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公益財団法人 日本サッカー協会 

2016年度 第9回理事会 

報告事項 

 1 熊本地震義援金の件 

  5 月 6 日より開設していた「熊本地震義援金口座」（全額を熊本県に寄付するもの）を、6 月 20

日に閉鎖した。義援金口座には、6 月 20 日の段階で総額 3,702,520 円の寄付が集まり、それら

に加え、各地で実施した募金活動における寄付、チャリティーオークションの売上、代表選手

による寄付、5 月 11 日に佐賀県/ベストアメニティスタジアムで開催した「MS&AD カップ 2016 

～九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本～」の収益を併せて、以下の

通り、義援金として熊本県に寄付した。 

 

熊本地震義援金口座 3,702,520円 

募金活動 1,550,220円 

代表選手寄付 7,630,000円 

チャリティーオークション(SAMURAI BLUE、なでしこジャパン) 4,907,359円 

「MS&AD カップ 2016 ～九州 熊本震災復興支援チャリティーマ

ッチ がんばるばい熊本～」収益（収益の 2/3を義援金へ ※） 
8,693,850円 

JFAの義援金（6月 1日に振込済み） 5,000,000円 

（合計） 31,483,949円 

※「MS&AD カップ 2016 ～九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本～」の

収益の 1/3は、サッカーファミリー復興支援金に寄付する。 

 

 2 熊本地震被災地における JFAこころのプロジェクト「夢の教室」実施の件  

  平成 28 年熊本地震の被災地の子どもたちのこころの回復支援を目的に、JFA こころのプロジェ

クト「夢の教室」を実施する。 

 

対象自治体 熊本県内の 4町村(益城町、嘉島町、南阿蘇村、西原村) 

対 象 校  対象自治体内の 14小学校の 5年生(約 20クラス) 

実施時期  初年度は 2016年 12月から 2017年 3月末として、3年間を目処に継続して実施。 

備  考  原則として無償で実施するが、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本オ

リンピック委員会、日本トップリーグ連携機構と協働して、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センターへの助成を要請していく。 

 

 3 第 50回 EAFF理事会の件 

  8月 27日（土）に第 50回 EAFF理事会がモンゴル/ウランバートルにおいて開催された。 

主な決定・報告事項は以下の通り。 

 

(1) EAFF E-1フットボール選手権第 2次ラウンドのライブストリーミングを実施。 

 

(2) EAFF E-1フットボール選手権第 2次ラウンドの日程及びベニューが変更。 

    日  時: 11月 6日(日)～14日(月) 

   ベニュー: 香港 
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(3) 9月 27日に開催される AFC臨時総会（於：インド/ゴア）の際に実施される予定の FIFA評

議員選挙で、EAFFとして以下 2名をサポートすることで合意。 

a) ジャン・ジアン氏  (中国) 

b) ハン・ウンギョン氏 (朝鮮民主主義人民共和国) 

 

 4 日本代表サポーティングカンパニー契約締結の件 

  KDDI株式会社と日本代表チームのサポーティングカンパニー契約を締結した。 

・KDDI株式会社  

創業： 1984年 6月 1日  

事業内容： 電気通信事業  

本社所在地： 東京都千代田区飯田橋 3丁目 10番 10号 

※以下 6社に加わり、サポーティングカンパニーは計 7社となった。 

・株式会社朝日新聞社 

・株式会社クレディセゾン 

・株式会社ファミリーマート 

・日本航空株式会社 

・株式会社みずほフィナンシャルグループ 

・MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 

 

 5 理事会オブザーバーの件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 年 4 月 14 日の理事会にて承認された「理事会の運用に関する規則」に基づき、以下の通

り、理事会のオブザーバーが選任された。 

 

氏名：松浦嘉昭 

所属：一般社団法人島根県サッカー協会 会長 

経緯：2016 年 4 月 14 日の理事会において 47 FA 選出の JFA 副会長を選定する方針であることを

報告したが、正式な 47FA 選出の JFA 副会長を選定するまでの間、47FA を代表して理事会

にオブザーバーとして出席する者として、会長が選任するもの。47FA 選出理事会オブザ

ーバーの選任にあたっては、9 地域代表理事による協議の上、最終的には会長により候補

者が選出され、7 月 23 日に開催した「都道府県サッカー協会代表者会議」において承認

された。同氏は、47FA を代表して常務理事会にもオブザーバーとして出席するものとす

る。 

なお、47FA 選出の JFA 副会長は、今後、10 月 23 日の「都道府県サッカー協会代表者会

議」にて候補者が選出され、12 月 23 日の JFA 臨時評議員会で JFA 理事として選任、2017

年 1月の JFA理事会にて最終的に選定する予定である。 

 6 理事退任の件 

  北海道 FA選出の松本敏嗣理事が、7月 31日をもって辞任された。 

北海道 FA 選出の後任の理事は、髙島利実専務理事が 12 月 23 日に開催される JFA 臨時評議員会

にて選任される予定。 
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なお、髙島専務理事は、オブザーバーとして年内の JFA理事会に出席する予定。 

 

 7 評議員会への提案の件 

  7月に開催された 2016年度第 8回理事会において、下記の件については、評議員会の承認が必

要であるが、評議員会は開催せず、電磁的記録及び書面決議により全評議員の同意を得ること

とした。結果、8月 26日までに、評議員 75名全員から同意の回答を得た。 

 

記 

1.評議員会への提案事項 

 

(1) 第 1号提案 評議員 1名選任の件 

評議員選出団体である公益社団法人千葉県サッカー協会より、以下の通り新たに評議員の

推薦があったため、選任したい。 

①現評議員：大野 辰巳 前 専務理事 

②新評議員：福永 廣幸 副会長兼専務理事 

 

(2) 第 2号提案 評議員 1名選任の件 

評議員選出団体である一般社団法人三重県サッカー協会より、以下の通り新たに評議員の

推薦があったため、選任したい。 

①現評議員：高井 幸郎 前 副会長 

②新評議員：山本 久徳 副会長 

 

(3) 第 3号提案 評議員 1名選任の件 

評議員選出団体である一般社団法人香川県サッカー協会より、以下の通り新たに評議員の

推薦があったため、選任したい。 

①現評議員：山下 憲一 前 会長 

②新評議員：荒岡 成志 副会長 

 

(4) 第 4号提案 評議員 1名選任の件 

評議員選出団体である一般社団法人佐賀県サッカー協会より、以下の通り新たに評議員の

推薦があったため、選任したい。 

①現評議員：浪瀬 隆一 副会長（前 専務理事） 

②新評議員：福岡 淳二郎 副会長兼専務理事 

 

(5) 第 5号提案 評議員 1名選任の件 

評議員選出団体である一般社団法人長崎県サッカー協会より、以下の通り新たに評議員の

推薦があったため、選任したい。 

①現評議員：造酒 星市 前 副会長 

②新評議員：小川 勇二 副会長兼専務理事 
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(6) 第 6号提案 評議員 1名選任の件 

評議員選出団体である株式会社ガンバ大阪より、以下の通り新たに評議員の推薦があった

ため、選任したい。 

①現評議員：野呂 輝久 前 代表取締役社長 

②新評議員：山内 隆司 代表取締役社長 

以上 

 8 大会役員 国際試合への派遣の件 

  AFCアジアカップ UAE2019予選 プレーオフ 

モルディブ vs. ラオス 

試合日： 9月 6日 

マッチコミッショナー： 大矢 丈之 

 

2018FIFAワールドカップ予選 アジア最終予選 

シリア vs. 韓国 

試合日： 9月 6日 

マッチコミッショナー： 青木 克史 

 

AFCカップ 2016 準々決勝 

Al Muharraq（バーレーン） vs. Al Ahed（レバノン） 

試合日： 9月 21日 

マッチコミッショナー： 青木 克史 

 

AFC U-19女子選手権 2017予選 

会場： タイ/チョンブリ 

大会期間： 11月 2日～6日 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

 

 9 名義使用申請の件 

  (1) 申請団体：特定非営利活動法人 NSCAジャパン 

事業名：第 5回 NSCA国際カンファレンス 

主催：特定非営利活動法人 NSCAジャパン 

特別協力：NSCA（National Strength and Conditioning Association） 

後援：厚生労働省、スポーツ庁、千葉県、千葉市、流山市、我孫子市、柏市、 

公益財団法人日本体育協会、公益財団法人笹川スポーツ財団、 

公益財団法人日本サッカー協会等 50団体 

日程：2017年 1月 27日(金)～29日(日) 

