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報告事項 

 1 AFC 理事会（12月 1日開催）の件 

  12月 1日に AFC 理事会が UAE/アブダビで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

 

＜ガバナンス関連＞ 

 AFC 規則のインテグリティ及び透明性を更に高めるため、「Do the right thing」方針を導

入。AFC ビジョン及びミッションが提示する AFC のガバナンス及びインテグリティの改善の

ため、「Do the right thing」内部告発制度を新たに導入。 

 AFC ガバナンスリフォームタスクの提案により、独立インテグリティ部門の責任者を 2017

年 5月に開催される AFC総会で選任することを決定。 

 既存のタスクフォースを「AFC ガバナンスタスクフォース」に改名し新たなメンバーを選出

予定。 

 AFC クラブ競技会における参加クラブの推薦などを行う独立エントリーコントロールボディ

を設立。 

 AFC上級副会長にインドのパテル氏が就任。 

 

＜AFC総会関連＞ 

 FIFA総会前の 2017年 5月に、AFC総会をバーレーンで開催。 

 AFC 総会と合わせて FIFA 評議会員選挙の開催を決定。FIFA 規則に基づき、全ての AFC 加盟

協会が同選挙への候補者を推薦することが可能。 

 AFC ガバナンスリフォームタスクフォース委員長が推奨した、2021 年シーズン以降の AFC

商業権の販売枠組みに関する計画書の準備を承認。入札を行う前の 2017 年半ばに、適切な

販売モデル及びパートナーのオプションを AFC事務局より提案。 

 

＜競技会関連＞ 

 中国を AFC U-23選手権 2018 決勝のホストとして承認。  

 以下競技会規則の承認。 

- AFC U-23/U-19/U-16選手権 2018、AFCカップ 2017 

 2016 年 12 月 18 日までにクウェートサッカー協会の資格停止処分が解除されなかった場

合、クウェート代表チームの AFCアジアカップ 2019予選最終ラウンドの参加資格を剥奪。  

 中立開催会場に関する AFC の方針を承認。中立会場で試合を行う場合、試合日の 3 カ月前

に会場を提案し、2 ケ月前に関連書類を提出。これに間に合わなかった場合、自動的に対戦

チームのホーム開催。ただしアウェイゴール等の規定はそのまま適用。 

 クラブ競技会の加盟協会ランキングにおいて、2021-2022 シーズンよりクラブの成績を

100％反映したランキング算出方法に変更。移行期間として、2019-2020 シーズンは代表の

成績を 10%、クラブの成績を 90%の割合でランキングに反映。更に、AFC チャンピオンズリ

ーグ及び AFC カップの出場回数が多いクラブに対してボーナスポイントを付与。上記に加
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え、「AFC加盟協会ランキング」の名称を「AFCクラブ競技会ランキング」に変更。 

 

＜熊本地震の支援金関連＞ 

 AFC ディベロップメント委員会は、30 万ドル（ミニピッチプロジェクト 1 面分に相当）の

財政支援を承認。  

 

 2 AFC アニュアルアウォーズ 2016（12月 1日開催）の件 

   

12月 1日に UAE/アブダビで AFCアニュアルアワード 2016が開催された。 

日本の受賞者は以下の通り。 

 

 年間最優秀協会（インスパイリング部門）： 日本  

 特別レコグニション賞： 手倉森 誠（U-23日本代表監督） 

 年間最優秀ユースプレーヤー(男子)： 堂安 律（U-19日本代表） 

 年間最優秀ユースプレーヤー（女子）： 長野 風花（U-17日本女子代表） 

 年間最優秀アジアインターナショナルプレーヤー： 岡崎慎司（日本代表） 

 

 3 登録証電子化の件 

   

登録者向けに発行（印刷・発送）しているカード型登録証を廃止する。 

現状、既に運用開始している電子型の登録証に全て移行する。併せて、登録選手を一覧で示す

帳票出力を可能にする。 

 

 移行時期 

登録者数の多い登録カテゴリーは周知・浸透を考慮し、一定の周知期間を設ける。 

 指導者ライセンス証    2017年度 

 審判証          2018年度 

 選手証・監督証(サッカー) 2018年度 

※選手証・監督証(フットサル)は、2014年度に移行済 

 登録者への周知・浸透 

別紙資料の通り、登録カテゴリーごとの発送媒体を活用しながら案内を行う。2017 年度か

らの切替えとなる指導者に対しては、個別に案内状を送付する。 

また JFA 公式サイトおよび KICKOFF に情報掲示を行い、登録者が確認できる環境を用意す

る。 

 

