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2015年度 第 9回理事会 

報告事項 

 1. Jリーグ 報告の件 

  （報告）資料№1 

(1)リーグ戦 

1stステージ・2ndステージ順位表、入場者数は別紙の通り 

(2)リーグカップ戦 

予選リーグ結果、決勝トーナメント（準決勝まで）結果、入場者数は別紙の通り 

 

 2. 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

大会名：第 5回日本アンプティサッカー選手権大会 2015 

主催：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

主管：日本アンプティサッカー選手権大会実行委員会 

後援：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、川崎市、

川崎市教育委員会、公益財団法人川崎市スポーツ協会 

協賛：株式会社川崎フロンターレ、プーマジャパン株式会社 

協力：川崎市総合型地域スポーツクラブ育成協議会  

期日：11月 22日（日）、23日（月・祝） 

会場：富士通スタジアム川崎 

目的：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会は、日本国内におけるアンプティサ

ッカーの技術向上と、広くアンプティサッカーの普及振興に寄与することを目的と

し、協会加盟登録アンプティチームが参加できる全国大会として実施する。 

 

 3. 大会役員 国際試合への派遣の件  

  (1)2018FIFAワールドカップロシア アジア 2次予選 グループ C 

ブータン 対 モルディブ 

試合日： 10月 8日 

マッチコミッショナー： 野上 宏志 

(2)2018FIFAワールドカップロシア アジア 2次予選 グループ B 

キルギス 対 ヨルダン 

試合日： 11月 17日 

マッチコミッショナー： 青木 克史 

 

 4. 海外遠征申請の件 

  （1）一般社団法人 日本フットボールリーグ 

チ ー ム 日本フットボールリーグ選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 12月 10日～16日 



報告事項 

2015/10/22 第 9回理事会 

 

遠 征 先 ハノイ/ベトナム 

（2）一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

チ ー ム 大学選抜サッカーチーム （第 1種） 

遠征期間 11月 4日～11月 17日 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

（3）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道選抜 U-12 （第 4種） 

遠征期間 11月 6日～9日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（4）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 18日～26日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（5）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 11月 2日～10日 

遠 征 先 ハノイ/ベトナム 

（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-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 19日～26日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（7）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム オイスカ FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12月 23日～26日 

遠 征 先 水原/韓国 

（8）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 U15 （第 3種） 

遠征期間 12月 18日～26日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（9）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム アビスパ福岡 U-18 （第 2種） 

遠征期間 11月 13日～18日 

遠 征 先 プノンペン/カンボジア 

（10）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-12、U-13、U-14 （第 3種、第 4種） 

遠征期間 12月 12日～17日 

遠 征 先 ドーハ/カタール 
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 5. 標章使用申請の件  

  （1）申請団体： 公益財団法人愛知県サッカー協会 

使用目的： メッセ名古屋出展における配付チラシ（1,000枚） 

（2）申請団体： 一般社団法人兵庫県サッカー協会 

使用目的： 全国高等学校サッカー選手権大会兵庫県大会 優勝旗 

（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： 名刺 4名分（計 300枚） 

（4）申請団体： 一般社団法人長崎県サッカー協会 

使用目的： VREDECUPの報告素材（ダイジェスト VTR） 

 

 6. 国体感謝状贈呈の件 

  第 70 回国民体育大会開催地に対し、大会運営に多大なる貢献があったことから感謝状を贈呈す

る。 

和歌山県/紀の川市、新宮市、田辺市、橋本市、上富田町、串本町 

一般社団法人和歌山県サッカー協会 

 

 7. 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）：山形県白鷹町 

施 設 名：白鷹町東陽の里公園 東陽グランド（山形県西置賜郡白鷹町大字畔藤 6804） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62 

公認期間：2015年 9月 13日～2018年 9月 12日 

公認番号：第 126号 

2. 申請者（施設所有者）：山形県米沢市 

施 設 名：米沢市営人工芝サッカーフィールド 西コート 

     （山形県米沢市塩井町塩野地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62 

公認期間：2015年 11月 22日～2018年 11月 21日 

公認番号：第 129号 

3. 申請者（施設所有者）：山形県米沢市  

施 設 名：米沢市営人工芝サッカーフィールド 東コート 

（山形県米沢市塩井町塩野地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62 

公認期間：2015年 11月 22日～2018年 11月 21日 

公認番号：第 130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。 

 



報告事項 

2015/10/22 第 9回理事会 

 

 8. 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 Women’s Olympic Football Tournament Rio 2016-Preliminary Competition Asian Zone 

Round 2（参加国：タイ、ベトナム、チャイニーズ・タイペイ、ミャンマー、ヨルダン） 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：深野悦子 

期 間：9月 11 日～24日 

場 所：マンダレー／ミャンマー 

② AFC Champions League 2015-Quarter Final 2 2nd Leg 

（対戦：Al Ahli/UAE対 Naft Tehran/IRN） 

アセッサー：岡田正義 

期 間：9月 13 日～18日 

場 所：ドバイ／UAE 

③ AFC Champions League 2015-Semi Final 1-1st Leg（対戦：Al Hilal/KSA対 Al Ahli/UAE） 

アセッサー：上川徹 

期 間：9月 27 日～10月 1日 

場 所：リヤド／サウジアラビア 

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

5（ベトナム対イラク） 

アセッサー：石山昇 

期 間：10月 6日～9日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

（セミナー・委員会） 

① AFC審判委員会 

委 員：上川徹 

期 間：9月 24 日～27日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② AFC Development Group Referees Course 2015 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎康弘 

期 間：9月 20 日～10月 2日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① 中国スーパーリーグ 

審判員：山本雄大 

期 間：9月 10 日～13日 

場 所：上海／中国 

② Women’s Olympic Football Tournament Rio 2016-Preliminary Competition Asian Zone 
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Round 2（参加国：タイ、ベトナム、チャイニーズ・タイペイ、ミャンマー、ヨルダン） 

