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2014年 11月 13日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014 年度 第 11 回理事会 

報告事項 

 1. 海外派遣指導者契約中途解約の件 

  ＪＦＡ、ＭＦＦ及び熊田喜則氏は、下記の契約を 2014 年 10 月 17 日をもって中途解約するこ

とに合意した。 

派遣指導者：熊田 喜則（くまだ よしのり）（53歳） 

派遣先協会：ミャンマーサッカー連盟（ＭＦＦ） 

役   職：ミャンマー女子代表監督 

契 約 期 間：2014年 2月 1日～2015年 1月 31日 

 2. 2015年ＡＦＣマッチコミッショナー新規候補者追加の件 

  2015 年ＡＦＣマッチコミッショナー（マッチコミッショナーは以下「ＭＣ」と表記）に、10

月 28日付け文書にてＡＦＣより推薦があった下記 1名をＪＦＡからの候補者に加える。 

＜新規候補者＞ 

永松 太（ながまつ ふとし）コミュニケーション部部長代理 

＜新規候補者の選定について＞ 

2015 年度より、過去のＡＦＣ競技会における業務実績を踏まえて、ＡＦＣが選定し、推薦

する。上記新規候補者は 2004 年以来、各種ＡＦＣ競技会にＪＦＡの広報担当として参加し

た経歴を持つ。 

＜新規候補者のＡＦＣによる認定手順＞ 

新規候補者： 

ＡＦＣからの推薦を受け、ＡＦＣ ＭＣセミナーに出席する。セミナーは、正味 3 日間で行

われ（2014 年 12 月 7－9 日、於ＡＦＣ、マレーシア、クアラルンプール）、英語、ＩＴス

キル、及び、ＡＦＣ競技会の理解度等のテストを受け、結果合格した候補者がＡＦＣ ＭＣ

として認定され、2015年から 2016年の 2年間の資格を与えられる。 

継続ＡＦＣＭＣ[参考]（50 音順）(資格期間） 

青木 克史   コミュニケーション部部長代理 （2014年～2015年） 

江川 純子   国際部部長代理 （2014年～2015年） 

大谷 憲也   ＰＨＱ係長 （2014年～2015年） 

貝瀬 智洋   財務部部長代理 （2014年～2015年） 

小林 美由紀  ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18 コーチ（2014 年～2015

年） 

東明 有美   ＡＦＣ社会貢献委員会委員、国際委員 （2014年～2015年） 

野上 宏志   マーケティング部部長代理 （2014年～2015年）*更新予定 

宮崎 純一   青山学院大学サッカー部監督 （2014年～2015年） 

＜継続候補者のＡＦＣによる認定手順＞ 

2014 年よりＡＦＣ ＭＣの継続認定が厳しくなり、過去 2 年間に任務を遂行した試合数が 6

試合未満の者、その他ＡＦＣが定める条件を満たさない場合、新規候補者と同様の英語、Ａ

ＦＣ競技会の理解度等のテストを受ける。 



報告事項 

2014/11/13 第 11回理事会 

2 

 3. 日本女子サッカーリーグ リーグ編成変更の件 

  （報告）資料№1 

日本女子サッカーリーグは 2015シーズンから以下の通りリーグ編成を変更する。 

なお、これに伴い、2015年 1月のリーグ理事会においてリーグの規約、規程を変更する予定。 

（現 行）2014 シーズン 

・なでしこリーグ 10チーム 

・チャレンジリーグ 16チーム 

（変更後）2015 シーズンより 

・なでしこリーグ 1部 10チーム 

・なでしこリーグ 2部 10チーム 

・チャレンジリーグ 12チーム（東西各 6チーム） 

※「なでしこリーグ 2部」は現「チャレンジリーグ」より 10チームを昇格させる。 

「チャレンジリーグ」には現「チャレンジリーグ」6 チームと、地域より昇格する 6 チーム

にて構成。 

 

 4. 第 23回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 主催名義の件 

  第 23回大会より、神戸市及び神戸市教育委員会が主催者となる。 

大 会 名：第 23 回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

開 催 日：2015 年 1月 3日（土）～11日（日） 

会    場：ノエビアスタジアム神戸他 

主    催：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人全国高等学校体育連盟、 

神戸市、神戸市教育委員会 

主    管：一般社団法人兵庫県サッカー協会、兵庫県高等学校体育連盟 

後    援：文部科学省、兵庫県、兵庫県教育委員会、スポーツニッポン新聞社 

協  賛：アディダス ジャパン株式会社、株式会社ミカサ 

協  力：西鉄旅行株式会社、株式会社フォトクリエイト 

 

