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2013年 6月 6日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2013 年度 第 3回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ総会 2013報告の件 

  5月 31日にＦＩＦＡ総会 2013がモーリシャスで開催された。主な決定事項は以下の通り。 

＜2012年の財務諸表・2014年予算＞ 

 2012 年の財務諸表が承認された。収入は 1,166百万ＵＳドル、支出は 1,077百万ＵＳドル  

で、89百万ＵＳドルの黒字である。 

 2014年予算が承認された。支出予算は 1,412百万ＵＳドルである。 

＜人種差別・偏見に対する戦い＞ 

 決議が採択された。この決議は「教育、予防、制裁」という 3原則で構成されていて、 

「制裁には、勝点の減点や降格」も含まている。 

＜ＦＩＦＡワールドカップの開催国決定＞ 

  ＦＩＦＡワールドカップの開催国は、理事会が候補を 3協会まで絞り込み、総会にて決  

する。 

  一度の総会で決定するＦＩＦＡワールドカップの開催国は、一大会のみとする。 

＜ＦＩＦＡ理事会メンバー、監査・コンプライアンス委員会メンバー、 

司法機関メンバー インテグリティチェック（身元調査）の実施＞ 

 選挙前にインテグリティチェック（身元調査）を実施する。 

＜ＦＩＦＡ会長 立候補者の条件＞ 

 立候補には、5協会以上の支持を要する。 

 立候補直前の 5年間の内、2年間はサッカーに積極的な役割を担っている。 

＜英国 4協会から選出されていたＦＩＦＡ副会長＞ 

 英国 4協会から選出されていたＦＩＦＡ副会長を、今後はＵＥＦＡ（欧州大陸連盟）から 

選出する。 

＜ＦＩＦＡ理事会メンバーの年齢制限・在任期間＞ 

 事前に意見の一致に至らなかったため、ＦＩＦＡ総会 2013には諮らず、来年の総会に諮 

ることとした。 

＜選手代理人規定＞ 

 現行のライセンスシステムを廃止し、最低限の基準を創設する。そして、仲介人の登録シ

ステムを創設する。新規定は作成中であり、今後の理事会とＦＩＦＡ総会 2014に諮る。 

＜監査・コンプライアンス委員会メンバー、司法機関委員会メンバーの選出＞ 

 監査・コンプライアンス委員会、司法機関委員会（規律委員会、不服申し立て委員会、倫   

理委員会）のメンバーが選出された。 

＜レビィー（課徴金）の廃止＞ 

  国際Ａマッチやオリンピック予選の際にＦＩＦＡに支払うこととしていたレビィー（課徴 

金）を 2015 年 1月 1日より廃止する。 

 

 