 4 名義使用申請の件 

  (1) 申請団体：一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

事業名：JIFFインクルーシブフットボールフェスタ 2016 

主催：一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

後援（申請中）：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会 
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東京都ほか 

日程：12月 24日(土) 

会場：フットサルステージ（東京・多摩センター）  

入場料：無料 

内容・目的：「共生社会の実現」の理念のもと、サッカーを通じて、健常者も障がい者      

も混ざり合う場を創出するとともに、障がい者サッカー体験等を通じて、      

障がい者サッカーの認知度向上を図ることを目的とする。障がい者サッカー7

団体と在京の Jリーグ、なでしこリーグ、Fリーグの協力のもと健常者と障

がい者まぜこぜでチームを構成しサッカーを楽しむイベント（インクルーシ

ブフットボール）と障がい者サッカー体験会を開催 

 

(2)申請団体：特定非営利活動法人日本知的障がい者サッカー連盟 

事業名：第 2回全国知的障害特別支援学校高等部選手権大会 2016 

主催：特定非営利活動法人日本知的障がい者サッカー連盟 

後援(申請中)：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本がい者スポーツ協会、 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

全国特別支援学校知的障害教育校長会、全国手をつなぐ育成会連合会、 

静岡県、静岡県教育委員会、一般財団法人静岡県サッカー協会、 

公益財団法人静岡県障がい者スポーツ協会、静岡県特別支援学校校長会、 

静岡県知的障害者福祉協会、静岡県手をつなぐ育成会、 

藤枝市、藤枝市教育委員会、静岡新聞、静岡放送 

日程：2017 年 2月 11 日(土・祝)・12日(日) 

会場：藤枝総合運動公園サッカー場・陸上競技場 

入場料：無料 

内容・目的：知的障害者特別支援学校高等部の部活動の目標となる全国大会とする。 

地域予選を勝ち抜いた、2017年 3月 31日現在で満 18歳以下の知的障がい者

で後継された特別支援学校高等部サッカー部・計 9校によるトーナメント戦

を行う。 

 

(3)申請団体：特定非営利活動法人サロン2002 

行事名：NPO法人サロン2002公開シンポジウム2016 

主 催：特定非営利活動法人サロン2002 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 日本サッカーミュージアム 

    横浜カントリーアンドアスレティッククラブ（申請中） 

筑波大学蹴球部同窓会茗友サッカークラブ 

日 程：12月17日(土)14:00～17:00（受付13:30～） 

会 場：桐蔭会館 東京都文京区大塚1-9-1（筑波大学附属中学・高校 敷地内） 

開催趣旨：日本のスポーツ史ならびにサッカー史に造詣の深い演者に登壇いただき、サッカ

ーが導入された明治初期から、戦争で中断する昭和初期までの日本におけるサッカ

ーの歴史を振り返ることで、現在の日本のスポーツ環境がどのようにつくられてき
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たかを理解し、今後の日本サッカーならびにスポーツの方向性について議論する場

とする。 

演 者：真田 久  筑波大学体育専門学群長 

筑波大学オリンピック教育プラットフォーム事務局長 

    賀川 浩  スポーツジャーナリスト 

    牛木素吉郎 スポーツジャーナリスト 

中塚義実  NPOサロン2002理事長、茗友SC理事長、筑波大学附属高校教諭 

      ※コーディネーターを兼ねる 

  参加費：2,000円（ただし学生は無料） 

  参加申込：サロン2002公開シンポジウム参加申込フォームより 

       http://goo.gl/forms/PMp1sbAnHAzZUc5Y2 

 

 5 JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 2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：11月 14 日  

(1)  株式会社レグロ              （引退なし、補欠ゼロ） 

(2) オンセドリームプロジェクトチーム （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

総申請件数  ：109 件（12月 8日現在） 

総認定団体数：99団体 

「引退なし」    ： 73団体 

「補欠ゼロ」    ： 78団体 

「障がい者サッカー」： 56団体 

 

 6 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）：旭川市 

施設名：東光スポーツ公園 A球技場（北海道旭川市東光 23～24条 8丁目） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MV2040 ACS65 

公認期間：2016 年 12 月 19 日～2019年 12月 18日 

公認番号：第 153 号 

 

(2)申請者（施設所有者）：旭川市 

施設名：東光スポーツ公園 B球技場（北海道旭川市東光 23～24条 8丁目） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MV2040 ACS65 

