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公益財団法人 日本サッカー協会 

2015 年度 第 10 回理事会 

報告事項 

 1. 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 12月 7日～12月 15日 

遠 征 先 シュツットガルト/ドイツ 

（2）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 茨城県立日立商業高等学校 （第 2種） 

遠征期間 11月 26日～11 月 29日 

遠 征 先 台北/チャイニーズ・タイペイ 

（3）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 1月 4日～1月 7日 

遠 征 先 仁川/韓国 

（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-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 5日～12月 14日 

遠 征 先 クアラルンプール/マレーシア 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム GA Tokyo U-12 （フットサル） 

遠征期間 3月 21日～3月 30日 

遠 征 先 ピサ/イタリア 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム セレクシオン・トキオ・フットボールクラブ （シニア） 

遠征期間 11月 28日～11 月 30日 

遠 征 先 広州/中国 

（7）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都シニアサッカー連盟 over40選抜 （シニア） 

遠征期間 11月 28日～11 月 30日 

遠 征 先 広州/中国 

（8）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都ユース(U-18)フットサルリーグ選抜 （フットサル） 

遠征期間 12月 11日～12 月 13日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（9）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース (U-13) （第 3種） 

遠征期間 12月 5日～12月 14日 
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遠 征 先 クアラルンプール/マレーシア 

（10）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜少年選抜サッカーチーム （第 4種） 

遠征期間 12月 26日～12 月 29日 

遠 征 先 仁川/韓国 

（11）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 18日～12 月 21日 

遠 征 先 ビンズン/ベトナム 

（12）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 U-18 （第 2種） 

遠征期間 12月 6日～12月 15日 

遠 征 先 ローマ/イタリア 

（13）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム Ambicione松本 （第 3種） 

遠征期間 1月 29日～2月 10日 

遠 征 先 バルセロナ、バレンシア/スペイン 

（14）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立静岡城北高校 （第 2種） 

遠征期間 12月 22日～12 月 25日 

遠 征 先 釜山/大韓民国 

（15）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 SS U-14選抜 （第 3種） 

遠征期間 12月 18日～12 月 26日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（16）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 （第 1種） 

遠征期間 12月 14日～12 月 18日 

遠 征 先 ハノイ/ベトナム 

（17）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 12月 22日～12 月 28日 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

（18）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） 

遠征期間 12月 6日～12月 14日 

遠 征 先 クアラルンプール/マレーシア 

（19）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム FCフレスカ神戸 （第 3種） 

遠征期間 12月 27日～1月 9日 
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遠 征 先 ローマ/イタリア 

 

 2. 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№1 

第 95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド 16（4回戦）の組み合わせが、下記の通り

決定した。 

第 95 回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド 16 <マッチスケジュール> 

【73】11月 14日(土) 15:30 ヴィッセル神戸 vs. 横浜 F・マリノス  

ノエビアスタジアム神戸 

【74】11月 11日(水) 19:00 FC町田ゼルビア vs. 浦和レッズ 

 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場  

【75】11月 14日(土) 13:00 ベガルタ仙台 vs. 松本山雅 FC 

 ユアテックスタジアム仙台  

【76】11月 15日(日) 13:00 柏レイソル vs. ヴァンフォーレ甲府  

日立柏サッカー場  

【77】11月 15日(日) 15:30 川崎フロンターレ vs. ガンバ大阪  

万博記念競技場  

【78】11月 14日(土) 17:00 サガン鳥栖 vs. モンテディオ山形 

 ベストアメニティスタジアム  

【79】11月 11日(水) 19:00 FC東京 vs. 水戸ホーリーホック 

 味の素スタジアム  

【80】11月 11日(水) 19:00 徳島ヴォルティス vs. サンフレッチェ広島 

 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム  

[準々決勝] 12 月 26 日(土) 

[準 決 勝] 12 月 29 日(火) 

[決   勝] 元日/2016 年 1月 1日(金・祝) 

 

 3. 第 95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 会場・キックオフ決定の件 

  第 95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝の組み合わせ・会場・キックオフ時刻およ

び準決勝、決勝の会場・キックオフ時刻が以下の通り決定した。 

・準々決勝 12月 26日（土） 

【81】13:00ヴィッセル神戸vs 浦和レッズ  ヤンマースタジアム長居 

【82】13:00ベガルタ仙台vs 柏レイソル   ユアテックスタジアム仙台 

【83】15:00ガンバ大阪vs サガン鳥栖    万博記念競技場 

【84】15:00ＦＣ東京vs サンフレッチェ広島 長崎県立総合運動公園陸上競技場 

・準決勝 12月 29日（火） 

【85】13:05【81】勝者vs【82】勝者 味の素スタジアム 

【86】15:05【83】勝者vs【84】勝者 ヤンマースタジアム長居 

・決勝 2016年 1月 1日（金・祝） 

【87】14:15【85】勝者vs【86】勝者 味の素スタジアム 
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 4. 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）：金武町 