審判員：今泉奈美、坊薗真琴 

期 間：9月 11 日～25日 

場 所：マンダレー／ミャンマー 

③ AFC Champions League 2015-Quarter Final 1 2nd Leg 

（対戦：Lekhwiya/QAT対 Al Hilal/KSA） 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、八木あかね、木村博之 

期 間：9月 12 日～17日 

場 所：ドーハ／カタール 

④ AFC Cup 2015-Quarter Final 3-2nd Leg（対戦：Kitchee/HKG対 Kuwait SC/KUW） 

審判員：飯田淳平 

期 間：9月 14 日～17日 

場 所：香港 

⑤ AFC Women’s Futsal Championship Malaysia 2015 

（参加国：イラン、マレーシア、ウズベキスタン、香港、日本、中国、タイ、ベトナム） 

審判員：松尾久美子、新妻久美 

期 間：9月 18 日～28日 

場 所：ニライ／マレーシア 

⑥ AFC U-19 Championship Bahrain 2016 Qualifiers (Group G) 

（参加国：ベトナム、ミャンマー、東ティモール、香港、ブルネイ） 

審判員：木村博之、大塚晴弘 

期 間：9月 25 日～10月 8日 

場 所：ヤンゴン／ミャンマー 

⑦ AFC U-19 Championship Bahrain 2016 Qualifiers (Group H) 

（参加国：韓国、タイ、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ、北マリアナ諸島）  

審判員：飯田淳平、八木あかね 

期 間：9月 25 日～10月 7日 

場 所：バンコク／タイ 

⑧ AFC U-19 Championship Bahrain 2016 Qualifiers (Group I) 

（参加国：中国、DPRK、マレーシア、マカオ） 

審判員：佐藤隆治、山本雄大、相樂亨 

期 間：9月 29 日～10月 7日 

場 所：淮安／中国 

⑨ 2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone Round 2 Match day 

5 （ヨルダン対オーストラリア） 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、田中利幸 

期 間：10月 5日～11日 

場 所：アンマン／ヨルダン 

⑩ 2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone Round 2 Match day 

5（バーレーン対ウズベキスタン） 
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審判員：東城穣、名木利幸、越智新次 

期 間：10月 5日～10日 

場 所：マナマ／バーレーン 

⑪ 国際親善試合（韓国 vs.ジャマイカ） 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、八木あかね 

期 間：10月 11日～14日 

場 所：ソウル／韓国 

（セミナー） 

① AFC Development Group Referees Course 2015 

審判員：岡部拓人、山下良美、原田弘之、藤田武志 

期 間：9月 25 日～10月 1日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

 

 9. 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

6名を S級コーチとして認定した。 

 

氏  名 ：井上 卓也（いのうえ たくや） 

指導チーム：シンガポール U18代表 

生年月日 ：1967年 8月 2日 

資  格 ：2008年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1995年 ～1996年  ジェフユナイテッド市原ユース コーチ 

      1996年 ～1997年 ブランメル仙台トップチーム コーチ      

      1997年 ～1998年 ブランメル仙台ジュニアユース監督     

      1998年 ～1999年 ジェフユナイテッド市原ジュニアユース U14監督 

      1999年 ～2000年 ジェフユナイテッド市原ジュニアユース U15監督 

      2000年 ～2001年 ジェフユナイテッド市原トップチーム コーチ  

    2001年 ～2002年 ジェフユナイテッド市原育成部コーチ      

   2002年 ～2003年 ジェフユナイテッド市原ジュニアユース U15監督        

    2003年 ～2004年  ジェフユナイテッド市原ユース監督 

    2005年 ～2007年  ジェフユナイテッド市原トップチーム コーチ 

    2011年 ～2012年  大宮アルディージャ U12 コーチ 

        2012年 ～      大宮アルディージャ U18 コーチ 

        2012年 6月～     大宮アルディージャ トップチーム コーチ 

        2014年 ～2015年  大宮アルディージャ普及部 コーチ 

        2015年 ～ 現在  Football Association of Singapore, U18監督  

 

氏  名 ：大岩 剛（おおいわ ごう） 

指導チーム：鹿島アントラーズ 

生年月日 ：1972年 6月 23日 
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資  格 ：2014年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2011年～ 現在   鹿島アントラーズトップチーム コーチ 

 

氏  名 ：清川 浩行（きよかわ ひろゆき）         

指導チーム：ロアッソ熊本 

生年月日 ：1967年 6 月 3日 

資  格 ：1997年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1995年 ～1998年  柏レイソル U-15コーチ 

      1998年 ～2001年  柏レイソル U-15監督     

      2001年 ～2003年  柏レイソル U-15コーチ 

      2003年 ～2004年  柏レイソル U-15監督     

      2004年 ～2005年  柏レイソル U-15ヘッドコーチ 

      2005年 ～2007年  柏レイソル U-18監督 

    2007年 ～2008年  柏レイソル普及部コーチ 

   2008年 ～2009年  柏レイソル育成部チーフ 

    2009年 ～2010年  柏レイソルユースマスター兼 U-18監督 

2010年 ～ 現在   ロアッソ熊本 トップチーム ヘッドコーチ 

 

氏  名 ：久藤 清一（くどう きよかず）        

指導チーム：アビスパ福岡 U-18 

生年月日 ：1974年 6月 21日 

資  格 ：2012年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2011年 ～ 2013 年 アビスパ福岡 U-18 コーチ  

      2014年 ～ 現在   アビスパ福岡 U-18 監督 

 

氏  名 ：原田 武男(はらだ たけお) 

指導チーム：Ⅴ・ファーレン長崎 U-18 

生年月日 ：1971年 10月 2日 

資  格 ：2014年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2013年 ～ 現在  Ⅴ・ファーレン長崎 U-18 監督 

      2014年 ～ 現在  Ⅴ・ファーレン長崎トップチーム アシスタントコーチ 

 