公認期間：2016 年 12 月 19 日～2019年 12月 18日 

公認番号：第 154 号 

 

＜特記事項＞ 
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・使用製品は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を 

完了している。 

・当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく現地検査（フィールドテスト） 

を実施し、基準を満たしている。 

 

 7 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 北海道コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日～30 日 

遠 征 先 韓国/昌寧 

 

（2）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 12月 26日～30 日 

遠 征 先 韓国/浦項 

 

（3）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム AC ミラン SS 佐倉ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 1月 2日～10日 

遠 征 先 イタリア/ミラノ、ヴィアレッジョ 

 

（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-18 （第 2種） 

遠征期間 1月 18日～2月 1日 

遠 征 先 カタール/ドーハ 

 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスユース （第 2種） 

遠征期間 12月 26日～30 日 

遠 征 先 韓国/浦項 

 

（6）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 27日～2月 8日 

遠 征 先 スペイン/マドリード、バレンシア、セビリア 

 

（7）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム 新潟県トレセン U-12 （第 4種） 

遠征期間 12月 26日～29 日 

遠 征 先 韓国/仁川 
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（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 履正社高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日～29 日 

遠 征 先 韓国/昌寧 

（9）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム STFC. Partida （第 3種） 

遠征期間 1月 2日～10日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

 

（10）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 1月 18日～29日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

 

（11）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 1月 1日～9日 

遠 征 先 イタリア/ローマ 

 

（12）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム 熊本県立大津高等学校 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日～30 日 

遠 征 先 韓国/昌寧 

 

（13）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム 熊本国府高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日～30 日 

遠 征 先 韓国/昌寧 

 

（14）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム ブレイズ熊本 U-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 25日～29 日 

遠 征 先 韓国/昌寧 

 

（15）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 太陽スポーツクラブ U-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 25日～29 日 

遠 征 先 韓国/昌寧 
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 8 レフェリーカレッジ修了の件 

  以下の受講生 6 名が、当初定めた 2 年間の定期講習、集中講習、合宿講習に対して積極的に取

り組み、その課程を修了した。 

 

 11期生（2015 年入学生） 

① 松坂 樹 （まつざか たつき）  北海道 22歳  

② 手塚 優 （てづか ゆう） 関東／栃木県  22歳  

③ 柳岡 拓磨  （やなおか たくま）  関東／東京都  24歳  

④ 宇田川 恭弘（うだがわ やすひろ）関東／東京都  26歳  

⑤ 鈴木 智也 （すずき ともや）  関東／神奈川県 26歳  

⑥ 小野 裕太 （おの ゆうた）   北信越／富山県 23歳  

※ リストは地域・都道府県順。年齢は 2017年 1月 1日現在。 

 

 

 9 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） 

① AFC Futsal Referees Seminar、AFC Futsal Referee Instructors Seminar 

期 間：10 月 30 日～11月 7日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：松崎康弘 

② AFC Futsal Referee Instructors Seminar 

期 間：11 月 3日～11月 8日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：五十川和也、平野伸一 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2016－Semi-Final 2-2nd Leg 

期 間：10 月 17 日～10月 20日 

場 所：ソウル/韓国 

ｱｾｯｻｰ：石山昇 

② FIFA U-20 Women's World Cup Papua New Guinea 2016 

期 間：11 月 4日～11月 20日 

場 所：ポートモレスビー/パプアニューギニア  

アセッサー：深野悦子 

 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① AFC Futsal Referees Seminar 
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期 間：10 月 31 日～11月 5日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：小崎知広、小林裕之、藤田武志、原田弘之、松尾久美子、新妻久美 

② AFC Elite Referees & Assistant Referees Seminar-Group1 

期 間：11 月 19 日～11月 25日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：東城穣、岡部拓人、山本雄大、越智新次、聳城巧、三原純、田中利幸 

③ AFC Elite Referees & Assistant Referees Seminar-Group3 

期 間：11 月 19 日～11月 25日 

場 所：ドバイ/UAE 

審判員：山下良美、梶山芙紗子、手代木直美、坊薗真琴、萩尾麻衣子 

④ AFC Elite Referees & Assistant Referees Seminar-Group3 

期 間：11 月 19 日～11月 24日 

場 所：ドバイ/UAE 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志、飯田淳平、唐紙学志 

⑤ AFC Elite Referees & Assistant Referees Seminar-Group2 

期 間：11 月 25 日～12月 1日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：木村博之、名木利幸、八木あかね 

 

