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2015 年度 第 5回理事会 

報告事項 

 1. 第 26回ＡＦＣ総会（4月 30日開催）の件  

  第 26 回ＡＦＣ総会が 4 月 30 日、バーレーンの首都マナマで開催された。サルマンＡＦＣ会長

が議長を務め、2013 年及び 2014 年のＡＦＣ活動報告、並びに、監査報告書の承認などが行われ

た後、ＡＦＣ役員改選選挙が実施された。選挙の結果は下記の通り。 

＜ＡＦＣ会長(1枠)＞ 

シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アリ・カリファ（バーレーン） 

対立候補がなく無投票で選出。会長は自動的にＦＩＦＡ副会長に就任。 

＜ＦＩＦＡ理事(任期 2年 1枠、2015－2017)＞ 

シェイク・アハマド・ファハド・アル・アハマド・アル・サバ（クウェート） 

同氏以外の候補者は任期 2年枠への立候補を辞退したため、無投票で選出。 

＜ＦＩＦＡ理事(任期 4年 2枠、2015－2019)＞ 

田嶋幸三（日本）46票中 36票獲得 

アブドゥラ・スルタン・ハジ・アハマド・シャー王子（マレーシア）46票中 25票獲得 

※チョン・モンギュン（韓国）、ダト・ワラウィ・マクディ（タイ）は各 13票で落選。 

＜ＡＦＣ副会長(5ゾーンから各 1枠)＞ 

ウィンストン・リー（シンガポール、ＡＳＥＡＮ） 

ジャン・ジーロン（中国、東） 

アリ・カファシアン・ナエイニ（イラン、中央） 

サウド・アジズ・アル・モハンナディ（カタール、西） 

プラフル・マノハーバイ・パテル（インド、南） 

＜ＡＦＣ女性理事(5ゾーンから各 1枠)＞ 

モヤ・ドッド（オーストラリア、ＡＳＥＡＮ） 

ハン・ウン・ギョン（ＤＰＲ ＫＯＲＥＡ、東） 

ゾーラ・メーリ（アフガニスタン、中央） 

スーザン・シャラビー（パレスチナ、西） 

マハフザ・アクテル（バングラデシュ、南） 

＜ＡＦＣ理事（11枠）＞ 

マリアノ・アラネッタ Jr.（フィリピン、ＡＳＥＡＮ） 

ヴィフェット・シハチャクル（ラオス、ＡＳＥＡＮ） 

フランシスコ・レイ（東ティモール、ＡＳＥＡＮ） 

リチャード・ライ（グアム、東） 

チョン・モンギュン（韓国、東） 

サルドル・ラクマトゥラエフ（ウズベキスタン、中央） 

モハメド・カルファン・マタ・サイード・アル・ロマイティ（ＵＡＥ、西） 

アハメド・エイド・アル・ハルビ（サウジアラビア、西） 
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ハチェム・サイード・アリ・ハイダル（レバノン、西） 

マクドゥーム・サイド・ファイサル・サレ・ハヤト（パキスタン、南） 

モハメド・シャウィード（モルディブ、南） 

 

 2. JFA 中期計画 2015-2022の件 

  前回の理事会（2015 年 4 月／協議事項）において説明した「JFA 中期計画 2015-2022」を最終化

した。 

 

 3. 2015日本代表強化指針の件 

  

 

（報告）資料№1 

「JFAの約束 2015」の総括を行うとともに､これからの日本サッカー界のより一層の成長を期

し、今後の新たな 8年間で推進していく重点事業を整理､「JFA中期計画」がまとめられた。こ

れを踏まえ、大きな柱のひとつである「強化」について､代表活動の振り返りや課題抽出を行

い、技術委員会での議論を踏まえ､今般､「2015 日本代表強化指針」を策定した。 

 

 4. 競技会名義の件 

     大会名称：第 19 回日韓青少年夏季スポーツ交流事業 

主  催：公益財団法人日本体育協会 

共  催：公益財団法人日本サッカー協会 

（予定）公益財団法人山形県体育協会、公益財団法人千葉県体育協会、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本バレーボール協会 

公益財団法人日本バスケットボール協会、公益財団法人日本卓球協会 

公益財団法人日本バドミントン協会、公益財団法人日本中学校体育連盟、 

鶴岡市、鶴岡市教育委員会 

後  援：山形県、山形県教育委員会、山形県中学校体育連盟、 

(予定)山形県小学校体育連盟連絡協議会、千葉県教育委員会、千葉県小中学校体育連盟 

期  間：8月 16日（日）～22 日（土） 

競  技：サッカー、バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミントン 

 

大会名称：SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

開催期間：5月 2日（土） ～ 12月 20日（日） 

 