会場：幕張メッセ国際会議場（千葉県千葉市） 

入場料：有料（2,000円～/参加プログラムによる） 

内容・目的：ストレングス＆コンディショニングに関する知識・技術の普及を目的する同

団体が行う事業。子どもから高齢者の健康増進、アスリートの競技力、傷害
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予防、そして、同分野に関する学習希望者に対する知識および技術指導を行

うもの。指導者、研修者の交流機会を促進することを目的に開催する。 

 

(2)申請者:日本フットボール学会 

イベント名: 第１回日韓合同フットボール学会 

主催: 日本フットボール学会、韓国フットボール学会 

後援:公益財団法人日本サッカー協会 

会場: 福岡大学 

日程: 10月 15日(土)～16日(日) 

内容･目的:日本・韓国両国のフットボールの科学に関する知見を深め、相互に情報交換する 

 

(3) 申請団体：一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

事業名：第 22回日本電動車椅子サッカー選手権大会 

主催：一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

後援(予定)：厚生労働省、スポーツ庁、大阪府、大阪市、大阪市教育委員会、 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会､社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、 

公益財団法人日本がい者スポーツ協会、大阪府障がい者スポーツ協会、 

社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会、 

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人大阪府サッカー協会 

公益財団法人日本プロサッカーリーグ、 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

日程：10月 22日(土)・23日(日) 

会場：大阪市舞洲障がい者スポーツセンター「アミティ舞洲」体育館 

入場料：無料 

内容・目的：我が国における身体障がい者のスポーツ競技として、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極める大会とする。 

 

(4) 申請団体：一般社団法人日本ろう者サッカー協会 

事業名：第 14回全日本ろう者サッカー選手権大会 

第 6回全日本ろう者女子サッカー選手権大会 

主催：一般社団法人日本ろう者サッカー協会 

共催：西日本ろう者サッカー協会 

後援(予定)：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人大阪府サッカー協会 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

日程：11月 19日(土)・20日(日) 

会場：J-GREEN堺 

入場料：無料 

内容・目的：日本国内の 4 ブロック（北海道、東日本、西日本、九州）にて構成される選

抜チームが集結し、聴覚障がい者サッカー界における日本一を決める大会と

して実施する。 
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(5) 申請団体：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

事業名：第 9回スポーツクラブサミット 

主催：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

後援(予定)：スポーツ庁、厚生労働省、公益財団法人日本体育協会、 

公益財団法人日本レクリエーション協会、 

公益財団法人全国スポーツ推進委員連合、 

公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本体育施設協会、 

公益財団法人笹川スポーツ財団、公益財団法人日本サッカー協会、 

公益財団法人日本グラウンド・ゴルフ協会、 

公益財団法人健康・体力づくり事業財団、 

公益財団法人スポーツ安全協会、独立行政法人日本スポーツ振興センター 

日程：11月 11日(金)・12日(土) 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

参加料：一般参加料 10,000円、特別参加料 7,000円、 

目的：講演及び事例発表を通じて、日本全国のスポーツクラブの普及・育成を図るための

課題解決策を探求することを目的としている。 

 

(6) 申請団体：特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 

事業名：1つのボールが人生を変える A ball Change the Life 

主催：特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 

後援(予定)：公益財団法人日本サッカー協会 

日程：10月 22日(土) 

会場：損保ジャパン日本興亜本社ビル 2階大会議室  

入場料：無料 

  内容：ホームレスワールドカップ創設者メルヤング氏等が登壇し、様々な背景や社会的困

難を抱えた方々を包摂し、つながる場をつくるためのスポーツのあり方を考えるシン

ポジウム。 

 

(7) 申請団体：宮崎県都農町 

事業名：蹴ー１ＧＰ 

主催：宮崎県都農町、蹴ー１ＧＰ実行委員会 

後援(予定):都農町教育委員会、都農町観光協会、公益財団法人日本サッカー協会、 

一般社団法人宮崎県サッカー協会 

日程：2017年 2月 25日(土)～26日(日) 

会場：藤見公園陸上競技場（宮崎県都農町） 

  内容：サッカーの経験の有無、障がいの有無、年齢、性別に関係なく誰もが楽しめ、主役

となれる PK 大会。地方創生事業の一環として、全国の地域総合型スポーツクラブと

連携し、各地で予選会を開催予定。 
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(8) 大会名称：第 65回全国青年大会 

主 催：日本青年団協議会、一般財団法人日本青年館、東京都 

後 援：公益財団法人日本体育協会、独立行政法人日本芸術文化振興会、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、 

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、 

公益財団法人日本バドミントン協会、 

公益財団法人全日本軟式野球連盟、公益財団法人日本卓球協会、 

公益財団法人全日本柔道連盟、一般財団法人全日本剣道連盟、 

公益財団法人全日本ボウリング協会、公益財団法人日本サッカー協会、 

特定非営利活動法人日本アマチュア演劇連盟、 

特定非営利活動法人テレビ日本美術家協会、一般社団法人全日本合唱連盟、 

日本体育大学、公益財団法人日本レクリエーション協会、 

公益財団法人あしたの日本を創る協会、江戸川区、NHK（予定） 

期 間：11月 11日(金)～14日(月) 

実施競技：バレーボール(9人制)（男子・女子）、バスケットボール（男子・女子）、 

バドミントン、軟式野球、卓球（男子・女子・混合）、柔道（男子）、 

剣道（男子・女子）、ボウリング（男子・女子・混合）、フットサル 

 

(9) 申請団体：スポーツボランティア ラウンドテーブル 2016 実行委員会 

事業名：スポーツボランティア ラウンドテーブル 2016 

～笑顔あふれる私たちの街を目指して、スポーツをボランティアをとことん楽しもう！ 

主 催：スポーツボランティア ラウンドテーブル 2016 実行委員会 

委員長：飯塚寿代（JSVN ボランティアコーディネーター） 

委 員：橋本 均（レイソル後援会・ボランティア部会） 

吉田英樹（FC東京・市民スポーツボランティア） 

後 援: 公益社団法人日本プロサッカーリーグ、公益財団法人日本サッカー協会 

協 力：日本スポーツボランティアネットワーク（JSVN） 

日 程：9月 24日(土) 13:00～17:00 

会 場：JFAハウス Jリーグ会議室 

  参加者：Jリーグ各クラブボランティア、各種スポーツボランティア、Jリーグ関係者 

その他スポーツ関係者 

内 容：第 1部 基調講演「大型イベントに向けて何ができるだろう？」 

二宮正也氏（文教大学准教授/JSVN理事） 

第 2部 パネルディスカッション「もっと楽しもう！」 

MC 二宮正也氏 

泉田和雄氏（市民スポーツボランティア SV2004（仙台）代表理事 

竹澤正剛氏（JSVNコーディネーター） 

風間敏行氏（山雅後援会専務理事） 

第 3部 グループディスカッション「創造（想像）してみよう！」 
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 10 海外遠征申請の件 

  

 

 

（1）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都専門学校サッカー連盟選抜 （第 1種） 

遠征期間 11月 11日～14日 

遠 征 先 韓国/利川・ソウル 

 

（2）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム ジュビロ磐田 U-14 （第 3種） 

遠征期間 10月 9日～16日 

遠 征 先 タイ/ブリーラム 

 

（3）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋オーシャンズ （フットサル） 

遠征期間 9月 19日～10月 2日 

遠 征 先 UAE/ドバイ 

 

（4）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県ビーチサッカー選抜 （ビーチ） 

遠征期間 10月 28日～31日 

遠 征 先 韓国/釜山  

 

（5）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム RAFA （第 2種） 

遠征期間 10月 13日～20日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

 

【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致します。 

（1）一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 

チ ー ム U-19 全日本大学サッカー選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 8月 30日～9月 8日 

遠 征 先 韓国/太白  

 

（2）一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 

チ ー ム 全日本大学サッカー選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 8月 26日～9月 2日 

遠 征 先 チャイニーズ・タイペイ/台北  

 

（3）一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 

チ ー ム 九州大学サッカー選抜チーム （第 1種） 
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遠征期間 8月 30日～9月 8日 

遠 征 先 韓国/太白  

 

（4）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 22日～28日 

遠 征 先 ミャンマー/マンダレー 

 

（5）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 8月 1日～6日 

遠 征 先 韓国/光州広域  

 

（6）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 24日～31日 

遠 征 先 韓国/慶州  

 

（7）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム ダイナモ川越東 （第 4種） 

遠征期間 8月 26日～31日 

遠 征 先 韓国/慶州  

 

（8）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和学院高等学校 （第 2種） 

遠征期間 8月 29日～9月 2日 

遠 征 先 韓国/昌原  

 