施設名：金武町フットボールセンター（沖縄県国頭郡金武町字金武 11042） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2015 年 11 月 19 日～2018年 11月 18日 

公認番号：第 180 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。 

 

 5. 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 AFC Futsal Championship Uzbekistan 2016－Qualifiers-ASEAN Zone 

（参加国：タイ、マレーシア、東ティモール、ブルネイ、シンガポール、オーストラリア、

ベトナム、ミャンマー、ラオス、フィリピン） 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：五十川和也 

期 間：10 月 5日～10月 17日 

場 所：バンコク／タイ 

（セミナー・委員会） 

① AFC Refereeing Recruiting 2016 Selection Course 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎康弘、深野悦子 

期 間：10 月 21 日～10月 28日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① AFC Futsal Championship Uzbekistan 2016－Qualifiers-ASEAN Zone 

（参加国：タイ、マレーシア、東ティモール、ブルネイ、シンガポール、オーストラリア、

ベトナム、ミャンマー、ラオス、フィリピン） 

審判員：小崎知広、小林裕之 

期 間：10 月 5日～10月 17日 

場 所：バンコク／タイ 

② U-15日本代表チーム帯同（バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント 2015） 

審判員：清水修平 

期 間：10 月 24 日～11月 3日 

場 所：パリ／フランス 

③ 中国スーパーリーグ 
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審判員：木村博之、大塚晴弘、田中利幸 

期 間：10 月 29 日～11月 1日 

場 所：北京／中国 

④ AFC Cup 2015-Final: FC Istiklol (TJK) vs. Johor Darul Ta’zim (MAS) 

審判員：東城穣、名木利幸、越智新次、飯田淳平 

期 間：10 月 28 日～11月 2日 

場 所：ドゥシャンベ／タジキスタン 

 

 6. JFA Football Future Programme 2015/トレセン研修会 U-12報告書の件 

    

  

（報告）資料№2 

JFA Football Future Programme 2015/トレセン研修会 U-12報告書を、添付の通り作成した。 

 

 7. JFA エリートプログラム U-14 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業の件 

    

  

行事名：JFAエリートプログラム U-14 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業   

期  間：10 月 15 日(木)～20日(火) 

場  所：韓国/パジュ ナショナルフットボールセンター 

[スケジュール］ 

10 月 15 日(木) 集合・移動 

10 月 16 日(金) トレーニング  

10月 17 日(土) トレーニング 

試合 U-14 日本選抜 対 U-14韓国代表 ●3－4 

10月 18 日(日) 合同トレーニング、U-14韓国代表との交流会 

10月 19 日(月) トレーニング 

試合 U-14 日本選抜 対 U-14韓国代表 ◯1－0 

10月 20 日(火) 移動・解散 

[スタッフ］ 

監 督：星原 隆昭    （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ：片渕 浩一郎  （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      志賀 一允 （千葉県：柏レイソル U-15） 

浅野 太郎 （大阪府：セレッソ大阪 U-15） 

ＦＰ     山崎 大地 （広島県：サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース） 

大堀 亮之介（広島県：サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース） 

児島 信之介（徳島県：F.Cコーマラント） 

吉田 晴稀 （新潟県：長岡ジュニアユースフットボールクラブ） 

工藤 真人 （青森県：ウィンズフットボールクラブ U-15） 

與那覇 航和（沖縄県：小禄中学校） 

西尾 隆矢 （大阪府：セレッソ大阪 U-15） 

松田 詠太郎（神奈川県：横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜） 
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井上 樹  （山梨県：ヴァンフォーレ甲府 U-15） 

吉馴 空矢 （大阪府：セレッソ大阪 U-15） 

井上 航希 （京都府：京都サンガ F.C．U-15） 

塚元 大  （大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

本間 洋平 （北海道：コンサドーレ札幌 U-15） 

田邉 光平 （愛知県：名古屋グランパス U15） 

谷内田 哲平（新潟県：長岡ジュニアユースフットボールクラブ） 

沼田 航征 （東京都：FC東京 U-15むさし） 

西川 潤  （神奈川県：横浜 F・マリノスジュニアユース） 

松本 凪生 （大阪府：セレッソ大阪 U-15） 

                            以上 20名 

 

 8. 2016年度 S級コーチ養成講習会 開催要項決定の件 

  （報告）資料№3 

2016年度 S級コーチ養成講習会 開催要項について、別紙のとおりとする。 

 

 9. 2016年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  2016年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会の受講者が以下の 27名に決定した。 

阿部勝弘  安藤信也  井出大志  上杉哲平  上野秀章 

大田康雄  近江宏武  金澤智明  唐島和義  北川孝仁 

艸川幸治  小林裕之  佐野智之  志田知則  清水健太 

東海林秀明 杉野拓也  髙崎  護  竹林優佑  中下直樹 

藤井泰行  松村隆行  松本昌則  松本拓也  最上晃太 

山田栄一郎 綿貫一成  （五十音順） 

     