 5. 名義使用申請の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)申請団体：株式会社朝日新聞社 

事業名：朝日新聞サッカーシンポジウム 

世界８強への道 日本代表・Ｊリーグを代表ＯＢが徹底討論 

主催：株式会社朝日新聞社 

後援(申請中)：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

協賛：未定 

協力：アディダス ジャパン株式会社 

日程：12月 14日（日） 17時－19時 

会場：有楽町朝日ホール 

対象者：朝日新聞読者を中心に約 550人 

目的：サッカー界全体を応援する趣旨から、サッカー界の現状と未来を語り合うサッカーシ

ンポジウムを企画し、2018 年ワールドカップを目指す日本代表の課題とその土台とな
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る国内リーグ、Jリーグの果たすべき役割について考える。 

構成案：下記 2部構成を予定。 

◆第 1部「日本代表の現在地と未来」 

これまでのＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥを支えてきたＯＢ選手が登場し、日本サッカー

の課題と可能性、ロシアへの道に必要なものをあますことなく語る。開幕まで間近に

なったＡＦＣアジアカップへの展望について触れてもらう。 

      登壇者：進行＝潮智史（朝日新聞編集委員） 

ゲスト＝秋田豊氏、福西崇史氏、宮本恒靖氏、北澤豪理事（＝順不同） 

◆第 2部「ドイツに学ぶＪリーグの使命」 

ホスト宮本氏のもと、原博実専務理事と村井満チェアマンをゲストに迎え、日本代表

ロシアへの道と日本サッカーの未来に向けて J リーグの果たす役割と使命を語る。ま

た、ブンデスリーガの繁栄をベースにしたドイツを一つのモデルとして、ドイツから

のゲストに成功の裏側を語ってもらう。 

登壇者：宮本恒靖氏（ホストコメンテーター）ペーター・レイブレ氏（ドイツサッ

カーリーグ スポーツ事業社アジア太平洋代表）、村井満 J リーグチェア

マン、原博実専務理事 

◆アディダス ジャパン提供お楽しみ抽選会 

契約選手のサイン入りシューズ、サイン入りレプリカなどアディダスジャパン提供の

特製プレゼントがあたる抽選会を開催（あらかじめ、パンフレットにナンバリング） 

(2)申請団体：日本ブラインドサッカー協会 

事業名：IBSAブラインドサッカー世界選手権 2014 

主催：日本ブラインドサッカー協会 

共催：国際視覚障害者スポーツ連盟（IBSA:International Blind Sports Federation） 

      公益財団法人日本障がい者スポーツ連盟 

後援(申請中)：文部科学省、厚生労働省、東京都、渋谷区、新宿区、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、 

公益財団法人東京都障がい者スポーツ協会、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会 

日程：11月 16日（日）～24日（月・振休） 

会場：国立代々木競技場フットサルコート 

目的：都心で世界一を争う大会を開催することで関心を高め、障がい者スポーツの振興に寄

与すること及びスポーツを通じた多様性理解とインクルージョンの推進のため 

 

 6. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次の通り。 

＜役員＞ 

（国際試合） 

① AFC Champions League 2014 Final 

ｱｾｯｻｰ：上川徹 

期 間：10 月 22 日～26日 
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場 所：シドニー／オーストラリア 

（セミナー） 

① AFC Futsal Refereeing Instructors Course 2015 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：五十川和也、平野伸一 

期 間：11 月 3日～10日 

場 所：バンコク／タイ 

② Futsal Refereeing Instructors Cuorse in Thailand 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：木村神津司 

期 間：11 月 4日～10日 

場 所：バンコク／タイ 

③ Seminar for FIFA Beach Soccer referee instructors 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：櫻田雅裕 

期 間：11 月 6日～11日 

場 所：ドバイ／UAE 

＜審判員＞ 

（国際試合・大会） 

① AFC U-16 Women’s Championship 2015 Qualifiers－Group C 

審判員：梶山芙紗子、大畠千枝 

期 間：10 月 1日～10日 

場 所：マラッカ／マレーシア 

② AFC U-16 Women’s Championship 2015 Qualifiers－Group D 

審判員：山岸佐知子、千葉恵美 

期 間：10 月 2日～10日 

場 所：マラッカ／マレーシア 

③ AFC U-19 Championship Myanmar 2014 

審判員：佐藤隆治、山本雄大、名木利幸 

期 間：10 月 6日～20日 

場 所：ヤンゴン／ミャンマー 

④ AFF Suzuki Cup 2014 Qualifying Competition 

審判員：飯田淳平、唐紙学志 

期 間：10 月 10 日～22日 

場 所：ビエンチャン／ラオス 

⑤ 国際親善試合（香港 vs．アルゼンチン） 

審判員：西村雄一、大塚晴弘、田中利幸、木村博之 

期 間：10 月 12 日～15日 

場 所：香港 

⑥ AFC U-16 Women’s Championship 2015 Qualifiers－Group B 

審判員：今泉奈美、手代木直美 

期 間：10 月 11 日～25日 

場 所：ダッカ／バングラデシュ 
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⑦ International Football Tournament 2014 (Youth Newspaper Cup 2014) 

