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2014年 12月 18日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014年度 第 12回理事会 

報告事項 

 1. ＡＦＣ理事会（11月 29日開催）の件  

  11月 29日にＡＦＣ理事会がマニラで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜競技会関連＞ 

リオデジャネイロオリンピック最終予選「ＡＦＣ U-23選手権 2016」の開催国がカタール  

に決定。 

2015ＡＦＣチャンピオンズリーグ 

最高出場枠 本大会×3 ＋ プレーオフ×1 

東⇒韓国、日本  西⇒サウジアラビア、イラン、ウズベキスタン 

＜テクニカル関連＞ 

医事委員会からの熱暑下の試合ガイドライン上程を承認  

各種コース開催計画を承認  

2015年ＡＦＣレフェリーリスト(国際レフェリー)を承認  

＜財務関連＞ 

2015及び 2016予算プレゼンテーションを承認  

監査済み 2013年財務諸表を承認 

＜その他＞ 

中央ゾーン設立によるＡＦＣ役員数ゾーン割り当ての再検討 

 1月 9日アジアカップ開催地メルボルンにて臨時総会開催  

※次回ＡＦＣ理事会は 2015年 3月開催予定  

 

 2. ＡＦＣアニュアルアワード 2014及びＡＦＣ殿堂の件  

  11月 30日にフィリピン・マニラにてＡＦＣアニュアルアワード 2014が開催された。 

また今年からＡＦＣ殿堂が新設され、日本から奥寺康彦氏、澤穂希選手が殿堂入りした。 

日本の受賞者・殿堂入りは以下の通り。 

ダイアモンド・オブ・アジア： 小倉 純二 名誉会長  

年間最優秀協会（インスパイリング部門）： 日本  

年間最優秀フットサルチーム： フットサル日本代表  ※別途表彰 

年間最優秀代表チーム（女子）： U-17日本女子代表  ※11/5表彰 

年間最優秀ユースプレーヤー（女子）： 杉田 妃和  ※11/5表彰 

年間最優秀コーチ（女子）： 高倉 麻子（U-17日本女子代表監督） 

※ＡＦＣ殿堂： 奥寺 康彦、澤 穂希 

 

 3. 日本サッカーミュージアムの件 

  (1)入場者数（有料ゾーン） 

11月入場者数 

2,577人  
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（2013年 1,980人  2012年 2,034人  2011年 2,691人  2010年 1,651人） 

(2)レファレンスルーム蔵書検索サービス開始 

日本サッカーミュージアム内レファレンスルームで公開している蔵書資料が、12 月から日

本サッカーミュージアムサイトで検索できるサービスを開始する。 

「大日本蹴球協会」発行の機関誌『蹴球』なども、当検索システムにより、PDF ファイル

で資料全文を閲覧することが可能となった。 

 (3)ヴァーチャルスタジアムのプログラム上映終了 

ヴァーチャルスタジアムは 2014 年 12 月 31 日（水）をもって、現在実施しているプログ

ラム上映を終了し、主に記者会見やイベントを実施するイベントホールに変更する。 

現在使用中の高性能４K プロジェクターが経年劣化。会見や講習会などの使用を中心とし

た簡易なものに変更する。 

 

 4. 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＞ 

（委員会） 

① AFC Referees Committee 

委 員：上川徹 

期 間：11月 12日～14日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② FIFA Referees Committee 

委 員：上川徹 

期 間：11月 25日～28日 

場 所：チューリッヒ／スイス 

③ＡＦＣ U-16女子選手権中国 2015予選グループ A 

日程：12月 22日～25日 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

＜審判員＞ 

（国際試合・大会） 

① EAFF East Asian Cup 2015 

審判員：木村博之、越智新次、梶山芙紗子 

期 間：11月 11日～20日 

場 所：チャイニーズタイペイ 

② 国際親善試合（中国 vs.香港） 

審判員：飯田淳平、八木あかね、大塚晴弘 

期 間：11月 16日～19日 

場 所：咸陽／中国 

③ AFF Suzuki Cup 2014-Final Round Group Competition 

審判員：東城穣、唐紙学志 

期 間：11月 20日～30日 
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場 所：ハノイ／ベトナム 