（大会・試合） 

① AFC U-19 Women's Championship 2017 Qualifiers-Group D 

期 間：10 月 30 日～11月 7日 

場 所：ハノイ/ベトナム 

審判員：山下良美、坊薗真琴 

② East Asian Football Federation-E1-Football Championship 2017-Round 2 

期 間：11 月 6日～11月 15日 

場 所：香港 

審判員：梶山芙紗子 

③ AFF SUZUKI Cup 2016-Final Round-Group B 

期 間：11 月 17 日～11月 27日 

場 所：ヤンゴン/ミャンマー 

審判員：木村博之、名木利幸 

④ AFC Champions League 2016-Final-2nd Leg 

期 間：11 月 24 日～11月 28日 

場 所：アルアイン/UAE 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志、飯田淳平、唐紙学志 
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 10 2016年度 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：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 26 日(水)～31日(月) 

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 26 日 (水)    集合・移動 

10月 27 日 (木)    トレーニング 

10月 28 日 (金)    トレーニング 

試合 VS. U-14韓国代表 

10月 29 日 (土)    トレーニング 

          オフザピッチプログラム 

10月 30 日 (日)    トレーニング 

試合 VS. U-14韓国代表 

10月 31 日 (月）   帰国・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      手倉森 浩 （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） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ         佐藤 孝大 （筑波大学） 

ドクター          岩倉 亮  （横浜市立大学整形外科 ） 

 

［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        半田 陸   （モンテディオ山形ジュニアユース村山） 

具志 寛太  （那覇市立小禄中学校） 

西川 潤   （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

下川 太陽  （セレッソ大阪 U-15） 

豊福 直人  （愛媛 FC U-15） 

石橋 翔太  （アビスパ福岡 U-15） 

池端 今汰  （ジュビロ磐田 U-15） 

大和 蓮   （コンサドーレ札幌 U-15） 

藤原 優大  （青森山田中学校） 

近藤 蔵波  （セレッソ大阪 U-15） 

城水 晃太  （サンフレッチェ広島ジュニアユース） 

角 昴志郎  （東京武蔵野シティフットボールクラブ U-15） 

鈴木 海音  （ジュビロ磐田 U-15） 

植田 啓太  （横浜 F・マリノスジュニアユース） 
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馬場 智己  （ヴィッセル神戸 U-15） 

小田 奏   （アルビレックス新潟 U-15） 

唐山 翔自  （ガンバ大阪ジュニアユース） 

佐古 真礼  （東京ヴェルディジュニアユース） 

 

 11 2016年度 ナショナルトレセン U-14（後期）地域対抗戦 活動の件 

    

  

 

行事名：ナショナルトレセン U-14（後期）地域対抗戦 

期  間：11 月 24(木)～27 日(日) 

場  所：時之栖スポーツセンター（静岡県・裾野市） 

 

［スケジュール］ 

11月 24 日(木) 集合・ゲーム・トレーニング・ガイダンス 

11月 25 日(金) ゲーム・トレーニング・レクチャー  

11月 26 日(土) ゲーム・トレーニング 

11月 27日(日) ゲーム・解散 

 

［スタッフ］ 

  須藤 茂光  （ユース育成ダイレクター） 

  山口 隆文  （指導者養成ダイレクター) 

  池内 豊   （ユース育成サブダイレクター）   

大橋 昭好  （ユース育成サブダイレクター）  

  川俣 則幸  （指導者養成サブダイレクター）  

  山橋 貴史   （JFA ナショナルトレセンコーチ/北海道チーフ） 

北原 次郎  （JFA ナショナルトレセンコーチ/北海道） 

尾形 行亮  （JFA ナショナルトレセンコーチ・GK/北海道） 

手倉森 浩  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東北チーフ） 

鈴木 淳   （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

有馬 賢二  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東チーフ） 

影山 雅永  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東） 

森島 修   （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

保坂 不二夫 （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東）   

遠藤 善主  （JFA ナショナルトレセンコーチ/北信越チーフ） 

栗原 活志  （JFA ナショナルトレセンコーチ/北信越） 

濱崎 芳己  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東海チーフ） 

矢野 隼人  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東海） 

星原 隆昭  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関西チーフ） 

菊池 彰人    （JFA ナショナルトレセンコーチ/関西） 

松田 浩   （JFAナショナルトレセンコーチ/関西） 

和泉 茂徳  （JFA ナショナルトレセンコーチ/中国チーフ） 
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望月 一頼  （JFA ナショナルトレセンコーチ/中国） 