審判員：松尾一 

期 間：10 月 17 日～30日 

場 所：カントー／ベトナム 

⑧ 中国スーパーリーグ（上海申鑫 vs河南建业） 

審判員：福島孝一郎 

期 間：10 月 18 日～20日 

場 所：上海／中国 

⑨ Futsal Continental Cup 

審判員：小崎知広、小林裕之 

期 間：10 月 19 日～29日 

場 所：クウェート 

⑩ AFF / FELDA Beach Soccer Championship 2014 

審判員：櫻田雅裕 

期 間：10 月 21 日～30日 

場 所：クアンタン／マレーシア 

⑪ U-16 Val de Marne 2014（バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント 2014） 

審判員：三上正一郎 

期 間：10 月 25 日～11月 3日 

場 所：パリ／フランス 

⑫ 中国スーパーリーグ（河南建業 vs杭州緑城、広州恒大 vs北京国安） 

審判員：岡部拓人、今村義朗 

期 間：10 月 25 日～27日 

場 所：鄭州、広州／中国 

⑬ AFC Champions League 2014 Final 

審判員：西村雄一、相楽亨、大塚晴弘、佐藤隆治 

期 間：10 月 29 日～11月 3日 

場 所：リヤド／サウジアラビア 

⑭ 中国スーパーリーグ（北京国安 vs河南建業、山東魯能 vs広州恒大） 

審判員：村上伸次、木村博之 

期 間：10 月 31 日～11月 3日 

場 所：北京、済南／中国 

⑮ AFC U-19 Women’s Championship China 2015 Qualifiers Group C 

審判員：桑原里佳子 

期 間：11 月 2日～11日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

⑯ AFC U-19 Women’s Championship China 2015 Qualifiers Group B 

審判員：今泉奈美、千葉恵美 

期 間：11 月 4日～12日 

場 所：コロンボ／スリランカ 
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 7. 日本サッカーミュージアムの件  

  入場者数（有料ゾーン） 

9月入場者数：2,758 人  

（2013年 2,106 人 2012年 2,484人 2011年  4,648人 2010年 1,709人） 

10月入場者数：2,064 人  

（2013 年 2,051 人 2012年 2,514人 2011年  3,337人 2010年 2,109人） 

 

 8 海外遠征申請の件  

  （1）特定非営利活動法人 山形県サッカー協会 

チ ー ム モンテディオ山形ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12月 23日（火・祝）～12月 30日（火） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（2）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム エクセレントフィート FC （第 4種） 

遠征期間 11月 26日（水）～12月 2日（火） 

遠 征 先 ホノルル/アメリカ 

（3）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-18 （第 2種） 

遠征期間 11月 30日（日）～12月 5日（金） 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

（4）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 11月 30日（日）～12月 5日（金） 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都大学サッカー連盟選抜 （第 1種） 

遠征期間 12月 10日（水）～12月 14日（日） 

遠 征 先 ヤンゴン/ミャンマー 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都ユース（U-18）フットサルリーグ選抜 （フットサル） 

遠征期間 12月 12日（金）～12月 14日（日） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（7）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 星槎国際高等学校湘南 （女子） 

遠征期間 11月 30日（日）～12月 8日（月） 

遠 征 先 オークランド/ニュージーランド 

（8）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム AMBICIONE松本 （第 3種） 

遠征期間 2015 年 1月 30 日（金）～2月 11日（水・祝） 

遠 征 先 バルセロナ・バレンシア・マドリ-ド/スペイン 
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（9）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立静岡城北高等学校 （第 2種） 

遠征期間 12月 21日（日）～12月 24日（水） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（10）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 愛知県選抜 U-14 （第 3種） 

遠征期間 12月 23日（火・祝）～12月 30日（火） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（11）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 12月 26日（金）～12月 30日（火） 

遠 征 先 浦項/韓国 

（12）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 （第 1種） 

遠征期間 12月 9日（火）～12月 15日（月） 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

（13）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム V・ファーレン長崎 U-18 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日（金）～12月 30日（火） 

遠 征 先 木浦/韓国 

（14）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム V・ファーレン長崎 U-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 26日（金）～12月 30日（火） 

遠 征 先 木浦/韓国 

 

 9. 標章使用申請の件 

  （1）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） 

（2）申請団体： 公益財団法人茨城県サッカー協会 

使用目的： 協会旗 1枚 

（3）申請団体： 公益財団法人東京都サッカー協会 

使用目的： 第 1回東アジアシニアサッカー大会用プログラム 裏表紙 

(4) 申請団体： 一般社団法人和歌山県サッカー協会 

使用目的： 名刺 7名分（各 100枚） 

 