④ AFF Suzuki Cup 2014-Semi-Final 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、越智新次、木村博之 

期 間：12月 9日～13日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

（セミナー） 

① FIFA seminar for prospective referees 

審判員：佐藤隆治、山本雄大 

期 間：11月 8日～15日 

場 所：ドーハ／カタール 

② FIFA seminar for prospective referees for the FIFA Women’s World Cup Canada 2014 

審判員：手代木直美 

期 間：11月 8日～15日 

場 所：ドーハ／カタール 

③ AFC Refereeing Seminar 2014-Group 1 

審判員：木村博之、大塚晴弘、越智新次、五十嵐泰之、山内宏志 

期 間：12月 4日～10日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

④ AFC Asian Cup Men Referees & Assistant Referees Course 

審判員：佐藤隆治、山本雄大、相楽亨、名木利幸、八木あかね 

期 間：12月 4日～10日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

⑤ AFC Refereeing Seminar 2014-Group 2 

審判員：當麻政明、東城穣、飯田淳平、唐紙学志 

期 間：12月 11日～17日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

 

 5. 海外遠征申請の件  

  （1）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズユース （第 2種） 

遠征期間 2015年 1月 1日（木・祝）～12日（月・祝） 

遠 征 先 ジャカルタ/インドネシア 

（2）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 1種） 

遠征期間 2015年 1月 29日（木）～2月 10日（火） 

遠 征 先 グアム/アメリカ 

（3）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 2015年 1月 27日（火）～2月 9日（月） 

遠 征 先 グアダラハラ/メキシコ 
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（4）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 2014年 12月 23日（火・祝）～30日（火） 

遠 征 先 テネリフェ/スペイン 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 駒沢大学高等学校 （第 2種） 

遠征期間 2014年 12月 26日（金）～30日（火） 

遠 征 先 木浦/韓国 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 駒沢大学体育会サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 2015年 3月 2日（月）～11日（水） 

遠 征 先 アンタリア/トルコ 

（7）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋グランパスエイト （第 1種） 

遠征期間 2015年 1月 26日（月）～2月 6日（金） 

遠 征 先 チェンマイ/タイ 

（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪ユース （第 2種） 

遠征期間 2015年 1月 1日（木・祝）～12日（月・祝） 

遠 征 先 クアラルンプール/マレーシア、ジャカルタ/インドネシア 

（9）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪 （第 1種） 

遠征期間 2015年 1月 22日（木）～27日（火） 

遠 征 先 ジャカルタ/インドネシア 

（10）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム エベイユフットボールクラブ神戸 （第 3種） 

遠征期間 2014年 12月 31日（水）～2015年 1月 8日（木） 

遠 征 先 ローマ/イタリア 

（11）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム 岡山県立作陽高校 （第 2種） 

遠征期間 2015年 3月 18日（水）～27日（金） 

遠 征 先 バルセロナ・バレンシア/スペイン 

（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ユース （第 2種） 

遠征期間 2014年 12月 26日（金）～月 30日（火） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（13）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム 熊本県立大津高等学校 （第 2種） 

遠征期間 2014年 12月 26日（金）～30日（火） 

遠 征 先 浦項/韓国 
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 6. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 一般社団法人宮崎県サッカー協会 

使用目的： 名刺 1名分（200枚） 

      県協会旗 Ｗ2,100mm×Ｈ1,400mm 4枚、Ｗ3,000mm×Ｈ2,000mm 1枚 

 

 7. 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）：東川町 

   施   設   名 ：東川町特定地区公園サッカー場 

          （北海道上川郡東川町西 4号北 10番地） 

   使  用  製  品 ：積水樹脂株式会社／ドリームターフ MSpro2065 

   公  認  期  間 ：2014年 12月 18日～2017年 12月 17日 

   公  認  番  号 ：第 169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。 

 