猿澤 真治   （JFA ナショナルトレセンコーチ/四国チーフ） 

島田 信幸   （JFA ナショナルトレセンコーチ/九州チーフ） 

寺峰 輝   （JFAナショナルトレセンコーチ/九州） 

 

［地域スタッフ・選手］ 

 

（報告）資料№1 

 

 12 2017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 

  2017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 21名に決定した。 

   

   伊藤竜一  尾形行亮  斎藤隆士  笹田大輔   下田崇 

   首藤慎一  田中祐次  谷口靖明  長浜寛    中村楽 

   浪崎聖治  橋本亮一  平嶋裕輔  古川淳一郎  町克彦 

   最上晃太  森村紀夫  梁島将光  山口修    山本浩正 

   𠮷本哲朗                   （五十音順） 

 

 13 2017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 

  2017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。 

  

   赤星宏樹   井嶋正樹  石本信親  海老塚晋也  落合剛志 

   垣内嘉弘   加藤錬   鏑木豪   北埜洋一   木戸洋平 

   具志堅和也  工藤輝央  工藤尚人  佐治俊介   佐藤誠一郎 

   佐藤浩司   島並貴樹  白川敏史  杉尾一憲   立石典久 

   飛石孝行   服部洋一  林完俊   福浦隆晃   藤澤紘平 

   松下太輔   丸山悠司  山﨑良輔  𠮷野佳卓   来龍哉 

   渡辺雄太   渡邊貴之             （五十音順） 

    

 14 2017年度フットサルＢ級コーチ養成講習会受講者決定の件 

   

2017年度のフットサルＢ級コーチ養成講習会の受講者が、以下の 60名に決定した。 

 

安住 隆裕 
 

安楽 竜二 
 

上野  哲 
 

内田 淳二 

大島 裕樹 
 

大橋 裕也 
 

岡野 智史 
 

奥田 亘 

小野 仁久 
 

勝田 直弘 
 

加藤 亜土 
 

金川 武 

狩野 文哉 
 

上谷 佳生 
 

川添 祐介 
 

菅野 大祐 

岸 玲衣 
 

雉子谷 忠 
 

岸本 雄司 
 

北 智之 

コスタ ペドロ 
 

小森 隆弘 
 

小山 優 
 

近藤 友治 

酒井 秀一 
 

定永 久男 
 

佐藤 大地 
 

清水  誠 
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鈴木 悠介 
 

鈴村 拓也 
 

髙橋 健介 
 

滝口 道康 

武田 茂広 
 

俵 由紀子 
 

露木 健司 
 

冨成 弘之 

豊島 明 
 

中川 英治 
 

中村 克史 
 

初野 翼 

東島 潔 
 

平川 幸洋 
 

藤井 健太 
 

藤澤 克至 

藤村 武 
 

二見 一輝 
 

古園 功詞郎 
 

別役 嘉亮 

松井 真太郎 
 

馬渕 洋ニ 
 

丸山 淳 
 

峯山 典明 

宮澤 孝 
 

三好 達也 
 

村岡 誠 
 

村上 哲哉 

森田 和也 
 

山田 マルコス 勇慈 湯澤 俊介 
 

横澤 直樹 

         
（五十音順） 

 

 15 救命講習会名称の件 

  2017年より本協会にて開催する救命講習会の名称を、次のとおり決定した。 

 

「スポーツ救命ライセンス講習会」 

 

※これまでは、スポーツ BLSライセンス講習会（仮称）と称していた。 

 

 16 JFA エリートプログラム 女子 U-13 韓国遠征の件 

   

  

行事名：JFAエリートプログラム 女子 U-13 韓国遠征 

    ～JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期  間：11 月 13 日(日)～18日(金) 

場  所：韓国/木浦 

 

［スケジュール］ 

11 月 13 日(日)  集合 →ミーティング→移動 

14日(月)  トレーニング 

ゲーム：U-13日本女子選抜 2-0 (1-0、1-0、0-0) イェソン女子中学校 

15日(火)  トレーニング 

ゲーム：U-13日本女子選抜 2-0 (前半 1-0) U-13韓国女子代表 

16日(水)   韓国チームと合同トレーニング・文化交流 

17日(木)  トレーニング 

ゲーム：U-13日本女子選抜 4-0 (前半 1-0) U-13韓国女子代表 

18日(金)  移動→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 :橋本 立子 (公立学校共済組合関東中央病院) 

総務     :奈良輪 織恵 (JFA女子部) 
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［選手］ 