 10. 国体感謝状贈呈の件 

  第 69 回国民体育大会開催地に対して、運営に対する多大な貢献があったことから、感謝状を

贈呈する。 

贈呈先：島原市、雲仙市、一般社団法人長崎県サッカー協会 
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 11. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  1．申請者（施設所有者）：一般社団法人神奈川県サッカー協会 

  施   設   名 ：神奈川県サッカー協会フットボールセンター  

  使  用  製  品 ：株式会社 RISE Corporation／ITALGREEN TURF 62 LESMO 

  公  認  期  間 ：2014年 11 月 13日～2017年 11月 12日 

  公  認  番  号 ：第 168号 

 ＜特記事項＞ 

 使用製品はＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を完了

している。 

 当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく 2 回の現地検査（フィールド

テスト）を実施し、基準を満たしている。 

 

 12. 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 1名をＳ級コーチとして認定した。 

氏  名 ：猿澤 真治（さるさわ しんじ） 

指導チーム：ナショナルトレセンコーチ（四国担当チーフ） 

生年月日 ：1969年 6月 9日 

資  格 ：2006年 Ａ級ライセンス 

指 導 歴 ：1992年 ～1997 年 高松市立紫雲中学校サッカー部 

       1997年 ～2000 年 丸亀市立飯山中学校サッカー部 

       2000年 ～2006 年 高松市立山田中学校サッカー部 

       2006年 ～2008 年 高松市立鶴尾中学校サッカー部 

 

       1994 年 ～    香川県 U-14トレセン責任者 

       2000 年 ～    香川県 3種技術委員長 

       2003 年 ～    四国 U-14トレセン責任者 

     2007 年 ～    ナショナルトレセンコーチ四国担当  現在 

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：407名（上記 1名含む） 

※ 2013年度 S級コーチ認定者数：21名/21名中 

 

 13. 2015年度 Ｓ級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№2 

2015年度Ｓ級コーチ養成講習会の開催要項を別紙の通り定めた。 

 

 14. 2015年度ゴールキーパーＡ級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  2015年度ゴールキーパーＡ級コーチ養成講習会の受講者 27名を以下の通り決定した。 

（五十音順） 

安齋 和之 斎藤 武志 橋満 知明 
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植田 元輝 佐々木 篤史 松本 拓也 

牛山 優 清水 健太 馬渕 圭太 

浦上 壮史 末廣 亮介 百瀬 高志 

遠藤 大志 鈴木 真暢 諸岡 信敬 

大神 友明 富永 康博 山下 渉太 

川島 透 長井 敦史 吉坂 圭介 

木村 仁司 中上 智晴 
  

行部 安洋 中西 功 
  

小山 健二 中村 考宏 
   

 15. 2015年度ゴールキーパーＢ級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  2015年度ゴールキーパーＢ級コーチ養成講習会の受講者 32名を以下の通り決定した。 

                              （五十音順） 

浅藤 尚 北村 将彦 谷井 健二 

安藤 智安 艸川 幸治 谷口 靖明 

井出 大志 煙山 徹 津﨑 浩平 

岩本 知広 首藤 慎一 野口 志郎 

上杉 哲平 菅井 圭介 羽田 敬介 

上野 秀章 杉浦 光夫 古川 淳一郎 

海老沼 秀樹 芹澤 雅人 松元 拓也 

唐島 和義 髙﨑 護 宮本 達也 

川本 良二 髙橋 剛 村永 康夫 

北川 孝仁 髙橋 靖 森島 敏嗣 

    
山口 隆史 

    
山田 栄一郎 

 

 16. 中学校女子サッカー部フェスティバル の件 

   

  

行事名： 中学校女子サッカー部フェスティバル 

目 的：・中学校女子サッカー部の存在・活動を広く知ってもらう。 

・中学校女子サッカー部の活動を支援する。 

・選手およびサッカー部顧問・コーチのレベルアップを図る。 

期  間： 11月 1日（土）～ 3日（月・祝） 

場  所： 時之栖スポーツセンター（静岡県裾野市） 

参加チーム： 

①  北海道 上ノ国町立上ノ国中学校 

②岩手県 岩手県宮古地区中学校合同チーム 

（2校による合同チーム：山田町立山田中学校・宮古市立田老第一中学校） 

③ 東京都 杉並区立中学校女子サッカー部 

（6校による合同チーム：松ノ木中学校・杉森中学校・井草中学校・宮前中学校・ 

向陽中学校・東田中学校） 

④ 東京都 江東区立中学校女子サッカー部 

（10校による合同チーム：深川第一中学校・深川第三中学校・深川第四中学校・ 

深川第七中学校・亀戸中学校・第三亀戸中学校・第二大島中学校・ 

第二砂町中学校・第三砂町中学校・第四砂町中学校） 

⑤ 千葉県 船橋市中学校サッカー部合同チーム 
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（5校による合同チーム：船橋中学校・金杉台中学校・三山中学校・ 