大会名称：SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 プレーオフ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

開催期間：2016 年 1月 4日（月） ～ 10日（日） 

 

大会名称：SuperSports XEBIO Ｆチャレンジリーグ 2015/2016 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

開催期間：5月 2日（土） ～ 12月 20日（日） 
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一般財団法人日本フットサル連盟と日本フットサルリーグはゼビオグループと、2015 年度より

新設した「エグゼクティブパートナー契約」を締結した。 

 

 5. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 一般社団法人秋田県サッカー協会 

使用目的： 名刺 37名分（各 200枚） 

（2）申請団体： 一般社団法人福井県サッカー協会 

使用目的： 協会旗（7枚） 

（3）申請団体： 公益財団法人愛知県サッカー協会 

使用目的： 全国高等学校サッカー選手権大会愛知県大会優勝旗 

（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 4名分（各 100枚） 

ADカード 

 

 6. 大会役員 国際試合への派遣の件 

  第 28回東南アジア競技会（Sea Games）サッカー競技・男子 

大会期間： 6月 5日（金）～16日（火） 

AFC 規律懲罰テクニカルオフィシャル：播磨 謙悟 

派遣期間： 6月 2日（火）～14日（日） 

 

 7. 海外遠征申請の件  

  （1）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-18 （第 2種） 

遠征期間 5月 22日（金）～6月 3日（水） 

遠 征 先 マドリッド/スペイン 

（2）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 6月 8日（月）～15日（月） 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム レジスタ FC （第 4種） 

遠征期間 7月 23日（木）～31日（金） 

遠 征 先 ヨンドク/韓国 

（4）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 武蔵丘短期大学シエンシア （女子） 

遠征期間 8月 7日（金）～18日（火） 

遠 征 先 ロンドン/イングランド 

（5）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選抜（第 3種） 

遠征期間 6月 16日（火）～23日（火） 

遠 征 先 マドリッド・レオン/スペイン 
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（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ U-12 （第 4種） 

遠征期間 6月 21日（日）～28日（日） 

遠 征 先 マラガ/スペイン 

（7）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪府サッカー協会 2種選抜 （第 2種） 

遠征期間 7月 21日（火）～30日（木） 

遠 征 先 シッタード/オランダ 

（8）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム Arco-iris kobe（第 1種） 

遠征期間 6月 17 日（水）～23日（火） 

遠 征 先 アルガルヴェ・ラゴア/ポルトガル 

（9）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 6月 9日（火）～11日（木） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（10）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム ハジャスフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 7月 23日（木）～31日（金） 

遠 征 先 ヨンドク/韓国 

遠 征 先 プラハ/チェコ 

 

【事後申請】 

 以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請分として報告。 

（1）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（4種） 

遠征期間 5月 11日（月）～19日（火） 

遠 征 先 アロウサ/スペイン 

（2）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京レキオス BS（ビーチサッカー） 

遠征期間 5月 13日（水）～19日（火） 

遠 征 先 サンディエゴ/アメリカ 

 

 8. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  申請者（施設所有者）：内灘町 

施 設 名：内灘町総合公園サッカー場（石川県河北郡内灘町字宮坂ぬ 22） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社／ハイブリットターフ XXP-50HP・SP 

公認期間：2015 年 5月 14 日～2018年 5月 13日 

公認番号：第 175 号 

＜特記事項＞ 
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 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. 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）：公益財団法人 横浜市体育協会 

 施 設 名：しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市港北区小机町 3300） 

 使用製品：奥アンツーカ株式会社／フィールドターフ FTOS 1S 

 公認期間：2015年 3月 15日～2018年 3月 14日 

 公認番号：第 003号 

2．申請者（施設所有者）：一般社団法人 大分県サッカー協会 

 施 設 名：大分県サッカー協会 スポーツ公園人工芝グラウンド 

（大分県大分市大字松岡 6841）  

 使用製品：積水樹脂株式会社／ドリームターフ PT2065R 

 公認期間：2015年 3月 10日～2018年 3月 9日 

 公認番号：第 008号 

3．申請者（施設所有者）：埼玉県 

 施 設 名：埼玉スタジアム 2002公園第 4グラウンド（人工芝） 

（埼玉県さいたま市緑区中野田 500）  

 使用製品：積水樹脂株式会社／ドリームターフ MSpro2060 

 公認期間：2015年 4月 13日～2018年 4月 12日 

 公認番号：第 036号 

4．申請者（施設所有者）：松本市 

 施 設 名：松本市サッカー場（長野県松本市今井 7037-7）  

 使用製品：住友ゴム工業株式会社／ハイブリットターフ XXP-62 

 公認期間：2014年 6月 21日～2017年 6月 20日 

 公認番号：第 113号 

5．申請者（施設所有者）：浜田市 

  施 設 名 : サン・ビレッジ浜田スポーツ広場（島根県浜田市上府町イ 2457）  

 使用製品：住友ゴム工業株式会社／ハイブリットターフ ET-62 

 公認期間：2015年 5月 10日～2018年 5月 9日 

 公認番号：第 121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。 
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 10. Jリーグ・アンダー22選抜 J3 リーグの件 

