 11 日（日）～14日（水） 

場 所：千葉県市原市 

[スケジュール] 

03月11日 (日) 集合 

03月12日 (月) トレーニング 

03月13日 (火) トレーニング、 

03月14日 (水) 練習試合 vs 流通経済大学 △2-2/ vs ジェフ千葉 △1-1 解散 

[スタッフ] 

監 督 吉田 靖 (財団法人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 (財団法人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 浜野 征哉 (財団法人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 樋口 潤一 (獅子目整形外科病院) 

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

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

総務 添田 貢広 (財団法人日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

 

[選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス) 

 
池村 彰太 

(JFA アカデミー福島(神奈川大学)/福島県立富岡高

校) 

 
杉本 大地 (京都サンガ F.C.) 

 
中村 航輔 (柏レイソルユース/柏日体高校) 

DF 遠藤 航 (湘南ベルマーレ) 

 
櫛引 一紀 (コンサドーレ札幌) 

   山中 亮輔 (柏レイソル) 

 
犬飼 智也 (清水エスパルス)※1 

 
佐藤 和樹 (名古屋グランパス) 

 
前 貴之 (コンサドーレ札幌) 

 
奈良 竜紀 (コンサドーレ札幌)※2 

 
川口 尚紀 (アルビレックス新潟ユース/開志学園高校) 

 
岩波 拓也 (ヴィッセル神戸 U-18/ウィザス高校) 

 
植田 直通 (熊本県立大津高校) 

MF 大島 僚太 (川崎フロンターレ) 

 
田鍋 陵太 (名古屋グランパス) 

 
水野 泰輔 (名古屋グランパス) 

 
杉本 竜士 (東京ヴェルディ) 

MF 熊谷アンドリュー (横浜 F・マリノス) 

 
差波 優人 (青森山田高校(明治大学)) 

 
廣田 隆治 (FC 岐阜)※1 
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榊 翔太 (コンサドーレ札幌) 

 
原川 力 (京都サンガ F.C.) 

 
和泉 竜司 (市立船橋高校(明治大学)) 

 
野津田 岳人 (サンフレッチェ広島F.C.ユース/広島県立吉田高校) 

 
秋野 央樹 (柏レイソル U-18/千葉県立柏中央高校) 

FW 白崎 凌兵 (清水エスパルス) 

 
近藤 貫太 (愛媛 FC ユース(慶応義塾大学)) 

 
鈴木 武蔵 (アルビレックス新潟)※2 

 
木下 康介 (横浜 FC ユース/都立美原高校)※2 

 
※1 追加招集 ※2 参加辞退 

計 27名 

 24. Ｕ-17（Ｕ-20 ワールドカップ 2015）日本代表 サニックス杯の件 

  行事名：Ｕ-17（Ｕ-20 ワールドカップ 2015）日本代表サニックス杯 

期 間：3月 15 日（木）～20日（火） 

場 所：福岡県宗像市 

 

 

[スケジュール] 

03 月 15 日 (木) 移動、トレーニング 

03 月 16 日 (金) トレーニング 

03 月 17 日 (土) 
vs インテルミランユース(イタリア)(0-1 負) vs U-17 タイ代

表(5-0 勝) 

03 月 18 日 (日) vs メタン高校(韓国)(3-0 勝) 

03 月 19 日 (月) vs シテ高校(フランス)(3-1 勝) vs 東福岡高校(1-2 負) 

03 月 20 日 (火) vs アビスパ福岡 U-18(2-1 勝) 

[スタッフ] 

監 督 吉田 靖 (財団法人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 (財団法人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 浜野 征哉 (財団法人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 中島 秀彰 (九州歯科大学外科)3/15,16,19 

ドクター 清水 勇樹 (福岡労働衛生研究所)3/17 

ドクター 黒田 良 (くろだ整形クリニック)3/18 

ドクター 石井 一誠 (竹田医師会病院)3/20 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 (財団法人日本ｻｯｶｰ協会/スポーツマッサージ・ナズー) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

総務 添田 貢広 (財団法人日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

GK 阿波加俊太 (コンサドーレ札幌 U-18/札幌東陵高校) 

 
高木和 徹 (清水エスパルスユース/静岡サレジオ高校) 

DF ハーフナー・ニッキ (名古屋グランパス U18/学校法人 名古屋国際学園) 
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内田 裕斗 (ガンバ大阪ユース/追手門学院高校) 

 
内山 裕貴 (コンサドーレ札幌 U-18/札幌新川高校) 

 
畠中新之助 (東京ヴェルディユース/神奈川県立荏田高校) 

 
光永 祐也 (アビスパ福岡 U-18/九州産業大学附属九州高校) 

MF 望月 嶺臣 (滋賀県立野洲高校) 

   薮内 健人 (ガンバ大阪ユース/大阪府立堺西高校) 

 
松本 昌也 (JFA アカデミー福島/福島県立富岡高校) 

 
谷村 憲一 (岩手県立盛岡商業高校) 

