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2014年 4月 10日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014年度 第 5回理事会 

報告事項＜当日配布＞ 

 1. U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップ直前合宿の件 

  行事名：U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップ直前合宿 

期 間：3月 5 日（水）～7日（金） 

場 所：静岡県御殿場市 

 [スケジュール] 

3月 5日(水)  PM集合、トレーニング 

3月 6日(木)   AMトレーニング、PMトレーニングマッチ vs.JFAアカデミー福島（男子） 

         ●1-2（1-0/0-1/0-1） 

3月 7日(金)  AM/PMトレーニング, 移動 

[スタッフ] 

監 督 髙倉 麻子 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 大部 由美 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 川島 透 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (筑波大学大学院/チーム「ニッポン」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ドクター 山口 奈美  (宮崎大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐瀬 由紀子 (学校法人花田学園) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

[選  手] 

GK 森田 有加里 (大阪桐蔭高等学校) 

 
浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

DF 北川 ひかる (JFAアカデミー福島) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 
橋沼 真帆 (JFAアカデミー福島) 

 
遠藤 優 (浦和レッズレディースユース) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

 
南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

MF 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 
杉田 妃和 (藤枝順心高等学校) 

 
西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
平塚 万貴 (西南フットボールクラブ U-15) 

 
佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 
長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 
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FW 小林 里歌子 (常盤木学園高等学校) 

 
鴨川 実歩 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 
齋原 みず稀 (アンジュヴィオレ広島) 

 
児野 楓香 (藤枝順心高等学校) 

 
大熊 良奈 (JFAアカデミー福島) 

以上 21名 

 2. U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップ直前合宿の件 

  行事名：U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップコスタリカ 2014 

期 間：3月 8日（土）～4月 7日（月） 

場 所：コスタリカ、サンホセ/リベリア 

[スケジュール] 

3月 8日(土) AM 移動、PM リベリア着、トレーニング  

3月 9日(日) AM/PM トレーニング 

3月 10日(月) AM/PM トレーニング 

3月 11日(火) AM トレーニング、PMトレーニングマッチ vsカナダ △1-1(0-0) 

サンホセへ移動 

3月 12日(水) AM トレーニング 

3月 13日(木) AM トレーニング 

3月 14日(金) AM/PM トレーニング 

3月 15日(土) AM トレーニング、PMオフィシャルトレーニング 

3月 16日(日) グループリーグ第 1戦 vs.スペイン ○2-0(1-0) 

3月 17日(月) AM/PM トレーニング 

3月 18日(火) AM/PM トレーニング 

3月 19日(水) グループリーグ第 2戦 vs.パラグアイ ○10-0(3-0) 

3月 20日(木) AM/PM トレーニング 

3月 21日(金) AM トレーニング、PMオフィシャルトレーニング 

3月 22日(土) AM/PM トレーニング 

3月 23日(日) グループリーグ第 3戦 vs.ニュージーランド ○3-0(1-0) 

3月 24日(月) AM トレーニング、PMリベリアへ移動 

3月 25日(火) PMオフィシャルトレーニング 

3月 26日(水) PMトレーニング 

3月 27日(木) 準々決勝 vs.メキシコ  ○2-0(2-0) 

3月 28日(金) AM トレーニング 

3月 29日(土) PM トレーニング 

3月 30日(日) PM トレーニング 

3月 31日(月) 準決勝 vs.ベネズエラ ○4-1(2-0) 

4月 1日(火) PMサンホセへ移動 

4月 2日(水) AM トレーニング 
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4月 3日(木) PM トレーニング 

4月 4日(金) 決勝戦 vs.スペイン ○2-0(1-0) 

4月 5日(土) AM コスタリカ発 エルサルバドル・ロサンゼルス経由 

4月 6日(日) 移動 

4月 7日(月) AM羽田着、記者会見、解散 

[スタッフ] 

団 長 上田 栄治 (JFA理事)※3/14～ 

監 督 髙倉 麻子 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 大部 由美 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 川島 透 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (筑波大学大学院/チーム「ニッポン」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ドクター 山口 奈美  (宮崎大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐瀬 由紀子 (学校法人花田学園) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 宮崎 英津子 (JFA代表チーム部)  

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

[選  手] 

GK 森田 有加里 (大阪桐蔭高等学校) 
 

 
浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) 

 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

 
DF 北川 ひかる (JFAアカデミー福島) 

 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 

 
市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 

 
橋沼 真帆 (JFAアカデミー福島) 

 

 
遠藤 優 (浦和レッズレディースユース) 

 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

 

 
南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

 
MF 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 

 
杉田 妃和 (藤枝順心高等学校) 

 

 
西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 

 
平塚 万貴 (西南フットボールクラブ U-15) 

 

 
佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 

 
長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

 
FW 小林 里歌子 (常盤木学園高等学校) 

 

 
鴨川 実歩 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 

 
齋原 みず稀 (アンジュヴィオレ広島) 

 

 
児野 楓香 (藤枝順心高等学校) 

 

 
大熊 良奈 (JFAアカデミー福島) 

 

以上 21名 
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