 8. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  1． 申請者（施設所有者）：五戸町 

   施   設   名 ：五戸町ひばり野公園サッカー場 

          （青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平 1-275）  

   使  用  製  品 ：日本フィールドシステム株式会社／ビッグターフ 65-M 

   公  認  期  間 ：2015年 1月 12日～2018年 1月 11日（1回目の更新：3年間） 

   公  認  番  号 ：第 116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 1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。 

 

 9. 2015年度 U-12モデル地区トレセン 実施要項の件 

  （報告）資料№1①② 

2015年度の U-12モデル地区トレセンの実施要項を別紙資料の通りとする。 

 

 10. 2015年度 ナショナルトレセン U-14・U-12開催要項の件 

  （報告）資料№2①② 

2015年度のナショナルトレセン U-14ならびに U-12の開催要項を別紙資料の通りとする。 

 11. 2014年度 ナショナルトレセン U-14（後期）地域対抗戦 活動の件 

  （報告）資料№3①②③ 
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行事名：ナショナルトレセン U-14 地域対抗戦   

期  間：2014年 11月 21日(金)～24日(月・祝) 

場  所：J-GREEN堺/大阪府 

［スケジュール］ 

11月 21日(金) 集合・試合・トレーニング 

11月 22日(土) 試合・トレーニング 

11月 23日(日) 試合・トレーニング 

11月 24日(月・祝) 試合・解散 

［ナショナルトレセンコーチ・地域スタッフ・選手］ 

  ※別紙参照 

［試合結果］ 

  ※別紙参照 

 

 12. 第 9回フットボールカンファレンス開催の件  

  （報告）資料№4 

第 9 回フットボールカンファレンスを 2015 年 1 月 10 日（土）～12 日（月・祝）、東京ビッグ

サイトにて開催する。開催概要は別紙の通り。 

 

 13. FIFA Medical Centre of Excellence承認の件 

  2013 年 12 月 19 日開催の第 8 回理事会にて承認され、FIFA に申請していた「FIFA Medical 

Centre of Excellence」が 12月 4日付けで承認された。 

本件は、神戸大学附属病院、兵庫県立リハビリテーションセンター、明和病院（西宮市）の３

施設が合同で申請していたもの。 

国内ではすでに、聖マリアンナ医科大学、国立スポーツ科学センター及び順天堂大学医学部附

属順天堂医院（2施設合同）が承認施設となっている。 

 

 14. サッカーにおける脳振盪などの事象に対する指針の策定の件 

  （報告）資料№5①②③ 

2012 年 1 月 30 日に「J リーグにおける脳振盪などの事象に対する指針」を策定したが、頭頸部

の受傷時の対応の重要性をより広く普及するために「サッカーにおける脳しんとうなどの事象

に対する指針」に名称変更し、サッカー界全体で競技者及び関係者の安全に取り組んでいく。 

 

 15. JFAエリートプログラム 女子 U-13 韓国遠征 の件 

 ①  

  

行事名：JFAエリートプログラム 女子 U-13 韓国遠征 

    ～JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期  間：2014年 11月 6日（木）～ 11日（火） 

場  所：Mokpo International Football Center（韓国/木浦） 

［スケジュール］ 

11月  6日(木) 集合 → ロジカル・コミュニケーションスキル 

        → ソウル・金浦空港へ → バス移動 
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  7日(金) トレーニング 

  8日(土) トレーニング 

   ゲーム：U-13日本女子選抜 1-1（前半 1-0） U-13韓国女子代表 

  9日(日) 韓国チームと合同トレーニング・木浦市内観光 

 10日(月) トレーニング 

   ゲーム：U-13日本女子選抜 2-1（前半 1-0） U-13韓国女子代表 

 11日(火) バス移動 → 東京・羽田空港へ → 解散 

［スタッフ］ 

監督   ： 加藤 賢ニ （JFAナショナルトレセンコーチ） 

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

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） 

ドクター ： 高橋 祐樹 （近畿大学医学部堺病院 整形外科） 

総務 ： 今関 葉子 （JFA女子部） 

［選手］ 

GK      三宅 紗優 （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15･U-18／JFAアカデミー堺） 

