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2014年 7月 24日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014年度 第 8回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ理事会（6月 7日開催）の件  

  6月 7日にＦＩＦＡ理事会がサンパウロで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜2014ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会へのサポート＞ 

 ＦＩＦＡ理事会にて、あらためて開催国ブラジルへのフルサポートを確認した。 

＜女子サッカーのディべロップメントに関する重要 10項目の提案＞ 

 女子サッカータスクフォースから提案のあった重要 10項目を、承認のためにＦＩＦＡ総会

へ付議することを決定した。 

＜ＦＩＦＡ総会に向けた準備＞ 

 各事項の最終準備状況、特に倫理委員会によるＦＩＦＡ総会への説明内容等を確認した。 

＜2022ＦＩＦＡワールドカップ＞ 

 開催国カタールにおける労働者の権利問題に関し、同国が最近になり変更に着手したことに

留意しながら、本件については厳密な監視を続けることを確認した。本年後半にカタールへ

ＦＩＦＡ代表団が派遣される。 

 開催国投票に関して非倫理的なメディアの振る舞いに対して、コメントを出す前に必ず倫理

委員会を発動させるという立場を再確認した。 

＜イスラエル、パレスチナ状況の報告＞ 

 最近の中東訪問からＦＩＦＡ会長が進捗の報告を行った。必要に応じてＦＩＦＡ総会に先駆

けて、関係者間の会合を行う。 

＜財務委員会決定事項＞ 

 2018及び 2022ＦＩＦＡワールドカップのメディアライツに関し、ＵＫにおいてはＢＢＣ／

ＩＴＶに両大会の、ドイツにおいてはＡＲＤ／ＺＤＦへ 2022年のライツを、それぞれ与え

るという財務委員会の決定を承認した。 

 洪水被害にあったボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、ルーマニア、セルビアの各協会

へ、サッカー施設の再建のために、義援金 200万ＵＳドルを寄付するという財務委員会の決

定を承認した。ＦＩＦＡとＵＥＦＡは共同で本件を主導する。 

＜その他＞ 

 2015-2017女子国際カレンダーの概要が承認された。カレンダー自体は 9月に提出される。

ＦＩＦＡ女子ワールドカップカナダ 2015を含む 2015年前半のカレンダーはこの日に承認

された。 

 ユースオリンピックサッカートーナメント南京 2014の女子サッカー競技について、カナダ

に代わりメキシコが参加。 

 南アフリカがＦＩＦＡ U-20女子ワールドカップ 2016のホストを辞退したことにより、新

たにホスト国を 9 月の理事会で決定する。 

 

 2. ＡＦＣ理事会（6月 8日開催）の件  

  6月 8日にＡＦＣ理事会がサンパウロで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 



報告事項 

2014/7/24 第 8回理事会 

2 

＜競技会関連＞ 

 4 月 16 日の前回理事会で承認された、ワールドカップ予選及びアジアカップ予選の新競技

フォーマットが確認された。 

 ワールドカップとアジアカップの合同予選ラウンドをエントリー数に応じて 8 グループで

行い、各グループ 1 位及びベスト 2 位の 4 チーム、合計 12 チームが 2 グループに分かれワ

ールドカップ最終ラウンドを戦う。同時に 12 チームはアジアカップ出場枠を獲得。予選ラ

ウンド次点上位 24チームがアジアカップに出場する。 

 詳細は今後 AFC競技会委員会で精査する。 

＜財務関連＞ 

 2015-2016年の AFC予算修正案を承認した。 

 競技フォーマット変更、新たなディベロップメント・プログラム、今後の AFC 事務局の必

要性に合わせて修正を行う。 

 

 3. ＡＦＣ臨時総会（6月 9日開催）の件  

  6月 9日にＡＦＣ理臨時総会がサンパウロで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜ＡＦＣ規約改正＞ 

 主に、ＦＩＦＡ規約、“選挙規則”、“行動規範”、ふたつの機関に分かれる“倫理委員

会”、新たに制定する“内部組織規則”等との整合性に主眼をおいた改正が提案され、承認

された。 

＜中央ゾーンの創設＞ 

 ＡＦＣにとり 5つ目となる“中央ゾーン”の創設が承認された。 

 現在“南・中央ゾーン“と分類される地域を 2 ゾーンに分割する。中央ゾーンにはイラ

ン、タジキスタン、アフガニスタン、キルギスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン

が所属する。5 ゾーン想定のＡＦＣ理事枠割の割り振りは、選挙を行う 2015 年ＡＦＣ総会

前に臨時総会で決定する。 

＜ＡＦＣ会長の自動的なＦＩＦＡ副会長＞ 

 選挙年である 2015 年総会時に選出されるＡＦＣ会長は、自動的にＦＩＦＡ副会長に就任す

ることを承認。サルマン現会長の任期は 2017 年までであり、今回の決議が適用される予

定。 

 

 4. ＦＩＦＡ総会（6月 10・11日開催）の件 

  6月 10・11日にＦＩＦＡ総会がサンパウロで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜人種差別及び差別との戦い＞ 

 ＦＩＦＡ副会長 Jeffrey Webb 氏が、差別撤廃タスクフォースの活動報告、及び、ワールド

カップ期間中にスターや選手達を集めたソーシャルメディアキャンペーンの実施予定などに

ついて報告した。 

＜健康＞ 

 医学委員会から、健康増進に関する数々の出版物により、日常的にサッカーをプレーするこ

とが人々の健康増進に役立つという事実が科学的に証明され、ＦＩＦＡ１１フォー・ヘル

ス・プログラム導入国の増加を目指す、との報告がなされた。 
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＜平和への握手＞ 