氏  名 ：松橋 力蔵（まつはし りきぞう） 

指導チーム：横浜 F・マリノスユース 

生年月日 ：1968年 8 月 22日 

資  格 ：2007年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2002年 ～2004 年  ジヤトコサッカー部 コーチ 

      2004年 ～2005年   横浜 F・マリノスジュニアユース コーチ 

      2006年 ～2007年   横浜 F・マリノスユース コーチ 

      2008年 ～      横浜 F・マリノストップチーム コーチ 
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      2009年 ～2013年   横浜 F・マリノスユース 監督 

      2014年 ～      横浜 F・マリノスユース コーチ 

     2015年 ～現在    横浜 F・マリノスユース 監督 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：427名（上記 6名含む） 

※ 2014年度 S級コーチ認定者数： 20名/20名中 

 

 10. FIFAビーチサッカーコーチングコース 2015の件 

  行事名：FIFAビーチサッカーコーチングコース 2015 

期  間：9月 9日(水)～13日(日) 

場  所：兵庫県明石市/大蔵海岸 

[スケジュール］ 

9月 9日(水)   講義・実技  

9月 10日(木)  講義・実技 

9月 11日(金)  講義・実技・全国ビーチサッカー大会視察 

9月 12日(土)  講義・実技・全国ビーチサッカー大会視察 

9月 13日(日)  講義・全国ビーチサッカー大会視察 

[スタッフ］ 

インストラクター：マルセロ・メンデス(FIFAインストラクター) 

[受講者］ 

青森県     武田 雅史 

埼玉県     中村 洋平 

神奈川県    藤澤 紘平 

神奈川県    山内 勝博 

新潟県     永倉 一樹 

愛知県     清水 俊博 

岡山県     安原 賢一 

鳥取県     岸本 雄司 

沖縄県     ランダスリ・イワシタ・ロベルト・ツネモト       以上 9名 

 

 11. FIFAグラスルーツコース 2015の件 

  行事名：FIFAグラスルーツコース 2015 

期  間：9月 22日(火・休)～26日(土) 

場  所：石川県七尾市/石川スポーツキャンプ 

[スケジュール] 

9月 22日(火・休)  集合・講義・実技 

9月 23日(水)    講義・実技  

9月 24日(木)    講義・実技 

9月 25日(金)    講義・実技 

9月 26日(土)    グラスルーツフェスティバル＆トーナメント開催 

9月 27日(日)    講義・解散 
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[スタッフ］ 

インストラクター：Horst Kriete(FIFAインストラクター) 

インストラクター：小野  剛(FIFAインストラクター) 

インストラクター：皆川 新一(JFA技術委員会キッズプロジェクトメンバー) 

インストラクター：橋川 和晃(JFAナショナルトレセンコーチ) 

インストラクター：北野 孝一(JFA技術委員会キッズプロジェクトメンバー) 

コースサポート ：上丸 範之(石川県サッカー協会) 

[受講者］ 

北海道 三木 卓也  

北海道 北村 和弘 （ベアフット北海道 U-12・U-15） 

北海道 安田 一行 （ワイズクラブ 釧路 サッカースクール） 

秋田 佐々木 匡 （秋田県立由利工業高校） 

群馬 佐久間 竜 （前橋商業高等学校サッカー部） 

茨城 髙倉 亜維 （石岡二高 ひたちなかガールズ） 

茨城 佐藤 邦彰 （Pretty310 Liebe） 

千葉 沖田 健次 （千葉女子専門学校附属聖こども園） 

東京 藤村 孝幸 （ブルーファイターズサッカークラブ） 

東京 池田 政人 （ca progresso） 

神奈川 山口 大介 （南毛利 FC） 

山梨 阿佐美 宗平（フォルトナサッカークラブ） 

長野 奥田 真央 （アンテロープ塩尻） 

石川 中野 栄治 （Pateo Football Club） 

石川 中野 勝彦 （石川県立松任高等学校サッカー部） 

岐阜 高原 貴史 （高山 FC） 

三重 三浦 隆一 （FC.Avenidasol） 

京都 山形 好弘 （ジラソーレ京都 AC） 

大阪 田村 志郎 （FCレオーネ） 

奈良 鴻池 義之 （ソレステレージャ奈良 2002） 

福岡 古賀 一成 （自由ヶ丘 SC） 

長崎 平川 由美 （九州女子トレセン U-15） 

長崎 長嶋 光邦 （V・ファーレン長崎スクール） 

大分 山宮 俊寛 （スマイス セレソン） 

鹿児島 橋野 大海 （プレジール鹿児島） 

沖縄 高良 桃子  

JFA 都  修一 （トレセンコーチ） 

JFA 手倉森 浩 （トレセンコーチ） 

JFA 尾形 行亮 （トレセンコーチ） 

JFA 西村 陽介 （女子トレセンコーチ）                以上 30名 
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 12. JFAエリートプログラム U-13  AFC U-14 フェスティバルの件 

  行事名：JFAエリートプログラム U-13  AFC U-14 フェスティバル 

期  間：9月 7日(月)～14日(月) 

場  所：中国/北京ナショナルフットボールセンター 

[スケジュール］ 

9月 7日(月) 集合・移動 

9月 8日(火) トレーニング 

9月 9日(水) 開会式・試合・トレーニング 

9月 10日(木) トレーニング・試合 

9月 11日(金) トレーニング 

9月 12日(土) 試合・トレーニング 

9月 13日(日) トレーニング・試合・閉会式 

9月 14日(月) 移動・解散 

[スタッフ］ 

監 督 ：池内  豊(JFAナショナルトレセンコーチ) 

コーチ ：和泉 茂徳(JFAナショナルトレセンコーチ) 

ＧＫコーチ ：川俣 則幸(JFAナショナルトレセンコーチ) 

[選手］ 

ＧＫ     佐々木 雅士(柏レイソル U-15) 