報告事項 

2013/6/6 第 3回理事会 

2 

 2. ＦＩＦＡ女性理事選挙 2013報告の件  

  5 月 31 日にＦＩＦＡ総会 2013 がモーリシャスにて開催され、女性理事につき、選挙に先駆け以

下を決定し、その後選挙を実施した。 

1.Paula Kearns 氏（ニュージーランド）が、立候補を取り下げた。 

2．次点と次々点者（計 2名）は、任期 1年の特任理事に就任する。 

＜選挙結果＞   ＜就任と任期＞ 

Lydia Nsekera （ブルンジ）    95票   ＦＩＦＡ女性理事（任期：2013-2016） 

Moya Dodd  (オーストラリア)   70票   ＦＩＦＡ女性特任理事（任期：2013-2014） 

Sonia Bien-Aime（ﾀｰｸｽ・ｶｲｺｽ諸島）38票   ＦＩＦＡ女性特任理事（任期：2013-2014） 

 3. ＦＩＦＡ理事会報告の件 

  5月 28日にＦＩＦＡ理事会がモーリシャスで開催された。主な決定事項は以下の通り。 

＜改革プロセス関連＞ 

「反人種的偏見と差別のＦＩＦＡタスクフォース」より人種的偏見や差別に対する戦いへの  

決議案が提出され、全面的な同意を受けた。 

「在任期間」および「年齢制限」に関する改革案については、加盟協会およびその大陸連盟 

間で合意に達しなかったため、更なる分析と検討が必要であり、よって、両事項に関しては 

ＦＩＦＡ総会 2014における議題に挙げられることが決定した。 

＜競技会関連＞ 

ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップ 2015の開催国は、ポルトガルとすることが決定 

した。 

ＦＩＦＡフットサルワールドカップ 2016の開催国は、コロンビアとすることが決定した。 

ＦＩＦＡの 2016・2017年の競技会の開催国は、2013年 12月に指名されることを決定した。 

ＣＯＮＣＡＣＡＦゴールドカップの日程（2013年 7月 7日-28日）が、国際試合カレンダー 

に追加された。 

＜加盟協会関連＞ 

スイス： 

カップ戦の決勝を 2014 年 5 月 25 日（2014ＦＩＦＡワールドカップ™の為の休止期間）に開

催する希望について、休止期間中に加盟協会主催の試合に出場出来るのは、ＦＩＦＡワー

ルドカップ™のメンバーに選出されていない選手のみであることが再確認された。 

イエメン： 

親善試合および公式試合の国内での試合開催に関する禁止措置撤廃を求める依頼があった

が、国内情勢に鑑み、安全上の理由から却下された。 

＜その他＞ 

ＣＯＮＭＥＢＯＬ会長のフィゲレド氏が、2014ＦＩＦＡワールドカップブラジル™組織委員 

会の委員長に指名された。 

 4. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合等派遣は、以下の通り。 

（役員） 

① AFC President’s Cup 2013 Group C 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：廣嶋禎数 
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期 間：５月３日～11日 

場 所：プノンペン/カンボジア 

（審判員） 

① AFC Champions League 2013 Group C 

審判員：飯田淳平、唐紙学志 

期 間：４月 27 日～５月２日 

場 所：エスファハーン/イラン 

② FIFA Seminar for Candidate referees for the FIFA Women's World Cup Canada 2015TM 

審判員：山岸佐知子、梶山芙紗子 

期 間：５月８日～19日 

場 所：チューリッヒ/スイス 

③ AFC Cup 2013 Round 16 

審判員：佐藤隆治、大塚晴弘、八木あかね 

期 間：５月 12 日～16日 

場 所：パダン/インドネシア 

④ AFC Cup 2013 Round 16 

審判員：東城穣、唐紙学志、越智新次、高山啓義 

期 間：５月 12 日～16日 

場 所：コルカタ/インド 

⑤ AFC Champions League 2013 Round 16 

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸、山本雄大 

期 間：５月 12 日～16日 

場 所：ドバイ/UAE 

⑥ AFC Champions League 2013 Round 16 

審判員：當麻政明、八木あかね、五十嵐泰之、飯田淳平 

期 間：５月 18 日～23日 

場 所：リヤド/サウジアラビア 

⑦ AFC Women’s Asian Cup 2014 Qualifiers Group A 

審判員：山岸佐知子、大畠千枝、手代木直美 

期 間：５月 18 日～27日 

場 所：ダッカ/バングラデシュ 

⑧ 中国スーパーリーグ 

審判員：福島孝一朗 

期 間：５月 25 日～27日 

場 所：長春/中国 

 5. 日本サッカーミュージアムの件 

  (１）入場者数報告 

    5 月 3,501 人  1 日平均 129.7 人 

 （2012 年:3,585 人 2011 年:4,442 人 2010 年:3,350 人 2009 年:4,191 人  2008 年：3,795 人） 
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(２）NHK「世界を青く！日本代表に熱い応援を～日本サッカーミュージアム＠NHK スタジオパーク～展」