  

 

 

 

1節 3月 15日（日） vs.SC相模原  ●0-3 (相模原ギオンスタジアム） 

2節 3月 21日(土・祝) vs.レノファ山口 ●0-8 (維新百年記念公園陸上競技場) 

3節 3月 29日(日) vs.FC琉球 ●1-2 (沖縄県総合運動公園陸上競技場 

4節 4月 5日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-2(とりぎんバードスタジアム) 

5節 4月 12日(日) vs.グルージャ盛岡 ○2-1(盛岡南公園球技場) 

6節 4月 19日(日) vs.藤枝 MYFC △1-1(藤枝総合運動公園サッカー場) 

7節 4月 26日(日) vs.FC町田ゼルビア ●0-6(町田市立陸上競技場) 

8節 4月 29日(水・祝) vs.Y.S.C.C.横浜 △0-0(ニッパツ三ツ沢球技場) 

   
 

 11. 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：4月 13 日(月)～15日(水) 

場 所：神奈川県横浜市 

[スケジュール] 

4月 13 日(月) 集合 

4月 15 日(水) 練習試合 vs.日本体育大学 ◯5-0、解散 

 [スタッフ] 

監督 内山 篤 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 木村 康彦 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GKコーチ 浜野 征哉 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ 秋葉 忠宏 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 (日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/流通経済大学) 

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 秋山 良範 (コンディショニングルームＡＫＩ) 

総務 本間 一憲 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 阿部 航斗 (アルビレックス新潟 U-18) 
 

 
中村 将  (ヴァンフォーレ甲府 U-18) 

 
DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) ※辞退 

 
渡辺 剛 (中央大学) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) ※辞退 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ U-18) 

 

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪ユース) ※追加招集 

 
野田 裕喜 (大津高校) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 
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森下 怜哉 (セレッソ大阪 U-18) ※追加招集 

MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 
 

 
坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
増山 朝陽 (ヴィッセル神戸) 

 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島ユース) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ユース) 

 
FW 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 

 
小川 航基 (桐光学園) 

 

 
邦本 宜裕 (アビスパ福岡) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
                                             計 24名 

 12. U-16日本代表 第 12 回デッレナツィオーニトーナメントの件 

  行事名：U-16日本代表 第 12回デッレナツィオーニトーナメント 

期 間：4月 21 日(火)～5月 3日(日・祝) 

場 所：イタリア／グラディスカ、他 

[スケジュール] 

4月 21 日(火) 集合 

4月 22 日(水) 出発、現地着 

4月 25 日(土) グループリーグ第 1戦 vs.サウジアラビア代表 ◯2-1(1-0) 

4月 26 日(日) グループリーグ第 2戦 vs.イングランド代表 △1-1(0-0) 

4月 27 日(月) グループリーグ第 3戦 vs.イタリア代表 △0-0(0-0) 

4月 29 日(水・祝) 5位-8位トーナメント vs. クロアチア代表 ◯2-1(1-1) 

5月 1日(金) 5位決定戦 vs.イングランド代表 ◯3-0(2-0) 

5月 2日(土) 現地発 

5月 3日(日・祝) 帰国 

[スタッフ] 

技術委員 木村 浩吉 (JFA技術委員) 

監督 内山 篤  (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 木村 康彦 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GKコーチ 浜野 征哉 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

サポートコーチ 齊藤 俊秀 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (J ﾌｧﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

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 砂川 憲彦 (帝京平成大学) 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部) 
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[選  手] 

GK 高瀬 和楠 (FC東京 U-18) 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) 

DF 中矢 裕貴 (東海大学付属静岡翔洋高校) 

 
田中 陸 (柏レイソル U-18) 

 
橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 
中川 創 (柏レイソル U-18) 

 
仙波 大志 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスジュニアユース) 

MF 田中 康介 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
中野 優太 (清水エスパルスユース) 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
佐藤 昴 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
吉田 峻 (清水エスパルスユース) 

 
藤本 寛也 (東京ヴェルディユース) 

 
住田 将 (名古屋グランパス U18) 

 
平川 怜 (FC東京 U-15むさし) 

FW 田川 亨介 (サガン鳥栖 U-18) 

 
中村 駿太 (柏レイソル U-18) 

 
橋本 尽 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
杉浦 文哉 (名古屋グランパス U18) 