八木が谷中学校・大穴中学校） 

⑥ 愛知県 岡崎市立葵中学校 

⑦ 京都府 KIZUNA ～ 京都山城地区中体連女子チーム 

    （6校による合同チーム：木津川市立木津中学校・木津市立木津南中学校・ 

向日市立勝山中学校・大山崎町立大山崎中学校・城陽市立西城陽中学校・ 

城陽市立南城陽中学校） 

⑧ 兵庫県 神戸女学院中等部サッカー部 

⑨ 沖縄県 豊見城中学校女子サッカー部 

⑩ 沖縄県 北谷中学校女子サッカー部 

※34の中学校から編成された 10チーム／103人の参加 

スケジュール： 

11月 1日（土）午後 集合 → ゲーム 

 夜  オープニング：佐々木監督からメッセージ・参加チーム紹介 

4月  2日（日）午前 トレーニング・ゲーム（チームごとに） 

        午後 トレーニング・ゲーム（シャッフルチームで） 

 夜  ミーティング：野田女子委員長からメッセージ・ 

DreamPlan（目標設定シート）の記入 

4月   3日（月・祝）午前 フェスティバル → 解散 

 

 17. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2014の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2014 

期 間：10 月 6日（月）～10日（金） 

場 所：新潟県 

 [スケジュール] 

10月 6日 （月） 集合 

10月 9日 （木） 公式練習 

10月 10 日 （金） 
キリンチャレンジカップ 2014 

日本代表 vs. ジャマイカ代表 ◯1－0（0－0） 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙ・ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (ＪＦＡ技術委員長) 

監 督 ﾊﾋﾞｴﾙ・ｱｷﾞｰﾚ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾁｭｱｰﾄ・ｹﾞﾘﾝｸﾞ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 手倉森 誠 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾘｶﾙﾄﾞ・ﾛﾍﾟｽ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ﾌｱﾝ・ｲﾘﾊﾞﾚﾝ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 (ＪＦＡ代表チーム部) 

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) 

ドクター 池田 浩 (ＪＦＡスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 
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ドクター 香取 庸一 (東京医科大学) 

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 菊池 良介 (ＪＦＡ)  

通訳 羽生 直行 (ＪＦＡ)  

通訳 渡邉 幸治 (株式会社天道) 

チーム運営統括 湯川 和之 (ＪＦＡ代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (ＪＦＡ代表チーム部)  

総 務 秋江 昌司 (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 多田 寛 (ＪＦＡコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 田山 義高 (西鉄旅行) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 渡邉 大 (ＪＦＡテクニカルハウス) 

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) 

[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 水本 裕貴 (サンフレッチェ広島) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア) 

 太田 宏介 (FC東京) 

 西  大伍 (鹿島アントラーズ) 

 塩谷 司 (サンフレッチェ広島) 

 酒井 高徳 (VfBシュツットガルト/ドイツ) 

 鈴木 大輔 (柏レイソル) 

MF 細貝 萌 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ) 

 森重 真人 (FC東京) 

 田中 順也 (スポルティング/ポルトガル) 

 香川 慎司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ) ※1 

 森岡 亮太 (ヴィッセル神戸) 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

 田口 泰士 (名古屋グランパス) 

FW 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) 

 ハーフナー・マイク (コルドバ CF/スペイン) 

 小林 悠 (川崎フロンターレ) 

 柿谷 曜一朗 (FCバーゼル 1893/スイス)  

 武藤 嘉紀 (FC東京) 

※1 試合後離脱                             以上 23名 
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 18. 日本代表 国際親善試合の件 

  行事名：日本代表 国際親善試合 

期 間：10 月 11 日（土）～14 日（火） 

場 所：シンガポール 

[スケジュール] 

10 月 11 日 （土） 移動 

10月 13 日 （月・祝） 公式練習 

10月 14 日 （火） 

国際親善試合 

日本代表 vs. ブラジル代表 ●0－4（0－1） 

試合後解散 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (ＪＦＡ技術委員長) 

監 督 ﾊﾋﾞｴﾙ・ｱｷﾞｰﾚ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾁｭｱｰﾄ・ｹﾞﾘﾝｸﾞ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 手倉森 誠 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾘｶﾙﾄﾞ・ﾛﾍﾟｽ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ﾌｱﾝ・ｲﾘﾊﾞﾚﾝ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 (ＪＦＡ代表チーム部) 

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) 

ドクター 池田 浩 (ＪＦＡスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ドクター 香取 庸一 (東京医科大学) 

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 菊池 良介 (ＪＦＡ)  

通訳 羽生 直行 (ＪＦＡ)  

通訳 渡邉 幸治 (株式会社天道) 

チーム運営統括 湯川 和之 (ＪＦＡ代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (ＪＦＡ代表チーム部)  

総 務 秋江 昌司 (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 多田 寛 (ＪＦＡコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 田山 義高 (西鉄旅行) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 渡邉 大 (ＪＦＡテクニカルハウス) 