（6/10～7/2：NHK スタジオパーク スタジオギャラリー）に協力。FIFA コンフェデレーションズカップ

関連収蔵品などを貸出。同会場とミュージアム間でスタンプラリーを開催予定 

(３）5 月 26 日（日）まで開催された「J リーグ 20 周年記念写真展」（東京タワー1 階特設会場）を移設し、 

5 月 28 日（火）より 7 月 15 日（祝/月）まで 1 階ヴァーチャルスタジアムにて開催 

 6. 海外遠征申請の件 

  （1）社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 常盤木学園高校 （女子） 

遠征期間 2013 年 7月 8日（月）～22日（月） 

遠 征 先 ミネソタ州ブレイン市/アメリカ 

（2）社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 東北学院高校 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 7月 25 日（木）～29日（月） 

遠 征 先 光州広域市/韓国 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム フットボールクラブ深谷 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 7月 27 日（土）～8月 3日（土） 

遠 征 先 高陽/韓国 

（4）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 武蔵丘短期大学シエンシア （女子） 

遠征期間 2013 年 8月 5日（月）～16日（金） 

遠 征 先 ロンドン/英国 

（5）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム さいたま市高校選抜サッカー選手団 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 7月 23 日（火）～30日（火） 

遠 征 先 調整中/ドイツ 

（6）公益社団法人 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 U-15 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 7月 24 日（水）～8月 4日（日） 

遠 征 先 サンパウロ/ブラジル 

（7）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスプライマリー追浜 （第 4種） 

遠征期間 2013 年 7月 22 日（月）～25日（木） 

遠 征 先 台北市・高雄市/台湾 

（8）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県西部掛川地区高校選抜 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 7月 26 日（金）～30日（火） 

遠 征 先 江原道横城郡・ソウル市/韓国 

（9）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 田原フットボールクラブ （第 3種） 
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遠征期間 2013 年 7月 26 日（金）～29日（月） 

遠 征 先 ソウル特別市/韓国 

（10）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 浜松市立高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 7月 21 日（日）～24日（水） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（11）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡トレーニングセンター U-12 （第 4種） 

遠征期間 2013 年 7月 28 日（日）～30日（火） 

遠 征 先 京畿道竜仁市/韓国 

（12）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 細江ジュニアフットボールクラブ （第 4種） 

遠征期間 7月 20日（土）～28日（日） 

遠 征 先 アシュバートン市/ニュージーランド 

（13）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム 津ラピドフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 7月 29日（月）～8月 1日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（14）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム Ibaraki FC（選抜） （第 3種） 

遠征期間 2013 年 7月 13 日（土）～22日（月） 

遠 征 先 ミネソタ州ブレイン市/アメリカ 

 7. 標章使用申請の件  

  （1）申請団体： 一般社団法人長野県サッカー協会 

   使用目的： 社員総会資料表紙 600部、封筒 1,000部 

（2）申請団体： 一般社団法人京都府サッカー協会 

   使用目的： 表札 （パネルサイズ W400×H200） 1枚 

（3）申請団体： 一般社団法人長崎県サッカー協会 

   使用目的： 集合袖看板（両面）1箇所・事務所壁 3箇所 

 8. 2012年度 フットサルＢ級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№1 

 9. 2012年度 フットサルＣ級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№2 

 10. 第 93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 組み合わせの件 

  （報告）資料№3 

第 93回天皇杯全日本サッカー選手権大会の組み合わせが、天皇杯実施委員会（5/20開催）にお

いて、以下の通り決定した。 

＜組み合わせ＞ 

別紙参照 

＜会場一覧（1回戦～2回戦）＞ 
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【1 回戦】開催日：8月 31 日（土）、9月 1日（日） 