                                                                 計 20名 

 13. U-15日本代表 インドネシア遠征の件 

  行事名：U-15日本代表 インドネシア遠征 

期 間：4月 12 日（日）～19日（日） 

場 所：インドネシア／ボゴール 

[スケジュール] 

4月 12 日(日) 集合 

4月 13 日(月) 出発、ジャカルタ着 

4月 15 日(水) 親善試合 vs.U-15インドネシア代表 ●1-2 

4月 17 日(金) 親善試合 vs．U-15インドネシア代表 ◯3-0 

4月 18 日(土) 親善試合 vs．U-18 PPLTD school of athletic ◯6-0、現地発 

4月 19 日(日) 解散 

[スタッフ] 

団長 木村 浩吉 (JFA技術委員)   

監督 森山 佳郎 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (J ﾌｧﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 
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ドクター 池川 直志  (医療法人川崎病院) 

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 高田 侑真 (東山高校) 

 
青木 心 (JFAアカデミー福島 U15) 

 
谷 晃生 (カンバ大阪ジュニアユース) 

DF 新井 秀明 (川崎フロンターレ U-18) 

 
岡本 將成 (アルビレックス新潟 U-15) 

 
金子 和樹 (大宮アルディージャジュニアユース) 

 
福島 隼斗 (松橋中学校) 

 
作田 龍太郎 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 
河井 哲太 (カンバ大阪ジュニアユース) 

 
工藤 蒼生 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

MF 鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-15) 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-15) 

 
福岡 慎平 (京都サンガ F.C.U-15) 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U15) 

 
喜田 陽 (セレッソ大阪 U-15) 

 井本 寛次 (サガン鳥栖 U-15唐津) 

 若月 輝 (アルビレックス新潟 U-15) 

 成瀬 竣平 (名古屋グランパス U15) 

 久保 建英 (FCバルセロナ/スペイン） 

FW 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-15) 

 山谷 侑士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜) 

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

 篠塚 愛樹 (鹿島アントラーズジュニアユース) 

                                  計 23名 

 14. U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 19 日（日）～23日（木） 

場 所：静岡県静岡市 

[スケジュール] 

4月 19 日(日) 集合 

4月 21 日(火) トレーニングマッチ vs.清水エスパルスユース ●0-4 

4月 23 日(木) トレーニングマッチ vs.東海大学付属静岡翔洋高校 ●1-4 

 
解散 
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[スタッフ] 

監 督 高倉 麻子 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 大部 由美 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GKコーチ 渡邉 英豊 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮アルディージャ) 

ドクター 中村 結香子 (塙厚生病院)                 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (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)  

[選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 
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 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

 
清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) 

 
畑中 美友香 (伊賀フットボールクラブ くノ一) 

 
竹村 美咲 (INAC神戸レオネッサ) 

 
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 (常盤木学園高校) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 
西川 彩華 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 
水谷 有希 (筑波大学) 

 
安齋 結花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 園田 瑞貴 (武蔵丘短期大学) 

 三浦 桃 (日本体育大学) 

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ) 

 三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ) 

 清家 貴子 (浦和レッズレディース) 

 兼重 紗里 (新潟医療福祉大学) 

 白木 星 (浦和レッズレディース) 

 小林 里歌子 (常盤木学園高校) 

                               計 25名 

 15. U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 27 日(月)～30日(木) 
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場 所：静岡県御殿場市 

[スケジュール] 

4月 27 日 (月) 集合 

4月 28 日 (火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs.JFAアカデミー福島 U-13（男子）◯2-1 

4月 29 日 (水･祝) トレーニングマッチ vs. FCヴァーデュア三島 ●1-5 

4月 30 日 (木) トレーニングマッチ vs.JFAアカデミー福島（女子）△1-1 

解散 

[スタッフ] 

監 督 楠瀬 直木 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/FC町田ゼルビア) 

コーチ 岡本 三代 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/セレッソ大阪) 

GKコーチ 小林 忍 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/川崎フロンターレ) 

ドクター 齊藤 雅彦 (東邦大学医療センター佐倉病院)   ※4/27～28 

ドクター 橋本 立子 (東京逓信病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (日本スポーツ振興センターマルチサポート事業)  

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 米澤 萌香 (日ノ本学園高校) 

 
松家 萌 (ASエルフェン埼玉マリ) 

 
山下 莉奈 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

DF 金勝 里央 (浦和レッズレディースユース) 

 

小野 奈菜 (日テレ・メニーナ) 

 
脇阪 麗奈 (セレッソ大阪堺レディース) 

 

市瀬 千里 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-16) 

 
高平 美憂 (JFAアカデミー福島) 

 
原田 結奈 (藤枝順心高校) 