鈴木 彩艶 (浦和レッズジュニアユース) 

ＦＰ    大和  蓮 (コンサドーレ札幌 U-15) 

打矢 流星 (コンサドーレ札幌 U-15) 

鈴木 史哉 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

佐藤 優斗 (浦和レッズジュニアユース) 

植田 啓太 (横浜 F・マリノスジュニアユース) 

川北 健斗 (アルビレックス新潟 U-15) 

赤井 瞭太 (FC AVENIDASOL U-15) 

江本 颯汰 (清水エスパルスジュニアユース) 

中野 桂太 (京都サンガ F.C U-15) 

小川  隣 (京都サンガ F.C U-15) 

押富 大輝 (ヴィッセル神戸 U-15) 

城水 晃太 (サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース) 

澤崎 凌大 (徳島ヴォルティスジュニアユース) 

工藤 宗大 (大分トリニータ U-15) 

上田 瑞季 (UKI-C.FC/JFAアカデミー宇城) 

三宅 大暉 (名古屋グランパス U15)               以上 18名 

                         

 13. U-15日本女子選抜トレーニングキャンプ の件 

①  ②  

  

行事名： U-15日本女子選抜 トレーニングキャンプ 

期  間： 10月 3日（土）～ 6日（火） 



報告事項 

2015/10/22 第 9回理事会 

 

場  所： J-GREEN堺/大阪府堺市 

[スケジュール］ 

10月 3日(土) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・コミュニケーションスキル 

 4日(日) トレーニング・レクチャー・ミーティング 

 5日(月) トレーニング・レクチャー・ミーティング 

 6日(火) 練習試合： 

    U-15日本女子選抜 5-0（前半 3-0）U-16チャイニーズ・タイペイ女子代表 

  →解散 

[スタッフ］ 

総括責任者 ： 大部 由美 （JFAナショナルコーチングスタッフ/JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ： 淀川 知治 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ： 加藤 賢ニ （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ： 川井 健太 （JFAナショナルトレセンコーチ/愛媛 FC） 

コーチ ： 西村 陽介 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

GKコーチ ： 前田 信弘 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

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） 
アシスタント

コーチ ： 古城 里香 （鳳凰高等学校） 

アシスタント

コーチ ： 小倉 咲子 （エステレーラ相馬） 

ドクター ： 田中 裕基 （三野田中病院） 

総務 ： 宮崎 英津子 （JFA 女子部） 

主務 ： 奈良輪 織恵 （JFA 女子部） 

[選手］ 

GK 和田 涼花 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

 
近澤 澪菜 （静岡県：JFAアカデミー福島） ※1 

 
伊能 真弥 （埼玉県：浦和レッズレディースユース） 

 
山下 莉奈 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

FP 遠藤 彩椋 （兵庫県：FC VICTORIES）※2 

 
三条 理緒 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U－15） 

 
中西 ふう （高知県：Kochi ganador FC）  

 
業天 瑠華 （北海道：FCレディース北空知） 

 
川名 みのり （大阪府：FCヴィトーリア/ JFAアカデミー堺） 

 
鈴木 陽奈 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

 
山名 かりん （福島県：エステレーラ相馬） 

 
林 涼香 （福岡県：オエステ福岡 U15） 

 
加藤 栞 （岐阜県：FCオリベ多治見ジュニアユース） 

 
宮本 春花 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ/ JFAアカデミー堺） 

 
大岩 みつば （岐阜県：FCオリベ多治見ジュニアユース） 

 
渡辺 桃加 （静岡県：常葉学園橘中学校女子サッカー部） 



報告事項 

2015/10/22 第 9回理事会 

 

 
杉岡 真里奈 （広島県：青崎サッカークラブ Hanako Clover’s）※2 

 
武田 あすみ （静岡県：JFAアカデミー福島） 

 
矢島 由芽叶 （福岡県：マーベラス福岡フットボールクラブ） 

 
原 日樺 （福岡県：Football Club Lazona U-15） 

 
髙山 菜々香 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

 
井上 萌 （埼玉県：浦和レッズレディースユース） 

 
轡田 歩  （埼玉県：浦和レッズレディースユース） 

 
佐々木 涼花 （宮城県：FCみやぎ） 

 
松崎 愛華 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース Rame） 

 
十川 ゆき （静岡県：JFAアカデミー福島） 

 
松丸 かなた （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

 
小池 真理 （静岡県：東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部） 

 
宮本 光梨 （奈良県：アスペガスフットボールクラブ） 

 
松本 梨桜 （愛媛県：ひうちドリームス） 

 
岩瀬 葵 （北海道：北村中学校サッカー部） 

 
望月 麻央 （静岡県：東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部）※2 

 
山上 ひとみ （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18） 

 
梶井 鈴音 （埼玉県：ASエルフェン埼玉） 

 
石谷 唯華 （東京都：FC  Belta） 

 
三秋 祥子 （神奈川県：ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ） 

 
百瀬 想 （東京都：FC  Belta） 

 
岡田 真波 （東京都：FC  Belta） 

 
中江 萌 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

 
田中 麻帆 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース Rame） 

 
猿澤 桃佳 （香川県：MOMOKO F.C） 

 
年本 有優香 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

 
根津 茉琴 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

 
植田 真以 （徳島県：徳島ラティーシャ） 

計 44名    

※1 参加辞退（怪我のため）、※2 途中離脱（怪我のため） 

 

 14. 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 

①  ②  

  

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 

    ～JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期  間：10月 9日(金)～ 14日(水) 

場  所：J-GREEN堺/大阪府堺市 

[スケジュール］ 

10月  9日(金) 集合 → トレーニング・ロジカルコミュニケーションスキル 
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 10日(土) トレーニング 

