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公益財団法人 日本サッカー協会 

2015 年度 第 7回理事会 

報告事項 

 1. 女子オリンピック・リオ 2016アジア最終予選 開催国決定の件 

  JFA は女子オリンピック・リオ 2016 アジア最終予選のホストベニューとして立候補していた

が、AFCより 2015年 7月 15日付けで同大会の開催国が日本に決定した旨、通達があった。 

なお、大会概要は以下の通り。 

1）出場チーム 

日本、DPR KOREA、オーストラリア、中国、韓国、予選ラウンド 1位チーム（計 6チーム） 

※2014年 10 月時点（競技方式決定時）FIFAランキング上位 5チーム 

2）日程 

2016年 2月 29日（月）から 3月 9日（水）まで 

3）会場 

  大阪 

4）競技方式及びオリンピック出場権 

6チーム総当りリーグ方式。上位 2チームがオリンピック・リオ 2016に出場。 

 

 2. 理事 退任の件 

  東北地域代表理事である安井誠悦（やすい せいえつ）理事より、本理事会終結の時をもって

理事辞任の申し出があった。 

なお、後任の理事候補者は、8月中旬に開催される東北サッカー協会の理事会において決定さ

れ、JFA の評議員会で選任される。 

 

 3. FIFAクラブワールドカップ実行委員会委員変更の件 

  2015年度実行委員会の開催ベニュー選出委員について、一般社団法人神奈川県サッカー協会の

役員変更に伴い、以下の通り委員を変更する。 

（変更前）本木 幹雄（もとき みきお）/会長 

        ↓ 

（変更後）大森 洋次郎（おおもり ようじろう）/専務理事 

 

 4. Jリーグ報告の件 

  （報告）資料№1 

(1)リーグ戦 

明治安田生命Ｊ１ 1stステージ 優勝 浦和レッズ 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(2)リーグカップ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(3)リーグカップ戦決勝トーナメント組み合わせ抽選結果 

別紙の通り 
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 5. 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：未来のまちづくり・みちづくりフォーラム実行委員会 

事業名：第 1回 ハイスクール世界サミット in福島 

主催：未来のまちづくり・みちづくりフォーラム実行委員会 

共催：一般社団法人東北経済連合会、福島県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

いわき市、特定非営利活動法人ハッピーロードネット、東日本国際大学 

後援：福島県教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、宮城県教育委員会、秋田

県教育委員会、山形県教育委員会、いわき市教育委員会、公益社団法人いわき青年会

議所、相双 4JC協議会、東北地方整備局、一般社団法人東北地域づくり協会、東日本

高速道路株式会社、東北電力株式会社、福島民報社、福島民友新聞社、東奥日報社、

デーリー東北新聞社、岩手日報社、河北新報社、秋田魁新報社、山形新聞社、山形放

送、いわき民報社、東北専門新聞連盟、NHK福島放送局、公益財団法人日本サッカー

協会、公益社団法人こども環境学会、浜通り交通 等 

開催日：8月 8日(土) 12：30～16：30 

会場：東日本国際大学 

目的：昨年度まで 10 年間継続して行ってきた国内の高校生によるワークショップを基礎と

し、異なるバックグラウンドを持つ海外の高校生の参加を得て「東北の現状を世界に

発信」するとともに、「多様な視点に立った課題認識と解決に挑戦する」ことで多く

の子どもたちに多分化コミュニケーションを通じた「地球的な視点で日本、自分の地

域の特色を再発見する機会」を提供し、グルーバルな人材育成を促す事を目的として

開催する。 

東日本大震災で大きな被害を受けた東北地区の復興には世界の注目が集まっている。

一方で、福島の復興のためにはエネルギー問題、高齢化、過疎など、日本はもちろん

世界の国々が抱える共通の問題に取り組む必要がある。震災から 4年が経過した今、

福島の位置づけは「被災した地域」ではなく、「日本、世界の課題先進地域」となっ

てきている。そのような福島、東北の復興のためには、地域の将来を担う若者たちの

活力をもって課題に向き合うことが欠かせない。 

(2)申請団体：特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会 

大会名：第 1回ソーシャルフットボール全国大会 

主催：特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会 

共催：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、愛知県精神障害者スポーツ連盟  

後援(予定)：文部科学省、厚生労働省、愛知県、名古屋市、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人愛知県サッカー協会、 

一般社団法人愛知県精神科病院協会、愛知精神神経科診療所協会、 

愛知県精神保健福祉士協会、一般社団法人愛知県作業療法士会、 

一般社団法人日本精神科看護技術協会愛知県支部、中日新聞 

協力：名古屋オーシャンズ、星城大学 

日程：10月 3日（土） 

会場：テバオーシャンアリーナ  

目的：精神障がい者フットサルを推進してスポーツを通じて人とのつながりを構築、自信を
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養い、夢や希望を実現するとともに、精神障がい者に対する正しい理解と認識を広

め、地域社会との壁のない環境を実現することを目的とする。また、2016 年に開催さ

れる第 1 回ソーシャルフットボール国際親善大会（予定）に出場する日本代表を選考

する大会として開催する。  

(3)申請団体：日本電動車椅子サッカー協会 

大会名：第 21回日本電動車椅子サッカー選手権大会 

主催：日本電動車椅子サッカー協会 

主管：中部ブロック電動車椅子サッカー協会 

後援(予定)：厚生労働省、文部科学省、静岡県、袋井市、静岡県教育委員会、 

袋井市教育委員会、社会福祉法人静岡県社会福祉協議会、 

社会福祉法人袋井市社会福祉協議会、 

社会福祉法人静岡県身体障害者福祉会、公益財団法人静岡県体育協会、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、 

公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会、 

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、 

一般財団法人静岡県サッカー協会、静岡県肢体不自由児協会、 

袋井市身体障害者福祉会 

協賛：大塚製薬株式会社 

日程：10月 3日（土）・4日（日） 

会場：小笠山総合運動公園 エコパアリーナ 

目的：本大会は、我が国における身体障害者の競技として電動車椅子サッカーの普及振興を

図り、もって日本の頂点を決める名誉ある大会とする。 

 

 6. 標章使用申請の件 

 

 

 （1）申請団体： 公益財団法人北海道サッカー協会 

使用目的： 平成 27 年度全国中学校体育大会個人用賞状 

（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（100枚） 

（3）申請団体： 一般社団法人和歌山県サッカー協会 

使用目的： 「2015 紀の国わかやま国体」総合閉会式における紀三井寺陸上競技場 

      スクリーンへの投映 

 

