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2014年 1月 16日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014 年度 第 1回理事会 

報告事項 

 1. Ｊリーグ報告の件 

  （報告）資料№1 

(1)リーグ戦 

①順位 

②入場者数 

(2)リーグカップ戦 

①決勝トーナメント 

②入場者数 

(3)Ｊリーグアウォーズ 2013  

(4)2013Ｊユースカップ 

(5)Ｊ３リーグ参加クラブ（2014シーズン） 

(6)2013Ｊリーグ チェアマン総括（報道資料） 

 

 2. 技術委員及び審判委員 退任の件  

  J リーグテクニカルダイレクターであった上野山信行技術委員/審判委員が 2013 年 12 月 31 日付

をもってＪリーグテクニカルダイレクターを退任し、1 月 1 日より出向元のガンバ大阪へ帰任に

なった。これに伴って同氏より両委員辞任の申し入れがあり、これを受理した。 

 

 3. 日本サッカーミュージアムの件  

  (１)12月入場者数 

3,342人 1日平均 123.8 人 

（2012 年 2,257 人 2011年 2,918人 2010年 1,638人 2009年 1,695人） 

(２)2013年度入場者 

  27,609人 有料 25,273人 招待 2,336人  114.1人/日 

 （2013年 4月 1日～12月 31日 開館 242日） 

(３)開館 10 周年記念イベント他 

①トークイベント @ヴァーチャルスタジアム  全来場者 395名  

11/30（土） 小倉館長/宮本国際委員 「日本サッカーの歴史を振り返る」  

来場 104 名(一般 82＋招待 22) 

12/8（日）  早川ｺﾝﾃﾞｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ/前田トレーナー 「育成年代の体作り」 

来場 92 名(一般 78＋招待 14) 

12/14（土） 佐々木なでしこジャパン監督 「女子サッカーの魅力」 

来場 88 名（一般 75+招待 13） 

12/15（日） ザッケローニ SAMURAI BLUE監督 「プロサッカーの監督の仕事」 

来場 110 名（一般 77+招待 33） 
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②スポンサーパーティー「感謝の夕べ」 

 12月 19日（木）開催 

17:30～ カクテル形式にてミュージアム観覧 （ピッチ/地下 2階） 

18:30～ 立食パーティー(館長挨拶、イベント) （1階ヴァーチャルスタジアム） 

※出席者＝ミュージアム協賛社 63人、寄贈者/殿堂掲額者等 28人、JFA理事 11人他 

  ③12月 22日（日）開館 10周年記念日有料ゾーン無料開放 453人が入館 

  【これまでの開館記念無料開放日】 

 2008年 12月 22 日（月）296人、23日（祝/火）355人 

 2009 年 12 月 22日（火） 70人 

 2010 年 12 月 22日（水）197人 

 2011 年 12 月 22日（木）178人 

 2012 年 12 月 22日（土）175人 

④「日本サッカーミュージアム図録 温故知新」発刊 

   A4 版 全 65ページ 本体 2,000円+消費税 

2013年 12月 28 日より販売開始 

(４)文京ミューズフェスタ 2013 

文京区内にある博物館・美術館・庭園（33施設）などの合同イベントに参加 

会期 2013 年 12 月 19日（木） 

会場 ギャラリーシビック（文京シビックセンター1階） 

主催 文京区 文の京ミュージアムネットワーク 

2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 使用球、ユニフォームを展示 

 

 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への派遣は以下の通り。 

（役員） 

① EAFF Referees Committee 

委 員：上川 徹 

期 間：2013年 12月 1日～2日 

場 所：ソウル／韓国 

② Futsal Refereeing Instructors Course in Malaysia 

委 員：木村神津司 

期 間：2013年 12月 10日～16日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

③ AFC Futsal Referee Recruiting 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：松崎康弘 

期 間：2013年 12月 27日～28日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

④ ACL 2014東地区プレーオフ  

Chonburi  (タイ)vs.  Tampines Rovers (シンガポール) vs. South China (香港)の勝者 

試合日：2月 8日（土） 
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 マッチコミッショナー：青木 克史 