  試合：U-14日本女子選抜 3-0（前半 1-0）U-14韓国女子代表 

 11日(日) トレーニング 

  練習試合：U-14日本女子選抜 0-3（前半 0-2）大商学園高等学校 

 12日(月・祝)日韓合同トレーニング 

  文化交流 

 13日(火) トレーニング 

  試合：U-14日本女子選抜 2-0（前半 2-0）U-14韓国女子代表 

 14日(水) トレーニング → 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 ： 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 ： 西尾 啓史 （順天堂大学） ※10月 9日 

 ： 増田 研一 （関西医療大学） ※10月 10日 

 ： 市野 義信 （京都第二赤十字病院） ※10月 11日～12日 

 ： 塩澤 淳 （順天堂大学） ※10月 13 日～14日 

総務 ： 宮崎 英津子 （JFA 女子部） 

[選手］ 

GK 谷口 夕姫 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

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

FP 渡邊 凛 （大阪府：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） 

 
寺田 妃花 （宮崎県：旭スポ―ツ FCジュニアユース） 

 
門脇 真依 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

 
増永 朱里 （兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15/JFAアカデミー堺） 

 
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） 

 
芳本 小夏 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

 
上田 佳奈 （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

 
田中 智子 （大阪府：セレッソ大阪堺ガ―ルズ） 

 
富岡 千宙 （福島県：JFAアカデミー福島） 

 
沖野 るせり （北海道：クラブフィールズ・リンダ） 

 
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 Rame） 

 
今藏 綾乃 （愛媛県：愛媛 FCレディース MIKAN） 

 
宮田 あすか （愛知県：NGU名古屋 FCレディース） 

 
井野 梨音 （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18） 

 
原田 采世 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

 
石田 千尋 （福島県：JFAアカデミー福島） 

計 20名    
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 15. 日本代表 2018FIFAワールドカップロシア TMアジア 2次予選 兼 AFCアジアカップ UAE2019予選 

  行事名：2018FIFA ワールドカップロシア TMアジア 2 次予選 兼 AFC アジアカップ UAE2019 予選 vs

カンボジア代表戦 

期 間：8月 31日(月)～9月 3日(木) 

場 所：埼玉県 

 

行事名：2018FIFA ワールドカップロシア TMアジア 2 次予選 兼 AFC アジアカップ UAE2019 予選 vs

アフガニスタン代表戦 

期 間：9月 4日（金）～9日（水） 

場 所：イラン/テヘラン 

[スケジュール] 

8月 31日 （月） 集合 

9月 3日 （木） 2018FIFA ワールドカップロシア TMアジア 2 次予選 兼 AFC アジアカッ

プ UAE2019予選 

vs.カンボジア代表 ○3－0 

9月 8日 （火） 2018FIFA ワールドカップロシア TMアジア 2 次予選 兼 AFC アジアカッ

プ UAE2019予選 

vs.アフガニスタン代表 ○6－0 

9月 9日 （水） 帰国、解散 

[スタッフ] 

団長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (JFA特任理事/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) 

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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校) 

通訳 樋渡 群 (JFA) 

通訳 羽生 直行 (JFA) 

通訳 茂木 哲也 (Emi TRAVEL PARIS) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  
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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 ジャパン株式会社) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (株式会社 BOTTOM UP) 

ｼｪﾌ 西 芳照 (株式会社 Dream24) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

[選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

 六反 勇治 (ベガルタ仙台) 

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)             ※1 

 森重 真人 (FC東京) 

 米倉 恒貴 (ガンバ大阪) 

 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 (ハンブルガーSV/ドイツ） 

 丸山 祐市 (FC東京)               ※2 

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) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ) 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

 遠藤 航 (湘南ベルマーレ) 

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド) 

 本田 圭佑 (ACミラン/イタリア) 

 興梠 慎三 (浦和レッズ) 

 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

 武藤 嘉紀 (1.FSVマインツ 05/ドイツ) 

※1途中離脱、※2途中参加                          計 24名 

 

 16. 日本代表 2018FIFA ワールドカップロシア TMアジア 2 次予選 兼 AFC アジアカップ UAE2019 予選

及び国際親善試合の件 

  行事名：2018FIFAワールドカップロシア TMアジア 2次予選 兼 AFCアジアカップ UAE2019予選 

期 間：10月 4日（日）～8日（木） 

場 所：オマーン/マスカット 
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行事名：国際親善試合 vsイラン代表 

期 間：10月 9日（金）～14日（水） 

場 所：イラン/テヘラン 

[スケジュール] 

10月 4日 （日） 集合 

10月 8日 （木） 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 

vs.シリア代表 ◯3－0 

10月 13日    (火) 国際親善試合 vs.イラン代表 △1－1 

10月 14日 (水) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (JFA特任理事/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) 

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) 

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) 

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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 久保田 武晴 (くぼたスポーツ接骨院) 

通訳 樋渡 群 (JFA) 

通訳 羽生 直行 (JFA) 

通訳 茂木 哲也 (Emi TRAVEL PARIS) 

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 ジャパン株式会社) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (株式会社 BOTTOM UP) 

ｼｪﾌ 西 芳照 (株式会社 Dream24) 

ｼｪﾌ 酒井 壮一郎 (株式会社 Dream24) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 
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[選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

 六反 勇治 (ベガルタ仙台) 

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) 

 米倉 恒貴 (ガンバ大阪) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド） 

 塩谷 司 (サンフレッチェ広島) 

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/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） 

 柏木 陽介 (浦和レッズ) 

 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） 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド） 

 本田 圭佑 (ACミラン/イタリア） 

 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 (1.FSVマインツ 05/ドイツ） 

 南野 拓実 (ザルツブルク/オーストリア) 

計 23名 

 

 17. 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・祝) 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) 
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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) 

19節 7月 5日(日) vs.グルージャ盛岡 ●0-5(盛岡南公園球技場) 

20節 7月 12日(日) vs.SC相模原  ◯2-1 (相模原ギオンスタジアム） 

21節 7月 19日(日) vs.FC町田ゼルビア ●1-3(町田市立陸上競技場) 