 
宝田 沙織 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
森中  陽菜 (セレッソ大阪堺レディース) 

MF 長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

 
米井 朋香 (JFAアカデミー福島) 

 
野島 咲良 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
唐橋 万結 (アルビレックス新潟レディース U-18) 

 
代居 鈴香 (JFAアカデミー福島) 

 
菅野 奏音 (日テレ・メニーナ) 

 
中江 萌 (アルビレックス新潟レディース U-15) 

 
松田 紫野 (日テレ・メニーナ) 

FW 植木 理子 (日テレ・メニーナ) 

 
岩下 胡桃 (藤枝順心高校) 

 
矢形  海優 (セレッソ大阪堺レディース) 
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小嶋 星良 (浦和レッズレディースユース) 

 
遠藤 純 (JFAアカデミー福島) 

 
三浦 晴香 (浦和レッズレディースユース) 

                        計 25名 

 16. ユニバーシアード日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：ユニバーシアード日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 20 日(月)～23日(木) 

場 所：埼玉県 

[スケジュール] 

4月 20 日 (月) 集合 

4月 22 日 (水) トレーニングマッチ vs.浦和レッズレディース ◯4-0 

4月 23 日 (木) 解散 

[スタッフ] 

監 督 望月 聡 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/びわこ成蹊スポーツ大学) 

コーチ 黒澤 尚 (仙台大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

コーチ 八鍬 晶子 (東洋大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

コーチ/総務 中瀬 晴彦 (尚美学園大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

GKコーチ 田中 龍哉 (徳山大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

ドクター 貞升 彩 (船橋中央病院)  

トレーナー 三宅 明子 (筑波大学 スポーツ R＆Dコア)  

[選  手] 

GK 新井 翠 (国士舘大学) 

 
小髙 愛理 (新潟医療福祉大学) 

 
井上 ねね (日本体育大学) 

DF 浦田 佳穂 (順天堂大学) 

 

長嶋 洸 (日本体育大学) 

 
林 香奈絵 (尚美学園大学) 

 

須永 愛海 (仙台大学) 

 
小泉 玲奈 (東京国際大学) 

 
奥川 千沙 (早稲田大学) 

MF 加賀 孝子 (仙台大学) 

 
高木 ひかり (早稲田大学) 

 
横山 亜依 (筑波大学) 

 
後藤 亜弥 (日本体育大学) 

 
吉武 愛美 (吉備国際大学) 

 
山守 杏奈 (筑波大学) 

 
三橋 眞奈 (大阪体育大学) 

 
高塚 綾音 (吉備国際大学) 

FW 山本 摩也 (早稲田大学) 

 
本多 由佳 (大阪体育大学) 
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植村 祥子 (日本体育大学) 

 
高橋 美夕紀 (新潟医療福祉大学) 

 
尾田 緩奈 (静岡産業大学) 

 
濱本 まりん (吉備国際大学) 

 
川原 奈央 (早稲田大学) 

               計 24名 

 17. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 一美 和成 

（所属歴：NPO法人スポーツクラブ・エスペランサ熊本→大津高等学校サッカー部） 

所属元： 大津高等学校サッカー部 

受入先： ロアッソ熊本 

承認日： 2015年4月7日 

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

選手名： 高野 遼 

（所属歴：柳橋サッカークラブ→横浜 F・マリノスプライマリー→横浜 F・マリノスジュニアユ

ース→横浜 F・マリノスユース→日本体育大学学友会サッカー部） 

所属元： 日本体育大学学友会サッカー部 

受入先： 湘南ベルマーレ 

承認日： 2015年4月14日 

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

選手名： 鈴木 潤 

（所属歴：名古屋FC・B→名古屋フットボールクラブ.A→名古屋フットボールクラブ→船橋市立

船橋高等学校→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：  FC岐阜 

承認日：  2015年4月14日 

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

選手名： 藤野 聖也 

（所属歴：宗方サッカースポーツ少年団→宗方サッカークラブ→FC・OITA21→大分市立稙田中

学校サッカー部→大分雄城台高等学校サッカー部→九州共立大学サッカー部） 

所属元： 九州共立大学サッカー部 

受入先： ギラヴァンツ北九州 

承認日： 2015年4月14日 

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

選手名： 室屋 成 

（所属歴： ゼッセル熊取フットボールクラブ→青森山田高校→明治大学体育会サッカー部） 

所属元： 明治大学体育会サッカー部 

受入先： FC東京 

承認日： 2015年4月21日 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 石井 綾 

（所属歴：岡崎西少年サッカースポーツ少年団 B→岡崎西少年サッカースポーツ少年団 A→名古

屋グランパスエイト U12→名古屋グランパス U15→名古屋グランパス U18→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： FC岐阜 