伊藤 七海 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-13） 

FP      猿澤 桃佳 （香川県：MOMOKO F.C） 

渡辺  凜 （滋賀県：オールサウス石山 SC／JFAアカデミー堺） 

及川 莉子 （宮城県：FCみやぎ） 

森重亜衣子 （広島県：青崎サッカークラブ Hanako Clover’s） 

寺田 妃花 （宮崎県：旭スポーツ FCジュニアユース） 

松本 歩音 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

月東優季乃 （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

上田 佳奈 （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

齊藤 理子 （北海道：とかち FCなでしこ） 

田中 智子 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

富岡 千宙 （福島県：JFAアカデミー福島） 

三谷和華奈 （東京都：日テレ・メニーナ） 

北村 美羽 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15） 

野嶋 彩未 （静岡県：藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー） 

新井 美夕 （福島県：JFAアカデミー福島） 

菊池まりあ （鹿児島県：神村学園中等部女子サッカー部） 

長江 伊吹 （富山県：富山レディースサッカークラブ）     計 19名 

 

 16. スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ の件 

①  ②  

  

行事名： スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間： 2014年 11月 14日（金）～ 16日（日） 

場  所： 清水ナショナルトレーニングセンター J-STEP（静岡県静岡市） 

［スケジュール］ 

11月 14日(金) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 
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 15日(土) トレーニング・ミーティング 

 16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 ： 小林  忍 （JFAナショナルトレセンコーチ／JFAアカデミー福島） 

GKコーチ ： 轟 奈都子 （JFAナショナルトレセンコーチ／セレッソ大阪） 

GKコーチ ： 永井 響介 （志学館高校） 

ドクター ： 大岩 孝子 （静岡赤十字病院 救急科）※11月 14-15日 

ドクター ： 渡辺 善明 （渡辺外科医院）※11月 15-16日 

総務 ： 今関 葉子 （JFA女子部） 

［選手（GK）］ 

小林 未歩 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15） 

風間 優華 （長野県：アンテロープ塩尻 BelFiore） 

米澤 萌香 （東京都：日テレ・メニーナ・セリアス） 

赤星 朋実 （福岡県：北九州ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ﾆｭｰｳｪｰﾌﾞ北九州レディース） 

湯浅里香子 （広島県：青崎サッカークラブ Hanako Clover’s） 

和田 涼花 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

粟屋 莉菜 （山口県：萩サッカークラブレディース） 

今井 佑香 （東京都：日テレ・メニーナ・セリアス） 

木稲 瑠那 （福岡県：広川フラワーズフットボールクラブ） 

伊能 真弥 （埼玉県：浦和レッドダイヤモンズレディースｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

川西 美穂 （奈良県：Atletico Femina） 

山下 莉奈 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

西尾 彩花 （鹿児島県：神村学園中等部女子サッカー部） 

石塚 芽依 （埼玉県：浦和レッドダイヤモンズレディースｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

林  桃歌 （広島県：青崎サッカークラブ Hanako Clover’s） 

伊藤 三奈 （兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15） 

見矢明日香 （三重県：FOOTBALL CLUB FAMILIA U-15） 

松井 里央 （富山県：富山レディースサッカークラブ） 

佐藤 叶望 （東京都：INAC多摩川レオネッサ U-18）       計 19名 

 

 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：2014年 11月 10日（月）～18日（火） 

場 所：愛知県、大阪府 

[スケジュール] 

11月 10日 (月) 集合 

11月 13日 (木) 公式練習 

11月 14日 (金) キリンチャレンジカップ 2014 vs.ホンジュラス代表 ◯6－0 



報告事項 

2014/12/18 第 12回理事会 

9 

11月 17日 (月) 公式練習 

11月 18日 (火) 
キリンチャレンジカップ 2014 vs.オーストラリア代表 ◯2－1 

試合後解散 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (ＪＦＡ) 

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 ｽﾁｭﾜｰﾄ・ｹﾞﾘﾝｸﾞ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 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) 