22節 7月 26日(日) vs.藤枝 MYFC ●0-2(藤枝総合運動公園サッカー場) 

23節 7月 29日(水) 開催なし  

24節 8月 2日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 △0-0(あきぎんスタジアム) 

25節 8月 9日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ◯3-0(ニッパツ三ツ沢球技場) 

26節 8月 16日(日) vs.長野パルセイロ ◯1-0(南長野運動公園総合球技場) 

27節 9月 6日(日) vs.FC琉球 ●0-6(沖縄県総合運動公園陸上競技場) 

28節 9月 13日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ●0-4(ニッパツ三ツ沢球技場) 

29節 9月 20日(日) vs.SC相模原  ●2-3(相模原ギオンスタジアム） 

30節 9月 23日(水・祝) vs.FC町田ゼルビア ●0-1(町田市立陸上競技場) 

31節 9月 27日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ●0-1(あきぎんスタジアム) 

32節 10月 4日(日) vs.グルージャ盛岡 ●0-1(盛岡南公園球技場) 

33節 10月 11 日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ◯1-0(とりぎんバードスタジアム) 

34節 10月 18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) 

   
 

 18. U-18 日本代表 2015 長安フォードカップ CFA 国際ユース（U-18）フットボールトーナメント青

島の件 

  行事名：U-18日本代表 2015長安フォードカップ CFA 国際ユース（U-18） 

フットボールトーナメント青島 

期 間：9月 4日(金)～12日(土) 

場 所：中国/青島 

[スケジュール] 

9月 4日(金) 集合 

9月 5日(土) 移動 

9月 7日(月) 第 1戦 vs. U-18シリア代表 ◯4-0 

9月 9日(水) 第 2戦 vs. U-18中国代表 ●0-1 

9月 11日(金) 第 3戦 vs. U-18ウズベキスタン代表 △1-1 

9月 12日(土) 帰国、解散 

[スタッフ] 

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) 
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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) 

ドクター 諸岡 孝俊 (兵庫医科大学病院)           ※1 

ドクター 井澤 敏明 (九州大学整形外科)           ※2 

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) 

※1 9月 4日(金)～10日(木)  ※2 9月 10日(木)～12日(土) 

[選  手] 

GK 小島 亨介 (早稲田大学) 
 

 
脇野 敦至 (東福岡高校) ※2 

 
廣末 陸 (青森山田高校) ※3 

DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 
 

 
中山 雄太 (柏レイソル) ※1 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ U-18) 

 

 
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) 

 

 
岡野 洵 (ジェフユナイテッド千葉 U-18) ※2 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-18) 

 
MF 三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) 

 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 

 
森島 司 (四日市中央工業高校) ※2 

 
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 小川 航基 (桐光学園) 

 

 
一美 和成 (大津高校) 

 

 
吉平 翼 (大分トリニータ U-18) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1辞退、※2追加招集、※3離脱                                        計 24名 

 

 19. U-18日本代表 AFC U-19選手権バーレーン 2016予選の件   

  行事名：U-18日本代表 AFC U-19選手権バーレーン 2016予選 

期 間：9月 21日(月・祝)～10月 8日(木) 
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場 所：静岡県掛川市、ラオス/ヴィエンチャン 

[スケジュール] 

9月 21日(月・祝) 集合 

9月 24日(木) 練習試合 vs. ジュビロ磐田 ◯3-0 

9月 26日(土) 練習試合 vs. 静岡産業大学 ◯5-0 

9月 27日(日) 移動 

10月 2日(金) 第 1戦 vs. U-18ラオス代表 ◯2-0 

10月 4日(日) 第 2戦 vs. U-18フィリピン代表 ◯6-0 

10月 6日(火) 第 3戦 vs. U-18オーストラリア代表 ○3-0 

10月 8日(木) 帰国、解散 

※予選グループを 1位通過し、AFC U-19選手権バーレーン 2016の出場権を獲得 

[スタッフ] 

団長 木村 浩吉 (JFA技術委員) 

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) 

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グスタッフ/流通経済大学) 

ドクター 諸岡 孝俊 (兵庫医科大学病院) 

ドクター 杉本 武 (医療法人尚信会 整形外科河村医院) 

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) 

 
山口 瑠伊 (FCロリアン/フランス) 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ U-18) 

 
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) 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-18) 

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) 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) 
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森島 司 (四日市中央工業高校) 

 
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) 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ユース) 

FW 小川 航基 (桐光学園) 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪 U-18) 

 
一美 和成 (大津高校) 

 
吉平 翼 (大分トリニータ U-18) 

計 23名 

 20. U-15日本代表 AFC U-16選手権インド 2016予選の件 

  行事名：U-15日本代表 AFC U-16選手権インド 2016予選 

期 間：9月 6日（日）～21日（月・祝） 

場 所：長野県菅平高原、モンゴル/ウランバートル 

[スケジュール] 

9月 6日(日) 集合（長野県菅平高原） 

9月 9日(水) 練習試合 vs. AC長野パルセイロ U-18 ◯10-1 

練習試合 vs. 長野市立長野高校 ◯6-1 

9月 11日(金) 移動 

9月 16日(水) 第 1戦 vs．U-15モンゴル代表 ◯17-0 

9月 20日(日) 第 2戦 vs．U-15香港代表 ◯7-0  

9月 21日(月・祝) 帰国、解散 

※予選グループを 1位通過し、AFC U-16選手権インド 2016の出場権を獲得 

 [スタッフ] 

団長 木村 浩吉 (JFA技術委員)                    ※1 

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)  

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グスタッフ) ※2 

ドクター 戸祭 正喜   (医療法人川崎病院) ※3 

ドクター 山本 祐司   (弘前大学医学部附属病院) ※4 

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)  

※1 9月 11日～21日、 ※2 9月 6日～17日 

※3 9月 10日～21日、 ※4 9月 6日～11日 
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[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 (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) 