 ＦＩＦＡとノーベル平和センターの共同キャンペーン「平和への握手」として、ワールドカ

ップ期間に、平和・リスペクト・団結を世界に示すジェスチャーを、試合前と試合後のチー

ムキャプテンとレフェリー達の握手で示し、また、差別撤廃と男女平等のメッセージの各会

場の全試合における放映を実施することが報告された。 

＜イスラエル・パレスチナ情勢＞ 

 イスラエル・パレスチナの両協会間における選手・役員・用具の移動に関する覚書締結に向

け、イスラエル政府に全面サポートを依頼し、ＡＦＣとＵＥＦＡにて協議の上、現場の状況

をモニターする為の専任者又は委員会の設置など、ＦＩＦＡ会長より進捗状況の報告があっ

た。 

＜倫理関連＞ 

 倫理委員会の調査機関委員長である Michael J. Garcia 氏より、2018 年及び 2022 年ワール

ドカップ招致プロセスを含む調査活動に関する報告があった。 

＜リフォーム＞ 

 ＦＩＦＡ理事の Theo Zwanziger 氏よりＦＩＦＡのガバナンス・リフォーム・プロセスの概

要が説明された。役員の年齢制限と任期制限は否決された。 

＜ディベロップメント及び財務関連＞ 

 2015－2018 年の予算が承認され、現行期間の予算に１億ＵＳドルを増額した総計 9 億ＵＳ

ドルをディベロップメントに投資する予定となった。 

 加盟協会は今年 2 回ボーナスを受け取ることとなり、2011-13 年分として US25 万ドルを即

時、2014 年の財務年度終了後の 2015 年初頭にＵＳ50 万ドルがＦＩＦＡから支払われる予

定。同様に、大陸連盟には即時ＵＳ250 万ドル、そして 2015 年初頭にＵＳ450 万ドルが支払

われる。 

＜女子サッカー＞ 

 女子サッカータスクフォースが 3 月にＦＩＦＡ理事会へ提出し承認されたディベロップメン

トに関する主な 10項目を承認。 

 特命女性理事 2 名（Moya Dodd （オーストラリア）氏及び Sonia Bien-Aime 氏（タークス・

カイコス諸島）の任期１年延長を承認。 

＜八百長防止＞ 

 インテグリティ保持への取り組み事例が報告された。ＥＷＳ（早期警告システム）のレーダ

ー使用を延長、ＦＩＦＡ競技会に加え、ヨーロッパ以外の主要な試合もモニター対象とす

る。 

＜第三者による所有権＞ 

 第三者による選手達の商業権保有に関し、紛争解決室の委員長である Geoff Thompson 氏が

現状を報告した。本件の複雑性により、選手資格委員会の傘下にて専門のワーキンググルー

プを設立する。 

＜仲介人＞ 

 仲介人との協働に関する新規則を承認した。2015年 4月 1日より施行。 

＜その他＞ 

 2013年の活動報告書を承認 
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 規律委員会メンバー選挙 

 ブラッター会長よりブラジルＦＡの Jose Maria Marin 会長へＣＢＦ創立 100 周年の記念品

贈呈 

 209 の全ＦＩＦＡ加盟協会が今回の総会に出席。次の総会はチューリッヒ（2015 年 5 月 28

－29日）、続いてメキシコシティ（2016年 5月 26－27日）にて開催。 

 

 5. Ｊリーグ報告の件 

  （報告）資料№1①② 

順位表、入場者数は別紙の通り。 

リーグ戦 

Ｊ１ 第 14節（2014年 5月 18日時点) 

Ｊ２ 第 20節（2014年 6月 28日時点） 

Ｊ３ 第 17節（2014年 6月 25日時点） 

リーグカップ戦 

予選リーグ 第 7節(2014年 6月 1日時点) 

 

 6. 地球温暖化防止のための啓発活動「Fun to Share」の件 

  政府が取り組んでいる地球温暖化防止国民運動について、ＪＦＡでは「チーム・マイナス 6％」

「チャレンジ 25 キャンペーン」とこれまで協力をしてきた経緯がある。去る 3 月 26 日、環境

省がこれらに代わる新たな気候変動キャンペーン「Fun to Share」を発表。 

本件について、中心となり活動推進を行う環境省地球環境局より、新キャンペーンへの継続参

加依頼があり、これまでどおり、引き続き協力することとなった。 

名 称：「Fun to Share」 

概 略：豊かな低炭素社会の実現を目指し、企業や団体、地域、個人が知識や知恵を共有 

     しながら、それぞれが取り組むことができる環境負荷削減活動を推進するもの。 

補 足：3月 26日のキックオフイベントにおいては、本協会中西特任理事がサッカー界を 

代表し、著名人賛同者として宣言に参加した。 

活 動：これまでどおり、広報活動への協力やＪＦＡハウスの省エネルギー運転など各種 

取り組みを粛々と行うものとする。 

 

 7. 日本サッカーミュージアムの件 

  (1)入場者数（有料ゾーン） 

５月入場者数 

7,986人  

（2013年 3,501 人 2012年 3,585人 2011年  4,442人 2010年 3,350人） 

６月入場者数 

9,247人  

（2013年 3,034人 2012年 3,063人 2011年 1,667人 2010年 2,577人） 

(2)夏休み特別企画「サッカーで勉強しよう！」 

開催期間：7月 26日（土） ～ 8月 31日（日） 
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会  場： 日本サッカーミュージアム ヴァーチャルスタジアム（1階） 

概  要： 

【サッカー新聞を作ろう！】 

夏休み自由研究用等の「サッカー歴史新聞」「ワールドカップ新聞」を作成しなが

ら、楽しく日本のサッカーの歴史やワールドカップを通じて世界の国と地域のことを

知ってもらう（小中学生の方、1 名につき 1 セットの作成キットを配付）。会場には

関連書籍や資料などを揃えたスペースを用意。 

【マイペナントを作ろう！】 

サッカーの試合前にチームが交換するペナント。布を切り貼りしてオリジナルの「マ

イペナント」が制作できる（小中学生の方 1 名につき 1 セットのペナントベースキッ

トを配付）。会場にはワールドカップブラジル大会に出場した全 32 協会のペナント

も展示。制作に必要な用具を揃えたスペースを用意。 

【トロフィーをデッサンしよう！】 

優勝トロフィー、フェアプレー賞などのトロフィー。いろいろなトロフィーを実際に

見ながら描くことができるコーナーを設置。 

【日本代表ユニフォームの変遷】 

1999 年以降の日本代表ユニフォームを展示。機能・デザインコンセプトの説明パネ

ルとともに実際に触って感触を確かめられる。 

(3)夏季特別開館期間 

7月 26日（土）～8月 31日（日）※期間中無休 

開館時間 10:00～18:00（最終入場 17:30） 

 

 8. 海外遠征申請の件  

  （1）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-16 Jリーグ選抜 （第 2種） 

遠征期間 8月 15日（金）～21日（木） 

遠 征 先 ヤンゴン/ミャンマー 

（2）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-15 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（月）～9月 4日（木） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（3）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ユース （第 2種） 

遠征期間 8月 18日（月）～22日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（4）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 仙台第二高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 4日（月）～15日（金） 

遠 征 先 ①ヘームズケルク/オランダ②ゲルセンキルヒエン/ドイツ 

（5）公益財団法人 茨城県サッカー協会 
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チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニア （第 4種） 

遠征期間 8月 20日（水）～26日（火） 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

（6）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（月）～9月 4日（木） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（7）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（月）～9月 4日（木） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（8）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県 U-15中学校選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 15日（金）～28日（木） 

遠 征 先 サンパウロ/ブラジル 

(9)公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県選抜 （第 4種） 

遠征期間 8月 17日（日）～8月 20日（水） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（10）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ （第 2種） 

遠征期間 8月 12日（火）～19日（火） 

遠 征 先 ティール/オランダ 

（11）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ （第 3種） 

遠征期間 8月 13日（水）～28日（木） 

遠 征 先 ①レッカーケルク/オランダ②バレンシア・バルセロナ/スペイン 

（12）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ （第 4種） 

遠征期間 8月 13日（水）～20日（水） 

遠 征 先 ビールベーク/ベルギー 

（13）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 18日（月）～24日（日） 

遠 征 先 台北/チャイニーズタイペイ 

（14）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズユース （第 2種） 

遠征期間 8月 25日（月）～29日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（15）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 
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チ ー ム クマガヤサッカースポーツクラブ （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（月）～28日（木） 

遠 征 先 蔚山広域市/韓国 

（16）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 26日（火）～9月 2日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（17）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 7月 19日（土）～30日（水） 