・北海道 8月 31日 札幌厚別公園競技場 

・青森  9月 1日   十和田市高森山総合運動公園球技場 

・岩手  9月 1日   盛岡南公園球技場 

・秋田  9月 1日   秋田市八橋運動公園陸上競技場 

・茨城  8月 31 日 笠松運動公園陸上競技場 

・栃木  8月 31 日  栃木県グリーンスタジアム 

・群馬  9月 1日   群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 

・山梨  8月 31 日  山梨中銀スタジアム 

・長野  8月 31日  佐久総合運動公園陸上競技場 

・石川  9月 1日   石川県西部緑地公園陸上競技場 

・福井  8月 31 日  テクノポート福井スタジアム 

・三重  8月 31 日  三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場メイン G 

・岐阜  9月 1日   岐阜メモリアルセンター⻑良川球技メドウ 

・京都  8月 31日  京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

・奈良  9月 1日   奈良県立橿原公苑陸上競技場 

・和歌山 9月 1日   桃源郷運動公園陸上競技場 

・鳥取  9月 1日   とりぎんバードスタジアム 

・広島  9月 1日   福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 

・徳島  8月 31 日  鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 

・香川  8月 31 日  香川県営サッカー・ラグビー場 

・長崎  8月 31 日  長崎県総合運動公園陸上競技場 

・熊本  9月 1日   うまかな・よかなスタジアム 

・鹿児島 9月 1日   鹿児島県立鴨池陸上競技場 

・沖縄  8月 31日  沖縄県総合運動公園陸上競技場 

【2 回戦】開催日：9月 7日（土）、8日（日） 

・北海道 9月 7日   札幌厚別公園競技場 

・宮城  9月 7日   ユアテックスタジアム仙台 

・山形  9月 7日   ＮＤソフトスタジアム山形 

・茨城  9月 7日   県立カシマサッカースタジアム 

・茨城  9月 7日   ケーズデンキスタジアム水戸 

・栃木  9月 7日   栃木県グリーンスタジアム 

・埼玉  9月 7日   浦和駒場スタジアム 

 ・埼玉  9月 7日   NACK5 スタジアム大宮 

・千葉  9月 7日   日立柏サッカー場 

 ・千葉  9月 8日   フクダ電子アリーナ 

・東京  9月 7日   味の素スタジアム 

 ・東京  9月 8日   味の素フィールド西が丘 

・神奈川 9月 8日   ニッパツ三ツ沢球技場 

 ・神奈川 9月 8日   等々力陸上競技場 
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 ・神奈川 9月 8日   Shonan BMWスタジアム平塚 

・山梨  9月 7日   山梨中銀スタジアム 

・長野  9月 7日   松本平広域公園総合球技場 

・新潟  9月 7日   東北電力ビッグスワンスタジアム 

・石川  9月 8日   石川県西部緑地公園陸上競技場 

・静岡  9月 7日   IAIスタジアム日本平 

 ・静岡  9月 8日   ヤマハスタジアム（磐田） 

・愛知  9月 8日   名古屋市港サッカー場 

・京都  9月 8日   京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

・大阪  9月 8日   キンチョウスタジアム 

 ・大阪  9月 8日   万博記念競技場 

・兵庫  9月 8日   三木総合防災公園陸上競技場 

・鳥取  9月 8日   とりぎんバードスタジアム 

・岡山  9月 8日   kanko スタジアム 

・広島  9月 8日   福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 

・佐賀  9月 8日   ベストアメニティスタジアム 

・熊本  9月 8日  うまかな・よかなスタジアム 

・大分  9月 8日   大分銀行ドーム 

 11. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  （新規） 

1．公認申請者：富山県滑川市（なめりかわし） 

施設名：フットボールセンター富山 

施設所有者：滑川市長 上田 昌孝（うえだ まさたか） 

ロングパイル人工芝：モンドターフ NSF (Monofibre 3NX 60 AS STAR THERMO) /クリヤマ㈱ 

公認期間：2013 年 6月 6日～2016年 6月 5日 

公認番号：第 146 号 

＜特記事項＞ 

モンドターフ NSF (Monofibre 3NX 60 AS STAR THERMO) /クリヤマ㈱は製品検査（ラボ

テスト）を完了し、ＪＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。 

公認規程に基づき 2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：山形県庄内町（しょうないまち） 

施設名：庄内町八幡スポーツ公園サッカー場 

施設所有者：庄内町長 原田 眞樹（はらだ まき） 

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：2013 年 6月 6日～2016年 6月 5日 

公認番号：第 147 号 

＜特記事項＞ 

ハイブリッドターフ(XP-62) /住友ゴム工業㈱は製品検査（ラボテスト）を完了し、Ｊ

ＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。 
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公認規程に基づき 2回の検査（フィールドテスト）を実施し、ＪＦＡロングパイル人