 
菊地 健太 (JFAアカデミー福島 U15) 

 
野末 学 (JFAアカデミー福島 U15) 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスジュニアユース) 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 
岩井 龍翔司 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

MF 平川 怜 (FC東京 U-15むさし) 

 
鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-15) 

 
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) 

 東 俊希 (FCゼブラ) 

 桂 陸人 (サンフレッチェ広島 F.C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) 

 
三国 ケネディ エ

ブス 
(青森山田中学校) 

 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) 

                           計 23名 

 

 21. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 9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：9月 7日(月)～9日(水) 

場 所：大分県別府市 

[スケジュール] 

9月 7日 (月) 集合 

9月 8日 (火) トレーニングマッチ vs.フットサルマレーシア代表 ◯6-5 

9月 9日 (水) 
トレーニングマッチ vs.フットサルマレーシア代表 ◯7-1、

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) 
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コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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  吉田 成仁 (帝京平成大学) 

総 務 関口 豪 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 藤原 潤 (バルドラール浦安)  

 田中 俊則 (府中アスレティック FC)  

 関口 優志 (エスポラーダ北海道)  

FP 稲葉 洸太郎 (フウガドールすみだ)  ※2 

 
酒井  ラファエル 

良男 (名古屋オーシャンズ) 

※2 

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪)  

 佐藤 亮 (シュライカー大阪)  

 西谷 良介 (フウガドールすみだ)  

 渡邉 知晃 (大連元朝足球倶楽部/中国)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 中村 友亮 (名古屋オーシャンズ)  

 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) ※1 

 芝野 創太 (バサジィ大分)  

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 森 秀太 (シュライカー大阪) ※2 

 室田 祐希 (エスポラーダ北海道)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

※1辞退、※2追加招集                           計 19名 

 

 22. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 9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：9月 28日(月)～30日(水) 

場 所：静岡県袋井市 

 [スケジュール] 

9月 28日 (月) 集合 

9月 30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 (フリーフィジカルコーチ) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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 後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校) 
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総 務 関口 豪 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 藤原 潤 (バルドラール浦安)  

 田中 俊則 (府中アスレティック FC)  

 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 (フウガドールすみだ)   

 
酒井  ラファエル 

良男 
(名古屋オーシャンズ) 

 

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪)  

 星 翔太 (バルドラール浦安) ※1 

 佐藤 亮 (シュライカー大阪)  

 西谷 良介 (フウガドールすみだ)  

 渡邉 知晃 (大連元朝足球倶楽部/中国)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 中村 友亮 (名古屋オーシャンズ) ※2 

 皆本 晃 (府中アスレティック FC)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 芝野 創太 (バサジィ大分)  

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 森 秀太 (シュライカー大阪) ※2 

 室田 祐希 (エスポラーダ北海道) ※1 

 清水 和也 (フウガドールすみだ) ※1 

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ) ※2 

※1辞退、※2追加招集                           計 21名 

 

 23. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 10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：10月 5日(月)～7日(水) 

場 所：愛知県名古屋市 

[スケジュール] 

10月 5日 (月) 集合 

10月 6日 (火) トレーニングマッチ vs.フットサルクウェート代表 ◯7-1 

10月 7日 (水) トレーニングマッチ vs.フットサルクウェート代表 ◯2-0、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ナショナルコーチングスタッフ) 

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 (帝京平成大学) 
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総 務 関口 豪 (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 稲葉 洸太郎 (フウガドールすみだ)   

 
酒井  ラファエル 

良男 (名古屋オーシャンズ) 

 

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪)  

 佐藤 亮 (シュライカー大阪)  

 西谷 良介 (フウガドールすみだ) ※ 

 渡邉 知晃 (大連元朝足球倶楽部/中国)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 中村 友亮 (名古屋オーシャンズ)  

 皆本 晃 (府中アスレティック FC)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 芝野 創太 (バサジィ大分)  

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 森 秀太 (シュライカー大阪) ※ 

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

※辞退                                  計 14名 

 

 24. U-18フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 9月の件 

  行事名：U-18フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：9月 21日(月・祝)～23日(水・祝) 

場 所：茨城県鹿嶋市 

[スケジュール] 

9月 21日 (月・祝) 集合 

9月 23日 (水・祝) 解散 

[スタッフ] 

監 督 小森 隆弘 (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) 

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  後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校) 

総 務 関口 豪 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 山田 正剛 (府中アスレティック FC) 

 宮本 拓 (クラーク記念国際高校) 

 坂 佳輔 (札幌大谷高校) 

FP 米田 圭孝 (多摩大体育会フットサル部) 

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  
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 伊藤 圭汰 (北海道釧路北陽高校) 

 小幡 貴一 (エスポラーダ北海道サテライト) 

 内田 洸介 (札幌大谷高校) 

 市川 宙 (エスパッソ U-18) 

 眞中 佑斗 (岡山県作陽高校) 

 今川 朋睦 (岡山県作陽高校) 

 二井岡 嵩登 (クラーク記念国際高校) 

 脇山 蓮 (名古屋オーシャンズ U-18) 

 菅谷 知寿 (岡山県作陽高校) 

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ) 

 生駒 瑠唯 (FC聖和学園) 

 金城 宏樹 (FC聖和学園) 

 宮里 侑希 (京都府立久御山高校) 

計 18名 

 

 25. 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：10月 5日（月）～8日（木） 

場 所：鹿児島県薩摩郡 

[スケジュール] 

10月 5日 (月) 集合 

10月 6日 (火) トレーニングマッチ vs.神村学園高等部（男子） ●0-16 

10月 7日 (水) トレーニングマッチ vs.神村学園中等部（男子） ●1-11 

10月 8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 宮本 ともみ (学校法人高田学苑) 

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 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 寺口 謙介 (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)  

 田中 桃子 (日テレ・メニーナ)  

 松家 萌 (ASエルフェン埼玉マリ)  