 10. 2016年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  2016年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会の受講者が以下の 32名に決定した。 

 相川雄介  青木智也  飯髙弘章  池田敏晃  宇津江智保 

大場浩哉  甲斐星斗  木戸洋平  小林健二  齋藤健太 

斎藤隆士  佐々木将貴 周藤功敏  善家正博  田中信行 

田中祐次  田中龍哉  西井竜一  野口正彦  藤井貴士 

古川博章  松尾賢一  松村圭祐  松本康宏  村永康夫 

森島敏嗣  森村紀夫  森本和伸  柳本博之  谷原 匠 

山本浩正  吉本哲朗  （五十音順） 

    

 11. U-22日本代表候補 トレーニングキャンプの件  

  行事名：U-22日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：10 月 25 日（日）～29 日（木） 

場 所：佐賀県 
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[スケジュール] 

10 月 25 日 (日) 集合 

10月 27 日 (火) 練習試合 vs.福岡大学 △0-0 

10月 29 日 (木) 練習試合 vs.サガン鳥栖 ◯7-0、試合後解散 

[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 (JFA) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考  (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 高木 博 (昭和大学藤が丘病院) 

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 山浦 伊吹 (スポーツマッサージ・ナズー)  

総 務 池辺 友和 (JFA代表チーム部)  

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 峯尾 雅樹 (アディダス ジャパン株式会社) 

[選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス）  

 杉本 大地 (京都サンガ F.C.)  

 牲川 歩見 (ジュビロ磐田)  

 中村 航輔 (アビスパ福岡)  

DF 中野 嘉大 (川崎フロンターレ)  

 山中 亮輔 (柏レイソル)  

 亀川 諒史 (アビスパ福岡)  

 奈良 竜樹 (FC東京)  

 室屋 成 (明治大学)  

 岩波 拓也 (ヴィッセル神戸)  

 中谷 進之介 (柏レイソル)  

 三竿 健斗 (東京ヴェルディ)  

MF 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

 遠藤 航 (湘南ベルマーレ) ※1 

 原川 力 (京都サンガ F.C.)  

 為田 大貴 (大分トリニータ)  

 矢島 慎也 (ファジアーノ岡山)  

 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)  

 秋野 央樹 (柏レイソル)  

 関根 貴大 (浦和レッズ)  

 川辺 駿 (ジュビロ磐田)  
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FW 荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌)  

 金森 健志 (アビスパ福岡)  

 中島 翔哉 (FC東京)  

 浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島)  

 前田 直輝 (松本山雅 FC)  

 鎌田 大地 (サガン鳥栖)  

※1 途中離脱                   計 28名 

 

 12. 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 FC ●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･振休) 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 FC ●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) 
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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) 

35 節 10 月 25日(日) vs.藤枝 MYFC ◯4-1(エコパスタジアム) 

36節 11 月 1日(日) vs.長野パルセイロ ●1-2(南長野運動公園総合球技場) 

37節 11 月 8日(日) vs.福島ユナイテッド FC ●0-3(とうほう・みんなのスタジアム) 

38節 11 月 14日(土) vs.レノファ山口 FC ●0-0(維新百年記念公園陸上競技場) 

   
 

 13. U-15日本代表 フランス遠征 バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント 2015の件 

  行事名：U-15日本代表 フランス遠征 バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント 2015 

期 間：10 月 24日（土）～11 月 3日（火・祝） 

場 所：フランス/マルヌ 

[スケジュール] 

10 月 24 日(土) 集合、出発 

10月 27 日(火) 第 1戦 vs．U-15イングランド代表 ◯4-3 

10月 29 日(木) 第 2戦 vs．U-15フランス代表 ◯3-2 

10月 31 日(土) 第 3戦 vs．U-15オランダ代表 ●0-3 

11月 1日(日) 親善試合 vs．Paris F.C U-16 ◯4-1  

11月 3日(火・祝) 帰国、解散 

※最終順位 

1位：U-15フランス代表、2位：U-15日本代表、3位：U-15オランダ代表、 

4位：U-15イングランド代表 

[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 浜野 征哉 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

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) 

帯同審判員 清水 修平 (JFA1級審判員) 

[選  手] 

GK 大内 一生 (横浜 FCジュニアユース) 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ジュニアユース) 

DF 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) 
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菅原 由勢 (名古屋グランパス U15) 

 
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 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) 

 
喜田 陽 (セレッソ大阪 U-15) 

 
桂 陸人 (サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース) 

 
上月 壮一郎 (京都サンガ F.C.U-15) 

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) 

                              計 18名 

 

 14. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 上原 拓也（うえはら たくや） 

所属元： P.S.T.C LONDRINA 

受入先： 湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日： 2015 年 10 月 15 日 

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

選手名： 岡﨑 大地（おかざき だいち） 

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 10 月 21 日 

 

 