 7. 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 23日（日）～31日（月） 

遠 征 先 ジョホールバル/マレーシア 

（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 17日（月）～27日（木） 
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遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（3）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-13 J リーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 14日（金）～21日（金） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（4）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 聖和学園高等学校男子サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 19日（水）～27日（木） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（5）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 17日（月）～27日（木） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（6）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニア （第 3種） 

遠征期間 8月 17日（月）～27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 鹿島アントラーズノルテジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 17日（月）～27日（木） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（8）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 8月 5日（水）～11月 30日（月） 

遠 征 先 ①ホーチミン/ベトナム②クアラルンプール/マレーシア 

③プノンペン/カンボジア 

（9）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 4種） 

遠征期間 8月 20日（木）～25日（火） 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

（10）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学体育局サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 7月 31日（金）～8月 7日（金） 

遠 征 先 太白/韓国 

（11）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム U-14 中学校選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（水）～23日（日） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（12）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） 
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遠征期間 8月 17日（月）～20日（木） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（13）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ユース （第 2種） 

遠征期間 8月 10日（月）～18日（火） 

遠 征 先 アイントホーヘン/オランダ 

（14）公益社団法人 群馬県サッカー協会 

チ ー ム ファナティコス （第 4種） 

遠征期間 8月 21日（金）～27日（木） 

遠 征 先 慶州/韓国 

（15）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 Jrユース （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（水）～29日（土） 

遠 征 先 ビルバオ、バルセロナ、バレンシア/スペイン 

（16）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 市立習志野高等学校 （第 2種） 

遠征期間 8月 11日（火）～31日（月） 

遠 征 先 リズボン/ポルトガル 

（17）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 17日（月）～25日（火） 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

（18）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京大学運動会ア式蹴球部 （第 1種） 

遠征期間 8月 8日（土）～16日（日） 

遠 征 先 厦門/中国 

（19）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三鷹 F.A. Jrユース （第 3種） 

遠征期間 8月 17日（月）～31日（月） 

遠 征 先 エクサンプロバンス/フランス 

（20）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 17日（月）～21日（金） 

遠 征 先 高雄市/チャイニーズタイペイ 

（21）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスプライマリー （第 4種） 

遠征期間 8月 11日（火）～18日（火） 

遠 征 先 ベールビーク/ベルギー 

（22）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレユース （第 4種） 
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遠征期間 7月 28日（火）～8月 10日（月） 

遠 征 先 浦項市/韓国 

（23）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム 松本山雅フットボールクラブ U-18 （第 3種） 

遠征期間 7月 28日（火）～8月 10日（月） 

遠 征 先 浦項市/韓国 

（24）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 15日（土）～22日（土） 

遠 征 先 ウラジオストク/ロシア 

（25）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 （第 2種） 

遠征期間 8月 3日（月）～6日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（26）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県クラブ選抜(U-15) （第 3種） 

遠征期間 8月 20日（木）～26日（水） 

遠 征 先 チョンブリ・バンコク・チェンマイ/タイ 

（27）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 17日（月）～24日（月） 

遠 征 先 ブリスベン/オーストラリア 

（28）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム INOMIYA FC 93' （第 4種） 

遠征期間 8月 17日（月）～20日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（29）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立清水東高校 （第 2種） 

遠征期間 8月 20日（木）～22日（土） 

遠 征 先 仁川/韓国 

（30）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム JFAアカデミー福島 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 18日（火）～23日（日） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（31）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム JFAアカデミー福島 U-15 （第 2種） 

遠征期間 8月 17日（月）～24日（月） 

遠 征 先 ロンドン/イングランド 

（32）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県中東部支部トレセン U-15 （第 3種） 
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遠征期間 8月 20日（木）～23日（日） 

遠 征 先 台中/チャイニーズタイペイ 

（33）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水エスパルスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 12日（水）～23日（日） 

遠 征 先 フェンロ/オランダ 

（34）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム NPO藤枝東 FC, Jrユース （第 3種） 

遠征期間 8月 18日（火）～25日（火） 

遠 征 先 ハーレム/オランダ 

（35）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム AS. ラランジャ豊川 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 24日（月）～31日（月） 

遠 征 先 マドリード/スペイン 

（36）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム TSV1973四日市 （第 3種） 

遠征期間 8月 17日（月）～20日（木） 

遠 征 先 東豆川/韓国 

（37）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 20日（木）～25日（火） 

遠 征 先 プノンペン/カンボジア 

（38）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム U-14 京都府選抜チーム （第 3種） 

遠征期間 8月 2日（日）～10日（月） 

遠 征 先 ゴールウェイ/アイルランド 

（39）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都サンガ F.C. U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 16日（日）～23日（日） 

遠 征 先 デュイスブルグ/ドイツ 

（40）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 5日（水）～17日（月） 

遠 征 先 ①シッタルト/オランダ ②ドルトムント/ドイツ 

（41）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選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 18日（火）～25日（火） 

遠 征 先 ヨンドック/韓国 

（42）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） 
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遠征期間 8月 8日（土）～12日（水） 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

（43）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 関西学院大学体育会サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 7月 31日（金）～8月 7日（金） 

遠 征 先 太白/韓国 

（44）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（火）～23日（日） 

遠 征 先 香港/香港 

（45）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム Buddy FC （第 4種） 

遠征期間 8月 21日（金）～27日（木） 

遠 征 先 慶州/韓国 

【事後申請】 

以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請となる。 

（1）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC 東京 （第 1種） 

遠征期間 7月 31日（金）～8月 3日（月） 

遠 征 先 フランクフルト/ドイツ 

（2）公益社団法人 滋賀県サッカー協会 

チ ー ム 立命館守山高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 7月 26日（日）～8月 3日（月） 

遠 征 先 ロンドン/イングランド 

（3）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム C.A. SeisRayos Tokyo （第 2種） 

遠征期間 7月 21日（火）～8月 4日（火） 

遠 征 先 ブエノスアイレス/アルゼンチン 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレユース （第 4種） 

遠征期間 7月 28日（火）～8月 10日（月） 

遠 征 先 浦項市/韓国 

 

【申請取下げ】 

以下の遠征は、申請取下げとなった。 

（1）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム イデア FC 真岡 U-15 （第 3種） 

遠征期間 7月 24日（金）～28日（火） 

遠 征 先 仁川広域/韓国 

（2）一般財団法人 静岡県サッカー協会 
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チ ー ム 静岡県西部掛川地区 U-12選抜 （第 4種） 