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) 

[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) 
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DF 水本 裕貴 (サンフレッチェ広島) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア) 

 太田 宏介 (FC東京) 

 西  大伍 (鹿島アントラーズ) 

 塩谷 司 (サンフレッチェ広島) 

 酒井 高徳 (VfBシュツットガルト/ドイツ) 

 鈴木 大輔 (柏レイソル) 

MF 細貝 萌 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ) 

 森重 真人 (FC東京) 

 田中 順也 (スポルティング/ポルトガル) 

 森岡 亮太 (ヴィッセル神戸) 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

 田口 泰士 (名古屋グランパス) 

FW 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) 

 ハーフナー・マイク (コルドバ CF/スペイン) 

 小林 悠 (川崎フロンターレ) 

 柿谷 曜一朗 (FCバーゼル 1893/スイス)  

 武藤 嘉紀 (FC東京) 

以上 22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･祝) 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･祝) vs.AC 長野パルセイロ ●0-1（長野運動公園総合運動場陸上競技場） 

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） 

18節 7月 20 日(日) vs.S.C相模原 ○3-2（相模原ギオンスタジアム） 
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19節 7月 27 日(日) vs.FC 町田ゼルビア △1-1 (町田市立陸上競技場） 

20節 8月 3日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ●0-4（秋田市八橋運動公園球技場） 

21節 8月 10 日(日) vs.福島ユナイテッド FC ●0-0 (とうほう・みんなのスタジアム） 

25節 8月 17 日(日) vs.グルージャ盛岡 ●1-2（盛岡南公園球技場） 

22節 8月 24 日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ●1-2 (ニッパツ三ツ沢球技場） 

23節 8月 31 日(日) vs.藤枝 MYFC ●1-2（藤枝総合運動公園サッカー場） 

24節 9月 7日(日) vs.FC 町田ゼルビア ●0-3 (町田市立陸上競技場） 

27節 10月 5 日(日) vs.AC 長野パルセイロ ●0-5（佐久総合運動公園陸上競技場） 

28節 10月 12日(日) vs.S.C相模原 ○5-1（相模原ギオンスタジアム） 

29節 10月 18日(土) vs.福島ユナイテッド FC △0-0(とうほう・みんなのスタジアム） 

26節 10月 26日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 △1-1(Shonan BMWスタジアム平塚） 

30節 11月 2 日(日) vs.FC 琉球 ●2-4(沖縄市陸上競技場） 

   
 

 20. U-19日本代表 AFC U-19選手権直前キャンプ及び本大会の件 

  行事名：U-19日本代表 AFC U-19選手権直前キャンプ及び本大会 

期 間：9月 29 日(月)～10月 19 日(日) 

場 所：宮崎県綾町、ミャンマー／ネピドー 

[スケジュール] 

9月 29 日(月) 集合 

9月 30 日(火) トレーニングマッチ vs.日章学園高校 ◯5-0 

10月 2日(木) トレーニングマッチ vs.ホンダロック ◯3-0 

10月 3日(金) 移動（宮崎→東京） 

10月 4日(土) 移動（成田→ヤンゴン→ネピドー） 

10月 9日(木) AFC U-19選手権 グループステージ第 1戦 vs. 中国代表 ●1-2 

10月 11 日(土) AFC U-19選手権 グループステージ第 2戦 vs. ベトナム代表 ◯3-1 

10月 13日(月･祝) AFC U-19選手権 グループステージ第 3戦 vs. 韓国代表 ◯2-1 

10月 17 日(金) 
AFC U-19選手権 準々決勝 vs. DPRコリア代表 ●1-1延長 0-0 

PK4-5 

10月 18 日(土) 移動（ネピドー→ヤンゴン→成田） 

10月 19 日(日) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 鈴木 満 (ＪＦＡ技術委員／鹿島アントラーズ) ※1 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (ＪＦＡ技術委員長) ※2 

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) 
 

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 

マルチサポート事業) 
※3 

ドクター 深井 厚 (関東労災病院) ※3 
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ドクター 諸岡 孝俊 (兵庫医科大学病院) ※4 

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) 
 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 杉山 友朗 (ＪＦＡ代表チーム部) 
 

※1 10/7～14、※2 10/15～10/17、※3 10/3～19、※4 9/29～10/3 

[選  手] 

GK 中村 航輔 (柏レイソル) 
 

 
高木和 徹 (清水エスパルス) 

 

 
吉丸 絢梓 (ヴィッセル神戸) 

 
DF 三浦 弦太 (清水エスパルス) 

 

 
内山 裕貴 (コンサドーレ札幌) 

 

 
広瀬 陸斗 (水戸ホーリーホック) 

 

 
宮原 和也 (サンフレッチェ広島) 

 

 
中谷 進之介 (柏レイソル) 

 

 
石田 崚真 (ジュビロ磐田 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) 