工芝基準を満たしている。 

 12. 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：5月 18 日（土）～ 21日（火） 

場  所：静岡県裾野市/時之栖スポーツセンター 

［スケジュール］ 

5月 18日(土) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙﾃｽﾄ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

19日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾑ分析（ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞの視察から）・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

20日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾑ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

21日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾑ → 解散 

［スタッフ］ 

監督  ： 吉田  弘 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ｺｰﾁ  ： 浮田あきな （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／釧路ﾘﾍﾞﾗﾙﾃｨ） 

ｺｰﾁ  ： 淀川 知治 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ｺｰﾁ  ： 高須 理稔 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

ｺｰﾁ  ： 大部 由美 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ）※5/18-20 

ｺｰﾁ  ： 髙倉 麻子 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ）※5/19-21 

GK ｺｰﾁ ： 小林  忍 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 小林 拓馬 （札幌医科大学） 

総務  ： 今関 葉子 （JFA女子部） 

［選手］ 

GK  和田 涼花 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

本間 珠幸 （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） 

山下 莉奈 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

FP  柴山 史菜 （愛知県：NGU名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

宮本 麻衣 （京都府：京都精華女子中学校ｻｯｶｰ部） 

軍司 美玖 （茨城県：MITO EIKO FC 茨城 ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

林  涼香 （福岡県：ｵｴｽﾃ福岡 U15） 

髙山穂乃香 （岡山県：岡山湯郷 Belle espoir） 

原  海七 （兵庫県：INAC神戸ﾚｵﾈｯｻ U-15） 

広岡 里菜 （徳島県：徳島ﾗﾃｨｰｼｬ） 

中村 怜愛 （長崎県：FC ｴｽﾍﾟﾗﾝｻﾞ） 

山下 智代 （岡山県：FC EFFRONTE） 

渡  ユキ （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） 

中川  渚 （京都府：木津中学校ｻｯｶｰ部） 

小浦まりな （佐賀県：FC ALEGRE CAMINHO） 

船木 和夏 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

井上  萌 （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） 

廣崎 日向 （三重県：伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくﾉ一ｻﾃﾗｲﾄ） 
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轡田  歩 （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） 

三浦 晴香 （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） 

大河内友貴 （北海道：FC Jubelgol U15） 

大谷 望月 （熊本県：FCK MARRY GOLD KUMAMOTO ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

菅野 奏音 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

望月 麻央 （静岡県：東海大学付属翔洋高等学校中等部 女子ｻｯｶｰ部） 

山上ひとみ （岡山県：岡山湯郷 Belle espoir） 

渋川 鈴菜 （兵庫県：INAC神戸ﾚｵﾈｯｻ U-15） 

城本  歩 （愛媛県：AC.MIKAN） 

遠藤 千広 （静岡県：東海大学付属翔洋高等学校中等部 女子ｻｯｶｰ部） 

紺野 真優 （茨城県：小美玉ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ） 

松田 紫野 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ）          計 30名 

※JFAアカデミー福島・堺との合同合宿として行い、中学 1年生の選手が福島から 5人、堺から

12人参加した。 

 13. 2013年度 ナショナルトレセン U-14（前期）活動の件 

   行事名：ナショナルトレセン U-14    

期  間：５月 23 日(木)～26日(日) 

場  所：東日本 岩木山総合公園（青森県弘前市） 

関 東 時之栖スポーツセンター（静岡県御殿場市・裾野市） 

中日本 七尾市和倉温泉多目的グラウンド(石川県七尾市) 