（9）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-12 （第 4種） 

遠征期間 9月 12日～19日 

遠 征 先 スペイン/ミランダ・マドリード 

 

（10）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 市立習志野高校 （第 2種） 

遠征期間 8月 18日～23日 

遠 征 先 オランダ/ヘルダーランド 

 

（11）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム ジェフユナイデッド市原・千葉 U-15 （第 3種） 



報告事項 

2016/9/15 第 9回理事会 

10 

遠征期間 9月 9日～20日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

 

（12）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学付属柏高校 （第 2種） 

遠征期間 9月 11日～20日 

遠 征 先 イタリア/グラディスカ 

 

（13）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 杉並フットボールクラブユース （第 2種） 

遠征期間 8月 13日～21日 

遠 征 先 ドイツ/ハム 

 

（14）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム T・ドリームス （シニア） 

遠征期間 8月 26日～28日 

遠 征 先 韓国/ソウル  

 

（15）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京ベイフットボールクラブ Over-50 （シニア） 

遠征期間 8月 26日～28日 

遠 征 先 韓国/ソウル  

 

（16）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム LAZOS 2011 （シニア） 

遠征期間 8月 27日～29日 

遠 征 先 韓国/ソウル  

 

（17）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 早稲田大学ア式蹴球部 （第 1種） 

遠征期間 8月 24日～26日 

遠 征 先 韓国/ソウル  

 

（18）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 慶応義塾体育会ソッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8月 26日～28日 

遠 征 先 韓国/ソウル  

 

（19）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 神奈川県 U-17選抜 （第 2種） 
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遠征期間 8月 22日～26日 

遠 征 先 韓国/京畿道  

 

（20）一般社団法人 山梨県サッカー協会 

チ ー ム フォルトゥナ U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 14日～23日 

遠 征 先 ドイツ/ヒルデン 

 

（21）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 一宮 FC U-12 （第 4種） 

遠征期間 8月 25日～31日 

遠 征 先 韓国/慶州  

 

（22）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋オーシャンズ サテライト （フットサル） 

遠征期間 9月 12日～19日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

 

（23）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 8月 25日～9月 6日 

遠 征 先 イタリア/ミラノ 

 

（24）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-13選抜 （第 3種） 

遠征期間 9月 6日～13日 

遠 征 先 スペイン/アルネド 

 

（25）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 八尾大正フットボールクラブ （第 4種） 

遠征期間 8月 26日～31日 

遠 征 先 韓国/慶州  

 

（26）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-12 （第 4種） 

遠征期間 8月 26日～31日 

遠 征 先 韓国/慶州  

 

（27）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県 U-15トレセン （第 3種） 



報告事項 

2016/9/15 第 9回理事会 

12 

遠征期間 8月 17日～20日 

遠 征 先 韓国/釜山  

 

（28）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 滝川第二高校 （第 2種） 

遠征期間 9月 1日～7日 

遠 征 先 チャイニーズ・タイペイ/高雄・花蓮・台北・桃園 

 

（29）一般社団法人 奈良県サッカー協会 

チ ー ム 奈良市 U-12選抜 （第 4種） 

遠征期間 8月 26日～31日 

遠 征 先 韓国/慶州  

 

（30）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム キラヴァンツ北九州 U-18 （第 2種） 

遠征期間 7月 21日～8月 4日 

遠 征 先 韓国/浦項  

 

（31）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 東福岡高等学校 （第 2種） 

遠征期間 8月 9日～15日 

遠 征 先 韓国/済州  

 

（32）一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム FC Estrela Ogi-city （第 4種） 

遠征期間 8月 4日～8月 10日 

遠 征 先 中国/瀋陽  

 

 11 標章使用申請の件 

  (1)一般社団法人新潟県サッカー協会 

全国高等学校サッカー選手権大会新潟県大会優勝旗 1枚 

 

(2)公益財団法人広島県サッカー協会 

全国高等学校サッカー選手権大会広島県大会優勝旗 1枚 

 

 12 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 12団体を「JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー」に認定した。 

（ ）内は賛同テーマ、序列：申込み順 

認定日：7月 5日  

(1)   一般社団法人 Enije           （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 
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認定日：7月 8 日 

(1)   キッズフィールド          （補欠ゼロ） 

(2)  ワイヴァンフットボールクラブ   （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

認定日：7月 11日 

(1)   あかしユニバーサルフットボール連盟  （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

認定日：7月 22日 

(1)   一般社団法人 オープンゲート スポーツクラブ  （引退なし） 

(2)   横浜 F・マリノス          （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー）  

 

認定日：7月 27日 

(1)   千代田区サッカー協会       （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(2)  カフリンガ東久留米       （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

認定日：7月 29 日 

(1)   糸貫サッカー少年団        （補欠ゼロ） 

 

認定日：8月 2 日 

(1)    ソルサフガール          （補欠ゼロ） 

 

認定日：8月 31 日 

(1)     特定非営利活動法人神戸アスリートタウンクラブ  （引退なし、補欠ゼロ） 

 

認定日：9月 1 日 

(1)     LIVRO白岡 SoccerClub     （引退なし、補欠ゼロ） 

 

総申請件数  ：96件（9月 1日現在） 

総認定団体数：90団体 

「引退なし」    ： 66団体 

「補欠ゼロ」    ： 71団体 

「障がい者サッカー」： 50団体 

 

 13 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）：八戸市 

施設名： 多賀地区多目的運動場（青森県八戸市大字市川町字市川後 55番地 1） 

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：2016年 9月 15日～2019年 9月 14日 

公認番号：第 187号  
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＜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。 

 

 14 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）：学校法人 国際武道大学 

施設名： 国際武道大学サッカー場（千葉県勝浦市新官字物見塚 841） 

使用製品：美津濃株式会社 グラングラス F-M DS 60 

公認期間：2016年 10月 10日～2019年 10月 9日 

公認番号：第 004号 

 

(2)申請者（施設所有者）：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 第二球技場（東京都世田谷区駒沢公園 1-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+ACS65 

公認期間：2016年 4月 7日～2018年 4月 6日 

公認番号：第 014号 

 

(3)申請者（施設所有者）：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場（東京都世田谷区駒沢公園 1-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+ACS65 

公認期間：2016年 4月 7日～2018年 4月 6日 

公認番号：第 015号 

 

申請者（施設所有者）：学校法人 産業能率大学 

施設名：産業能率大学 湘南キャンパス 第 2グラウンド（サッカー場） 

     （神奈川県伊勢原市上粕屋 1573） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065 

公認期間：2016年 10月 19日～2017年 10月 18日 

公認番号：第 045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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 15 国体感謝状贈呈の件 

  第 71 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 

 

岩手県、盛岡市、花巻市、滝沢市、遠野市、公益社団法人 岩手県サッカー協会 

 

 16 競技会委員会マッチコミッショナー部会 部会長選出について 

  7 月 28 日に開催された、2016 年度第 1 回マッチコミッショナー部会において、部会長が以下の

通り選出された。 

 

［部会長］ 谷 邦男（一般財団法人全国社会人サッカー連盟 監事） 

 

 17 海外指導者資格審査の件 

  以下のクラブより申請のあった指導者資格審査について、本協会技術委員会にて審議の結果、 

S級コーチライセンスと同等以上の資格を有しているものと認定した。 

 

申請者ｸﾗﾌﾞ名：名古屋グランパス 

氏  名  ：Bosko DUROVSKI （ボスコ ジュロヴスキー） 

国  籍  ：セルビア 

生年月日  ：1961年 12月 28日 

主な指導歴 ：2001年～2002年 レッドスター・ベオグラード（ユーゴスラビア）コーチ 

       2002年     FKラドニチュキ・オブレノヴァツ（ユーゴスラビア）監督 

       2002年～2003年 FKラド・ベオグラード（セルビア）監督 

       2004年～2006年 FKスレム（セルビア）監督 

       2006年～2007年 FK ラドニチュキ・ニシュ（セルビア）監督 

       2007年～2008年 レッドスター・ベオグラード（セルビア）監督 

       2008年～2013年 名古屋グランパス コーチ 

       2013年～2015年 マケドニア代表 監督 

       2016年 8月～   名古屋グランパス コーチ 

 保有ﾗｲｾﾝｽ ：2006年 UEFA PRO Licence 

 

 18 2015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 4名を S級コーチとして認定した。 

 

氏  名 ： 遠藤 善主（えんどう よしむね） 

指導チーム： JFAナショナルトレセンコーチ 北信越担当 

生年月日 ： 1970年 6月 21日 

資  格 ：  2014年 JFA公認 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2001年 ～2004 年 佐川急便大阪 監督（JFL） 
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        2006年 ～2007年 アローズ北陸 ヘッドコーチ 