遠征期間 7月 30日（木）～8月 2日（日） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 

 8. 第 95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 組み合わせの件 

  （報告）資料№2 

第 95回天皇杯全日本サッカー選手権大会の組み合わせが、天皇杯実施委員会（6/30開催）にお

いて以下の通り決定した。 

＜会場一覧（1回戦～2回戦）＞ 

【1 回戦】開催日：8月 29 日（土）、30日（日） 

・北海道 8月 29日（土） 札幌厚別公園競技場 

・青森  8月 30日（日） 八戸東陸上競技場  

・秋田  8月 30日（日） あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)  

・山形  8月 29日（土） NDソフトスタジアム山形 

・岩手  8月 30日（日） 岩手県営運動公園陸上競技場 

・茨城  8月 29日（土） ケーズデンキスタジアム水戸 

・栃木  8月 29日（土） 栃木県グリーンスタジアム 

・群馬  8月 29日（土） 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 

・埼玉  8月 29日（土） NACK5スタジアム大宮 

・千葉  8月 29日（土） フクダ電子アリーナ 

・東京  8月 29日（土） 味の素フィールド西が丘 

・神奈川 8月 30日（日） ニッパツ三ツ沢球技場 

・山梨  8月 29日（土） 山梨中銀スタジアム 

・長野  8月 29日（土） 松本平広域公園総合球技場アルウィン 

・長野  8月 30日（日） 南長野運動公園総合球技場  

・富山  8月 30日（日） 富山県総合運動公園陸上競技場 

・石川  8月 30日（日） 石川県西部緑地公園陸上競技場 

・静岡  8月 29日（土） ヤマハスタジアム（磐田） 

・愛知  8月 29日（土） 名古屋市港サッカー場 

・三重  8月 29日（土） 三重交通 Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メイン G 

・岐阜  8月 30日（日） 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ 

・滋賀  8月 29日（土） 東近江市布引運動公園陸上競技場(布引グリーンスタジアム) 

・京都  8月 30日（日） 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

・大阪  8月 29日（土） キンチョウスタジアム 

・奈良  8月 29日（土） 奈良県立橿原公苑陸上競技場 

・鳥取  8月 29日（土） とりぎんバードスタジアム 

・島根  8月 29日（土） 松江市営陸上競技場 

・広島  8月 30日（日） 広島広域公園第一球技場 

・徳島  8月 29日（土） 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 

・香川  8月 30日（日） 香川県立丸亀競技場 
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・愛媛  8月 30日（日） ニンジニアスタジアム 

・福岡  8月 30日（日） レベルファイブスタジアム  

・福岡  8月 29日（土） 北九州市立本城陸上競技場 

・長崎  8月 29日（土） 長崎県立総合運動公園陸上競技場 

・熊本  8月 29日（土） 熊本市水前寺競技場 

・大分  8月 29日（土） 大分銀行ドーム 

【2 回戦】開催日：9月 5日（土）、9月 6日（日）、9月 9日（水） 

・北海道 9月 5日（土） 札幌厚別公園競技場 

・宮城  9月 6日（日） ユアテックスタジアム仙台 

・山形  9月 5日（土）  ＮＤソフトスタジアム山形 

・茨城  9月 9日（水）  茨城県立カシマサッカースタジアム 

・茨城  9月 5日（土） ケーズデンキスタジアム水戸 

・埼玉  9月 6日（日） NACK5スタジアム大宮 

・千葉  9月 6日（日） フクダ電子アリーナ 

・神奈川 9月 6日（日） ニッパツ三ツ沢球技場 

・神奈川 9月 5日（土） 等々力陸上競技場 

・神奈川 9月 5日（土）または 9月 9日（水） Shonan BMWスタジアム平塚 

・山梨  9月 5日（土） 山梨中銀スタジアム 

・長野  9月 5日（土）  松本平広域公園総合球技場アルウィン 

・新潟  9月 9日（水）  デンカビッグスワンスタジアム 

・静岡  9月 5日（土）または 9月 9日（水）  IAIスタジアム日本平 

・静岡  9月 5日（土） ヤマハスタジアム（磐田） 

・愛知  9月 9日（水） 名古屋市港サッカー場 

・京都  9月 6日（日） 京都市⻄京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 

・大阪  9月 5日（土） キンチョウスタジアム 

・兵庫  9月 9日（水） 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 

・徳島  9月 5日（土） 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 

・広島  9月 5日（土）  福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 

・佐賀  9月 5日（土） ベストアメニティスタジアム 

・熊本  9月 5日（土）または 9月 9日（水） うまかな・よかなスタジアム 

・大分  9月 5日（土） 大分銀行ドーム 

 

 9. JFA ロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  申請者（施設所有者）：特定非営利活動法人新潟スポーツコミュ二ティ 

施 設 名 ： 新潟聖籠スポーツセンター ピッチ E（新潟県北蒲原郡聖籠町東港 5-1923-12） 

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 006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
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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。 

 

 10. PGMOL（イングランド）との審判インストラクター交流の件 

  PGMOLと審判インストラクターの交流を実施した。 

PGMOLとは、Professional Game Match Officials Limitedの略称で、イングランドのプレミア

リーグ、2部～4部、FA競技会を担当する審判員・インストラクターを管轄する組織である。 

① PGMOLカンファレンス 2015（6月 26日・27日ロンドンで開催）に審判インストラクターと

審判部員を派遣。 

・参加者：柏原 丈二（かしはら じょうじ）/強化カテゴリーレフェリー ダイレクター 

太田 光俊（おおた みつとし）/審判部員 

② PGMOLから 2名の審判インストラクターを招聘。 

・審判インストラクター 

Raymond OLIVER氏（Training and Development Manager） 

 期間：7月 5日（日）～13日（月） 

7月 6日 （月）～7日（火）  常勤審判インストラクター向け講義・打合せ（JFA ﾊｳｽ） 

  8日 （水）～9日（木）  プロフェッショナルレフェリー キャンプ（J-STEP） 

  10 日（金）       常勤審判インストラクター向け講義・打合せ（JFA ﾊｳｽ） 

  11 日（土）～12 日（日） S級／1級審判インストラクター研修会（JFA ﾊｳｽ） 

Paul TAYLOR氏（Referee Coach） 

 期間：7月 13 日（月）～21日（火） 

7月 13 日（月）～14 日（火） 常勤審判インストラクター向け講義・打合せ（JFA ﾊｳｽ） 

15日（水）       審判員視察 FC東京 vs 新潟（味の素スタジアム） 

    16 日（木）～17 日（金） 常勤審判インストラクター向け講義・打合せ（JFA ﾊｳｽ） 

  18 日（土）～19 日（日） S級審判インストラクター研修会 （J-GREEN堺） 

  20 日（月・祝）     審判員国際プレゼンス力強化コース（JFA ﾊｳｽ） 

 