西日本 大分スポーツ公園 サッカーラグビー場（大分県大分市） 

［スケジュール］ 

５月 23日(木) 集合・トレーニング 

24日(金) トレーニング  

25日(土) トレーニング 

26日(日) ゲーム・解散 

［スタッフ］※開催地域のチーフ 

開催地域：東日本（北海道・東北） 

山﨑 茂雄 ※ （JFA ナショナルトレセンコーチ/東北） 

山橋 貴史  （JFA ナショナルトレセンコーチ/北海道） 

菊池 利三  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東北） 

山路 嘉人  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東北） 

井上 祐   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/東北） 

望月 数馬  （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/担当地域なし） 

開催地域：関東 

大野 真 ※  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東） 

福井 哲   （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

須藤 茂光    （JFA ナショナルトレセンコーチ/担当地域なし） 

楠本 晃義  （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/関東） 

柳楽 雅幸  （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/関東） 
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開催地域：中日本（東海・北信越・関西） 

西村 昭宏※  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関西） 

内山 篤   （JFAナショナルトレセンコーチ/東海） 

堀池 巧   （JFAナショナルトレセンコーチ/東海） 

木村 康彦    （JFA ナショナルトレセンコーチ/北信越） 

掛川 誠    （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/東海） 

慶越 雄二    （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/関西） 

開催地域：西日本（中国・四国・九州） 

橋川 和晃※ （JFA ナショナルトレセンコーチ/九州） 

猿澤 真治   （JFA ナショナルトレセンコーチ/四国） 

和泉 茂徳   （JFA ナショナルトレセンコーチ/四国・中国） 

島田 信幸   （JFA ナショナルトレセンコーチ/九州） 

加藤 寿一   （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/中国）  

墨屋 孝    （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/九州） 

［地域スタッフ］［選手］   

（報告）資料№4 

 

 14. 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：5月 19 日(日)～22日(水) 

場 所：大阪府堺市/J-Green堺 

[スケジュール] 

5月 19 日(日) PM集合  

5月 20 日(月) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

5月 21 日(火) 
AMトレーニング 

PMトレーニングマッチ vs 全日本大学選抜 ●1-4 

5月 22 日(水) 

 

AMトレーニングマッチ vs 大阪学院大学 △1-1 

終了後、解散 

 [スタッフ] 

監 督 鈴木 政一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 内山 篤 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 浜野 征哉 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 諸岡 孝俊 (兵庫医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

代表ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員)  

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 渋谷 飛翔 (横浜 FC) 
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高木和 徹 (清水エスパルスユース) 

 
田中 雄大 (青森山田高校)          ※追加招集 

DF 三浦 弦太 (清水エスパルス)         ※途中離脱 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18) 

 
内田 裕斗 (ガンバ大阪ユース) 

 
内山 裕貴 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
熊本 雄太 (東福岡高校) 

 
広瀬 陸斗 (浦和レッズユース) 

 
鯉沼 晃 (大宮アルディージャユース) 

 
石田 和希 (流通経済大学付属柏高校) 

MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 

 
松本 昌也 (大分トリニータ)         ※不参加 

 
谷村 憲一 (モンテディオ山形) 

 
田村 翔太 (湘南ベルマーレ)         ※途中離脱 

 
深井 一希 (コンサドーレ札幌) 

 
大山 啓輔 (大宮アルディージャユース)    ※追加招集 

 
川上 翔平 (FC東京 U-18) 

 
川辺 駿 (サンフレッチェ広島) 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 

 
青木 亮太 (流通経済大学付属柏高校) 

FW 関根 貴大 (浦和レッズユース) 

 
小屋松 知哉 (京都橘高校) 

 
越智 大和 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
宮市 剛 (中京大中京高校)         ※途中離脱 

 
木戸 皓貴 (東福岡高校) 

以上 26名 

 15. 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：5月 19 日(日)～22日(水) 

場 所：大阪府堺市/J-Green堺 

[スケジュール] 

5月 19 日(日) PM集合  

5月 20 日(月) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

5月 21 日(火) 
AMトレーニング 

PMトレーニングマッチ vs セレッソ大阪 U-18 △2-2 

5月 22 日(水) 

 

AM トレーニング 

PM トレーニング   終了後、解散 

[スタッフ] 