遠 征 先 メキシコシティ/メキシコ 

（18）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 船橋市立船橋高等学校 （第 2種） 

遠征期間 7月 25日（金）～8月 3日（日） 

遠 征 先 コールレイン/北アイルランド 

(19)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 9月 13日（土）～9月 23日（火・祝） 

遠 征 先 マドリッド・ビルバオ/スペイン 

(20) 公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-12 （第 4種） 

遠征期間 8月 3 日（日）～8月 6日（水） 

遠 征 先 江原道/韓国 

（21）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都 U－12選抜 （第 4種） 

遠征期間 8月 1日（金）～9日（土） 

遠 征 先 ベルリン/ドイツ 

（22）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブ ユース （第 2種） 

遠征期間 8月 4日（月）～9日（土） 

遠 征 先 天安・ソウル/韓国 

（23）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム GAフットボールクラブ （フットサル） 

遠征期間 8月 12日（火）～9月 8日（月） 

遠 征 先 シチリア・ローマ・ミラノ/イタリア 

（24）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 26日（火）～29日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（25）公益財団法人 東京都サッカー協会 
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チ ー ム 東京都選抜 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 26日（火）～29日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（26）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム エスペランサ ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 7月 31日（木）～8月 14日（木） 

遠 征 先 ブエノスアイレス/アルゼンチン 

（27）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 関東学院大学体育部連合会サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8月 6日（水）～11日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（28）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横須賀シーガルス （女子） 

遠征期間 8月 8日（金）～12日（火） 

遠 征 先 嘉義懸・高雄市/チャイニーズタイペイ 

（29）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 24日（日）～30日（土） 

遠 征 先 ヨンドク/韓国 

（30）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCユース （第 2種） 

遠征期間 8月 20日（水）～28日（木） 

遠 征 先 バルセロナ・サンポールデマール/スペイン 

（31）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム U-17 神奈川県高校選抜 （第 2種） 

遠征期間 8月 26日（火）～30日（土） 

遠 征 先 遼寧省/中国 

（32）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 8月 4日（月）～7日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（33）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 中西部アカデミー （第 3種） 

遠征期間 8月 18日（月）～21日（木） 

遠 征 先 抱川市・ソウル/韓国 

（34）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立榛原高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 18日（月）～25日（月） 

遠 征 先 ゴールドコースト/オーストラリア 

（35）一般財団法人 静岡県サッカー協会 



報告事項 

2014/7/24 第 8回理事会 

9 

チ ー ム 藤枝東 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 20日（水）～23日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（36）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立浜松湖東高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 21日（木）～25日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（37）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県クラブユース U-15選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 21日（木）～25日（月） 

遠 征 先 バンコク・チョンブリ/タイ 

（38）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 御殿場トレセン U17 （第 2種） 

遠征期間 8月 22日（金）～25日（月） 

遠 征 先 台中市/チャイニーズタイペイ 

（39）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 御殿場トレセン U14 （第 3種） 

遠征期間 8月 22日（金）～25日（月） 

遠 征 先 台中市/チャイニーズタイペイ 

（40）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 碧南市 U-14 トレーニングセンター （第 3種） 

遠征期間 8月 4日（月）～7日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（41）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 愛知フットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 8月 24日（日）～29日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（42）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム FC四日市 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（火）～22日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（43）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム 伊賀フットボールクラブくノ一サテライト （女子） 

遠征期間 8月 20日（水）～25日（月） 

遠 征 先 慶州南道一体/韓国 

（44）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 8月 25日（月）～29日（金） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

(45)一般社団法人 三重県サッカー協会 
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チ ー ム 伊勢トレセン U-12 （第 4種） 

遠征期間 7月 25日（金）～7月 28日（月） 

遠 征 先 抱川市/韓国 

（46）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム FC岐阜 U-15 （第 3種） 

遠征期間 7月 27日（日）～8月 3日（日） 

遠 征 先 高陽市/韓国 

（47）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム FC岐阜 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 7日（木）～12日（火） 

遠 征 先 チャンギ/シンガポール 

（48）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム 岐阜県 U-14選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 21日（木）～26日（火） 

遠 征 先 プノンペン/カンボジア 

（49）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 （第 1種） 

遠征期間 6月 26日（木）～30日（月） 

遠 征 先 ヤンゴン/ミャンマー 

（50）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-18 （第 2種） 

遠征期間 7月 9日（水）～21日（月・祝） 

遠 征 先 ゴーテンブルグ/スウェーデン 

（51）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 4日（月）～13日（水） 

遠 征 先 ①フィレンツェ/イタリア②シッタルト/オランダ③ドルトムント/ドイツ 

（52）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 6日（水）～10日（日） 

遠 征 先 ジャカルタ/インドネシア 

（53）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（月）～29日（金） 

遠 征 先 慶尚北道盈徳郡/韓国 

（54）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 芦屋 U-14 トレセン （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（月）～29日（金） 

遠 征 先 ヴィエンチャン/ラオス 

(55)一般社団法人 兵庫県サッカー協会 
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チ ー ム ヴィッセル神戸 U-12 （第 4種） 

遠征期間 8月 10日（日）～8月 16日（土） 

遠 征 先 平昌/韓国 

（56）一般社団法人 山口県サッカー協会 

チ ー ム 岩国市サッカー協会ジュニアユース TC （第 3種） 

遠征期間 9月 13日（土）～15日（月・祝） 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（57）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島ヴォルティスユース （第 2種） 

遠征期間 8月 18日（月）～22日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（58）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム ギラヴァンツ北九州 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 9日（土）～11日（月） 

遠 征 先 仁川広域市/韓国 

（59）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 川崎 FC （第 3種） 

遠征期間 8月 8日（金）～12日（火） 

遠 征 先 慶尚南道昌原市/韓国 

（60）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 柏南フットボールクラブ （第 4種） 

遠征期間 8月 22日（金）～25日（月） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（61）一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム サガン鳥栖 （第 1種） 

遠征期間 6月 25日（水）～7月 6日（日） 

遠 征 先 西帰浦/韓国 

（62）一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム 佐賀県選抜チーム （第 4種） 

遠征期間 8月 17日（日）～ 20日（水） 

遠 征 先 全羅南道木浦市/韓国 

(63)一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム 佐賀大学少年サッカースクール エーレン・UK （第 4種） 

遠征期間 8月 17日（日）～8月 20日（水） 

遠 征 先 全羅南道木浦市/韓国 

（64）一般社団法人 宮崎県サッカー協会 

チ ー ム フォルトゥナ延岡フットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 7月 28日（月）～8月 1日（金） 

遠 征 先 木浦/韓国 

（65）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 
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チ ー ム 鹿児島実業高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 10日（日）～16日（土） 

遠 征 先 慶州/韓国 

（66）一般社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム 沖縄琉球選抜 （第 1種） 

遠征期間 8月 1日（金）～8日（金） 

遠 征 先 台中/チャイニーズ・タイペイ 

 

 9. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 関東サッカー協会 

使用目的： 名刺 1名分（各 100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 1名分（各 100枚） 