 11. 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＞ 

（大会・試合） 

① FUTURO III 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：恩氏孝夫、櫻田雅裕、有田靖 

期 間：6月 2日～9日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② FIFA Women’s World Cup Canada 2015 

委 員：上川徹 

期 間：6月 2日～18日 

場 所：ウィニペグ／カナダ 
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（セミナー） 

① キルギスサッカー協会への審判インストラクター派遣事業 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：小幡真一郎 

期 間：6月 2日～8日 

場 所：ビシュケク／キルギス 

② PGMOLカンファレンス 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：柏原丈二 

期 間：6月 25 日～29日 

場 所：ロンドン／イギリス 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① FIFA U-20 World Cup New Zealand 2015 

審判員：佐藤隆治、八木あかね、山内宏志 

期 間：5月 22 日～6月 21日 

場 所：オークランド／ニュージーランド 

② FIFA Women’s World Cup Canada 2015 

審判員：山岸佐知子、手代木直美 

期 間：5月 28 日～6月 30日 

場 所：バンクーバー他／カナダ 

③ 28th South East Asian Games 

審判員：木村博之、唐紙学志 

期 間：5月 31 日～6月 16日 

場 所：シンガポール 

④ 2018 FIFA World Cup Russia Preliminary Competition Asian Zone Round 2 

（フィリピン対バーレーン） 

審判員：飯田淳平、大塚晴弘、岡部拓人 

期 間：6月 9日～12日 

場 所：フィリピン 

⑤ 2018 FIFA World Cup Russia Preliminary Competition Asian Zone Round 2 

（モルディブ対カタール） 

審判員：山本雄大、相楽亨、名木利幸 

期 間：6月 9日～13日 

場 所：マーレ／モルディブ 

 

 12. 2016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№3 

 

 13. 2016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№4 
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 14. 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、 

次の 1名を S級コーチとして認定する。 

氏  名 ：安永 聡太郎（やすなが そうたろう） 

指導チーム：やはた FC 

生年月日 ：1976年 4月 20日 

資  格 ：2010年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2010年 ～ 2015年 やはた FC 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：420名（上記 1名含む） 

※ 2014年度 S級コーチ認定者数： 13名/20名中 

 

 15. 2015年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会判定結果の件 

  2015年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 合格者 【7名】 

安齋 和之 植田 元輝 小山 健二 斎藤 武志 

末廣 亮介 中上 智晴 山下 渉太             （五十音順） 

 

 16. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2015 2018FIFA ワールドカップロシア アジア 2 次予選 

兼 AFC アジアカップ UAE2019予選の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2015 

期 間：6月 8日（月）～11日（木） 

場 所：神奈川県横浜市 

 

行事名：日本代表 2018FIFA ワールドカップロシア アジア 2 次予選 兼 AFC アジアカップ

UAE2019 予選 

期 間：6月 12 日（金）～16日（火） 

場 所：埼玉県さいたま市 

 

[スケジュール] 

6月 8日 （月） 集合 

6月 11 日 （木） キリンチャレンジカップ 2015 

日本代表 vs.イラク代表 ○4－0 

6月 12 日 （金） 移動 

6月 16 日 （火） 2018FIFAワールドカップロシア アジア 2次予選 兼 AFC 

アジアカップ UAE2019予選 

日本代表 vs.シンガポール代表 △0－0、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 ｳﾞｧｲｯﾄﾞ・ﾊﾘﾙﾎｼﾞｯﾁ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾞﾇﾍﾞｰ (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) 
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ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｼﾘﾙ・ﾓﾜﾝﾇ (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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 (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) 

ドクター 御園生 剛 (筑波学園病院) 

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 (JFA)  

通訳 樋渡  群 (JFA) 

通訳 羽生 直行 (JFA) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

副 務 秋江 昌司 (JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田  寛 (JFAコミュニケーション部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 高埜 尚人 (JFAコミュニケーション部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 渡邉  大 (JFAテクニカルスタッフ)  

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) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リエージュ/ベルギー) 

 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 丹羽 大輝 (ガンバ大阪) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 森重 真人 (FC東京) 

 太田 宏介 (FC東京) 

 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 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ) 

 清武 弘嗣 (ハノーファー９６/ドイツ)      ※1 

 山口  蛍 (セレッソ大阪) 

 谷口 彰悟 (川崎フロンターレ) 

 柴崎  岳 (鹿島アントラーズ) 

FW 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05/ドイツ) 
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 本田 圭佑 (A.C.ミラン/イタリア) 

 川又 堅碁 (名古屋グランパス)          ※1 

 永井 謙介 (名古屋グランパス)          ※2 

 大迫 勇也 (1.FCケルン/ドイツ) 

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ) 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

 武藤 嘉紀 (FC東京) 

※1：途中離脱 ※2：途中合流                      計 26名 

 

 17. U-22日本代表 国際親善試合の件 

  行事名：U-22日本代表 国際親善試合 

期 間：6月 28 日(日)～7月 2日(木) 

場 所：宮城県仙台市 

 

[スケジュール] 

6月 28 日(日) 集合  

7月 1日(水) 国際親善試合 vs.U-22コスタリカ代表  ◯2-0  

7月 2日(木) 解散 

[スタッフ] 

監 督 手倉森 誠  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 秋葉 忠宏 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (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) 

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  前田 弘 (JFA) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  菊島 良介 (JFA) 

総 務 池辺 友和 (JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 高埜 尚人 (JFAコミュニケーション部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン) 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 （清水エスパルス）  

 

牲川 歩見 （ジュビロ磐田）  

 

山田 元気 （京都サンガ F.C.）  

DF 川口 尚紀 （アルビレックス新潟）  

 

亀川 諒史 （アビスパ福岡）  

 

櫛引 一紀 （コンサドーレ札幌）  

 

奈良 竜樹 （FC東京）  

 

伊東 幸敏 （鹿島アントラーズ）  

 

岩波 拓也 （ヴィッセル神戸）  
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高橋 壮也 （サンフレッチェ広島）  

 

植田 直通 （鹿島アントラーズ）  

MF 大島 僚太 （川崎フロンターレ） ※2 

 

遠藤 航 （湘南ベルマーレ）  

 

前田 直輝 （松本山雅 F.C．）  

 

矢島 慎也 （ファジアーノ岡山）  

 

中島 翔哉 （FC東京）  

   

 

 

野津田 岳人 （サンフレッチェ広島）         

 