        2008年 ～2009年 カターレ富山 ヘッドコーチ 

        2012年 ～2015年 カターレ富山 普及育成ダイレクター 

                富山県ユースダイレクター 

        2015年      カターレ富山 強化部 TOPチームコーチ 

        2013年 ～現在  ナショナルトレセンコーチ 北信越担当 

 

氏  名 ： 服部 年宏（はっとり としひろ） 

指導チーム： ジュビロ磐田(所属クラブ) 

生年月日 ： 1973年 9 月 23 日 

資  格 ：  2014年 JFA公認 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2014年ジュビロ磐田 強化統括部 強化部長 

 

氏  名 ： 三浦 淳寛（みうら あつひろ）         

指導チーム： ゴールドスクール 

生年月日 ：  1974年 7月 24日 

資  格 ：  2014年 JFA公認 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2011年～ ゴールドスクール 特別講師 

 

氏  名 ： 森岡 茂（もりおか しげる） 

指導チーム： エスペランサ FC、IRIS生野、レオ SC、岩田 FC 

生年月日 ：  1973年 8月 12日 

資  格 ：  2014年 JFA公認 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2008年 8月～2016年 1月 FC大阪 監督 

2016年 3月～      エスペランサ FC コーチ 

IRIS生野 コーチ 

レオ SC コーチ 

岩田 FCコーチ 

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：444名（上記 4名含む） 

※ 2015年度 S級コーチ認定者数   ：17名/21名中 

 

 19 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。 

＜インストラクター＞ 

（セミナー、委員会他） 

① FUTURO Ⅲ 

期 間：7月 10日～17日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

インストラクター：柏原丈二、山岸佐知子、岡田渉 
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② Workshop for AFC Referee Teaching Materials 

期 間：7月 31日～8月 5日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

参加者：石山昇 

③ Course for AFC Development Group Futsal Referees 

期 間：8月 5日～10日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

参加者：松崎康弘 

 

（大会・試合） 

① AFC Futsal Club Championship Thailand 2016 

期 間：7月 12日～24日 

場 所：バンコク／タイ 

フィットネスインストラクター：山岸貴司 

② AFC Champions League 2016－Quarter Final 

期 間：8月 21日～24日 

場 所：上海／中国 

アセッサー：上川徹 

 

＜審判員＞ 

（セミナー他） 

① AFC Seminar for FIFA World Cup Qualifiers Final Round Referees 

期 間：7月 11日～17日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：飯田淳平、佐藤隆治、東城穣 

② Course for AFC Development Group Referees 2016 

期 間：8月 5日～10日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：原田弘之 

（大会・試合） 

① AFC Futsal Club Championship Thailand 2016 

期 間：7月 12日～24日 

場 所：バンコク／タイ 

審判員：小崎知広、小林裕之 

② 国際親善試合（International Champions Cup） 

期 間：7月 20日～28日 

場 所：メルボルン／オーストラリア 

審判員：木村博之 

③ Olympic Football Tournaments Rio 2016 

期 間：7月 27日～8月 17日 
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場 所：リオデジャネイロ／ブラジル 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志、手代木直美 

④ タイ FA Cup－Round of 16 

期 間：8月 1日～5日 

場 所：バンコク／タイ 

審判員：岡部拓人、田中利幸、聳城巧 

⑤ ベトナムリーグ-Round 22 

期 間：8月 19日～22日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

審判員：岡部拓人 

⑥ AFC Champions League 2016－Quarter Final 

期 間：8月 21日～26日 

場 所：ドーハ／カタール 

審判員：飯田淳平、八木あかね、越智新次、山本雄大 

⑦ AFC U-16 Women's Championship 2017 Qualifiers－Group D 

期 間：8月 22日～9月 4日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

審判員：今泉奈美、萩尾麻衣子 

⑧ Continental Beach Soccer Tournament 2016 

期 間：8月 24日～9月 6日 

場 所：オルドス市／中国 

審判員：波多野祐一 

⑨ AFC U-16 Women's Championship 2017 Qualifiers－Group A 

期 間：8月 24日～9月 6日 

場 所：チョンブリ／タイ 

審判員：山下良美 

⑩ AFC U-16 Women's Championship 2017 Qualifiers－Group B 

期 間：8月 25日～9月 6日 

場 所：イ坊市／中国 

審判員：梶山芙紗子、坊薗真琴 

⑪ 2018 FIFA World Cup RussiaTM-Preliminary Competition Asian Zone-Final Round-First 

Leg 

期 間：8月 30日～9月 3日 

場 所：タシケント／ウズベキスタン 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志、木村博之 

⑫ The 3rd University Football Championship 

期 間：8月 30日～9月 8日 

場 所：太白市／韓国 

審判員：飯田淳平 

⑬ AFC U-14 Regional Festival of Football 2016 
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期 間：8月 30日～9月 11日 

場 所：北京／中国 

審判員：東原壮志、本地川隼 

⑭ AFC Asian Cup UAE 2019 

期 間：9月 4日～8日 

場 所：マーレ／モルディブ 

審判員：當麻政明、名木利幸、八木あかね、岡部拓人 

 

 20 女子 GKキャンプ セレクションキャンプの件 

 ①  

  

行事名： 女子 GKキャンプ セレクションキャンプ 

期  間： 7月 8日(金)～10日(日) 

場  所： J-GREEN堺(大阪府) 

［スケジュール］ 

7月 8日(金) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

9日(土) トレーニング・ミーティング  

10日(日) トレーニング・ミーティング → 解散 

［スタッフ］ 

GKコーチ： 西入 俊博 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

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： 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 （JFAナショナルトレセンコーチ／至学館高校） 

GKコーチ： 山郷 のぞみ（成立学園中学・高校） 

ドクター ： 市野 義信 （京都第二赤十字病院） 

総務   ： 奈良輪 織恵（JFA女子部） 

［選手（GK）］ 

伊藤 春紀  （宮城県：ベガルタ仙台レディースジュニアユース） 

越田 江里菜  （神奈川県：エスペランサ SC） 

茂野 水香  （大阪府：大阪桐蔭アスリートクラブフラミンゴフットボールクラブ） 

石鍋 結衣  （東京都：修徳中学高校女子サッカー部） 

横堀 美優  （埼玉県：FC.CHOUETTE） 

竹本 愛   （岡山県：FC EFFRONTE） 

森松 紗羅  （愛媛県：FC今治ひうちレディース） 

小野 杏菜  （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

河原 茉由  （神奈川県：INAC多摩川レオネッサ U-18） 

平石 可菜美 （大阪府：-） 

石川 愛紘  （東京都：スフィーダ世田谷 FCユース） 
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丸田 彩奈  （北海道：旭川女子アチーボ） 

工藤 歩希  （北海道：札幌 BONITA U12） 

松本 未夢  （大阪府：LSAFC） 

岡本 琉奈  （愛知県：AOMIレディース FCジュニア） 

田村 亜沙美 （千葉県：千葉中央 FC U12ガールズ） 

田中 美緒  （兵庫県：大津茂サッカークラブ） 

新美 沙弥  （愛知県：アクアジュニアフットボールクラブ  ） 

山本 梨乃  （滋賀県：FCジュニオール滋賀） 

中田 凪咲  （奈良県：平群 F.C.） 

小河 菜々  （埼玉県：鶴ケ島栄 FC少年団） 

猪口 鈴乎  （神奈川県：SHガールズ） 

村瀬 柚葉  （愛知県：YSS al-futuro U-12） 

吉田 佳菜  （静岡県：三島 VFC） 

宜野座 令愛 （沖縄県：羽地フットボールクラブ） 

鹿島 彩莉  （神奈川県：大沼サッカースポーツ少年団） 

山内 夏実  （東京都：INAC多摩川ジュニア） 

高橋 愛利花 （宮城県：仙台若林 FC Face） 

計 28名 
 

 21 女子 GKトレーニングキャンプの件 

①  ②  

  

行事名： 女子 GKトレーニングキャンプ 

期  間： 8月 24日(水)～ 26日(金) 

場  所： フクダ電子フィールド/フロンティアサッカーフィールド(千葉県) 

［スケジュール］ 

8月 24日(水) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

25日(木) トレーニング・ミーティング 

26日(金) トレーニング・ミーティング → 解散 

［スタッフ］ 

GKコーチ ： 西入 俊浩 （JFAナショナルトレセンコーチ ※8/24～25のみ） 

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 ： 安齋 和之 （JFAナショナルトレセンコーチ／FC BLOOM） 