⑤ ACL 2014 グループ H  

Western Sydney Wanders (オーストラリア)vs. Ulsan Hyundai（韓国） 

試合日：2月 26 日（水） 

 マッチコミッショナー：平井 徹 

⑥ AFCカップ 2014 グループ G  

South China (香港)又は Sun Pegasus (香港) vs. XM Vissai (ベトナム） 

試合日：2月 26 日（水） 

マッチコミッショナー：貝瀬 智洋 

 

（審判員） 

① AFC Annual Awards 2013 

審判員：山岸佐知子、名木利幸 

期 間：2013年 11月 25日～27日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② AFC Men Referee & Assistant Referee Course –Part 1- 

審判員：西村雄一、東城 穣、飯田淳平、相楽 亨、名木利幸、越智新次、山内宏志 

期 間：2013年 11月 25日～27日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

③ AFC Men Referee & Assistant Referee Course –Part 2- 

審判員：當麻政明、佐藤隆治、山本雄大、五十嵐康之、八木あかね、大塚晴弘、唐紙学志 

期 間：2013年 12月 5日～11日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

④ IV TORNED MUNDIAL FUTBOL SALA 

審判員：小林裕之  

期 間：2013年 12月 11日～22日 

場 所：マドリッド／スペイン 

 

 5. 海外遠征申請の件 

  （1）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県立真岡高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3月 25日（火）～29日（土） 

遠 征 先 仁川広域市/韓国 

（2）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスユース （第 2種） 

遠征期間 1月 25日（土）～2月 5日（水） 

遠 征 先 グアダラハラ/メキシコ 

（3）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋グランパス （第 1種） 

遠征期間 2月 4日（火）～17日（月） 
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遠 征 先 チェンマイ・バンコク/タイ 

 

 6. 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：鹿児島県鹿児島地域振興局 

施設名：鹿児島県立 サッカー・ラグビー場 

施設所有者：鹿児島県鹿児島地域振興局 局長 灰床義博（ハイトコ ヨシヒロ） 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ(PT2065R) / 積水樹脂㈱ 

公認期間：2014 年 1月 16 日～2017年 1月 15日 

公認番号：第 155 号 

＜特記事項＞ 

 ドリームターフ(PT2065R) / 積水樹脂㈱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：福島県相馬市 

施設名：福島県相馬光陽サッカー場 人工芝 Eコート 

施設所有者：相馬市長 立谷秀清（タチヤ ヒデキヨ） 

ロングパイル人工芝：アストロピッチ-SL (ProN-60) / ㈱アストロ 

公認期間：2014 年 1月 16 日～2017年 1月 15日 

公認番号：第 156 号 

＜特記事項＞ 

 アストロピッチ-SL (ProN-60) / ㈱アストロは製品検査（ラボテスト）を完了し、ＪＦ

Ａ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。 

 

 7. 2013年度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 12名を 1級審判員として認定した。 

（合格者）        (地域協会・都道府県協会) 

原尾英祐（ハラオ エイスケ）   北海道協会・北海道  33歳 

船橋昭次（フナハシ アキツグ） 北海道協会・北海道  34歳 

橋本真光（ハシモト マサミツ） 東北協会 ・福島県  34歳 

加藤正和（カトウ マサカズ）   関東協会 ・群馬県  29歳 

松澤慶和（マツザワ ヨシカズ） 関東協会 ・神奈川県 30歳 

大峡 諭（オオバ サトル）     北信越協会・長野県  35歳 

竹長泰彦（タケナガ ヤスヒコ） 北信越協会・福井県  34歳 

須谷雄三（スタニ ユウゾウ）   関西協会 ・京都府  27歳 

浜本祐介（ハマモト ユウスケ） 関西協会 ・大阪府  25歳 

西村幹也（ニシムラ ミキヤ）   中国協会 ・鳥取県  34歳 
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塩津祐介（シオツ ユウスケ ）  九州協会 ・福岡県  35歳 