 
大山 啓輔 

(大宮アルディージャユース/さいたま市立浦和高

校) 

 
川上 翔平 (FC 東京 U-18/東京都立中野工業高校) 

 
北川 柊斗 (名古屋グランパス U18/東海学園高校) 

 
渡辺 夏彦 (国学院大学久我山高校) 

 
川辺 駿 

(サンフレッチェ広島 F.C.ユース/広島県立吉田高

校) 

 
三島 頌平 (帝京大学可児高校) 

 
森 勇人 (名古屋グランパス U18/岡崎城西高校) 

FW 南野 拓実 (セレッソ大阪 U-18/興國高校)※2 

 
田村 翔太 (三重県立四日市中央工業高校)※1 

 
越智 大和 

(サンフレッチェ広島 F.C.ユース/広島県立吉田高

校) 

 
宮市 剛 (中京大学中京高校) 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディユース/日出学園高校) 

 
※1 追加招集 ※2 参加辞退 

                                                                            計 23 名 

 25. なでしこジャパン（日本女子代表）キリンチャレンジカップ 2012 の件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表） キリンチャレンジカップ 2012 

期 間：3月 26 日（月）～4月 6日（金） 

場 所：宮城県、大阪府、兵庫県 

[スケジュール] 

3 月 26 日(月) 集合・トレーニング 

3 月 27 日(火) トレーニング 

3 月 28 日(水) トレーニング 

3 月 29 日(木) トレーニング 

3 月 30 日(金) トレーニング 

3 月 31 日(土) 公式練習(仙台) 

4 月 1日(日)  キリンチャレンジカップ 2012 vs アメリカ代表 △1-1 

4 月 2日(月) 移動・トレーニング 

4 月 3日(火) トレーニング 

4 月 4日(水) 移動・公式練習 
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4 月 5日(木) キリンチャレンジカップ 2012 vs.ブラジル代表 ○4-1 

4 月 6日(金) ミーティング・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/びわこ成蹊

スポーツ大学) 

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 原 邦夫 (社会保険京都病院) 

ドクター 渥美 覚 (三重大学付属病院)*1 

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) 

                                   *1 3/27～3/29 帯同 

 [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) 

 矢野 喬子 (浦和レッズレディース) 

 南山 千明 (INAC 神戸レオネッサ) 

 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) 

 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) 

 熊谷 紗希 (1.FFC Frankfurt)  

MF 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 (アルビレックス新潟レディース) 

 中野 真奈美 (岡山湯郷 Belle) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 上辻 佑実 (ベガルタ仙台レディース) 

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) 
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計 23 名 

[練習生] 3/26～3/30 帯同 

GK 天野 実咲 (ベガルタ仙台レディース) 

FW 深澤 里沙 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

FW 吉良 知夏 (浦和レッズレディース) 
 

 26. Ｕ-20（Ｕ-20 女子ワールドカップ 2012）日本女子代表 フランス遠征の件 

  行事名：Ｕ-20（Ｕ-20 女子ワールドカップ 2012）日本女子代表 フランス遠征 

期 間：3月 27 日(火)～4月 6日(金) 

場 所：フランス 

[スケジュール] 

3 月 27 日(火) 集合（日航成田ホテル） 

28 日(水) 移動／フランス・パリ～リス市着／トレーニング 

    29 日(木) トレーニング 

30 日(金) トレーニング／親善試合 vs F.C.F.Juvisy  △2-2(0-1) 

31 日(土) トレーニング／親善試合 vs フランス女子Ｂ代表  ○3-0(1-0) 

4 月  1 日(日)トレーニング 

   2 日(月)トレーニング 

   3 日(月)トレーニング／親善試合 vs フランス女子Ｂ代表  ●1-2(1-1) 

4 日(火) トレーニング／パリ市内観光 

5 日(水) 移動 

6 日(金) 帰国・解散 

[スタッフ] 

団 長 本田 一男 (一般社団法人 日本女子サッカーリーグ理事長) 

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

コーチ 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 大岩 孝子 (静岡赤十字病院) 

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 宮﨑 英津子 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

 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) 

 木下 栞 (日テレ・ベレーザ) 

 中村 ゆしか (関東学園大学) 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2012/4/12 第 1 回理事会 

19 

 浜田 遥 (スペランツァ FC 大阪高槻) 

 高木 ひかり (早稲田大学) 

 和田 奈央子 (浦和レッズレディース) 

 村松 智子 (日テレ・ベレーザ) ※2 

MF 藤田 のぞみ (浦和レッズレディース) ※2 

 柴田 華絵 (浦和レッズレディース)※1 

 高野 紗希 (FC 高梁吉備国際大学)※1 

 川島 はるな (JFA アカデミー福島) 

 田中 陽子 (INAC 神戸レオネッサ) 

 仲田 歩夢 (INAC 神戸レオネッサ) 

 加藤 千佳 (浦和レッズレディース) 