承認日： 2015年4月30日 

 

 

 18. ＪＦＡ・なでしこリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 浅野 菜摘 

（所属歴：横須賀少女ガリーニャ→横須賀シーガルズ→ＪＦＡアカデミー福島） 

所属元： ＪＦＡアカデミー福島 

受入先： ASエルフェン埼玉 

承認日： 2015年4月22日 

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

選手名： 北川 ひかる 

（所属歴：リリーズ→星稜ＰＥＬバディ→菊川FC Jr.→ＪＦＡアカデミー福島） 

所属元： ＪＦＡアカデミー福島 

受入先： 浦和レッズレディース 

承認日： 2015年4月22日 

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

選手名： 橋沼 真帆 

（所属歴：Ｓ・Ｋ（七郷・蒲町）ＳＣ→ＪＦＡアカデミー福島） 

所属元： ＪＦＡアカデミー福島 

受入先： アルビレックス新潟レディース 

承認日： 2015年4月22日 

 

 19. ＪＦＡエリートプログラム 女子 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 女子 U-14 トレーニングキャンプ 

期  間： 3月 27日（金）～ 30 日（月） 

場  所： 時之栖スポーツセンター（静岡県裾野市） 

[スケジュール］ 

3月 27日(金) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

 28日(土) トレーニング・ミーティング 

 29日(日) 練習試合・トレーニング・ミーティング  

     30 日(月) トレーニング・ミーティング → 解散 

[スタッフ］ 

監督 ： 加藤 賢二（JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 
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コーチ ： 北川 ちはる（JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／カティオーラフットボールクラブ） 

GKコーチ ： 井嶋 正樹 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／東海大学熊本サッカー部） 

ドクター ：山﨑 薫（磐田市立総合病院整形外科） 

総務 ：宮崎 英津子（JFA女子部） 

[選手］ 

GK    後藤 桜詩 （北海道：クラブフィールズ・リンダ） 

石塚 芽依 （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

松井 里央 （富山県：富山レディースサッカークラブ） 

FP    年本 有優香（大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

及川 莉子 （宮城県：ＦＣみやぎ） 

寺田 妃花 （宮崎県：旭スポーツ FCジュニアユース） 

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） 

後藤 若葉 （東京都：日テレ・メニーナ） 

芳本 小夏 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

須田 麻鈴 （長崎県：ＮＪＳＳ） 

青木 柚香 （京都府：京都精華女子中学校サッカー部） 

佐藤 茉由 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

田中 智子 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

沖野 るせり（北海道：クラブフィールズ・リンダ） 

甲斐 碧海 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-16） 

甲斐 奈菜美（静岡県：アスルクラロ沼津） 

大西 歩花 （徳島県：徳島ラティーシャ） 

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） 

宮田 あすか（愛知県：ＮＧＵ名古屋ＦＣレディースユース） 

井野 梨音 （岡山県：ＦＣ ＥＬＳＯＬ） 

原田 采世 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15）    

菊池 まりあ（鹿児島県：神村学園中等部女子サッカー部） 

森田 美紗希（広島県：ＦＣバイエルン ツネイシレディース） 

長江 伊吹 （富山県：富山レディースサッカークラブ） 

中尾 萌々 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-13） 

計 25名 

 20. 女子 GKキャンプ トレーニングキャンプの件 

    

  

行事名： 女子 GKキャンプ トレーニングキャンプ 

期  間： 3月 6日（金）～ 8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］ 

3月 6日(金) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

 7日(土) トレーニング・ミーティング 

 8日(日) トレーニング・ミーティング → 解散 
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[スタッフ］ 

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 ： 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 ： 井嶋 正樹 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／東海大学熊本サッカー部） 