喜田 拓也 （横浜 F・マリノス）  

 

井手口 陽介 （ガンバ大阪）  

FW 金森 健志 （アビスパ福岡）  

 

豊川 雄太 （鹿島アントラーズ） ※1 

 

鈴木 武蔵 （アルビレックス新潟） ※2 

 

浅野 拓磨 （サンフレッチェ広島）  

 

オナイウ 阿道 （ジェフユナイテッド千葉） ※2 

 

小屋松 知哉 （名古屋グランパス） ※2 

※1 怪我による参加辞退 ※2 追加招集                                 計 25名 

 

 18. 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) 

9 節 5月 3 日(日) 開催なし  

10 節 5月 6 日(水･振) vs.長野パルセイロ ●0-2(南長野運動公園総合球技場) 

11 節 5月 10日(日) vs.カターレ富山 ●1-2(富山県総合運動公園陸上競技場) 

12 節 5月 17日(日) vs.福島ユナイテッド FC ○4-1(とうほう・みんなのスタジアム) 

13 節 5月 24日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ●0-1(あきぎんスタジアム) 

14 節 5月 31日(日) vs.レノファ山口 ●0-3(下関市営下関陸上競技場) 

15 節 6月 7 日(日) vs.ガイナーレ鳥取 △1-1(とりぎんバードスタジアム) 

16 節 6 月 14日(日) vs.FC 琉球 ●1-2(沖縄県総合運動公園陸上競技場) 

17 節 6 月 21日(日) vs.カターレ富山 △0-0(富山県総合運動公園陸上競技場) 

18 節 6月 28日(日) vs.福島ユナイテッド FC △1-1(とうほう・みんなのスタジアム) 
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 19. U-18日本代表 Panda Cupの件  

  行事名：U-18日本代表 Panda Cup 

期 間：6月 22 日(月)～29日(月) 

場 所：中国／成都 

[スケジュール] 

6月 22 日(月) 集合、出発、現地着 

6月 24 日(水) 第 1戦 vs.U-18キルギス代表 ◯6-0 

6月 26 日(金) 第 2戦 vs.U-18中国代表 ◯5-1 

6月 28 日(日) 第 3戦 vs.U-18スロバキア代表 ◯2-1 

6月 29 日(月) 帰国 

 [スタッフ] 

団長 霜田 正浩 (JFA技術委員長) 

監督 内山 篤 (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) 

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 寺門 大輔 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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 小島 亨介 (早稲田大学) 
 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

 
DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 

 

 
野田 裕喜 (大津高校) 

 

 
柳 貴博 (FC東京 U-18) 

 

 
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) 

 

 
岡野 洵 (ジェフユナイテッド千葉 U-18) ※1 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-18) ※2 

MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 
 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) 

 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島 ユース) 

 

 
森島 司 (四日市中央工業高校) 

 

 
邦本 宜裕 (アビスパ福岡) ※3 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
FW 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
小川 航基 (桐光学園) 
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一美 和成 (大津高校) 

 
※1 辞退 ※2追加招集 ※3離脱                                        計 21名 

 

 20. U-16日本代表 U-16 インターナショナルドリームカップ 2015 JAPAN Presented by JFAの件 

  行事名：U-16日本代表  

U-16インターナショナルドリームカップ 2015 JAPAN Presented by JFA 

期 間：6月 22 日（月）～28日（日） 

場 所：大阪府大阪市・堺市 

 [スケジュール] 

6月 22 日(月) 集合 

6月 23 日(火) トレーニングマッチ vs.興國高校 ◯1-0 

6月 24 日(水) 第 1戦 vs.U-16コスタリカ代表 ◯7-0 

6月 26 日(金) 第 2戦 vs.U-16チリ代表 ◯2-0 

6月 28 日(日) 第 3戦 vs.U-16フランス代表 ◯3-1 

[スタッフ] 

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (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 山本 祐司  (弘前大学医学部附属病院) 

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 大迫 敬介 （サンフレッチェ広島ユース） 
 

 
沖 悠哉 （鹿島アントラーズユース） 

 
DF 中矢 裕貴 （東海大学付属静岡翔洋高校） 

 

 
田中 康介 （京都サンガ F.C.U-18） 

 

 
橋岡 大樹 （浦和レッズユース） 

 

 
水田 和真 （関西学院高校） 

 

 
塩崎 悠司 （興國高校） ※2 

 
西山  大雅 （横浜 F・マリノスユース） 

 

 
岡本 宗馬 （柏レイソル U-18） ※1 

MF 齊藤 未月 （湘南ベルマーレユース） 
 

 
堀 研太 （横浜 F・マリノスユース） 

 
 新井 光 （AC長野パルセイロ U-18）  

 伊藤 洋輝 （ジュビロ磐田 U-18）  

 藤本 寛也 （東京ヴェルディユース）  

 吉田 歩未 （船橋市立船橋高校）  
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 品田 愛斗 （FC東京 U-18）  

FW 中島 元彦 （セレッソ大阪 U-18）  

 中村 駿太 （柏レイソル U-18）  

 加藤 拓巳 （山梨学院大学附属高校）  

※1.離脱 ※2.追加招集                         計 19名 

 

 21. U-15日本代表 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-15日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：6月 5日（金）～8日（月） 

場 所：東京都 

※6 月 5 日（金）～11 日（木）韓国遠征を予定していたが、中東呼吸器症候群（MERS）の影響

で遠征を中止し、代替として 6 月 5 日（金）～8 日（月）の期間、国内トレーニングキャンプ

を東京都で実施。 

 [スケジュール] 

6月 5日(金) 集合 

6月 7日(日) 

 

AM トレーニングマッチ vs柏レイソル U-18 ◯6-1 

PM トレーニングマッチ vs横浜 F・マリノスユース ●2-5 

6月 8日(月) 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グスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (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 池川 直志  (柏市立柏病院) 

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 青木 心 （JFAアカデミー福島 U15） 
 

 
石井 僚 （上州フットボールクラブ高崎） 

 

 
谷 晃生 （ガンバ大阪ジュニアユース） 

 
DF 作田 龍太郎 （ヴィッセル神戸 U-15） ※1 

 
河井 哲太 （ガンバ大阪ジュニアユース） 

 

 
杉井 颯 （柏レイソル U-15） 

 

 
監物 拓歩 （清水エスパルスジュニアユース） 

 

 
白圡 大貴 （浦和レッズジュニアユース） 

 
MF 平川 怜 （FC東京 U-15むさし） 

 

 
鈴木 冬一 （セレッソ大阪 U-15） 
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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）  