 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

 中里 優 (日テレ・ベレーザ)  

FW 西川 明花 (FC 高梁吉備国際大学) 

 横山 久美 (岡山湯郷 Belle) 

 京川 舞 (INAC 神戸レオネッサ) 

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ) 

 道上 彩花 (常盤木学園高等学校) 

 ※1 追加招集 ※2 参加辞退 

計 23名 

 

 27. 日本女子ユース東北選抜 ブラジル遠征(2/25～3/8)の件 

  行事名：日本女子ユース東北選抜 ブラジル遠征 

期 間：2月 25 日(土)～3月 8日(木) 

場 所：ブラジル/サンパウロ 

 [スケジュール] 

2 月 25 日(土) 集合／首相官邸 表敬訪問 

26 日(日) 移動 

     27 日(月) サンパウロ着 

28 日(火) トレーニング／在サンパウロ日本総領事館 表敬訪問 

29 日(水) トレーニング 

3 月 01 日(木) トレーニングマッチ vs Associacao Portuguesa de Desportos ●0-1(0-0) 

              サンパウロ州主催 東日本大震災写真展 除幕式 参加 

02 日(金) 親善試合 vs Centro Olimpico de Treinamento e Pesquisa ○3-0(2-0) 

03 日(土) トレーニング 

    04 日(日) 親善試合 vs Clube Atletico Juventus  △1-1(0-0) 

     05 日(月) トレーニング／アルモニア学園(日系移民設立の学校) 表敬訪問 

     06 日(火) サントス厚生ホーム（日系移民設立の老人ホーム） 慰問 

     07 日(水) 移動 

     08 日(木) 帰国・解散 

[スタッフ] 
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団 長 田口 禎則 (一般社団法人 日本女子サッカーリーグ専務理事) 

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) 

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 松本 純 (大泉記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 藤本 栄雄 ((有)エスティーム) 

総 務 髙橋 健一 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

 GK 林崎 萌維 (常盤木学園高等学校) 

 杉浦 光 (聖和学園高等学校) 

DF 山守 杏奈 (JFA アカデミー福島) 

 高村 ちさと (常盤木学園高等学校) 

 渡辺 瑞稀 (福島県立富岡高等学校) 

 岡倉 海香 (常盤木学園高等学校) 

MF 松浦 渚 (常盤木学園高等学校) 

 吉武 愛美 (JFA アカデミー福島) 

 岡森 香沙音 (常盤木学園高等学校)  

 小須田 璃菜 (常盤木学園高等学校) 

 門井 恵美 (JFA アカデミー福島) 

FW 小島 ひかる (JFA アカデミー福島) 

 八幡 あすか (常盤木学園高等学校) 

 尾﨑 茜 (東北高等学校) 

 三輪谷 麻季 (聖和学園高等学校) 

 渡辺 千尋 (聖和学園高等学校)  

計 16 名 

 28. Ｕ-14 日本選抜 トレーニングキャンプの件 

行事名：Ｕ－14 日本選抜 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 Ｕ－14日本選抜 対 津工業高校 ○ ６－３ 

３月 24 日(土) トレーニング 

３月 25 日(日)  試合 Ｕ－14日本選抜 対 海星高校  ● １－３ 

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） 
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ドクター ：越智 宏徳（順天堂大学医学部付属順天堂医院） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：福浦 隆晃（筑波大学大学院） 

［選手］     

ＧＫ 羽野 匡哉 （兵庫県：兵庫ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

      松本 健太 （千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15） 

 ＦＰ 鎌田 啓義 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

小木曽 春樹（愛媛県：愛媛 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

長沼 洋一 （山梨県：U ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 

森島 司   （三重県：三重北勢ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

高嶋 由哉 （福井県：ALPHARD FC） 

岸 晃司  （神奈川県：川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15） 

松井 輝純 （福島県：ﾗｯｾﾙ郡山 FC） 

森 晃太  （愛知県：名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15） 

杉山 雄太 （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

川田 拳登 （埼玉県：大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

山﨑 海秀 （千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15） 

北野 晴矢 （大分県：ｽﾏｲｽ・ｾﾚｿﾝ） 

坂本 航輝 （大分県：ｶﾃｨｵｰﾗﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ U-15） 

石川 慧  （兵庫県：ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-15） 

邦本 宜裕 （福岡県：FOOTBALL CLUB NEO JUNIOR YOUTH） 

藤谷 壮  （兵庫県：ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-15） 

丸岡 悟  （徳島県：徳島市川内中学校） 

池庭 諒耶 （愛知県：名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15） 

宅野  海里 （島根県：益田市立益田中学校） 

黒川 淳史 （埼玉県：大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）      以上 22 名 

 29. プレジデンツ・ミッション(ＰＨＱ) 関連事項の件 

  （１）2011 年度ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）について 

（報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№9999 

（２）2011 年度ＪＦＡ登録者数について 

（報告）（報告）（報告）（報告）資料資料資料資料№№№№10101010 

 