GKコーチ 浜野 征哉 (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) 

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 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 菊島 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・リージュ/ベルギー) 

 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作 (浦和レッズ) 

DF 森重 真人 (FC東京) 

 太田 宏介 (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/イギリス) 

 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) 

 昌子 源 (鹿島アントラーズ) 

 松原 健 (アルビレックス新潟) 



報告事項 

2014/12/18 第 12回理事会 

10 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 香川 慎司 (ボルシアドルトムント/ドイツ)     ※1 

 田口 泰士 (名古屋グランパス) 

 森岡 亮太 (ヴィッセル神戸)           ※2 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

FW 豊田 陽平 (サガン鳥栖) 

 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05/ドイツ)) 

 本田 圭佑 (A.C.ミラン/イタリア) 

 小林 悠 (川崎フロンターレ)※1 

 乾  貴士 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 武藤 嘉紀 (FC東京) 

※1 途中離脱、※2 途中合流                         計 24名 

 

 18. 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） 

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） 

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） 
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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） 

31節 11月 8日(土) vs.ツエーゲン金沢 ●0-3（石川県西部緑地公園陸上競技場） 

32節 11月 16日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ◯2-1（とりぎんバードスタジアム） 

33節 11月 23日(日･祝) vs.ブラウブリッツ秋田 △1-1(あきぎんスタジアム) 

通算成績 9勝 18敗 6分け 12チーム中 10位で終了 

 
 

 19. 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 

期 間：2014年 12月 1日(月)～3日(水) 

場 所：千葉県千葉市 

[スケジュール] 

12月 1日 (月) PM 集合 

12月 3日 (水) 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 原口 貴久 (東京医科大学) 

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 川原 永光 (アグレミーナ浜松) 

 
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)  

 
小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 

佐藤 亮 (シュライカー大阪) 

 
星 翔太 (バルドラール浦安) 

 
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) 

 
中村 友亮 (アグレミーナ浜松) 
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皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
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) 

 
加藤 竜馬 (バルドラール浦安) 

 
室田 祐希 (エスポラーダ北海道) 

                                       計 17名 

 20. ビーチサッカー日本代表 インターコンチネンタルカップの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 インターコンチネンタルカップ 

期 間：2014年 10月 31日(金)～11月 8日(土) 

場 所：UAE/ドバイ 

[スケジュール] 

10月 31日 (金) PM 集合 

11月 4日 (火) 17:30 グループステージ第 1戦 vs.ロシア代表 ●3-9 

11月 5日 (水) 17:30 グループステージ第 2戦 vs.ブラジル代表 ●4-7 

11月 6日 (木) 16:15 グループステージ第 3戦 vs.アメリカ代表 ○3-1 

11月 7日 (金) 16:15 順位決定戦 vs.UAE代表 ●3-4 

11月 8日 (土) 16:15 7・8位決定戦 vs.アメリカ代表 ○6-1 

[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 新垣セレマン エベルトン  

ドクター 平野 篤 (水戸協働病院) 

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) 

 
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) 

 
後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 
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) 

                                       計 12名 
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 21. ビーチサッカー日本代表 アジアビーチゲームズ直前キャンプの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 アジアビーチゲームズ直前キャンプ 

期 間：2014年 11月 9日(日)～13日(木) 

場 所：UAE/ドバイ 

[スケジュール] 

11月 9日 (日) 移動 

11月 11日 (火) トレーニングマッチ vs.アル・アハリ（UAE） ○6-4 

11月 13日 (木) 移動 

[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 新垣セレマン エベルトン  

ドクター 平野 篤 (水戸協働病院) 

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) 

 
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) 

 
後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 
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) 

                                       計 12名 

 22. ビーチサッカー日本代表 第 4回アジアビーチゲームズの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 第 4回アジアビーチゲームズ 

期 間：2014年 11月 13日(木)～23日(日・祝) 

場 所：タイ/プーケット 

[スケジュール] 