GKコーチ ： 永井 響介 （至学館高校） 

ドクター ： 水村 幸之助（静岡市立清水病院） 

総務 ： 宮崎 英津子（JFA女子部） 

[選手（GK）］ 

木付 優衣 （兵庫県：日ノ本学園高校→JEFユナイテッド市原・千葉レディース） 

吉原 桜花 （静岡県：藤枝順心高校サッカー部） 

垣内 愛菜 （大阪府：大商学園高校） 

金田 穂乃花（神奈川県：星槎国際高校湘南） 

川崎 杏夏 （東京都：修徳中学高校女子サッカー部） 

有倉 唯夏 （東京都：村田女子高校）※3/7まで 

高橋 麻美 （福井県：福井工業大学附属福井高校女子サッカー部） 

高橋 智子 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-18） 

福永 絵梨香（大阪府：セレッソ大阪堺レディース） 

鈴木 佐和子（埼玉県：浦和レッズレディースユース） 

野美 彩花 （三重県：花岡サッカースポーツ少年団） 

石田 心菜 （熊本県：益城ルネサンス熊本ＦＣジュニア） 

板倉 彩  （富山県：FCひがし） 

瀬戸井つかさ（千葉県：上本郷サッカークラブ）※参加辞退（体調不良のため） 

村上 楓  （北海道：釧路 SSM） 

馬場 ひなの（三重県：RECCOS鈴鹿） 

友 菜奈歌 （大阪府：F.F.C.Selecao） 

大場 朱羽 （静岡県：八松小学校スポーツ少年団） 

小林 めい （秋田県：グリーントラスト牛島サッカースポーツ少年団） 

鈴木 紋伽 （群馬県：ザスパクサツ群馬 U-12） 

竹下 奏彩 （兵庫県：香寺 SCジュニア）   計 21名 

 

 21. 2014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以下

の 5名を S級コーチとして認定する。 

 

氏  名 ：鈴木 貴浩（すずき たかひろ）         

指導チーム：サンクＦＣくりやま  

生年月日 ：1973年 1月 5日 

資  格 ：2005年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1995年～1996年 大分トリニティジュニア コーチ    

1998年～1999年 アンフィニ札幌 コーチ 
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1999年      国体成年男子北海道代表 コーチ  

      1999年～2002年 札幌サンク FC 監督    

      2000年      国体成年男子北海道代表 監督  

      2003年～現在    サンク FCくりやま  監督   

      2012年      国体少年男子北海道代表 監督   

 

氏  名 ：萩村 滋則（はぎむら しげのり） 

指導チーム：東京ヴェルディ 

生年月日 ：1979年 7月 31日 

資  格 ：2013年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2009年～2010年   東京ヴェルディ普及   

      2010年        東京ヴェルディ普及・ユースアシスタントコーチ  

      2010年 9月～2013 年 東京ヴェルディ ジュニア監督      

      2013年～2014年   東京ヴェルディ ジュニアユース U-14コーチ  

      2014年～2015年   東京ヴェルディ ジュニアユース U-13コーチ 

      2015年～現在    東京ヴェルディ ジュニアユース 監督 

 

氏  名 : 林 健太郎（はやし けんたろう）       

指導チーム：LB-BRB TOKYO 

生年月日 ：1972年 8月 29日 

資  格 ：2014 年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2011 年～2013 年 東京大学ア式蹴球部ヘッドコーチ   

        2015 年～現在   LB-BRB TOKYOヘッドコーチ（東京都社会人リーグ 1部） 

 

氏  名 : 森岡 隆三（もりおか りゅうぞう） 

指導チーム: 京都サンガ F.C. 

生年月日 : 1975年 10月 7日 

資   格: 2011年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴: 2009年～2013年 京都サンガ F.C.トップチームコーチ 

2014年       佐川印刷京都 ヘッドコーチ 

2015年～現在    京都サンガ F.C.U-18監督 

 

氏  名 ：四方田 修平（よもだ しゅうへい） 

指導チーム：コンサドーレ札幌 U-18 

生年月日 ：1973年 3月 14日 

資  格 ：2001年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1996年 ～1998 年 筑波大学蹴球部コーチ 

      1999年 ～2001 年      コンサドーレ札幌アシスタントコーチ     

      2002年 1月～2002 年 8月 コンサドーレ札幌 U-18コーチ 

      2002年 9月～2002 年 12月 コンサドーレ札幌アシスタントコーチ 



報告事項 

2015/5/14 第 5回理事会 

 

      2003年          コンサドーレ札幌 U-18コーチ 

      2003年～現在        ナショナルトレセンコーチ北海道地域担当 

2004年～現在       コンサドーレ札幌 U-18監督 

      

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：418名（上記 5名含む） 

※ 2014年度 S級コーチ認定者数： 11名/20名中 

 

 22. 2014年度 B級コーチ養成講習会 追加合格者決定の件 

  2014年度 B級コーチ養成講習会追加合格者を次のように決定した。 

■都道府県協会推薦（3名） 

  佐藤 淳治（福島県）   尾上 咲（兵庫県）   田淵 倫三（ファジアーノ岡山） 

■J クラブコース開催クラブ推薦（1名） 

  佐藤 寿人［FC 東京、栃木 SC、鹿島アントラーズ、浦和レッズ、アルビレックス新潟、 

セレッソ大阪より］ 

■複数年（13名） 

 波多野辰則   大島 秀夫   枝折 祐紀   小浜  博   深井 正樹 

 北川 善洋   森  謙治   関  大輔   大谷 知也   小池 紳介 

菅原 恵理   田中 信行   岡野 克也 

 23. 2015年度指導者養成講習会受講者決定の件 

  （報告）資料№2 

2015年度の次の指導者養成講習会の受講者を別紙のとおり決定した。 

 Ａ級コーチジェネラル 

 Ａ級コーチ U-15 

 Ａ級コーチ U-12 

 Ｂ級コーチ 

 ゴールキーパーＣ級コーチ 

 