西水流優一(ニシズル ユウイチ）九州協会 ・鹿児島県 29歳 

※年齢は 2014年 1月 1日現在 

  

 8. 2013年女子 1級審判員認定の件 

  審判委員会で認定審査を実施し、下記の 1名を女子 1級審判員として認定した。 

（（合格者）        (地域協会・都道府県協会) 

緒方実央（オガタ ミオ）    九州協会  ・大分県  27歳 

※年齢は 2014年 1月 1日現在 

 

 9. レフェリーカレッジ修了の件 

  以下の受講生 4名が、当初定めた 2年間の定期講習、集中講習、地元講習の課程を修了した。 

9期生（2012 年入学生） 

（修了者）       (地域協会・都道府県協会) 

淺田武士（アサダ タケシ）  関東協会 ・千葉県  24歳 

阿部将茂（アベ マサシゲ）  関東協会 ・埼玉県  28歳 

田中玲匡（タナカ レオ）   北信越協会・新潟県  27歳 

国吉真樹（クニヨシ マサキ） 九州協会 ・沖縄県  29歳 

※年齢は 2014年 1月 1日現在 

 

 10. ナショナルトレセン女子 U-15の件 

    行事名： ナショナルトレセン女子 U-15 

期 間： 2013 年 12 月 13 日（金） ～ 16日（月） 

【東日本】 

場  所：鹿島ハイツスポーツプラザ（茨城県鹿嶋市） 

参加者数：選手 81 名 

（東北 14名／関東 26名／北信越 14名／東海 18名／JFAアカデミー福島 9名） 

      指導者講習会受講者 14名 

【西日本】 

場  所：J-GREEN堺（大阪府堺市） 

 参加者数：選手 86名 

（北海道 14 名／関西 19 名／中国 14 名／四国 14 名／九州 19 名／ JFA アカデミ

ー福島 6名） 

      指導者講習会受講者 34名 （14日 23名／15日 11名） 

 

 11. 2014年度 Ｓ級コーチライセンス養成講習会受講者の件 

  （報告）資料№2 

2014年度 Ｓ級コーチライセンス養成講習会受講者を別紙の通りとする。 

 

 



報告事項 

2014/1/16 第 1回理事会 

6 

 12. JFA エリートプログラム U-13 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業の件 

  行事名：JFAエリートプログラム U-13 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業  

期  間：2013年 12月 18日(水)～23日(月・祝) 

場  所：大分県/大分スポーツ公園 

［スケジュール］ 

12月 18 日(水) 集合・トレーニング 

12月 19 日(木) トレーニング  

12月 20 日(金) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13韓国代表 ●０－３ 

12月 21 日(土) トレーニング 

12月 22 日(日) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13韓国代表 ●１－２ 

12月 23 日(月・祝) トレーニング・解散 

［スタッフ］ 

監 督 ：池内 豊     （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ：橋川 和晃   （JFAナショナルトレセンコーチ） 