DF 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)  

 金平 莉紗 (日ノ本学園高校)  
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 市瀬 千里 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)  

 内藤 夏鈴 (日ノ本学園高校)  

 牛島 理子 (日ノ本学園高校)  

 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)  

 柴山 史菜 (NGU名古屋 FC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)  

 井芹 夏稀 (JFAアカデミー福島)  

 唐橋 万結 (アルビレックス新潟レディース U-18)  

 滝川 結女 (常盤木学園高等学校)  

 曽根 七海 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)  

 川北 美空 (常盤木学園高等学校)  

 菅野 奏音 (日テレ・メニーナ) ※1 

FW 沖野 くれあ (常盤木学園高等学校)  

 植木 理子 (日テレ・メニーナ)  

 宮澤 ひなた (星槎国際高等学校湘南)  

 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)  

 三浦 晴香 (浦和レッズレディースユース)  

※1追加招集                           計 26名 

 

 26. フットサル日本女子代表 直前合宿及び AFC女子フットサル選手権マレーシア 2015の件 

  行事名：AFC女子フットサル選手権マレーシア 2015 直前合宿 

期 間：9月 15日（火）～17日（木） 

場 所：三重県鈴鹿市 

 

行事名：AFC女子フットサル選手権マレーシア 2015 

期 間：9月 18日（金）～27日（日） 

場 所：マレーシア/ヌグリ・スンビラン州 

 [スケジュール] 

9月 15日(火) 集合 

9月 18日(金) マレーシアへ移動 

9月 20日(日) 公式トレーニング 

9月 21日(月・祝) グループステージ第 1選 vs. フットサルベトナム女子代表 ◯4－2 

9月 22日(火・休) グループステージ第 2選 vs. フットサルタイ女子代表 ◯3－2 

9月 23日(水・祝) グループステージ第 3選 vs. フットサル中国女子代表 ◯7－1 

9月 25日(金) 準決勝 vs. フットサルマレーシア女子代表 ◯8－1 

9月 26日(土) 決勝 vs. フットサルイラン女子代表 ●0－1 
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9月 27日(日) 帰国 

 [スタッフ] 

団長 松崎 康弘 (JFA常務理事)                     

監督 在原 正明 (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)  

GKコーチ 橋谷  英志郎 (バルドラール浦安)  

ドクター 相川 敬男   (金沢大学附属病院) ※1 

ドクター 絹笠 友則   (いちはら病院) ※2 

トレーナー 岡田 瞳 (株式会社アレナトーレ)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 金子 美衣子 (JFA代表チーム部)  

総務 山田 薫 (JFA代表チーム部)  

※1  9月 15日～18日、※2  9月 18日～27日 

[選  手] 

GK 山本 彩加 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 
山本 彩可 (LETIZIA) 

 
山下 美幸 (Amarelo/峰 FC) 

FP 堀田 えり子 (SAICOLO) 

 
東山 真依子 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 
中島 詩織 (ブレア・ペスカドス・ルベン／スペイン） 

 
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 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) 

 
網城 安奈 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 
上本 唯由  (LEOGRASTA) 

 
吉林 千景 (VEEX TOKYO Ladies) 

 
北川 夏奈 (丸岡 RUCKレディース) 

 高尾 茜利 (丸岡 RUCKレディース) 

                                      計 16名 

 

 27. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件  

  選手名： 和泉 竜司（いずみ りゅうじ) 

     （所属歴：羽津スポーツ少年団サッカークラブ→四日市JFC→FC四日市→船橋市立船

橋高等学校→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： 名古屋グランパス 

承認日： 2015年9月15日 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 新井 一耀（あらい いっき) 

     （所属歴：市川SC→市川フットボールクラブ→市川SC→NPO法人フッチスポーツクラ

ブ→静岡市立清水商業高等学校サッカー部→順天堂大学蹴球部） 

所属元： 順天堂大学蹴球部 

受入先： 横浜F・マリノス 

承認日： 2015年9月15日 

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

選手名： 高橋 諒（たかはし りょう) 

     （所属歴：国見FCジュニア→国見中学校サッカー部→長崎県立国見高等学校→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： 名古屋グランパス 

承認日： 2015年9月15日 

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

選手名： 長谷川 洸（はせがわ こう)  

     （所属歴：砧少年サッカーチーム→FCトッカーノU-15→東京ヴェルディユース→ヴェ

ルディサッカースクール相模原ユース→東京ヴェルディユース→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： 東京ヴェルディ 

承認日： 2015年9月15日 

 

 28. Fリーグ特別指定選手の件  

  選手名： 徳嶽 裕太（とくたけ ゆうた） 

所属元： 府中アスレティックフットボールクラブサテライト 

受入先： 府中アスレティック FC 

承認日： 2015年 9月 9日 

 

 29. 追加副審（AAR）導入検討プロジェクト メンバーの件 

  

 

 

2015年度第 8回理事会にて、追加副審（ＡＡＲ）導入検討プロジェクトを立ち上げることが承認

された。同プロジェクトは、追加副審（ＡＡＲ）導入の検討と並行して、ゴールラインテクノロ

ジー（ＧＬＴ）導入の可能性についても検討する。 

同プロジェクトのメンバーは以下とした。 

【ＡＡＲ導入検討プロジェクト メンバー】 

リーダー：上川 徹 審判委員長 

 メンバー：久米一正 Ｊリーグ理事（名古屋グランパスエイト代表取締役社長） 

      窪田慎二 Ｊリーグフットボール本部長 

廣嶋禎数 トップカテゴリーレフェリーダイレクター 

      霜田正浩 技術委員長 
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      村上洋樹 競技運営部係長 

      平野 孝 日本プロサッカー選手会執行役員 

 幹  事：増田尚弘 審判部長 

      兵藤俊秀 審判部員 

中村 清 Ｊリーグフットボール本部 競技・運営部リーダー 

 

 