（3）申請団体： 一般社団法人長野県サッカー協会 

使用目的： 名刺 33名分（各 100枚） 

（4）申請団体： 一般社団法人大阪府サッカー協会 

使用目的： 全国高等学校サッカー選手権大会 大阪大会 優勝旗 1枚 

（5）申請団体： 一般社団法人香川県サッカー協会 

使用目的： 名刺 27名分（各 100枚） 

（6）申請団体： 一般社団法人長崎県サッカー協会 

使用目的： 賞状 4枚 

 

 10. 名義使用申請の件 

  （報告）資料№2 

申請団体：公益財団法人大阪人権博物館 

イベント名：企画展「Say No to Racism～人種差別にレッドカード」 

主催：公益財団法人大阪人権博物館、大阪弁護士会、一般財団法人大阪府サッカー協会、 

後援：大阪府・大阪市教育委員会、大阪市（申請中）、堺市・堺市教育委員会（申請中）、 

公益財団法人日本サッカー協会（予定・申請中）、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ（申請中） 

実施期間：7月 22日（火）～9月 20日（土） 

内容：1）展示（上記実施期間） 

2）記念シンポジウム 

          日時：8月 30日（土）14:00～16：30 

      場所：大阪人権博物館 リバティホール 

      定員：275名 

会場：大阪人権博物館 

 

 11. 第 94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦組み合わせ決定の件 

  （報告）資料№3 
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第 94 回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、7 月 5 日・6 日に開催された 1 回戦、7 月 12

日・13日に開催された 2回戦の結果を受けて、3回戦の対戦カードが決定したので報告する。 

＜トーナメント表 組み合わせ＞ 

※（報告）資料 No.3参照 

 

 12. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  1． 公認申請者：岩手県  

   施設名：岩手県営運動公園ラグビー場（多目的球技場） 

   施設所有者：岩手県知事 達増拓也 

   使用製品：住友ゴム工業㈱／ハイブリッドターフXXP-62 

   公認期間：2014年 7月 24日～2017年 7月 23日 

   公認番号：第 164号 

   ＜特記事項＞ 

 住友ゴム工業㈱／ハイブリッドターフXXP-62 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。 

2． 公認申請者：岩手県一関市  

   施設名：一関遊水地記念緑地公園多目的広場 

   施設所有者：一関市長 勝部修 

   使用製品：㈱アストロ／アストロピッチ DSN-65 

   公認期間：2014年 7月 24日～2017年 7月 23日 

   公認番号：第 165号 

   ＜特記事項＞ 

 ㈱アストロ／アストロピッチ DSN-65 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。 

3． 公認申請者：和歌山県田辺市  

   施設名：南紀田辺スポーツセンター  

   施設所有者：田辺市長 真砂充敏 

   使用製品：長谷川体育施設㈱ ／ワンダーターフ  マルチ  

   公認期間：2014年 7月 24日～2017年 7月 23日 

   公認番号：第 166号 

   ＜特記事項＞ 

 長谷川体育施設㈱ ／ワンダーターフ  マルチ 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。 

 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。 
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 13. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  1． 公認申請者：和歌山県新宮市 

   施設名：新宮市民運動競技場(サッカー場) 

   施設所有者：新宮市長 田岡実千年 

   使用製品：㈱アストロ／アストロピッチ-SLN-60 

   公認期間：2014年 9月 11日～2016年 9月 10日 

   公認番号：第 73号 ※更新 2回目 

  ＜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。 

 

 14. 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次のとおり。 

（役員） 

① AFC U-14 Girls’ Regional Competition 2014-ASEAN Region 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：大岩真由美 

期 間：6月 3日～6月 17日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

② 2014 FIFA World Cup Brazil 

委 員：上川徹 

期 間：6月 5日～7月 9日 

場 所：リオデジャネイロ・サルバドール／ブラジル 

③ FUTURO III 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：太田潔、須原清貴、深野悦子、有田靖 

期 間：7月 17日～7月 23日 

（審判員） 

① 2014 FIFA World Cup Brazil 

審判員：西村雄一、相樂亨、名木利幸 

期 間：5月 30日～7月 16日 

場 所：リオデジャネイロ他／ブラジル 

② Vietnam League 

審判員：佐藤隆治 

期 間：6月 10日～6月 13日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

③ Vietnam League 

審判員：當麻政明 

期 間：6月 10日～6月 13日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

④ AFC Beach Soccer Referees 2015-Selection Course 

審判員：櫻田雅裕、小野寺佑 
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期 間：6月 17日～6月 23日 

場 所：ポート・ディクソン／マレーシア 

 

 15. 審判員・審判員指導者表彰の件  

  基本規程第 138 条、「審判及び審判指導者に関する規則」及び 2012 年度第 8 回理事会にて承認

のあった表彰対象を満たしているため、下記 3名を表彰する。 

【表彰内容】  表彰状授与 

【対象大会】  2014 ＦＩＦＡワールドカップブラジル 

【対象者】   西村雄一、相樂亨、名木利幸 

 

 16 スーパー少女プロジェクト セレクションキャンプ の件 

①  ②  

  

行事名： スーパー少女プロジェクト セレクションキャンプ 

期  間： 2014年 7月 11日（金）～ 13日（日） 

場  所： J-GREEN堺（大阪府堺市） 

[スケジュール］ 

7月 11日(金) 集合、フィジカル測定、トレーニング、ミーティング 

7月 12日(土) トレーニング、ミーティング 

7月 13日(日) トレーニング、ミーティング、解散 

[スタッフ] 

 GK ｺｰﾁ ： 西入 俊浩 （JFAナショナルトレセンコーチ／JFAアカデミー堺） 

 GK ｺｰﾁ ： 前田 信弘 （JFA ナショナルコーチングスタッフ／ナショナルトレセンコーチ） 

 GK ｺｰﾁ ： 川島  透 （JFA ナショナルコーチングスタッフ／ナショナルトレセンコーチ） 

 GK ｺｰﾁ ： 大友麻衣子 （尚美学園大学女子サッカー部） 

 ﾄﾞｸﾀｰ ： 寺田 次郎 （フリーランス） 

 総務  ：  今関 葉子 （JFA女子部） 

[（GK）］ 

 小野寺未知 （宮城県） 

水島 汐梨 （静岡県） 

飯田 若奈 （茨城県：つくばフットボールクラブレディース） 

大山 爽瑛 （埼玉県） 

秋庭 未奈 （大阪府：大阪桐蔭アスリートクラブフラミンゴフットボールクラブ U-15） 

小林 加乃 （茨城県：OYAMA-LFC） 

斎藤 朋風 （新潟県：FC五十嵐ガールズ） 

堺谷 由梨 （埼玉県：大宮 FCエンジェルス 09） 

中村 香苗 （神奈川県：ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ） 

山浦湖杜音 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

田辺萌々香 （千葉県：大和田サッカー少年団） 

瀬戸井つかさ（千葉県：上本郷サッカークラブ） 

山﨑 京子 （広島県） 

宮崎 公佳 （埼玉県） 
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藤田  花 （兵庫県：みさきフットボールクラブ） 