 
MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 

 

 
松本 昌也 (大分トリニータ)  ※1 

 
関根 貴大 (浦和レッズ) 

 

 
金子 翔太 (清水エスパルス) 

 

 
川辺 駿 (サンフレッチェ広島) 

 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 

 

 
奥川 雅也 (京都サンガ F.C.U-18) ※1 

 
井手口 陽介 (ガンバ大阪) 

 
FW 南野 拓実 (セレッソ大阪) 

 

 
越智 大和 (産業能率大) 

 

 
オナイウ 阿道 (ジェフユナイテッド千葉) 

 
北川 航也 (清水エスパルスユース) 

 
※1 途中離脱                             以上 23名 

 21. U-15日本代表 フランス遠征の件 

  行事名：U-15日本代表フランス遠征 バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント 2014 

期 間：10 月 25 日(土)～11月 3日(月・祝) 

場 所：フランス／マルヌ 

[スケジュール] 

10 月 25 日(土) AM 集合、移動 

10 月 28 日(火) 第 1戦 vs.U-15オランダ代表 ●1-3 

10月 30 日(木) 第 2戦 vs.U-15ベルギー代表 ●2-3 

11月 1日(土) 第 3戦 vs.U-15フランス代表 △3-3 



報告事項 

2014/11/13 第 11回理事会 

16 

11月 2日(日) 現地発 

11月 3日(月･祝) 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) 

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   ： 吉田 圭一  (順天堂大学浦安病院) 

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    ： 池辺 友和  (ＪＦＡ代表チーム部) 

帯同審判員  : 三上 正一郎 (ＪＦＡ) 

[選 手]  

GK 沖 悠哉 （鹿島アントラーズジュニアユース） 

 
若原 智哉 （京都サンガ F.C.U-15） 

DF 田中 陸 （柏レイソル U-15） 

 
佐藤 颯汰 （日章学園中学校） 

 
吉田 峻 （清水エスパルスジュニアユース） 

 
橋岡 大樹 （浦和レッズジュニアユース） 

 
仙波 大志 （サンフレッチェ広島ジュニアユース） 

MF 新井 光 （AC長野パルセイロ U-15） 

 
伊藤 洋輝 （ジュビロ磐田 U-15）  

 
佐藤 昴 （長岡ジュニアユース FC） 

 
井澤 春輝 （JFAアカデミー熊本宇城／ソレッソ熊本） 

 
藤本 寛也 （東京ヴェルディジュニアユース） 

 
川村 拓夢 （サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース） 

 
宮島 裕 （名古屋グランパス U15） 

FW 坂井 剛 （FCレグノヴァ） 

 
明比 友宏 （サンフレッチェ広島ジュニアユース） 

 
田中 雄大 （FC多摩ジュニアユース） 

 
杉浦 文哉 （名古屋グランパス U15） 

以上 18名 

 22. なでしこジャパン（日本女子代表） 国際親善試合の件 

  行事名：なでしこジャパン 国際親善試合   

期 間：10 月 21 日(火)～30日(木) 

場 所：カナダ/エドモントン・バンクーバー 

[スケジュール] 

10 月 21 日(火) 集合/移動 

10月 25 日(土) 国際親善試合 vs. カナダ女子代表 ◯3-0(1-0) 
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10月 28 日(火) 国際親善試合 vs. カナダ女子代表 ◯3-2(1-0) 

10月 29 日(水) 移動 

10月 30 日(木) 帰国/解散 

[スタッフ]  

団 長    : 野田 朱美  (ＪＦＡ女子委員長)          

監 督    ： 佐々木 則夫 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    :  中村 順    (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ/大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ)   

GKコーチ   : 前田 信弘   (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ)  

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ  ： 広瀬 統一   (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

ドクター   ： 原 邦夫     (社会保険京都病院) 

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 ： 中野 江利子  (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   ： 貞清 健一   (独立行政法人日本スポーツ振興センター) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ： 川北 裕之   (アディダス・ジャパン株式会社/ 株式会社 BOTTOM UP) 

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

チーム統括  ： 宮崎 英津子  (ＪＦＡ代表チーム部) 

総 務    ： 山田 薫    (ＪＦＡ代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 福元  美穂 （岡山湯郷 Belle） 

 
山根 恵里奈 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース）      

DF 近賀 ゆかり （アーセナルレディース FC/イングランド） 

 
岩清水 梓 （日テレ・ベレーザ） 

 
鮫島 彩 （ベガルタ仙台レディース） 

 
有吉 佐織 （日テレ・ベレーザ） 

 
川村  優理 （ベガルタ仙台レディース） 

 
熊谷 紗希 （オリンピック・リヨン/フランス） 

MF 安藤 梢 （1. FFCフランクフルト/ドイツ） 

 
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） 

 
阪口 夢穂 （日テレ・ベレーザ） 

 
田中 明日菜 （1. FFCフランクフルト/ドイツ） 

 
宇津木 瑠美 （モンペリエ HSC） 

 
永里 亜紗乃 （1. FFCトゥルビーネ・ポツダム/ドイツ） 

FW 大野 忍 （アーセナルレディース FC/イングランド） 

 
大儀見 優季 （チェルシーレディース FC/イングランド） 
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菅澤 優衣香 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース） 