 森田 晃樹 （東京ヴェルディジュニアユース）  

 桂 陸人 （サンフレッチェ広島ジュニアユース）  

 粟野 健翔 （ベガルタ仙台ジュニアユース）  

 山崎 大地 （サンフレッチェ広島ジュニアユース）  

FW 山田 寛人 （セレッソ大阪 U-18）  

 宮代 大聖 （川崎フロンターレ U-15）  

 棚橋 尭士 （横浜 F・マリノスジュニアユース）  

 中村 敬斗 （三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース）  

 久保 建英 （FC東京 U-15むさし）  

※1 離脱                                 計 23名 

 

 22. U-15日本代表 日本・メコン U-15サッカー交流プログラム 

  行事名：U-15日本代表 日本・メコン U-15サッカー交流プログラム 

期 間：6月 29 日（月）～7月 3日（金） 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

6月 29 日(月) 集合 

6月 30 日(火) トレーニングマッチ vs.神戸弘陵学園高校 ●0-3 

7月 1日(水) 

 

第 1戦 vs.U-15カンボジア代表 ◯5-0 

第 2戦 vs.ヴィッセル神戸 U-15 ◯1-0 

7月 2日(木) 第 3戦 vs.U-15ベトナム代表 ◯3-2 

7月 3日(金) 順位決定戦 vs.サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース ◯2-0、解散 

[スタッフ] 

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 川俣  則幸 (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 戸祭 正喜  (医療法人川崎病院) 

トレーナー 中條 智志 (JFAアカデミー福島) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 高田 侑真 （東山高校） 
 

 
浅野 太郎 （セレッソ大阪 U-15） 

 
DF 神山 京右 （横浜 FCユース） 
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遠藤 光 （三菱養和 SC調布ジュニアユース） 

 

 
竹島 京介 （京都サンガ F.C.U-15） ※1 

 
井上 樹 （ヴァンフォーレ甲府 U-15） 

 
MF 桝谷 岳良 （川崎フロンターレ U-15） 

 

 
神戸 康輔 （大阪桐蔭高校） 

 

 
五十嵐 新 （アルビレックス新潟 U-15） 

 
MF 船越 大夢 （ヴィッセル神戸 U-15） 

 

 
本間 至恩 （アルビレックス新潟 U-15） 

 
 岩井 龍翔司 （横浜Ｆ・マリノスジュニアユース）  

 本間 洋平 （コンサドーレ札幌 U-15）  

 谷内田 哲平 （長岡ジュニアユース FC）  

 山本 理仁 （東京ヴェルディジュニアユース）  

FW 石井 快征 （サガン鳥栖 U-15）  

 栗原ｲﾌﾞﾗﾋﾑｼﾞｭﾆｱ （三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース）  

※1.離脱                                    計 17名 

 

 23. ユニバーシアード日本男子代表 第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）の件 

  行事名：ユニバーシアード日本男子代表 大会直前合宿 

期 間：6月 22 日（月）～27日（土） 

場 所：静岡県御殿場市 

 

行事名：ユニバーシアード男子代表 第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州） 

期 間：6月 28 日（日）～7月 14日（火） 

場 所：韓国/光州 

 

[スケジュール] 

6月 22 日 （月） 集合、トレーニングマッチ vs.ジュビロ磐田 ●0－2 

6月 26 日 （金） トレーニングマッチ vs.産業能率大学 ○5－1 

6月 28 日 （日） 移動（羽田→韓国/金浦） 

7月 2日 （木） グループステージ第 1戦 vs.ユニバーシアードイラン代表 ◯2-1 

7月 5日 （日） グループステージ第 2戦 vs.ユニバーシアードブラジル代表 ◯1-0 

7月 7日 （火） グループステージ第 3戦 vs.ユニバーシアードマレーシア代表 ◯4-0 

7月 9日 （木） 準々決勝 vs.ユニバーシアードフランス代表 ◯1-0 

7月 11 日 （土） 準決勝 vs.ユニバーシアードイタリア代表 ●0-0（PK1-3） 

7月 13 日 （月） 3位決定戦 vs.ユニバーシアードブラジル代表 ◯0-0（PK7-6） 

7月 14 日 （火） 帰国、解散 

[スタッフ] 

チームリーダー 須佐 徹太郎 (阪南大学) 
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監 督 神川 明彦 (明治大学) 

コーチ 松本 直也 (桃山学院大学) 

コーチ 島岡 健太 (関西大学) 

コーチ 川田 尚弘 (高知大学) 

GKコーチ 櫛引 実 (大阪産業大学) 

ドクター 森尾 秀徳 (川口工業総合病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三浦 哲哉 (慶應義塾大学) 

[選  手] 

GK 福島 春樹 （専修大学） 

 前川 黛也 （関西大学） 

DF 田上 大地 （流通経済大学） 

 萩間 大樹 （専修大学） 

 髙橋 諒 （明治大学） 

 奧山 政幸 （早稲田大学） 

 湯澤 聖人 （流通経済大学） 

 新井 一耀 （順天堂大学） 

 室屋 成 （明治大学） 

MF 端山 豪 （慶應義塾大学） 

 八久保 颯 （阪南大学） 

 木本 恭生 （福岡大学） 

 和泉 竜司 （明治大学）  

 小林 成豪 （関西学院大学） 

 松下 佳貴 （阪南大学） 

 長谷川 竜也 （順天堂大学） 

 重広 卓也 （阪南大学） 

FW 澤上 竜二 （大阪体育大学） 

 呉屋 大翔 （関西学院大学） 

 岡 佳樹 （桃山学院大学） 

計 20名 

 

 24. なでしこジャパン（日本女子代表）MS&AD なでしこカップ 2015 / キリンチャレンジカップ

2015の件 

  行事名：なでしこジャパン MS&ADなでしこカップ 2015 

期 間：5月 18 日（月）～26日（火） 

場 所：香川県丸亀市 

 

行事名：なでしこジャパン キリンチャレンジカップ 20152015 

期 間：5月 27 日（水）～29日（金） 

場 所：長野県長野市 
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[スケジュール] 

5月 18 日 （月） 集合 

5月 24 日 

 

（日） MS&ADなでしこカップ 2015 

なでしこジャパン vs.ニュージーランド女子代表 ○1－0 

5月 26 日 （火） 移動 

5月 28 日 （木） キリンチャレンジカップ 2015 

なでしこジャパン vs.イタリア女子代表 ◯1－0 

5月 29 日 （金） 移動 

[スタッフ] 

団長 上田 栄治 (JFA理事) 