倉田愛里紗 （滋賀県：貴生川サッカースポーツ少年団） 

新木 里奈 （群馬県：藤岡ブルートパーズフューチャーズ） 

西村 瑠音 （愛媛県：一本松少年サッカークラブ） 

竹下 奏彩 （兵庫県：香寺サッカージュニア） 

小林 美澄 （東京都：はやぶさフットボールクラブ） 

大塚 彩音 （千葉県） 

平澤 青季 （茨城県：水戸市渡里サッカースポーツ少年団） 

内田 める （群馬県：FC前橋南） 

恒石 彩華 （大阪府：伏山台フットボールクラブ） 

横澤  栞 （北海道：DOHTOJrU-12）             

計 24名 

 17 日本代表 2014FIFAワールドカップブラジル™ 直前合宿の件 

  行事名：日本代表 2014FIFAワールドカップブラジル™ 直前合宿 

期 間：2014年 5月 29日（木）～6月 6日（金） 

場 所：アメリカ・タンパ 

[スケジュール] 

5月 29日 （木） 集合、出発 

5月 30日 （金） トレーニング 

5月 31日 （土） トレーニング 

6月 1日 （日） 公式練習 

6月 2日 （月） 国際親善試合 vs.コスタリカ代表 ◯3-1（0-1） 

6月 3日 （火） トレーニング 

6月 4日 （水） トレーニング 

6月 5日 （木） 公式練習 

6月 6日 （金） 国際親善試合 vs.ザンビア代表 ◯4-3（1-2） 

[スタッフ] 

団長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

技術委員長 原 博実 (JFA専務理事兼技術委員長) 

ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員) 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ｼﾞｬﾝﾊﾟｵﾛ・ｺﾗｳｯﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFA ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/順天堂大学附属順天堂医院) 

ドクター 島田 和典 (JFA ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/順天堂大学附属順天堂医院) 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

ﾁｰﾑ運営統括 松田 薫ニ (JFA代表チーム部) 

ﾁｰﾑ運営統括補佐 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 西澤 和剛 (JFAコミュニケーション部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン/BOTTOM UP) 

シェフ 西 芳照 (Dream24) 

シェフ 上村 博光 (Dream24) 

 [選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リエージュ(ベルギー)) 

 西川 周作 (浦和レッズ) 

 権田 修一 (ＦＣ東京) 

DF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 伊野波 雅彦 (ジュビロ磐田) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 森重 真人 (ＦＣ東京) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04（ドイツ）) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イングランド)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96（ドイツ）) 

 酒井 高徳 (VfBシュツットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 長谷部 誠 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

FW 大久保 嘉人 (川崎フロンターレ) 

 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (ACミラン(イタリア)) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)） 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 柿谷 曜一朗 (セレッソ大阪)            

 齋藤 学 (横浜Ｆ･マリノス) 

 大迫 勇也 (TSV 1860ミュンヘン(ドイツ)) 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 



報告事項 

2014/7/24 第 8回理事会 

18 

 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

計 25名 

 18. 日本代表 2014FIFAワールドカップブラジル™の件 

  行事名：日本代表 2014FIFAワールドカップブラジル™ 

期 間：2014年 6月 7日（土）～6月 27日（金） 

場 所：ブラジル・イトゥ、レシフェ、ナタル、クイアバ  

[スケジュール] 

6月 7日 （土） 移動 

6月 8日 （日） 公開練習（ソロカバ） 

6月 9日（月）～ 

12日（木） 
トレーニング 

6月 13日 （金） 移動、公式練習 

6月 14日 

 

（土） 

 

2014FIFAワールドカップブラジル™ 

第 1戦 vs.コートジボワール代表 ●1-2（1-0） 

6月 15日 （日） 移動、トレーニング 

6月 16日 （月） トレーニング 

6月 17日 （火） トレーニング 

6月 18日 （水） 移動、公式練習 

6月 19日 

 

（木） 

 

2014FIFAワールドカップブラジル™ 

第 2戦 vs.ギリシャ代表 △0-0 

6月 20日 （金） 移動、トレーニング 

6月 21日 （土） OFF 

6月 22日 （日） トレーニング 

6月 23日 （月） 移動、トレーニング 

6月 24日 

 

（火） 

 

2014FIFAワールドカップブラジル™ 

第 3戦 vs.コロンビア代表 ●1-4（1-1） 

6月 25日 （水） メディア対応、移動 

6月 26日 （木） 移動 

6月 27日 （金） 到着、解散 

 [スタッフ] 

団長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

技術委員長 原 博実 (JFA専務理事兼技術委員長) 

ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員) 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 
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ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ｼﾞｬﾝﾊﾟｵﾛ・ｺﾗｳｯﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFA ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/順天堂大学附属順天堂医院) 

ドクター 島田 和典 (JFA ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/順天堂大学附属順天堂医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

ﾁｰﾑ運営統括 松田 薫ニ (JFA代表チーム部) 

ﾁｰﾑ運営統括補佐 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 西澤 和剛 (JFAコミュニケーション部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン/BOTTOM UP) 

シェフ 西 芳照 (Dream24) 

シェフ 上村 博光 (Dream24) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リエージュ(ベルギー)) 

 西川 周作 (浦和レッズ) 

 権田 修一 (ＦＣ東京) 

DF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 伊野波 雅彦 (ジュビロ磐田) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 森重 真人 (ＦＣ東京) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04（ドイツ）) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イングランド)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96（ドイツ）) 

 酒井 高徳 (VfBシュツットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 長谷部 誠 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

FW 大久保 嘉人 (川崎フロンターレ) 

 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (ACミラン(イタリア)) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)） 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 柿谷 曜一朗 (セレッソ大阪)            
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 齋藤 学 (横浜Ｆ･マリノス) 

 大迫 勇也 (TSV 1860ミュンヘン(ドイツ)) 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

計 25名 

 19. Jリーグ・アンダー22 選抜 J3リーグの件 

  

 

 

 

 

 

 

1節 3月 9日（日） vs.FC琉球 ●0-3 (沖縄県総合運動公園陸上競技場） 

2節 3月 16日(日) vs.藤枝 MYFC ○4-2 (藤枝総合運動公園サッカー場) 

3節 3月 23日(日) vs.グルージャ盛岡 ●1-6 (盛岡南公園球技場） 

4節 3月 30日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ○2-1 (秋田市八橋運動公園球技場） 

5節 4月 6日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ○2-0（ニッパツ三ツ沢球技場） 

6節 4月 13日(日） vs.福島ユナイテッド FC ○1-0（とうほう・みんなのスタジアム） 

7節 4月 20日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-1（とりぎんバードスタジアム） 

8節 4月 26日(土) vs.FC町田ゼルビア ●0-4（町田市立陸上競技場） 

9節 4月 29日(火) vs.S.C相模原 ○1-0（相模原ギオンスタジアム） 

10節 5月 4日(日) vs.AC長野パルセイロ ●0-1（長野県運動公園陸上競技場） 

11節 5月 11日(日) vs.ツエーゲン金沢 ●0-2（石川県西部緑地公園陸上競技場） 

12節 5月 18日(日) vs.藤枝 MYFC ●1-3（藤枝総合運動公園サッカー場) 