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 ： 宇津江 智保（桐生第一高等学校） 

ドクター ： 貞升 彩  （国保松戸市立病院） 

総務 ： 奈良輪 織恵（JFA女子部） 
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［選手（GK）］ 

小笠原 梨紗 （東京都：日テレ・メニーナ・セリアス） 

谷口 夕姫  （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

中村 未有  （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15） 

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

木下 明日実 （東京都：スフィーダ世田谷 FCユース） 

松井 里央  （富山県：富山レディースサッカークラブ） 

伊藤 七海  （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15） 

中村 香苗  （神奈川県：ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ） 

野美 彩花  （山口県：下松市立末武中学校） 

石田 心菜  （熊本県：益城ルネサンス熊本 FCフェニックス） 

横堀 美優  （埼玉県：FC.CHOUETTE） 

大場 朱羽  （静岡県：JFAアカデミー福島） 

小野 杏菜  （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

竹下 奏彩  （兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15） 

中園 花怜  （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

古賀 あかね （埼玉県：大宮 FCエンジェルス 05） 

川幡 凪   （埼玉県：ちふれ ASエルフェン埼玉マリ） 

富永 若葉  （広島県：シーガル広島レディース） 

小野 未織  （愛知県：名古屋フットボールクラブ） 

野田 にな  （東京都：日テレ・メニーナ） 

布留川 こころ（東京都：日テレ・メニーナ・セリアス） 

                     計 21名 
 

 22 JFAエリートプログラム 女子 U-13 トレーニングキャンプの件 

 ①  

  

行事名：JFAエリートプログラム 女子 U-13 トレーニングキャンプ 

期  間：9月 2日(金)～ 5日(月) 

場  所：松島フットボールセンター(宮城県) 

 

［スケジュール］ 

9月2日(金) 集合 → ガイダンス・トレーニング・ミーティング 

  3日(土) トレーニング 

レクチャー(コミュニケーションスキル、栄養調査フィードバック) 

  4日(日) 被災地視察(石巻市立大川小学校跡地) 
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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs.ベガルタ仙台 U-13 0-8(1本目 0-1 2本目 0-4 3本目 0-3) 

5日(月) トレーニング・ミーティング → 解散 

 

［スタッフ］ 

監督  ：西村 陽介 （JFAナショナルトレセンコーチ／医療法人雨宮病院） 

コーチ ：利光 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：三澤 辰也 （総合南東北病院 ※9/2～3） 

ドクター：島村 弘宗 （国立病院機構 仙台医療センター ※9/4～5） 

総務    ：奈良輪 織恵（JFA女子部） 

 

［選手］ 

GK 

石川 愛紘  （東京都：スフィーダ世田谷 FCユース） 

服部 茜汐香 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

西川 佳那  （北海道：函館ジュニオール FCバロンドール） 

 

FP 

朝倉 加奈子 （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18 ※JFAアカデミー堺） 

太田 萌咲  （静岡県：JFAアカデミー福島） 

佐藤 朱莉  （静岡県：JFAアカデミー福島） 

箕輪 千慧  （東京都：日テレ・メニーナ） 

佐々木 ユリア（埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

藤居 由衣  （静岡県：JFAアカデミー福島） 

佐々木 穂乃花（青森県：五戸町スポーツクラブ） 

中村 三緒  （静岡県：東海大学付属静岡翔洋高校中等部 女子サッカー部） 

佐伯 綾   （兵庫県：神戸フットボールクラブレディース） 

窓岩 日菜  （福井県：丸岡 RUCKレディース） 

荻久保 優里 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

堀内 香歩  （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

大宮 央   （愛媛県：愛媛 FCレディース MIKAN） 

松崎 花菜  （兵庫県：尼崎レディース U-15 ※JFAアカデミー堺）  

山下 朝子  （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18） 

内田 光   （東京都：日テレ・メニーナ） 

吉見 真冬  （愛媛県：FC今治ひうちレディース ※JFAアカデミー今治） 

川添 ゆず  （宮崎県：ヴィラル木花サッカークラブ U-15） 

香椎 彩香  （長崎県：FC エスペランザ） 

宮林 桜生  （北海道：北海道リラ・コンサドーレ）         

計 23名 
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 23 U-23日本代表 第 31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)直前合宿の件 

  行事名：U-23日本代表 第 31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) 直前合宿 

期 間：7月 19日(火)～月 31日(日) 

場 所：千葉県、ブラジル 

[スケジュール] 

7月 19日 (火) 集合 

7月 21日 (木) 移動 

7月 27日 (水) 練習試合 vs. C.S.セルジッペ △1-1 

7月 30日 (土) 国際親善試合 vs. U-23ブラジル代表 ●0-2 

[スタッフ] 

チームリーダー 西野 朗 （JFA技術委員長） 

ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 （JFA技術委員） 

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テクニカルハウス） 

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 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） 

主務 杉山 友朗 （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） 

ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 西 芳照 （株式会社 Dream24） 

ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 中村 大輔 （日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター） 

[選  手] 

GK 櫛引 政敏 （鹿島アントラーズ） 
 

 
中村 航輔 （柏レイソル） 

 
DF 藤春 廣輝 （ガンバ大阪） 

 

 
塩谷 司 （サンフレッチェ広島） 

 

 
亀川 諒史 （アビスパ福岡） 

 

 
室屋 成  （FC東京） 

 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） 

 

 
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） 

 

 
遠藤 航 （浦和レッズ） 
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原川 力 （川崎フロンターレ） 

 

 
中島 翔哉 （FC東京） 

 

 
南野 拓実 （ザルツブルグ/オーストリア） 

 

 
井手口 陽介 （ガンバ大阪） 

 
FW 興梠 慎三 （浦和レッズ） 

 

 
久保 裕也 （BSCヤングボーイズ/スイス） ※1 

 
浅野 拓磨 （アーセナル/イングランド） 

 
トレーニングパートナー 杉本 大地 （徳島ヴォルティス） 

 

 
小川 航基 （ジュビロ磐田） 

 

 
小島 雅也 （ベガルタ仙台） 

 

 
渡辺 皓太 （東京ヴェルディユース） 

 

 
冨安 健洋 （アビスパ福岡） 

 
※1選手変更                                計 22名 

 

 24 U-23日本代表 第 31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)本大会の件 

  行事名：U-23日本代表 第 31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) 本大会 

期 間：8月 1日(月)～13日(土) 

場 所：ブラジル 

[スケジュール] 

8月 4日 (木) グループ B第一戦 vs.ナイジェリア代表 ●4-5 

8月 7日 (日) グループ B第二戦 vs.コロンビア代表 △2-2 

8月 10日 (水) グループ B第三戦 vs.スウェーデン代表 ○1-0 

8月 11日 (木・祝) 移動 

8月 13日 (土) 帰国、解散 

[スタッフ] 

チームリーダー 西野 朗 （JFA技術委員長） 

ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 （JFA技術委員） 

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テクニカルハウス） 

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 高木 博 （昭和大学藤が丘病院） 

ドクター 武冨 修治 （東京大学病院整形外科） 

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） 
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主務 杉山 友朗 （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） 

ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 西 芳照 （株式会社 Dream24） 

ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ 中村 大輔 （日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター） 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 （鹿島アントラーズ） 
 

 
中村 航輔 （柏レイソル） 

 
DF 藤春 廣輝 （ガンバ大阪） 

 

 
塩谷 司 （サンフレッチェ広島） 

 

 
亀川 諒史 （アビスパ福岡） 

 

 
室屋 成  （FC東京） 

 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） 

 

 
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） 

 

 
遠藤 航 （浦和レッズ） 

 

 
原川 力 （川崎フロンターレ） 

 

 
中島 翔哉 （FC東京） 

 

 
南野 拓実 （ザルツブルグ/オーストリア） 

 

 
井手口 陽介 （ガンバ大阪） 

 
FW 興梠 慎三 （浦和レッズ） 

 

 
久保 裕也 （BSCヤングボーイズ/スイス） ※1 

 
鈴木 武蔵 （アルビレックス新潟） ※1 

 
浅野 拓磨 （アーセナル/イングランド） 

 
バックアップメンバー 杉本 大地 （徳島ヴォルティス） 

 

 
野津田 岳人 （アルビレックス新潟） 

 

 
オナイウ 阿道 （ジェフユナイテッド市原・千葉） ※2 

 
中谷 進之介 （柏レイソル） 

 
※1は※2に選手変更 ※3追加招集                     計 22名 

 

 25 U-19日本代表 2016 NTC招待大会の件 

  行事名：U-19日本代表 2016 NTC招待大会 

期 間：6月 27日(月)～7月 5日(火) 