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/大宮アルディージャ) 

GKコーチ 前田 信弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 原 邦夫 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学) 

ドクター 土肥 美智子 (国立スポーツ科学センター) 

ドクター 斎田 良知 (順天堂病院) 

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 (日本スポーツ振興センター ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

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 ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

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

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダス ジャパン)  

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)  

チーム総括 中村 修三 (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） 

 海堀 あゆみ （INAC神戸レオネッサ） 

 山根 恵里奈 （ジェフユナイテッド市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

DF 近賀 ゆかり （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） 

 岩清水 梓 （日テレ・ベレーザ） 

 鮫島 彩 （INAC神戸レオネッサ） 

 有吉 佐織 （日テレ・ベレーザ） 

 北原 佳奈 （アルビレックス新潟レディース） 

 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 澤 穂希 （INAC神戸レオネッサ） 

 安藤 梢 （1. FFCフランクフルト/ドイツ）  

 宮間 あや （岡山湯郷 Belle） 



報告事項 

2015/7/16 第 7回理事会 

 

 川澄 奈穂美 （INAC神戸レオネッサ） 

 阪口 夢穂 （日テレ・ベレーザ） 

 田中 明日菜 （INAC神戸レオネッサ） 

 宇津木 瑠美 （モンペリエ HSC/フランス） 

 永里 亜紗乃 （1. FFCトゥルビーネ・ポツダム/ドイツ） 

FW 大野 忍 （INAC神戸レオネッサ） 

 大儀見 優季 （VfLヴォルフスブルク/ドイツ） 

 菅澤 優衣香 （ジェフユナイテッド市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

 岩渕  真奈 （FCバイエルン・ミュンヘン/ドイツ） 

GK 山下 杏也加 （日テレ・ベレーザ）          ※ 

DF 村松 智子 （日テレ・ベレーザ）          ※ 

MF 杉田 亜未 （伊賀フットボールクラブくノ一）    ※ 

FW 横山 久美 （AC長野パルセイロ・ﾚﾃﾞｨｰｽ）     ※ 

※ワールドカップバックアップメンバー（トレーニングのみ参加）    計 27名 

 

 25. なでしこジャパン（日本女子代表）FIFA女子ワールドカップカナダ 2015の件 

  行事名：なでしこジャパン FIFA女子ワールドカップ 2015 

期 間：5月 29 日（金）～7月 7日（火） 

場 所：千葉県、カナダ/バンクーバー・ウィニペグ・エドモントン 

[スケジュール] 

5月 29 日 （金） 移動（長野→千葉） 

6月 1日 （月） 移動（成田→カナダ/バンクーバー） 

6月 8日 （月） グループステージ第 1戦 vs.スイス女子代表 ◯1-0 

6月 12 日 （金） グループステージ第 2戦 vs.カメルーン女子代表 ◯2-1 

6月 16 日 （火） グループステージ第 3戦 vs.エクアドル女子代表 ◯1-0 

6月 23 日 （火） ラウンド 16 vs.オランダ女子代表 ◯2-1 

6月 27 日 （土） 準々決勝 vs.オーストラリア女子代表 ◯1-0 

7月 1日 （水） 準決勝 vs.イングランド女子代表 ◯2-1 

7月 5日 （日） 決勝 vs.アメリカ女子代表 ●2-5 

[スタッフ] 

団長 上田 栄治 (JFA理事) 

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) 

GKコーチ 前田 信弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 原 邦夫 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学) 

ドクター 土肥 美智子 (国立スポーツ科学センター) 

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 (日本スポーツ振興センターﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 
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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ﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (日本スポーツ振興センターﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダス ジャパン)  

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)  

チーム総括 中村 修三 (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） 

 海堀 あゆみ （INAC神戸レオネッサ） 

 山根 恵里奈 （ジェフユナイテッド市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

DF 近賀 ゆかり （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） 

 岩清水 梓 （日テレ・ベレーザ） 

 鮫島 彩 （INAC神戸レオネッサ） 

 有吉 佐織 （日テレ・ベレーザ） 

 北原 佳奈 （アルビレックス新潟レディース） 

 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 澤 穂希 （INAC神戸レオネッサ） 

 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） 

 阪口 夢穂 （日テレ・ベレーザ） 

 田中 明日菜 （INAC神戸レオネッサ） 

 宇津木 瑠美 （モンペリエ HSC/フランス） 

 永里 亜紗乃 （1. FFCトゥルビーネ・ポツダム/ﾄﾞｲﾂ） 

FW 大野 忍 （INAC神戸レオネッサ） 

 大儀見 優季 （VfLヴォルフスブルク/ドイツ） 

 菅澤 優衣香 （ジェフユナイテッド市原・千葉ﾚﾃﾞｲｰｽ） 

 岩渕  真奈 （FCバイエルン・ミュンヘン/ドイツ） 

計 23名 

 

 26. U-19日本女子代表 海外遠征の件 

  行事名：U-19日本女子代表 2015 U-20 Women's NTC Invitational 

期 間：5月 30 日（土）～6月 8日（月） 

場 所：アメリカ/ロサンゼルス 

 [スケジュール] 

5月 30 日(土) 集合 

6月 2日(火) 第 1戦 vs.U-19アメリカ女子代表 ◯3-0 

6月 4日(木) 第 2戦 vs.U-19ブラジル女子代表 ◯4-0 
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6月 6日(土) 第 3戦 vs.U-19メキシコ女子代表 ◯9-0 

6月 8日(月) 成田着、解散 

[スタッフ] 

監 督 髙倉 麻子 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 大部 由美 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 渡邉 英豊 (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) 

ドクター 塚原 由佳 (江戸川病院)  

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 荒井 良 (JFAテクニカルハウス) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

[選  手] 

GK 森田 有加里 (日本体育大学) 

 
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) 

 
羽座 妃粋 (日本体育大学) 

 
清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) 

 
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※1 (常盤木学園高等学校) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 
水谷 有希 (筑波大学) 

 
園田 瑞貴 (武蔵丘短期大学) 

 
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) 

FW 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) 

 白木 星 (浦和レッズレディース) 

 小林 里歌子※1 (常盤木学園高等学校) 

※1 チーム事情のため、6/5に離脱。                計 20名 

 

 27. 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：6月 22 日(月)～25日(木) 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 
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6月 22 日 (月) 集合 

6月 23 日 (火) トレーニングマッチ vs.興国高校 ●0-3 

6月 24 日 (水) トレーニングマッチ vs.セレッソ大阪堺レディース ◯3-0 

6月 25 日 (木) 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 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 山口 由美子 (関西医療大学)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 荒井 良 (公益財団法人日本サッカー協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ)  