 
髙瀬 愛実 （INAC神戸レオネッサ）   

 
岩渕  真奈 （FCバイエルン・ミュンヘン/ドイツ） 

以上 21名 

 23. フットサル日本代表 海外遠征（イタリア）10月の件 

  行事名：フットサル日本代表 海外遠征（イタリア）10月 

期 間：9月 30 日(火)～10月 13 日(月・祝) 

場 所：イタリア/ペスカーラ・フレスカーティ 

[スケジュール] 

9月 30 日(火) PM集合 

10 月 1日(水) PM出発、現地着 

10月 4日(土) 20:00 トレーニングマッチ Acqua&Sapone Emmegross戦 ○3-2 

10月 6日(月) 19:00 トレーニングマッチ Montesilvano戦 ○2-1 

10月 7日(火) 20:00 トレーニングマッチ Real Rieti戦 ●3-4 

10月 8日(水) 15:00 トレーニングマッチ Lazio戦 ●3-6 

10月 9日(木) 20:00 トレーニングマッチ A.S.D.Cogianco Genzano戦 ●1-3 

10月 11 日(土) 17:30 トレーニングマッチ Pescara戦 △3-3 

10月 12 日(日) AM現地発 

10 月 13 日(月･祝) AM帰国、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 (フリーフィジカルコーチ) 

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 立石 智彦 (同愛記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  大岡 茂 ((株)R-body project) 

総 務 倉田 研太郎 (ＪＦＡ代表チーム部)  

[選 手] 

GK 藤原 潤 (バルドラール浦安) 

 
関口 優志 (エスポラーダ北海道) 

FP 森岡 薫 (名古屋オーシャンズ)  

 
稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 
荒牧 太郎 (バルドラール浦安) 

 

佐藤 亮 (シュライカー大阪) 

 
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) 

 
永井 義文 (ASDフットサル・イソラ /イタリア) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  

 
加藤 竜馬 (バルドラール浦安) 
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北嶋 佑一 (バサジィ大分) 

 
森 秀太 (シュライカー大阪) 

以上 14名 

 24. フットサル日本代表 海外遠征（クウェート）10 月フットサルコンチネンタルカップクウェー

ト 2014の件 

  行事名：フットサル日本代表 海外遠征（クウェート）10月  

フットサルコンチネンタルカップクウェート 2014 

期 間：10 月 20 日(月)～27日(月) 

場 所：クウェート 

[スケジュール] 

10月 20 日(月) PM集合、出発 

10月 21 日(火) AM現地着 

10 月 23 日(木) 19:30 グループステージ第 1戦 ブラジル代表戦  ●0-5 

10月 24 日(金) 14:30 グループステージ第 2戦 チェコ代表戦   ●0-4 

10月 25 日(土) 14:30 グループステージ第 3戦 グラテマラ代表戦 ○6-0 

10月 26 日(日) PM現地発 

10 月 27 日(月) PM帰国、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 (フリーフィジカルコーチ) 

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  吉田 成仁 (帝京平成大) 

総 務 倉田 研太郎 (ＪＦＡ代表チーム部)  

[選 手] 

GK 川原 永光 (アグレミーナ浜松) 

 
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) 

 
畠山 ブルノ タカシ (クウェート SC/クウェート) 

 
佐藤 亮 (シュライカー大阪) 

 

星 翔太 (バルドラール浦安) 

 
滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 
中村 友亮 (アグレミーナ浜松) 

 
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 (ASDフットサル・イソラ/イタリア) 

 
宮崎 暁 (フウガドールすみだ) 

 
森 秀太 (シュライカー大阪) 

 
室田 祐希 (エスポラーダ北海道) 

以上 14名 
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 25. ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 10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 10月 

期 間：10 月 18 日(土)～21日(火) 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

10月 18 日(土) PM集合 

10 月 21 日(火) AMトレーニングマッチ vsソーマプライア ○6-0、PM解散 

[スタッフ]  

監 督 マルセロ・メンデス (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 中河 昌彦 (国士舘大) 

通訳 新垣セレマン・エベルトン  

ドクター 新垣 和伸 (琉球大学医学部附属病院) 

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 水野 正幸 (ＪＦＡ技術部)  

[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) 

 
杉田 哲司 (湘南 SPREAD1545) 

FP 牧野 真二 (LEON福岡) 

 
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) 

 
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) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

以上 15名 

 26. Fリーグ特別指定選手の件 

  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 10 月 20 日 

 

 