場 所：アメリカ 

 [スケジュール] 

6月 27日 (月) 集合、出発 

6月 29日 (水) 第 1戦 vs.U-19パナマ代表 △0-0 
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7月 1日 (金) 第 2戦 vs.U-19コスタリカ代表 ◯3-0  

7月 3日 (日) 第 3戦 vs.U-19アメリカ代表 ●1-2 

7月 5日 (火) 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 齊藤 俊秀 (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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清孝 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 杉本 武 (医療法人尚信会 整形外科河村医院) 

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) 

 
DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 

 

 
野田 裕喜 (ガンバ大阪) 

 

 
柳 貴博 (FC東京) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
小島 雅也 (ベガルタ仙台) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 
MF 坂井 大将 (大分トリニータ) ※1 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) ※1 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス) ※1 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 

 
久保田 和音 (鹿島アントラーズ) ※2 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪) ※2 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) ※2 

FW 垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 
 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪) 
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小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1は※2に選手変更                           計 24名 

 

 26 U-19日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：7月 17日(日)～20日(水) 

場 所：宮城県 

 [スケジュール] 

7月 17日 (日) 集合 

7月 20日 (水) 練習試合 vs.ソニー仙台 ○5-1 

 
 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)  

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 酒井 清孝 (JFAテクニカルハウス)  

ドクター 杉本 武 (医療法人尚信会 整形外科河村医院)  

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) 
 

 
滝本 晴彦 (柏レイソル) 

 

 
加藤 有輝 (大宮アルディージャ) ※1 

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) 

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) 

 

 
柳 貴博 (FC東京) ※2 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) ※2 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 

 
小島 雅也 (ベガルタ仙台) ※3 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-18) ※3 

MF 坂井 大将 (大分トリニータ) 
 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス) 
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神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) 

 
FW 森 晃太 (ヴァンフォーレ甲府) 

 

 
垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 

 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 
※1不参加 ※2は※3に選手変更                     計 26名 

 

 27 U-19日本代表 2016 SBSカップ国際ユースサッカーの件 

  行事名：U-19日本代表 2016 SBSカップ国際ユースサッカー 

期 間：8月 8日(月)～14日(日) 

場 所：静岡県 

 [スケジュール] 

8月 8日 (月) 集合 

8月 11日 (木・祝) 第 1戦 vs.U-19コスタリカ代表 ●0-1 

8月 12日 (金) 第 2戦 vs.静岡ユース ▲1-1 PK 2-4 

8月 14日 (日) 第 3戦 vs.U-19スロバキア代表 ●0-1 

  
試合後解散 

 [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） 

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 酒井 清考 （JFAテクニカルハウス） 

ドクター 井澤 敏明 （九州大学整形外科） 

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 西本 卓申 (鹿島アントラーズユース) 

 
濱 大耀 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
原 輝綺 (市立船橋高校) 

 
杉岡 大暉 (市立船橋高校) 
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長谷川 巧 (アルビレックス新潟 U-18) 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-18) 

MF 野田 樹 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
高橋 壱晟 (青森山田高校) 

 
梶山 幹太 (名古屋グランパス U18) 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
針谷 岳晃 (昌平高校) 

 
安井 拓也 (ヴィッセル神戸 U-18) 

FW 吉平 翼 (大分トリニータ) 

 
菅 大輝 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
田川 亨介 (サガン鳥栖 U-18) 

 
中村 駿太 (柏レイソル U-18) 

【トレーニングパートナー】 

GK 若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) 

                 計 19名 

 

 28 U-17日本代表 第 20回国際ユースサッカーin新潟大会の件 

  行事名：U-17日本代表 第 20回国際ユースサッカーin新潟大会 

期 間：7月 12日(火)～18日(月･祝) 

場 所：新潟県 

[スケジュール] 

7月 12日 (火) 集合 

7月 14日 (木) 練習試合 vs. U-17北信越選抜 △1-1 

7月 16日 (土) 第 1戦 vs. U-17メキシコ代表 ○2-0 

7月 17日 (日) 第 2戦 vs. U-17クロアチア代表 △1-1   

7月 18日 (月・祝) 第 3戦 vs. U-17新潟選抜 ●1-2 

 
 試合後解散 

 [スタッフ] 

監督 山口 素弘 (JFA技術委員会強化部会員) 

コーチ 中村 忠 (JFAナショナルコーチングスタッフ／FC東京) 

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 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 赤木 龍一郎  (千葉大学附属病院) 

トレーナー 中條 智志 (JFAアカデミー福島) 

総務 渡邉 大 (JFA代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 猿田 遥己 (柏レイソル U-18) 
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若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) 

DF 石原 広教 (湘南ベルマーレユース) 

 
青山 夕祐 (名古屋グランパス U18) 

 
入間川 景太 (ヴァンフォーレ甲府 U-18) 

 
中川 創 (柏レイソル U-18) 

 
藤松 航矢 (サガン鳥栖 U-18) 

 
桧山 悠也 (市立船橋高校) 

MF 堀 研太 (横浜 F・マリノスユース) 

 
井澤 春輝 (浦和レッズユース) 

 
藤本 寛也 (東京ヴェルディユース) 

 
小林 真鷹 (FC東京 U-18) 

 
渡井 理己 (静岡学園高校) 

 仙波 大志 (サンフレッチェ広島ユース) 

 村田 聖樹 (川崎フロンターレ U-18) 

FW 田川 亨介 (サガン鳥栖 U-18) 

 中島 元彦 (セレッソ大阪 U-18) 

 椿 直起 (横浜 F・マリノスユース) 

                           計 18名 

 

 29 U-17日本代表 チェコ遠征 第 23回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメントの件 

  行事名：U-17日本代表 チェコ遠征 第 23回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント 

期 間：8月 13日(土)～22日(月) 

場 所：チェコ共和国 

 [スケジュール] 

8月 13日(土) 集合 

8月 16日(火) 第 1戦 vs.U-18ウクライナ代表 ●0-1 

8月 17日(水) 第 2戦 vs.U-18チェコ代表 ◯3-2 

8月 19日(金) 第 3戦 vs.U-17 UAE代表 ◯7-0 

8月 20日(土) 3位・4位決定戦 vs.U-18ハンガリー代表 ◯2-0 

8月 22日(月) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

団長 木村 浩吉 （JFA ユースナショナルチームダイレクター) 

監督 山口 素弘 （JFA技術委員) 

コーチ 影山 雅永 （JFA ナショナルトレセンコーチングスタッフ) 

GKコーチ 高桑 大二朗 （JFA ナショナルコーチングスタッフ) 

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 赤木 龍一郎 （千葉大学医学部附属病院) 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 並木 磨去光 （JFA／スポーツマッサージ・ナズー) 

総 務 秋江 昌司 （JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 猿田 遥己 (柏レイソル U-18) 
 

 沖 悠哉 (鹿島アントラーズユース) 
 

DF 青山 夕祐 (名古屋グランパス U18) 
 

 山田 洸太 (北越高校) 
 

 中川 創 (柏レイソル U-18) 
 

 杉山 弾斗 (船橋市立船橋高校) 
 

 宮本 駿晃 (柏レイソル U-18) 
 

 田中 陸 (柏レイソル U-18) 
 

 岡庭 愁人 (FC東京 U-18) 
 

MF 西山 大雅 (横浜 F・マリノスユース) 
 

 齊藤 未月 (湘南ベルマーレユース) ※1 

 井澤 春輝 (浦和レッズユース) 
 

 藤本 寛也 (東京ヴェルディユース) 
 

 椿 直起 (横浜 F・マリノスユース)  

 中島 元彦 (セレッソ大阪 U-18)  

 堀 研太 (横浜 F・マリノスユース)  

FW 中村 駿太 (柏レイソル U-18)  

 酒井 将輝 (大分トリニータ U18)  

 加藤 拓己 (山梨学院大学附属高校)  

 田川 亨介 (サガン鳥栖 U-18)  

※1 途中離脱                                       計 20名 

 

 30 U-16日本代表 オマーン遠征の件 

  行事名：U-16日本代表 オマーン遠征 

期 間：7月 11日(月)～19日(火) 

場 所：オマーン 

 

 [スケジュール] 

7月 11日 (月) 集合 

7月 13日 (水) 親善試合 vs. U-16オマーン代表 ◯2-0 

7月 15日 (金) 練習試合 vs. U-20 Al-Seeb Club △2-2   

7月 17日 (日) 親善試合 vs. U-16オマーン代表 △2-2  

7月 19日 (火) 帰国、解散 
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 [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 高桑 大二朗 (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 中馬 健太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ／ジュビロ磐田)  