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) 

 
田中 桃子 (日テレ・メニーナ) 

 
伊能 真弥 (浦和レッズレディースユース) 

DF 栗原 妃奈子 (ジェフユナイテッド市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18) 

 

金勝 里央 (浦和レッズレディースユース) 

 
脇阪 麗奈 (セレッソ大阪堺レディース) 

 

金平 莉紗 (日ノ本学園高校) 

 
安部 由紀夏 (藤枝順心高校) 

 
内藤 夏鈴 (日ノ本学園高校) 

 
高平 美憂 (JFAアカデミー福島) 

 
宝田 沙織 (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) 

 
井芹 夏稀 (JFAアカデミー福島) 

 
千葉 玲海菜 (藤枝順心高校) 

 
唐橋 万結 (アルビレックス新潟レディース U-18) 

 
曽根 七海 (ジェフユナイテッド市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18) 

 
伊藤 美玖 (日ノ本学園高校) 

 
松田 紫野 (日テレ・メニーナ) 

FW 沖野 くれあ (常盤木学園高校) 

 
植木 理子 (日テレ・メニーナ) 

 
宮本 華乃 (日ノ本学園高校) 

 
宮澤 ひなた (星槎国際高等学校湘南) 

 
小嶋 星良 (浦和レッズレディースユース) 

 
高橋 はな (浦和レッズレディースユース) 

 
遠藤 純 (JFAアカデミー福島) 

                                       計 25名 
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 28. ユニバーシアード日本女子代表 第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州）の件 

  行事名：ユニバーシアード日本女子代表 大会直前合宿 

期 間：6月 23 日（火）～27日（土） 

場 所：静岡県御殿場市 

 

行事名：ユニバーシアード日本女子代表 第 28回ユニバーシアード競技大会（2015/光州） 

期 間：6月 28 日（日）～7月 13日（月） 

場 所：韓国/光州 

 

[スケジュール] 

6月 23 日 （火） 集合 

6月 24 日 （水） トレーニングマッチ vs.ユニバーシアードカナダ女子代表 ○4－0 

6月 26 日 （金） トレーニングマッチ vs.ユニバーシアードカナダ女子代表 ○2－1 

6月 28 日 （日） 移動（羽田→韓国/金浦） 

7月 2日 （木） グループステージ第 1戦 vs.ユニバーシアードロシア女子代表 △0-0 

7月 4日 （土） グループステージ第 2戦 vs.ユニバーシアードコロンビア女子代表 ◯14-0 

7月 6日 （月） グループステージ第 3戦 vs.ユニバーシアードメキシコ女子代表 ◯2-0 

7月 8日 （水） 準々決勝 vs.ユニバーシアード中国女子代表 ◯0-0（PK3-1） 

7月 10 日 （金） 準決勝 vs.ユニバーシアードフランス女子代表 ●1-1（PK6-7） 

7月 12 日 （日） 3位決定戦 vs.ユニバーシアードカナダ女子代表 ◯5-0 

7月 13 日 （月） 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 望月 聡 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ/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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 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） 

 井上 ねね （日本体育大学） 

DF 高木 ひかり （早稲田大学） 

 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） 
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MF 加賀 孝子 （仙台大学） 

 横山 亜依 （筑波大学） 

 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）            ※ 

 川原 奈央 （早稲田大学） 

FW 本多 由佳 （大阪体育大学） 

 植村 祥子 （日本体育大学） 

 髙橋 美夕紀 （新潟医療福祉大学） 

 濱本 まりん （吉備国際大学） 

※怪我のため途中離脱 

計 20名 

 

 29. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 6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：6月 8日(月)～10 日(水) 

場 所：千葉県千葉市 

[スケジュール] 

6月 8日 (月) 集合 

6月 9日 (火) トレーニングマッチ vs.フットサルベトナム代表 ◯2-1 

6月 10 日 (水) レーニングマッチ vs.フットサルベトナム代表 ◯7-2 

6月 10 日 (水) 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) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA) 

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 関口 豪 (JFA代表チーム部) 

[選 手] 

GK 冨金原 徹 (デウソン神戸) 

 
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)  

 
酒井ラファエル良男 (名古屋オーシャンズ) 

 
西谷 良介 (フウガドールすみだ) 

 
渡邉 知晃 (府中アスレティック FC) 

 
滝田 学 (ペスカドーラ町田) 
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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) 

 
永井 義文 (シュライカー大阪) 

 
芝野 創太 (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) 

以上 16名 

 

 30. ビーチサッカー日本代表 国際親善試合の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 国際親善試合 

期 間：6月 17 日（水）～21日（日） 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

6月 17 日(水) 集合 

6月 20 日(土) 国際親善試合 vs.ビーチサッカーアメリカ代表 ◯5-3 

6月 21 日(日) 国際親善試合 vs.ビーチサッカーアメリカ代表 ◯4-1、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 (国士舘大学) 

ドクター 新城 宏隆 (バークレーじのん整形外科) 

ドクター 新井 規仁 (筑波学園病院 整形外科) 

トレーナー 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

通訳 新垣ｾﾚﾏﾝ ｴﾍﾞﾙﾄﾝ 
 

総務 杉山 友朗 (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） 

 
齋藤 正紀 （Vamos a la Casa） 

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） 

 
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） 

 
奥山 正憲 （Loewe Yokohama） 
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原口 翔太郎 （東京レキオス BS） 

 
松尾 那緒也 （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 15名 

 

 31. JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 森島 司（もりしま つかさ） 

（所属歴：愛宕サッカー少年団→名古屋グランパスU15→三重北勢フットボールクラブ 

→ヴィアティン北勢フットボールクラブ→三重県立四日市中央工業高等学校） 

所属元： 三重県立四日市中央工業高等学校 

受入先： サンフレッチェ広島 

承認日： 2015年6月2日 

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

選手名： 榎本 滉大（えのもと こうだい） 

（所属歴：宝泉東小サッカースポーツ少年団→FCおおたジュニアユース→共愛学園高等学校 

→仙台大学サッカー部） 

所属元： 仙台大学サッカー部 

受入先： ベガルタ仙台 

承認日： 2015年6月23日 

 

 32. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 山田 正剛（やまだ まさたか） 

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B 

受入先： 府中アスレティックＦＣ 

承認日： 2015年6月8日 

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

選手名： 上村 拓哉（うえむら たくや） 

所属元： フウガドールすみだバッファローズ 

受入先： フウガドールすみだ 

承認日： 2015年6月8日 

 

 