13節 5月 25日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-1（とりぎんバードスタジアム） 

14節 6月 1日(日) vs.AC長野パルセイロ ●0-4（佐久総合運動公園陸上競技場） 

15節 6月 8日(日) vs.FC琉球 ○6-0 (沖縄市陸上競技場） 

16節 6月 14日(土) vs.ツエーゲン金沢 △0-0（石川県西部緑地公園陸上競技場） 

17節 6月 22日(日) vs.グルージャ盛岡 ●1-3 (盛岡南公園球技場） 

   
 

 20. U-21日本代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-21日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2014年 6月 9日(月)～6月 11日(水) 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

6月 9日(月) 集合、トレーニング 

6月 10日(火) トレーニング 

6月 11日(水) 

 

トレーニングマッチ vs.大学選抜 ●1-2 

解散 

[スタッフ]  

技術委員   ： 鈴木 満     (JFA技術委員/鹿島アントラーズ) 

監 督    ： 手倉森 誠    (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 高畠 勉     (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ   : 川俣 則幸      (JFAユース育成サブダイレクター) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ：小粥 智浩     (JFAフィジカルプロジェクト/流通経済大学) 
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ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 寺門 大輔     (独立行政法人日本スポーツ振興センター) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   :  湯浅 理平    (JFA) 

ドクター   ： 高木 博      (昭和大学藤が丘病院) 

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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 藤本 栄雄     (エスティームスポーツマッサージ) 

総 務    ： 池辺 友和      (JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  ： 永松 太     （JFAコミュニケーション部） 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ： 峯尾 雅樹     (アディダス ジャパン) 

 [選 手]  

GK ﾎﾟｰﾌﾟ･ｳｨﾘｱﾑ （東京ヴェルディ） 

 
杉本 大地 （京都サンガ F.C.） 

DF 佐藤 和樹 （名古屋グランパス） 

 
伊東 幸敏 （鹿島アントラーズ） 

 
西野 貴治 （ガンバ大阪） 

 
植田 直通 （鹿島アントラーズ） 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） 

 
遠藤 航 （湘南ベルマーレ） 

 
奈良 竜樹 （コンサドーレ札幌） 

 
小山内 貴哉 （コンサドーレ札幌） 

 
山中 亮輔 （ジェフユナイテッド市原・千葉） 

MF 大島 僚太 （川崎フロンターレ）  

 
石毛 秀樹 （清水エスパルス） 

 
田鍋 陵太 （名古屋グランパス） 

 
矢島 慎也 （浦和レッズ） 

 
前 貴之 （コンサドーレ札幌） 

 
中島 翔哉 （カターレ富山） 

 
豊川 雄太 （鹿島アントラーズ）  

 
喜田 拓也 （横浜 F・マリノス） 

 
秋野 央樹 （柏レイソル） 

 
小林 祐介 （柏レイソル）            ※1  

 
前田 凌佑 （ヴィッセル神戸）          ※2 

FW 鈴木 武蔵 （アルビレックス新潟） 

 
松村 亮 （ヴィッセル神戸）   

 
浅野 拓磨 （サンフレッチェ広島） 

 
野津田 岳人 （サンフレッチェ広島） 

※1参加辞退  ※2追加招集                        以上 26名 
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 21. U-19日本代表 UAE遠征・トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本代表 UAE遠征・トレーニングキャンプ 

期 間：2014年 6月 2日(月)～6月 12日(木) 

場 所：UAE・ドバイ、神奈川県横浜市・平塚市 

[スケジュール] 

6月 2日(月)  集合、移動 

6月 3日(火)  現地着、トレーニング 

6月 4日(水)  トレーニング 

6月 5日(木)  トレーニング 

6月 6日(金)  親善試合第 1戦 vs. U-19UAE代表 ○2-1(2-0) 

6月 7日(土)  トレーニング 

6月 8日(日)  親善試合第 2戦 vs. U-19UAE代表 ○2-1(0-1) 

6月 9日(月)  帰国、移動 

6月 10日(火)  トレーニング 

6月 11日(水)  トレーニングマッチ vs. 横浜 FC △0-0(0-0、0-0、0-0) 

6月 12日(木)  トレーニングマッチ vs. 湘南ベルマーレ ●0-2(0-0) 

         試合後解散 

[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   ： 深井 厚   (関東労災病院) 

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 中村 航輔 (柏レイソル) 
 

 
田口 潤人 (横浜 F・マリノスユース) 

 
DF 三浦 弦太 (清水エスパルス) ※1 

 
内田 裕斗 (ガンバ大阪) 

 

 
内山 裕貴 (コンサドーレ札幌) 

 

 
中谷 進之介 (柏レイソル) 

 

 
水谷 拓磨 (清水エスパルスユース) 

 

 
山口 真司 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

 
三竿 健斗 (東京ヴェルディユース) ※2 ※3 

MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 
 

 
関根 貴大 (浦和レッズ) 

 

 
金子 翔太 (清水エスパルス) 

 

 
大山 啓輔 (大宮アルディージャ) 

 

 
小川 直毅 (ガンバ大阪) 
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川辺 駿 (サンフレッチェ広島) 

 

 
青木 亮太 (名古屋グランパス) 

 
FW 南野 拓実 (セレッソ大阪) 

 

 
田村 亮介 (京都サンガ F.C.) 

 

 
諸岡 佑輔 (福岡大学) 

 

 
越智 大和 (産業能率大学) 

 
［6月 2日～9日のみ参加］ 

 
DF 石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
［6月 10日～11日のみ参加］ 

 
DF 広瀬 陸斗 (水戸ホーリーホック) 

 

 
畠中 槙之輔 (東京ヴェルディ) ※2 

 
茂木 力也 (浦和レッズユース) ※2 

MF 松本 昌也 (大分トリニータ) 
 

 
安西 幸輝 (東京ヴェルディ) 

 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 

 
FW 宮市 剛 (湘南ベルマーレ) 

 
※1 辞退 ※2 追加招集 ※3 離脱 

以上 28名 

 22. U-16日本代表 アゼルバイジャン遠征（第 4回カスピアンカップ 2014）の件 

  行事名：U-16日本代表 アゼルバイジャン遠征（第 4回カスピアンカップ 2014） 

期 間：2014年 5月 26日(月)～6月 7日(土) 

場 所：アゼルバイジャン／バクー 

[スケジュール] 

5月 26日(月) 集合 

5月 27日(火) 移動、トレーニング 

5月 28日(水) トレーニング 

5月 29日(木) 第 1戦 vs.U-16タジキスタン代表 △1-1（1-0） 

5月 30日(金) トレーニング 

5月 31日(土) トレーニング 

6月 1日(日) 第 2戦 vs.U-16グルジア代表 △2-2（2-0）  

6月 2日(月) 順位決定戦 vs.U-16ウズベキスタン代表 ○2-2（2-1）PK5-3 

6月 3日(火) トレーニング 

6月 4日(水) 5-6位決定戦 vs.U-16ブルガリア代表 ○1-0（0-0） 

6月 5日(木) トレーニング 

6月 6日(金) 移動 

6月 7日(土) 帰国、解散 

[スタッフ]  

監督代行   ： 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) 
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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  (JFAテクニカルハウス) 

ドクター   ： 松永 怜   (東京医科大学病院) 

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) 

総 務    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 

[選 手]  