ＧＫコーチ ：川俣 則幸   （JFAナショナルトレセンコーチ） 

［選手］ 

ＧＫ     大本 竜司   （東京都：ＦＣ東京Ｕ－１５深川） 

吉田 ディアンジェロ（愛知県：名古屋グランパスＵ１５） 

ＦＰ    奥野 耕平   （大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

塩谷 周造   （兵庫県：ヴィッセル神戸Ｕ－１５） 

渡邉 俊介   （埼玉県：大宮アルディージャジュニアユース） 

河原 淳    （宮崎県：日章学園中学校） 

伊藤 綾汰   （宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

宮代 大聖   （神奈川県：川崎フロンターレ U-15） 

鈴木 冬一   （大阪府：セレッソ大阪Ｕ－１５） 

赤松 一優   （香川県：FCディアモ） 

瀬古 歩夢   （大阪府：セレッソ大阪Ｕ－１５） 

鈴木 駿之助  （神奈川県：横浜 F・マリノス） 

喜田 陽    （大阪府：セレッソ大阪Ｕ－１５） 

本間 至恩   （新潟県：アルビレックス新潟ジュニアユース） 

田村 祐二朗  （静岡県：JFAアカデミー） 

河合 駿    （岡山県：ファジアーノ岡山 Ｕ－１５） 

鬼頭 克満   （岐阜県：ＦＣ岐阜Ｕ－１５） 

池田 蓮    （北海道：コンサドーレ札幌Ｕー１５） 

栗野 健翔   （宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

手嶋 秀    （愛知県：名古屋グランパスＵ１５）   

                          以上 20名 
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 13. 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：2013年 12月 24日(火)～28日(土) 

場  所：大分県/大分スポーツ公園 

［スケジュール］ 

12月 24 日(火) 集合・トレーニング 

12月 25 日(水) トレーニング 

        試合 Ｕ－14日本選抜 対 大分トリニータＵ18 ●２－６ 

12月 26 日(木)  トレーニング 

12月 27 日(金)  トレーニング 

                試合 Ｕ－14日本選抜 対 大分高校 ●１－４ 

12月 28 日(土)  移動・解散 

［スタッフ］ 

監 督 ：山橋 貴史   （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ：猿澤 真治   （JFAナショナルトレセンコーチ） 

ＧＫコーチ ：須永 純    （JFAナショナルトレセンコーチ） 

［選手］ 

ＧＫ     光藤 諒也   (大阪府：セレッソ大阪Ｕ－１５) 

牧野 恋音   (静岡県：ジュビロ磐田Ｕ－１５) 

ＦＰ    中野 優太   (香川県：Ｆ．Ｃ．コーマラント) 

田川 亨介   (長崎県：雲仙アルディート) 

新井 光    (長野県：ＡＣ長野パルセイロＪｒＹ) 

吉田 雄汰朗  (愛知県：名古屋グランパスＵ１５) 

佐藤 颯汰   (宮崎県：日章学園中学校) 

立川 将吾   (埼玉県：浦和レッドダイヤモンズジュニアユース) 

遠藤 直弥   (奈良県：天理フットボールクラブ) 

佐藤 悠太   (神奈川県：横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

中川 創    (千葉県：柏レイソルＵ－１５) 

増田 周大   (石川県：城辺中学校) 

山川 紗京   (北海道：宮城県：プログレッソ十勝ＦＣ Ｕ－１５) 

郷家 友太   (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

佐藤 昴    (新潟県：長岡ジュニアユースフットボールクラブ) 

坂井 剛    (福島県：ＦＣレグノウァ) 

蒔田 哲平   (兵庫県：ヴィッセル神戸Ｕ－１５) 

川村 航哉   (北海道伊達市立伊達中学校サッカー部) 

高木 虎之介  (鳥取県：ガイナーレ鳥取Ｕ－１５) 

荒井 秀賀   (宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース) 

松田 康平   (石川県：ツエーゲン金沢 津幡Ｕ１５) 

高橋 耕平   (北海道：伊達市立伊達中学校サッカー部) 

                                 以上 22名 
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 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：2013年 12月 18日(水)～21日(土) 

場 所：静岡県掛川市 

 [スケジュール] 

12 月 18 日(水) PM集合、トレーニング 

12月 19 日(木)  AM/PMトレーニング 

12月 20 日(金) AM/PMトレーニング 

12月 21 日(土) AM練習試合 vs.日本体育大学 ●2-3(0-0)(2-0)(0-0)(0-3)、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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 高畠 勉 (JFAナショナルコーチングスタッフ/川崎フロンターレ) 

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) 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

 [選 手] 

GK 阿波加 俊太 (コンサドーレ札幌) 
 

 
中村 航輔 (柏レイソル) ※1 

 
高木和 徹 (清水エスパルスユース) 

 

 
田口 潤人 (横浜 F・マリノスユース) ※2 

DF ﾊｰﾌﾅｰ･ﾆｯｷ (名古屋グランパス) 
 

 
三浦 弦太 (清水エスパルス) 