監 督 吉武 博文 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 
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コーチ 高畠 勉 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/川崎フロンターレ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 木村 康彦 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 森山 佳郎 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/サンフレッチェ広島) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 田島 一樹 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 三澤 辰也 (総合南東北病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 並木磨去光 (JFA/スポーツマッサージ・ナズー) 

代表ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員)  

総 務 池辺 友和 (JFA代表チーム部)  

 

[選 手]  

GK 永石 拓海 (高川学園高校) 

 
齋藤 和希 (セレッソ大阪 U-18) 

 
林 瑞輝 (ガンバ大阪ユース) 

 
阿部 航斗 (アルビレックス新潟ユース)    ※不参加 

DF 渡辺 良太郎 (前橋育英高校) 

 
野口 航 (熊本県立大津高校) 

 
宮原 和也 (サンフレッチェ広島) 

 
石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
北川 航也 (清水エスパルスユース) 

 
会津 雄生 (柏レイソル U-18) 

 
金岡 蓮 (カターレ富山 U-18) 

 
茂木 力也 (浦和レッズユース) 

 
坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

 
浦田 樹 (ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18) 

MF 瓜生 昂勢 (筑陽学園高校) 

 
土居 柊太 (浜松開誠館高校)         ※追加招集 

 
水谷 拓磨 (清水エスパルスユース) 

 
斎藤 翔太 (大宮アルディージャユース) 

 
鈴木 徳真 (前橋育英高校) 

 
杉山 雄太 (コンサドーレ札幌 U-18) 

FW 杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
山口 真司 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
渡辺 凌磨 (前橋育英高校) 

 
中村 文哉 (ガンバ大阪ユース) 

 
小川 紘生 (浦和レッズユース) 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪 U-18) 

以上 27名 
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 16. 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：5月 12 日(日)～18日(土) 

場 所：東京、大分 

[スケジュール] 

5月 12 日(日) 集合、トレーニング 

5月 13 日(月) トレーニング 

5月 14 日(火) 公式練習 

5月 15 日(水) 国際親善試合 フットサルアルゼンチン代表戦 第 1戦 ●1-5 

5月 16 日(木) 移動 

5月 17 日(金) 公式練習 

5月 18 日(土) 国際親善試合 フットサルアルゼンチン代表戦 第 1戦 △1-１ 

 
試合終了後、解散 

 [スタッフ] 

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリー) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ㈱) 

ドクター 原口 貴久 (東京医科大学整形外科) 

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 倉田 研太郎 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 川原 永光 (名古屋オーシャンズ) 

 
冨金原 徹  (デウソン神戸) 

FP 森岡 薫 (名古屋オーシャンズ) 

 

村上 哲哉 (シュライカー大阪) 

 
北原 亘 (名古屋オーシャンズ) 

 
稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 

小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 
星 翔太 (バルドラール浦安) 

 
渡邉 知晃 (名古屋オーシャンズ) 

 
滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
室田 祐希 (名古屋オーシャンズ) 

 

逸見 勝利 ラファエ

ル (アル・ワスル/UAE) 

以上 14名 

 17. フットサル日本女子代表強化合宿および強化試合の件 

  行事名：フットサル日本女子代表 強化合宿および強化試合 
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期 間：5月 12 日(日)～15日(水) 

場 所：東京都府中市 

[スケジュール] 

5月 12 日(日)  PM 集合 

13日(月)  AM/PM トレーニング 

14日(火)  AM/PM トレーニング  

15日(水)  AM トレーニング 

       16:00 vsF リーグ女子選抜 ○3-1（0-1） 

       試合後解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 在原 正明    (東急スポーツシステム㈱) 

コーチ    ： 石森 由紀    (東京都フットサル連盟) 

ドクター   ： 小林 拓馬    (札幌医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 前鶴 麻希     (ﾜｲｽﾞ・ｱｽﾘｰﾄ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ) 

総 務    ： 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

主 務    ： 山田 薫       (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 本多 さかえ (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 