GK 鶴田 海人 （ヴィッセル神戸 U-18） 

 
櫻庭 立樹 （コンサドーレ札幌 U-15） 

DF 阿部 雅志 （星稜高校） 

 

斧澤 隼輝 （セレッソ大阪 U-18） 

 
堂安 律 （ガンバ大阪ユース） 

 

森岡 陸 （ジュビロ磐田 U-18） 

MF 梶山 幹太 （名古屋グランパス U18） 

 
菅 大輝 （コンサドーレ札幌 U-18） 

 
池田 太成 （ジュビロ磐田 U-18） 

 
田中 康介 （京都サンガ F.C.U-18） 

 
佐藤 颯汰 （日章学園中学校） 

 
山原 怜音 （JFAアカデミー福島 U15） 

 
藤本 寛也 （東京ヴェルディジュニアユース） 

 
杉田 将宏 （Nagoya S.S.） 

FW 渡邊 陽 （浦和レッドダイヤモンズユース）                 

 
安井 拓也 （ヴィッセル神戸 U-18） 

 
半谷 陽介 （FC東京 U-18） 

 
杉浦 文哉 （名古屋グランパス U15） 

 以上 18名 

 23. U-16日本代表 タイ遠征の件 

  行事名：U-16日本代表 タイ遠征 

期 間：2014年 7月 6日(日)～7月 16日(水) 

場 所：タイ／バンコク 

[スケジュール] 

7月 6日(日) 集合 

7月 7日(月) 移動、トレーニング 

7月 8日(火) トレーニング 

7月 9日(水) 親善試合 vs.U-18ムアントン・ユナイテッド FC ◯3-2（3-1） 

7月 10日(木) トレーニング 

7月 11日(金) 親善試合 vs.U-17バンコクグラス ●2-3（1-2） 

7月 12日(土) トレーニング 

7月 13日(日) 親善試合 vs.U-16タイ代表 △4-4（3-3）PK3-4 

7月 14日(月) トレーニング 
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7月 15日(火) 親善試合 vs.U-18 ｱｻﾝﾌﾟｼｮﾝ大学ﾄﾝﾌﾞﾘ校 △1-1（1-0）PK7-6 

7月 16日(水) 帰国、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  (JFAテクニカルハウス) 

ドクター   ： 松永 怜   (東京医科大学病院) 

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) 

総 務    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 

[選 手]  

GK 鶴田 海人 （ヴィッセル神戸 U-18） 

 
原田 岳 （横浜 F・マリノスユース） 

 
大迫 敬介 （FELICIDOD FOOTBALL CLUB） 

DF 阿部 雅志 （星稜高校） 

 

下口 稚葉 （JFAアカデミー福島） 

 
西本 卓申 （鹿島アントラーズユース） 

 
堂安 律 （ガンバ大阪ユース） 

 
渡辺 皓太 （東京ヴェルディユース）          ※2 

 

森下 怜哉 （セレッソ大阪 U-18） 

 

森岡 陸 （ジュビロ磐田 U-18） 

MF 佐々木 匠 （ベガルタ仙台ユース） 

 
梶山 幹太 （名古屋グランパス U18） 

 
小野 湧哉 （東海大学付属熊本星翔高校） 

 
飛鷹 啓介 （JFAアカデミー福島）           ※1 

 
菅 大輝 （コンサドーレ札幌 U-18） 

 
田中 碧 （川崎フロンターレ U-18） 

 
藤本 寛也 （東京ヴェルディジュニアユース） 

 
崎村 祐丞 （アビスパ福岡 U-18） 

 
石川 啓人 （サガン鳥栖 U-18） 

 
永澤 竜亮 （ヴィッセル神戸 U-18） 

FW 渡邊 陽 （浦和レッドダイヤモンズユース）                 

 
安井 拓也 （ヴィッセル神戸 U-18） 

 
松岡 大智 （セレッソ大阪 U-18） 

 
杉浦 文哉 （名古屋グランパス U15） 

 ※1辞退  ※2追加招集                                                以上 23名 

 24. U-18日本女子代表 日中韓国際親善サッカー大会（U-18）の件 

  行事名：U-18日本女子代表 日中韓国際親善サッカー大会（U-18） 

期 間：2014年 7月 6 日（日）～11日（金） 
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場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

7月 6日(日)  集合 

7月 7日(月)   トレーニング 

7月 8日(火)  トレーニング、 

         第 1戦 vsU-18韓国女子選抜 ◯7-2 

7月 9日(水)  トレーニング、 

        第 2 戦 vsU-18上海女子選抜 ◯6-1 

7月 10日(木) トレーニング 

               第 3 戦 vsU-18大阪府女子選抜 ◯6-0 

7月 11日(金) トレーニング、PM解散 

[スタッフ] 

監 督 高倉 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 (独立行政法人日本スポーツ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ドクター 中村 香織 (東京医科歯科大学附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

主 務 宮崎 英津子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 藤田 涼加 (FC吉備国際大学 Charme) 
 

 
浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) 

 
DF 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

 

 
羽座 妃粋 (日本体育大学) 

 

 
畑中 美友香 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 

 
大矢 円佳 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 

 
守屋 都弥 (JFAアカデミー福島) 

 

 
竹村 美咲 (日ノ本学園高校) 

 

 
市瀬 菜々 (常盤木学園高校) 

 

 
森田 海 (JFAアカデミー福島) 

 

 
遠藤 優 (浦和レッズレディースユース) 

 
MF 西川 彩華 (常盤木学園高校) 

 

 
水谷 有希 (JFAアカデミー福島) 

 

 
鳥海 由佳 (日テレ・メニーナ) 

 

 
小島 美玖 (JFAアカデミー福島) 

 

 
安齋 結花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 

 
三浦 桃 (大商学園高校) 

 

 
杉田 妃和 (藤枝順心高校) 
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三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 
FW 森迫 あやめ (岡山県作陽高校) 

 

 
清家 貴子 (浦和レッズレディースユース) 

 

 
白木 星 (常盤木学園高校) 

 

 
小林 里歌子 (常盤木学園高校) 

 
以上 23名 

 25. ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 6月の件 

  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 6月 

期 間：2014年 6月 12日(木)～6月 15日(日) 

場 所：福岡県福岡市 

[スケジュール] 

6月 12日(木) 集合、トレーニング 

6月 13日(金) トレーニング 

6月 14日(土) トレーニング 

6月 15日(日) トレーニング、解散 

[スタッフ]  

監 督 マルセロ・メンデス (JFA) 

GKコーチ 中河 昌彦 (国士舘大) 

通訳 又吉 健良 エジソン (フリー) 

ドクター 植村 健太 (筑波大学附属病院) 

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 倉田 研太郎 (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) 

 
安部 裕也 (A-line) 

FP 牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
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 (東京レキオス BS) 

 
宮本 光 (ドルソーレ北九州) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 
瀧口 貴史 (ノーソックス横浜) 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

 
赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 
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大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

以上 18名 

 26. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 清水 貴文 

     （所属歴：桐生菱少年サッカークラブ→FC 前橋ジュニアユース→ジュビロ磐田ユー

ス→中京大学体育会サッカー部） 

所属元： 中京大学体育会サッカー部 

受入先： ジュビロ磐田 

承認日： 2014年 6月 10日 

 