 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18) ※3 

 
内田 裕斗 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
安東 輝 (JFAアカデミー福島) 

 

 
畠中 槙之輔 (東京ヴェルディユース) 

 

 
広瀬 陸斗 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 

 
石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) ※2 

 
茂木 力也 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 
MF 南野 拓実 (セレッソ大阪) ※1 

 
望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 

 

 
谷村 憲一 (モンテディオ山形) 

 

 
関根 貴大 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 

 
大山 啓輔 (大宮アルディージャユース) 

 

 
小川 直毅 (ガンバ大阪ユース) ※1 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 
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中野 雅臣 (東京ヴェルディユース) 

 

 
三竿 健斗 (東京ヴェルディユース) 

 

 
水谷 拓磨 (清水エスパルスユース) ※2 ※3 

FW 金子 翔太 (JFAアカデミー福島) 
 

 
田村 亮介 (京都サンガ F.C.U-18) 

 

 
北川 柊斗 (名古屋グランパス U18) 

 

 
宮市 剛 (中京大中京高校) 

 

 
杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 

 以上 28名 

 15. 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：2013年 12月 13日(金)～17日(火) 

場 所：沖縄県金武町 

 [スケジュール] 

12月 13 日(金) 

 

AM集合 

PMトレーニング 

12 月 14 日(土) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニングマッチ vs 普天間高校 ○14-0（5-0） 

12月 15 日(日) 

 

AM トレーニング 

PM トレーニングマッチ vs.普天間高校 ○11-0（6-0） 

12月 16 日(月) AM トレーニング 

12 月 17 日(火) 

 

AMトレーニングマッチ vs.前原高校 ○10-3（5-2） 

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) 

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グスタッフ/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   ： 酒井 清考 (筑波大学大学院) 

ドクター   ： 小林 拓馬 (札幌医科大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 秋山 良範 (コンディショニングルーム AKI) 

総 務    ： 小野 仁久 (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 稲垣 佳祐 (セレッソ大阪 U-15) 

 
中田 健介 (コンサドーレ札幌 U-15) 

 
大迫 敬介 (FELICIDOD FOOTBALL CLUB) 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-15) 

DF 堀江 勇輝 (福島ユナイテッド FC U-15) 
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東野 広太郎 (エスポワール白山 FCジュニアユース) 

 
立田 悠悟 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

宮本 英治 (JFAアカデミー福島 U15)                   ※1 

 
尾上 翔也 (神村学園中等部)                ※2 

 
堀 研太 (横浜 F・マリノスジュニアユース)            ※2 

 
吉田 峻 (清水エスパルスジュニアユース) 

MF 伊藤 涼太郎 (作陽高校)                                 ※2 

 
船木 翔 (セレッソ大阪 U-15) 

 
川野 泰河 (フォルトゥナ延岡フットボールクラブ) 

 
清水 颯人 (JFAアカデミー福島 U15) 

 
鈴木 喜丈 (FC東京 U-15むさし) 

 
仲村 進太朗 (EACフットボールクラブ) 

 
滝 裕太 (清水エスパルスジュニアユース) 

FW 関口 正大 (FC五十嵐ジュニアユース) 

 
梶山 幹太 (FC五十嵐ジュニアユース) 

 
崎村 祐丞 (アビスパ福岡 U-15) 

 
片山 皓太郎 (横浜ポラリス FC) 

 
萩原 大智 (浦和レッズジュニアユース) 

 
菅 大輝 (コンサドーレ札幌 U-15) 

 
鶴崎 大詩 (宇城市立松橋中学校) 

 
鈴木 理久 (伊達市立伊達中学校) 

 
橋本 尽 (京都サンガ F.C. U-15) 

※1：参加辞退  ※2：追加招集 

以上 27名 

 16. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 12月の件 

  行事名：フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 12月 

期 間：2013年 12月 16日(月)～18日(水) 

場 所：千葉県千葉市 

 [スケジュール] 