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 U18) 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

DF 菊地 健太 (JFAアカデミー福島 U18) 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスユース) 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U18) 

 
関川 郁万 (流通経済大学付属柏高校) 

 
桂 陸人 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
藤井 陽也 (名古屋グランパス U18) 

MF 平川 怜 (FC東京 U-18) 

 
喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18) 

 
國分 龍司 (ガンバ大阪ユース) 

 津野 絢世 (京都サンガ F.C.U-18) 

 熊澤 和希 (流通経済大学付属柏高校) 

 瀬畠 義成 (JFAアカデミー福島 U18) 

FW 棚橋 尭士 (横浜 F・マリノスユース) 

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース) 

 泉 柊椰 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 久保 建英 (FC東京 U-18) 

                                     計 18名 

 

 

 31 U-16日本代表候補 鹿児島トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-16日本代表候補 鹿児島トレーニングキャンプ 

期 間：8月 22日(月)～26日(金) 

場 所：鹿児島県鹿児島市 
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 [スケジュール] 

8月 22日 (月) 集合 

8月 25日 (木) 練習試合 vs. 鹿児島城西高校 ◯3-0 

練習試合 vs. 鹿児島実業高校 ◯4-0 

8月 26日 (金) 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 高桑 大二朗 (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 中馬 健太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ／ジュビロ磐田) 

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 U18) 
 

 
大内 一生 (横浜 FCユース) 

 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
小久保 玲央ブライアン (柏レイソル U-18) 

 
DF 作田 龍太郎 (ヴィッセル神戸 U-18) ※2 

 
菊地 健太 (JFAアカデミー福島 U18) 

 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスユース) 

 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U18) 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
 関川 郁万 (流通経済大学付属柏高校)  

 桂 陸人 (サンフレッチェ広島ユース)  

 桑原 海人 (アビスパ福岡 U-18)  

MF 平川 怜 (FC東京 U-18)  

 鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-18)  

 津野 絢世 (京都サンガ F.C.U-18) ※1 

 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C.U-18)  

 熊澤 和希 (流通経済大学付属柏高校)  

 瀬畠 義成 (JFAアカデミー福島 U18)  

 谷本 駿介 (セレッソ大阪 U-18) ※2 

 松本 凪生 (セレッソ大阪 U-15) ※2 
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FW 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18)  

 棚橋 尭士 (横浜 F・マリノスユース)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース)  

 久保 建英 (FC東京 U-18)  

※1離脱 ※2追加招集                            計 25名 

 

 32 日本女子代表 スウェーデン遠征の件 

  行事名：日本女子代表 スウェーデン遠征 

期 間：7月 16日(土)～26日(火) 

場 所：スウェーデン 

[スケジュール] 

7月 16日 （土） 集合 

7月 17日 （日） 出発 

7月 21日 （木） 国際親善試合 vs.スウェーデン女子代表 ●0-3 

7月 24日 (日) トレーニングマッチ vs.クリシャンスタッド DFF ○2-0 

7月 26日 （火） 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 今井 純子 (JFA女子委員長) 

監 督  高倉 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 大橋 昭好  (JFAナショナルトレセンコーチ) 

ドクター 鈴木 朱美  (山形大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (JFA) 

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＆コア) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFA) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 三ツ木 将吾 (アディダス ジャパン株式会社)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)  

総務 池田 千佳子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 山根 恵里奈 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース）  

 山下 杏也加 （日テレ・ベレーザ）  

 平尾 知佳 （浦和レッズレディース）  

DF 有吉 佐織 （日テレ・ベレーザ）  

 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）  

 佐々木 繭 （ベガルタ仙台レディース）  

 高木 ひかり （ノジマステラ神奈川相模原）  
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 村松 智子 （日テレ・ベレーザ）  

MF 阪口 夢穂 （日テレ・ベレーザ）  

 宇津木 瑠美 （シアトルレイン FC/アメリカ）  

 中島 依美 （INAC神戸レオネッサ）       ※1 

 國澤 志乃 （AC長野パルセイロ・レディース）  

 千葉 園子 （ASハリマアルビオン）  

 京川 舞 （INAC神戸レオネッサ）  

 中里 優 （日テレ・ベレーザ）  

 増矢 理花 （INAC神戸レオネッサ）  

FW 永里 優季 （1.FFCフランクフルト/ドイツ）  

 有町 紗央里 （ベガルタ仙台レディース）  

 横山 久美 （AC長野パルセイロ・レディース）  

 田中 美南 （日テレ・ベレーザ）  

※1不参加                                計 21名 

 

 33 U-23日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-23日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 20日(土)～23日(火) 

場 所：千葉県 

[スケジュール] 

8月 20日 (土) 集合 

8月 23日 (火) 練習試合 vs.修徳高校（男子） ●1-7 

  
解散 

[スタッフ] 

監 督  高倉 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 西入 俊浩  (JFAナショナルトレセンコーチ) 

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 中野 江利子 (JFA) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFA) 

総務 池田 千佳子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 林﨑 萌維 （AC長野パルセイロ・レディース）  

 福村 香奈絵 （アルビレックス新潟レディース）  

 高橋 麻美 （武蔵丘短期大学）  

DF 葛馬 史奈 （ASハリマアルビオン）  

 須永 愛海 （仙台大学）  
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 上野 紗稀 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース）  

 石井 咲希 （バニーズ京都）  

 三宅 史織 （INAC神戸レオネッサ） ※1 

 畑中 美友香 （伊賀フットボールクラブくノ一） ※2 

 吉田 凪沙 （FC吉備国際大学 Charme）  

MF 三橋 眞奈 （大阪体育大学）  

 中村 みづき （早稲田大学）  

 伊藤 美紀 （INAC神戸レオネッサ）        

 田中 萌 （神奈川大学）  

 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）  

 瀧澤 莉央 （神奈川大学）  

FW 田中 美南 （日テレ・ベレーザ）  

 山守 杏奈 （筑波大学）  

 道上 彩花 （INAC神戸レオネッサ）  

 大矢 歩 （愛媛 FCレディース）  

 井上 綾香 （ベガルタ仙台レディース）  

 成宮 唯 （コノミヤ・スペランツァ大阪高槻）  

 中野 里乃 （ちふれ ASエルフェン埼玉）  

※1離脱 ※2追加招集                          計 24名 

 

 34 U-20日本女子代表 ドイツ遠征の件 

  行事名：U-20日本女子代表 ドイツ遠征 

期 間：8月 7日(日)～17日(水) 

場 所：ドイツ 

 [スケジュール] 

8月 7日 (日) 集合 

8月 8日 (月) 出発 

8月 12日 (金) 国際親善試合 vs.U-20ドイツ女子代表 ◯1-0 

8月 15日 (月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs.ボルシア VfLメンヘングラットバッハ ◯5-0 

 
 

 
[スタッフ] 

監 督 高倉 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ｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮アルディージャ) 

ドクター 山口 奈美 (宮崎大学医学部附属病院) 

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) 
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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) 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディース) 

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) 

 
守屋 都弥 (INAC神戸レオネッサ) 

 
北川 ひかる (浦和レッズレディース) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
市瀬 菜々 (ベガルタ仙台レディース) 

 
塩越 柚歩 (浦和レッズレディース) 

 
南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 
大久保 舞 (岡山湯郷 Belle) 

 
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・ベレーザ) 

 
西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース) 

FW 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ) 

 
上野 真実 (愛媛 FCレディース) 

 
河野 朱里 (早稲田大学) 

 
神田 若帆 (AC長野パルセイロ・レディース) 

            計 21名 

 

 35 U-17日本女子代表 中国遠征の件 

  行事名：U17日本女子代表 中国遠征 

期 間：7月 10日(日)～17日(日) 

場 所：中国/山東省 

[スケジュール] 

7月 10日 (日) 集合 

7月 12日 (火) 第 1戦 vs.U17カナダ女子代表 ○3-1 

7月 14日 (木) 第 2戦 vs.U17中国女子代表 ●0-1 

7月 16日 (土) 第 3戦 vs.U17ニュージーランド女子代表 ○5-1 

7月 17日 (日) 解散 
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[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町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ) 

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) 

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 寺口 謙介 (JFA) 

総務 重松 志穂 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 水口 茉優 大和シルフィード U-18 