 27. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 藤巻 孝平      

所属元： BANFF SENDAI 

受入先： ヴィスクオーレ仙台 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 木村 尚樹 

所属元： バルドラール浦安セグンド 

受入先： バルドラール浦安 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 田中 優輝 

所属元： バルドラール浦安セグンド 

受入先： バルドラール浦安 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 清水 和也 

所属元： フウガドールすみだ バッファローズ 

受入先： フウガドール 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 清水 誠也 

所属元： フウガドールすみだ バッファローズ 

受入先： フウガドール 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 栗本 博生 

所属元： フウガドールすみだ バッファローズ 

受入先： フウガドール 

承認日： 2014年 5月 20日 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 日根野谷 健 

所属元： ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE 

受入先： ASV PESCADOLA 町田 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 原 辰介 

所属元： ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE 

受入先： ASV PESCADOLA 町田 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 永野 雅也 

所属元： ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE 

受入先： ASV PESCADOLA 町田 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 植松 晃都 

所属元： PSTCロンドリーナ U-18 

受入先： 湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 北川 祐 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 矢澤 大夢 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 八木 聖人 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 橋本 竜一 

所属元： ヒューマンアカデミー大阪 

受入先： シュライカー大阪 

承認日： 2014年 5月 20日 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 齊藤 秀人 

所属元： シュライカー大阪サテライト 

受入先： シュライカー大阪 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 加藤 翼 

所属元： シュライカー大阪サテライト 

受入先： シュライカー大阪 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 平原 翔哉 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 高橋 宏征 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 高橋 良治 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2014年 5月 20日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 岡島 工 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2014年 6月 24日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 宮川 太陽 

所属元： 府中アスレティックフットボールクラブサテライト 

受入先： 府中アスレティック FC 

承認日： 2014年 7月 8日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 大津 裕輝 

所属元： 府中アスレティックフットボールクラブサテライト 

受入先： 府中アスレティック FC 

承認日： 2014年 7月 8日 
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 28. 2013年度Ｓ級コーチ養成講習会判定結果の件 

  全てのコースを修了し、筆記試験・口頭試験・指導実践・レポート全てにおいて合格した 

次の 5名を S級コーチとして認定する。 

氏  名 ：海本 慶治（カイモト ケイジ）        

指導チーム：大宮アルディージャ 

生年月日 ：1972年 11月 26日 

資  格 ：2011年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2009年 ～2010年 アルビレックス新潟 アシスタントコーチ  

      2010年 ～2011年 アルビレックス新潟 ジュニアユースコーチ       

      2010年 ～2013年 JFAナショナルトレセンコーチ    

       2012年 ～2013年 セレッソ大阪 U-18 コーチ       

       2014年 ～現在  大宮アルディージャ コーチ   

氏  名 ：片渕 浩一郎（カタフチ コウイチロウ） 

指導チーム：アルビレックス新潟 

生年月日 ：1975年 4月 29日 

資  格 ：2007年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴：2003年～2005年  アルビレックス新潟ユース コーチ 

2006年～2011年  アルビレックス新潟ユース 監督 

2012年～現在   アルビレックス新潟アカデミーコーチ 

           JFAナショナルトレセンコーチ 

 氏  名 ：濱崎 芳己（ハマサキ ヨシミ） 

指導チーム：名古屋グランパスエイト 

生年月日 ：1974年 5月 16日 

資  格 ：2005年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2003年～2006年  モノリスフットボールクラブ 代表兼監督 

      2006年～2007年  名古屋グランパスエイト U15 監督 

      2007年～2009年  名古屋グランパスエイト U15 コーチ 

      2009年～2013年  名古屋グランパスエイト U18 コーチ 

      2009年～2011年  ナショナルトレセンコーチ東海地区担当 

2013年～2014年  Gloubsサッカースクール 代表 

      2013年～2014年  ナショナルトレセンコーチ東海地区担当 

2014年～現在    名古屋グランパスエイトスクール普及部 

       2014年～現在   JFAインストラクター 

氏  名 ：望月 重良（モチヅキ シゲヨシ）         

指導チーム：SC相模原 

生年月日 ：1973年 7月 9日 

資  格 ：2011年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2011年 ～2012年 SC相模原トップチーム 監督 

      2012年 ～現在    SC相模原 代表 
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氏  名 ：米田 徹（ヨネダ トオル） 

指導チーム：カターレ富山 

生年月日 ：1969年 5月 29日 

資  格 ：2009年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：1996年 ～  2001年 三菱養和サッカークラブ  

       2003年 ～ 2004年 ヴァンフォーレ甲府ユース コーチ 

       2004年 ～ 2007年 ヴァンフォーレ甲府ジュニアユース 監督、 

サッカースクール コーチ 

       2007年       ヴァンフォーレ甲府トップチーム コーチ 

       2008年       ヴァンフォーレ甲府トップチーム ヘッドコーチ 

サテライト監督      

       2009年        FC岐阜トップチーム コーチ      

       2010年        ジェフユナイテッド千葉トップチーム コーチ       

       2011年 ～ 現在    カターレ富山トップチーム コーチ   

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：402名（上記 5名含む） 

※ 2013年度 S級コーチ認定者数：16名/21名中 

 

 29. 2014年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  2014年度 ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 合格者 【31名】 

石野 智顕 
 

塚本 秀樹 
 

齋 篤志 
 

堤 喬也 
 

伊藤 文寿 
 

轟 奈都子 
 

掛川 誠 
 

中川 雄二 
 

影山 啓自 
 

野田 晶生 
 

川口 剛史 
 

埴田 淳 
 

楠本 晃義 
 

濱田 堯 
 

椚 陽介 
 

浜野 征哉 
 

佐藤 洋平 
 

林 晋太郎 
 

鈴木 大地 
 

広野 耕一 
 

髙田 直明 
 

松代 直樹 
 

高橋 奨 
 

柳澤 繁 
 

髙橋 範夫 
 

山田 喜行 
 

武田 幸生 
 

油原 丈著 
 

竹野 宗平 
 

渡邉 英豊 
 

田中 純壱 
    

    
※五十音順 

     
 

 30. 2014年度 Ｂ級コーチ養成講習会受講者追加の件 

  2014年度Ｂ級コーチ養成講習会の受講者について、下記 1名を追加することとしたい。 

氏名：佐藤 寿人（さとう ひさと） 
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※2014年度現受講者数 474名 

※上記 1名追加後受講者数 475名 

＜追加理由＞ 

JPFA(日本プロサッカー選手会)から推薦される人材であったが、JPFA 内での処理に誤りが発生

してしまったため、JFA推薦として追加受講決定するものとしたい。 

本人のサッカー界への貢献度、競技歴においても JFA 推薦の推薦基準を充分に満たしており、

指導者としてのセカンドキャリアへの期待も含め、措置するものとしたい。 

 

 31. 2015年度ゴールキーパーＡ級コーチ養成講習会 開催要項の件 

  （報告）資料№4 

 

 32. 2015年度ゴールキーパーＢ級コーチ養成講習会 開催要項の件 

  （報告）資料№5 

 

 