12 月 16 日(月) PM集合、トレーニング 

12月 17 日(火) AM/PMトレーニング 

12月 18 日(水) AMトレーニング、PM解散 

[スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 村岡 誠 (フリー) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA/東急スポーツシステム) 

ドクター 船越 雄誠 (聖隷浜松病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 大岡 茂 (㈱R-body project) 

総 務 倉田 研太郎 (JFA代表チーム部)  

 [選 手] 
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GK 宮竹 晴紀 (シュライカー大阪) 

 
田中 俊則 (府中アスレティック FC) 

 
関口 優志 (エスポラーダ北海道) 

FP 小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 
西谷 良介 (デウソン神戸) 

 
渡邉 知晃 (名古屋オーシャンズ) 

 
滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 

皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
永井 義文 (シュライカー大阪) 

 
片山 堅仁 (シュライカー大阪) 

 
白方 秀和 (名古屋オーシャンズ) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 

前鈍内 マティア

ス エルナン (名古屋オーシャンズ) 

 
北嶋 佑一 (バサジィ大分) 

 
内村 俊太 (湘南ベルマーレ) 

 
室田 祐希 (名古屋オーシャンズ) 

以上 17名 

 17.  フットサル日本女子代表 第 4回世界女子フットサルトーナメントの件 

  行事名：フットサル日本女子代表 第 4回世界女子フットサルトーナメント 

期 間：2013年 12月 6日(金)～22日(日) 

場 所：スペイン・アルカスール デ サン ファン 

[スケジュール] 

 12月 6日(金)  PM 集合・移動 成田空港→イスタンブール→マドリード  

 12月 7日(土) マドリード→アルカスール・デ・サン・ファン、PMトレーニング 

 12月 8日(日) AM/PMトレーニング 

 12月 9日(月) AM/PMトレーニング 

 12月 10日(火) 練習試合 vs スペイン女子代表 ●0-6(0-5) 

 12月 11日(水) AM/PMトレーニング 

 12月 12日(木) 練習試合 vs Atletico de Madrid Navalcarnero ● 1-3（1-2） 

 12月 13日(金) AM/PMトレーニング 

 12月 14日(土) グループリーグ第 1戦 vs.スペイン女子代表 ●0-2(0-1) 

 12月 15日(日) グループリーグ第 2戦 vs.ポルトガル女子代表 ●0-6(0-4) 

 12月 16日(月) グループリーグ第 3戦 vs.コスタリカ女子代表 ○2-1(0-0) 

 12月 17日(火) AM/PMトレーニング 

12月 18 日(水) AM/PMトレーニング 

 12月 19日(木) 練習試合 vs Soto del Real ● 1-3（1-1） 

 12月 20日(金) 決勝戦 

 12月 21日(土) 移動 
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 12月 22日(日) 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 在原 正明 (JFA/東急スポーツシステム株式会社） 

コーチ 福角  有紘  (多摩大学) 

ドクター 絹笠 友則 (いちはら病院) ※12/6－12/15帯同 

ドクター 立石 智彦 (同愛記念病院) ※12/13－12/22帯同 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 岡田 瞳 (フリー) 

総 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) 

 
山本 彩加 (フットサルクラブヴェイル寝屋川レディース) 

 
杉山 藍子 (バルドラール浦安ラス・ボニータス) 

FP 井野 美聡 (arco-iris KOBE) 

 
竹澤 奈津美 (バルドラール浦安ラス・ボニータス) 

 
伊藤 華恵 (VEEX TOKYO Ladies) 

 
小出 夏美 (VEEX TOKYO Ladies) 

 

中島 詩織 (FSF Rioja /スペイン) 

 
石鍋 千夏 (FOREST ANNEX) 

 
関灘 美那子 (arco-iris KOBE) 

 
坂田 睦 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 
青山 実苗 (VEEX TOKYO Ladies) 

 
吉林 千景 (VEEX TOKYO Ladies) 

 
北川 夏奈 (丸岡 RUCK Ladies) 

                              以上 14名 

 

 