 小暮 千晶 前橋育英高校 

DF 冨田 実侑 岡本県作陽高校 

 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 

 高平 美憂 JFAアカデミー福島 

 牛島 理子 日ノ本学園高校 

 船木 和夏 日テレ・メニーナ 

MF 長野 風花 浦和レッズレディースユース 

 島野 美央 追手門学院高校 

 唐橋 万結 アルビレックス新潟レディース U-18 

 宮澤 ひなた 星槎国際高校湘南 

 菅野 奏音 日テレ・メニーナ 

FW 松本 茉奈加 十文字高校 

 植木 理子 日テレ・メニーナ 

 宝田 沙織 セレッソ大阪堺レディース 

 矢形 海優 セレッソ大阪堺レディース 

 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 20名 

 

 36 U-17日本女子代表候補 国内トレーニングキャンプの件 

  行事名：U17日本女子代表候補 国内トレーニングキャンプ 

期 間：8月 22日(月)～25日(木) 

場 所：静岡県/時之栖 
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[スケジュール] 

8月 22日 (月) 集合 

8月 23日 (火) トレーニングマッチ vs.町田ゼルビアユース ●1-14 

8月 25日 (木) トレーニングマッチ vs.神奈川大学女子サッカー部 ○4-0 

  
トレーニングマッチ後 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町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ) 

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 橋本 立子 (公立学校共済組合 関東中央病院) 

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 寺口 謙介 (JFA) 

メディアオフィサー マンゴー・アーメル (JFA国際部) 

総務 重松 志穂 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 水口 茉優 大和シルフィード U-18 

 小暮 千晶 前橋育英高校 

 田中 桃子 日テレ・メニーナ 

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 

 筒井 梨香 セレッソ大阪堺ガールズ 

 高平 美憂 JFAアカデミー福島 

 牛島 理子 日ノ本学園高校 

MF 長野 風花 浦和レッズレディースユース 

 島野 美央 追手門学院高校 

 野島 咲良 セレッソ大阪堺レディース 

 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 

 蔵田 あかり 十文字高校 

 宮澤 ひなた 星槎国際高校湘南 

 北村 菜々美 セレッソ大阪堺レディース 

 矢形 海優 セレッソ大阪堺レディース 

 菅野 奏音 日テレ・メニーナ 

 松田 紫野 日テレ・メニーナ 

FW 植木 理子 日テレ・メニーナ 

 小嶋 星良 浦和レッズレディースユース 
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 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 23名 

 

 37 フットサル日本代表 タイ国際大会の件 

  行事名：フットサル日本代表  タイランド 5s  国際 4ヵ国フットサルトーナメント 2016 

期 間：8 月 17日(水)～24日(水) 

場 所：タイ 

[スケジュール] 

8月 17日 (水) 集合、出発 

8月 20日 (土) 第 1戦 vs.フットサルタイ代表 △2-2 

8月 21日 (日) 第 2戦 vs.フットサルカザフスタン代表 ●0-9 

8月 23日 (火) 第 3戦 vs.フットサルイラン代表 ●2-4 

8月 24日 (水) 帰国、解散 

   
[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA) 

ｻﾌﾞﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小森 隆弘 (JFA) 

監 督 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 山田 マルコス勇慈 (府中アスレティック FC) 

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  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 岩永 汰紀 (バサジィ大分) 

 坂 桂輔 (エスポラーダ北海道) 

FP 皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 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) 

 伊藤 圭汰 (ペスカドーラ町田アスピランチ) 

 小幡 貴一 (エスポラーダ北海道) 

 宇田川 雄翔 (CSジシンチ・ピストイア/イタリア) 

 脇山 蓮 (名古屋オーシャンズサテライト) 

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ) 

 山桐 正護 (アグレミーナ浜松) 
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 松原 友博 (名古屋オーシャンズサテライト) 

 山田 慈英 (デウソン神戸) 

                              計 14名 

 

 38 ビーチサッカー日本代表 Continental Beach Soccer Tournament 2016の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 Continental Beach Soccer Tournament 2016 

期 間：8月 20日(土)～26日(金) 

場 所：中国 

[スケジュール] 

8月 20日 （土） 集合 

8月 23日 （火） 準々決勝 vs.ビーチサッカータイ代表 ○12-4 

8月 24日 （水） 準決勝 vs. ビーチサッカーイラン代表 ●1-5 

8月 25日 （木） 3位決定戦 vs. ビーチサッカーベトナム代表 ○8-4 

8月 26日 （金） 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ｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 平野 篤 (水戸協同病院) 

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 エベルトン  

総務 渡邉 大 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 河合 雄介 (ソーマプライア) 

FP 田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 後藤 崇介 (Fusion) 

 茂怜羅 オズ (Fusion) 

 佐藤 栄祐 (東京レキオス BS) 

 原口 翔太郎 (Inter Japan BS) 

 松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 中原 勇貴 (アヴェルダージ熊本 BS) 

                           計 10名 

 

 39 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 武田 将平（たけだ しょうへい） 

（所属歴：リトルジャンボサッカークラブ→伊勢原市立伊勢原中学校サッカー部→  

     流通経済大学附属柏高校→神奈川大学体育会サッカー部） 

所属元： 神奈川大学体育会サッカー部 
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受入先： ファジアーノ岡山フットボールクラブ 

承認日： 2016年 7月 26日 

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

選手名： 福森 健太（ふくもり けんた） 

（所属歴：清新第三小学校サッカークラブ→FC東京 U-15深川→FC東京 U-18→ 

     鹿屋体育大学サッカー部） 

所属元： 鹿屋体育大学サッカー部 

受入先： ギラヴァンツ北九州 

承認日： 2016年 7月 26日 

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

選手名： 宮地 元貴（みやち げんき） 

（所属歴：御殿場東サッカー少年団→FC時之栖→私立桐蔭学園中学校→東京ヴェルディユース 

→慶應義塾体育会ソッカー部） 

所属元： 慶應義塾体育会ソッカー部 

受入先： 名古屋グランパス 

承認日： 2016年 8月 2日 

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

選手名： 溝渕 雄志（みぞぶち ゆうし） 

（所属歴：築地サッカースポーツ少年団→FCディアモ→流通経済大学附属柏高校→ 

慶應義塾体育会ソッカー部） 

所属元： 慶應義塾体育会ソッカー部 

受入先： ジェフユナイテッド市原・千葉 

承認日： 2016年 8月 9日 

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

選手名： 元田 龍矢（もとだ りゅうや） 

（所属歴：広島高陽フットボールクラブ→広島県瀬戸内高校→高知大学体育会サッカー部） 

所属元： 高知大学体育会サッカー部 

受入先： 水戸ホーリーホック 

承認日： 2016年 8月 16日 

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

選手名： 甲斐 健太郎（かい けんたろう） 

（所属歴：大阪セントラル FC→立正大学淞南高校→阪南大学サッカー部） 

所属元： 阪南大学サッカー部 

受入先： FC岐阜 

承認日： 2016年 8月 16日 

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

選手名： 按田 頼（あんだ らい） 

（所属歴：アンフィニ MAKI.FC U-12→アンフィニ MAKI,FC→コンサドーレ札幌 U-18→ 

札幌大学サッカー部） 

所属元： 札幌大学サッカー部 
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受入先： 北海道コンサドーレ札幌 

承認日： 2016年 8月 23日 

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

選手名： 宮 大樹（みや だいき） 

（所属歴：大阪セントラル FC→清明学院高校→びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部） 

所属元： びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部 

受入先： ヴィッセル神戸 

承認日： 2016年 8月 30日 

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

選手名： 山田 満夫（やまだ みつお） 

（所属歴：フォーザサッカークラブ→帯広北高校→松本山雅フットボールクラブ→ 

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： 2016年 8月 30日 

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

選手名： 畑 潤基（はた じゅんき） 

（所属歴：大森ジュニアサッカークラブ→大森フットボールクラブ→Nagoya S.S. 

     →東海学園高校→東海学園大学サッカー部） 

所属元： 東海学園大学サッカー部 

受入先： V・ファーレン長崎 

承認日： 2016年 9月 6日 

 

 40 JFA・なでしこリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 小泉 玲奈（こいずみ れな） 

（所属歴：大里サッカースポーツ少年団→フォルトゥナ SCレディース→武田消毒ジェイド FC 

→藤枝順心高校サッカー部→東京国際大学） 

所属元： 東京国際大学   

受入先： AC長野パルセイロ・レディース 

承認日： 2016年 9月 6日 

 

 41 JFA・フットサルリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 岸 将太（きし しょうた） 

（所属歴：フウガドールすみだバッファローズ） 

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： 2016年 8月 24日 

 

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

選手名： 伊名野 慎（いなの しん） 
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（所属歴：バルドラール浦安バセ→バルドラール浦安セグンド） 

所属元： バルドラール浦安セグンド  

受入先： バルドラール浦安 

承認日： 2016年 8月 24日 

 

 