 24. ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞 受賞の件 

  第 7回ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞 奨励賞が、妻木充法氏に授与され

た。 

ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞とは： 

スポーツ振興において多大なる実績を残すとともに、その功績によって社会の活性化に貢

献した人物・団体を表彰する制度で、「縁の下の力持ち」と言える人物・団体にスポット

をあてている。 

受賞者（2名）：  

妻木充法（つまき みつのり） 

医学博士、鍼灸あん摩マッサージ指圧師、日本体育協会公認アスレティックトレーナー

マスター 

門田正久（もんでん まさひさ） 

理学療法士、日本体育協会公認アスレティックトレーナー、日本障害者スポーツ協会公
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認障害者スポーツトレーナー、介護予防主任運動指導員 

表彰式：4月 20 日（月） 

妻木氏の受賞理由：公正なジャッジを支える「鍼治療」の技術 

妻木氏は、2001 年ＦＩＦＡコンフェデレーションズカップ日韓大会以降、ＦＩＦＡレフ

ェリー部門フィジオプロジェクトでＦＩＦＡ大会を担当する審判員のフィジカルサポー

トをする他、東京メディカルスポーツ専門学校副校長、フェフユナイテッド市原・千葉

メディカルアドバイザーとしても活躍している 

門田氏の受賞理由：障害者アスリートのメディカルサポートの功績 

※歴代受賞者（サッカー関係のみ） 

第 6回（2013年度）東京 2020オリンピック・パラリンピック招致委員会戦略広報部 

第 3回（2010年度）高田静夫（功労賞）／審判員 

 

 25. 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とおり。 

＜役員＞ 

（セミナー） 

① Seminar for Referees & Assistants of the FIFA Women’s World Cup Canada 2015TM 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：上川徹 

期 間：4月 18 日～4月 24日 

場 所：チューリッヒ/スイス 

（国際試合・大会） 

① The Dr.Pepper Dallas Cup XXXVI 2015 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：池田直寛、深野悦子 

期 間：3月 27 日～4月 7日 

場 所：ダラス/アメリカ 

② AFC Champions League 2015－Group F 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：3月 27 日～4月 7日 

場 所：城南/韓国 

③ AFC Champions League 2015－Group E 

ｱｾｯｻｰ：石山昇 

期 間：4月 6日～4月 9日 

場 所：トゥーサオモット/ベトナム 

④ AFC Men Refereeing Recruiting 2015 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：上川徹 

期 間：4月 14 日～4月 16日 

場 所：台北/チャイニーズタイペイ 

⑤ AFC Champions League 2015－Group F 

ｱｾｯｻｰ：石山昇 

期 間：4月 20 日～4月 23日 
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場 所：城南/韓国 

⑥ AFC Futsal Refereeing Recruiting 2015 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：松崎康弘 

期 間：4月 23 日～4月 25日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑦ AFC Futsal Refereeing Recruiting 2015 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：松崎康弘 

期 間：4月 26 日～4月 28日 

場 所：クウェイト 

 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① FIFA seminar for referees and assistant referees selected for the FIFA Women's 

World Cup Canada 2015TM 

審判員：山岸佐知子、手代木直美 

期 間：4月 16 日～4月 26日 

場 所：チューリッヒ/スイス 

（大会・試合） 

① The Dr. Pepper Dallas Cup XXXVI2015 

審判員：荒木友輔、俵元希、山本信吾、金崎藍子、徳永光恵、萩尾麻衣子 

期 間：3月 27 日～4月 7日 

場 所：ダラス/アメリカ 

② 交流プログラム（オーストラリア） 

審判員：榎本一慶 

期 間：3月 26 日～4月 4日 

場 所：ニューカッスル・ブリスベン/オーストラリア 

③ AFC Champions League 2015－Group D 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

期 間：4月 4日～4月 9日 

場 所：タブリーズ/イラン 

④ AFC Champions League 2015－Group C 

審判員：當麻政明、名木利幸、越智新次 

期 間：4月 5日～4月 10 日 

場 所：リヤド/サウジアラビア 

⑤ 国際親善試合（韓国女子 vs.ロシア女子） 

審判員：梶山芙紗子、手代木直美、千葉恵美 

期 間：4月 6日～4月 9日 

場 所：大田広域市/韓国 

⑥ AFC Champions League 2015－Group B 

審判員：東城穣、八木あかね、唐紙学志、木村博之 
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期 間：4月 19 日～4月 24日 

場 所：リヤド/サウジアラビア 

 

 