秋元 麻陽 (arco-iris KOBE)  

 

齋田 由貴 (ベガルタ仙台レディース) 

FP 井野 美聡 (arco-iris KOBE) 

 

小出 夏美 (VEEX TOKYO Ladies) 

 

中島 詩織 (Diamante Logrono （スペイン）) 

 

坂田 睦 (SWHレディースフットサルクラブ)  

 

芝原 夏奈 (カフリンガボーイズ東久留米)  

 

関灘 美那子 (arco-iris KOBE) 

 
青山 実苗 (VEEX TOKYO Ladies)  

 
北川 夏奈 (丸岡 RUCK Ladies) 

 
北隅 春菜 (BORBOLETA FUTSAL)  

 
四宮 由美子 (VEEX TOKYO Ladies)  

 
吉林 千景 (VEEX TOKYO Ladies) 

 

[サポートメンバー] 5/12～5/14までチームに帯同 

FP 和泉 沙希 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

以上 15名 

 18. 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候補 トレーニングキャンプ 

期 間：5月 28 日(火)～31日(金) 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 
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5月 28 日(火) PM集合・トレーニング 

5月 29 日(水) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

5月 30 日(木) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

5月 31 日(金) 

 

AM トレーニング 

終了後、解散 

[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFA) 

ドクター 新城 宏隆 (琉球大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総 務 本間 一憲 (JFA 代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

 
後藤 将斗 (ドルソーレ北九州) 

FP 河原塚 毅 (ソーマプライア) 

 
中村 律臣 (FC URUMA) 

 
牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
新垣 隆 (ソーマプライア) 

 
尾田 博文 (東京レキオス BS) 

 
當間 正人 (ソーマプライア) 

 
小牧 正幸 (SPOSiC SHIZUOKA) 

 
鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
松田 圭祐 (AVANTE OSAKA) 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 

 
坂口 健人 (プラシア山口) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

以上 19名 

 

 19. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手制度の件 

    

  

選手名：三竿 雄斗 

所属歴：横河フットボールクラブジュニア→横河武蔵野フットボールクラブジュニア→ 

横河武蔵野フットボールクラブジュニアユース→ヴェルディユース→ 

東京ヴェルディ 1969 ユース→東京ヴェルディユース→早稲田大学ア式蹴球部 

所属元：早稲田大学ア式蹴球部 

受入先：湘南ベルマーレ 
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承認日：2013年 5月 8日 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

選手名：藤井 悠太 

所属歴：与野大戸サッカースポーツ少年団→Jrユースサッカークラブ与野→武南高等学校→ 

東洋大学体育会サッカー部 

所属元：東洋大学体育会サッカー部 

受入先：大宮アルディージャ 

承認日：2013年 5月 8日 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

選手名：松田 力 

所属歴：大阪セントラル FC→立正大学淞南高等学校→びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部 

所属元：びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部 

受入先：大分トリニータ 

承認日：2013年 5月 15日 

 20. 女子：特別指定選手制度の件 

  選手名：山下 杏也加（やました あやか） 

ポジション：GK 

年 齢：17 歳 

所属歴：KSC加平サッカー少年団［東京都］→東加平キッカーズ［東京都］→ 

足立 LFC［東京都］→村田女子高等学校［東京都］ 

所属元：村田女子高等学校［東京都］ 

受入先：日テレ・ベレーザ［東京都］ 

認定期間：6月 1日～11月 17日（なでしこ・チャレンジリーグ入れ替え戦最終戦） 

認定日：5月 30 日 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

選手名：三宅 史織（みやけ しおり） 

ポジション：DF 

年 齢：17 歳 

所属歴：真栄サッカースポーツ少年団［北海道］→JFAアカデミー福島［福島県］ 

所属元：JFAアカデミー福島［福島県］ 

受入先：INAC神戸レオネッサ［兵庫県］ 

認定期間：6月 1日～11月 17日（なでしこ・チャレンジリーグ入れ替え戦最終戦） 

認定日：5月 30 日 

 

 