11月 13日 (木) プーケット着 

11月 16日 (日) 11:00 グループステージ第 1戦 vs.マレーシア代表 ○5-2 

11月 18日 (火) 12:15 グループステージ第 2戦 vs.UAE代表 ●0-0 PK0-2 

11月 19日 (水) 12:15 準々決勝 vs.中国代表 ○7-3 

11月 20日 (木) 13:30 準決勝 vs.ベトナム代表 ○7-2 
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11月 21日 (金) 14:45 決勝 vs.イラン代表 ●3-4 

11月 23日 (日) AM 帰国、解散 

[スタッフ]  

監 督 マルセロ・メンデス (ＪＦＡ) 

通訳 新垣セレマン エベルトン  

ドクター 新城 宏隆 (バークレーじのん整形外科) 

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) 

 
杉田 哲司 (湘南 SPREAD1545) 

FP 尾田 博文 (東京レキオス BS) 

 
當間 正人 (ソーマプライア) 

 
後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 
瀧口 貴史 (ノーソックス横浜) 

 
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) 

                                       計 10名 

 23. フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2014年 11月 14日(金)～16日(日) 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

11月 14日 (金) PM 集合 

11月 16日 (日) PM 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 岡田 大志 (兵庫医科大学病院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学) 

総 務 大富部 佳奈子 (ＪＦＡ代表チーム部)  

[選  手] 

GK 山本 彩加 （フットサルクラブヴェイル寝屋川ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

 
佐藤 麻陽 （MEMBER OF THE GANG) 

FP 中野 絵美 （arco-iris KOBE） 

 
堀田 えり子 （SAICOLO） 

 
小出 夏美 （VEEX TOKYO Ladies） 
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北隅 春菜 （バルドラール浦安ラス･ボニータス） 

 

石鍋 千夏 （FOREST ANNEX） 

 
藤田 靖香 （arco-iris KOBE） 

 
加藤 沙織 （バルドラール浦安ラス･ボニータス） 

 
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） 

 
春山 愛 （arco-iris KOBE） 

 
横山 純子 （フウガドールすみだレディース） 

 
勝俣 里穂 （フウガドールすみだレディース） 

 
上本 唯由 （フットサルクラブヴェイル寝屋川ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

 
園田 瑞貴 （京都精華女子高校） 

 
北川 夏奈 （丸岡 RUCK Ladies） 

 
高尾 茜利 （丸岡 RUCK Ladies） 

                                       計 18名 

 24. フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2014年 11月 21日(金)～23日(日・祝) 

場 所：神奈川県藤沢市 

[スケジュール] 

11月 21日 (金) PM 集合 

11月 23日 (日･祝) AM トレーニングマッチ vs.Y.S.C.C、PM 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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 岡田 瞳 (株式会社アレナトーレ) 

総 務 大富部 佳奈子 (ＪＦＡ代表チーム部)  

[選  手] 

GK 吉村 史 （Shoot anilla） 

 
佐藤 麻陽 （MEMBER OF THE GANG) 

 

浅野 樹 （丸岡 RUCK Ladies） 

FP 中野 絵美 （arco-iris KOBE） 

 
堀田 えり子 （SAICOLO） 

 
小出 夏美 （VEEX TOKYO Ladies） 

 

堀 真以子 （Colmillo） 

 
加藤 沙織 （バルドラール浦安ラス･ボニータス） 

 
藤田 靖香 （arco-iris KOBE） 

 
関 かおり （ASTRO） 

 
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） 
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春山 愛 （arco-iris KOBE） 

 
宮崎 華奈 （VEEX TOKYO Ladies） 

 
横山 純子 （フウガドールすみだレディース） 

 
小林 心 （丸岡 RUCK Ladies） 

 
園田 瑞貴 （京都精華女子高校） 

 
高尾 茜利 （丸岡 RUCK Ladies） 

                                      計 18名 

 25. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 税田 拓基 

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 11月 13日 

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

選手名： 山口 敬太 

所属元： カティオーラ アズナ 

受入先： バサジィ大分 

承認日： 2014年 11月 20日 

 

 