GK    服部 茜汐香 (静岡県：JFAアカデミー福島) 

草苅 希羽   (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18) 

FP    西村 紀音   (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

箕輪 千慧   (東京都：日テレ・メニーナ) 

石川 くらら (静岡県：JFAアカデミー福島) 

有吉 愛海   (福岡県：福岡女学院中学校サッカー部) 

宗形 みなみ (宮城県：ベガルタ仙台レディースジュニアユース) 

石川 璃音   (静岡県：JFAアカデミー福島) 

中村 三緒   (静岡県：東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 女子サッカー部) 

窓岩 日菜   (福井県：丸岡 RUCKレディース) 

及川 小枝   (静岡県：JFAアカデミー福島) 

四海 結稀奈 (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

大宮 央     (愛媛県：愛媛 FCレディース MIKAN) 

山下 朝子   (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18) 

佐藤 千優   (広島県：FCバイエルンツネイシレディース／JFAアカデミー今治) 

内田 光     (東京都：日テレ・メニーナ) 

大場 柚季   (兵庫県：尼崎レディース U-15／JFAアカデミー堺) 

藤野 あおば (東京都：日テレ・メニーナ・セリアス) 

天野 紗     (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

江藤 里桜奈 (北海道：FCレディース北空知)    計 20名 

 

 17 女子 GKトレーニングキャンプの件 

   

  

行事名： 女子 GKトレーニングキャンプ 

期  間： 11月 19日(土)～21日(月) 

場  所： 桜井海浜ふれあい広場サッカー場(愛媛県今治市) 

          ビバ・スポルティア SAIJO(愛媛県西条市) 

 

［スケジュール］ 

11 月 19 日(土) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

20日(日) トレーニング・ミーティング  

21日(月) トレーニング・ミーティング → 解散 

 

［スタッフ］ 

GKコーチ :  轟 奈都子 (JFAナショナルトレセンコーチ／セレッソ大阪） 

GKコーチ :  加藤 竜二 (JFA ナショナルトレセンコーチ／JFAアカデミー福島） 

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 :  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 :  大石 七美 (熊本県女子トレセンコーチ） 

ドクター :  木村 尚人 (松山記念病院）※11/19,21 
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ドクター :  武内 八郎 (松山記念病院）※11/20           

総務     :  亀井 拓夫 (JFA女子部） 

主務     :  石山 仁美 (JFA女子部） 

 

［選手（GK）］ 

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) 

松井 里央     (富山県：富山レディースサッカークラブ) 

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) 

山浦 湖杜音  (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

野美 彩花   (山口県：下松市立末武中学校） 

福田 史織   (埼玉県：浦和レッズレディースユース) 

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) 

木崎 あみ     (奈良県：Atletico Femina） 

中園 花怜   (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

石川 愛紘   (東京都：スフィーダ世田谷 FCユース) 

尾添 有紗   (島根県：ディオッサ出雲 F.C.） 

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） 

布留川 こころ (東京都：日テレ・メニーナ・セリアス) 

西川 佳那     (北海道：函館ジュニオール FCバロンドール） 

坂口 波       (鹿児島県：神村学園中等部女子サッカー部) 

計 19名 

 
 

 18 日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2016及びアジア最終予選 Road to Russiaの件 

   

行事名：日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2016 

期 間：11 月 6日(日)～12日(土) 

場 所：茨城県 

 

行事名：日本代表 アジア最終予選 Road to Russia 

期 間：11 月 13 日(日)～15日(火) 

場 所：埼玉県 

 

[スケジュール] 

11月 6日 (日) 集合 

11月 12 日 (木) KIRIN CHALLENGE CUP 2016 
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vs.オマーン代表 ○4－0 

11月 15 日 (火) アジア最終予選 Road to Russia 

vs.サウジアラビア代表 ○2－1、試合後解散 

 

[スタッフ] 

団長 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 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 手倉森 誠 (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) 

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 ｴﾝｳﾞｪﾙ・ﾙｸﾞｼｯﾁ (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) 

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 菊島 良介 (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 後関 慎司 (東京ｽﾎﾟ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)  

ﾁｰﾑ統括 湯川 和之 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部) 

主 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) 

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) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 (株式会社 シミズオクト) 

 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (FC メス/フランス) 

 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

DF 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) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド) 
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 丸山 祐市 (ＦＣ東京) 

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス) 

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/ドイツ) 

 植田 直通 (鹿島アントラーズ) 

MF 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 永木 亮太 (鹿島アントラーズ) 

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ) 

 清武 弘嗣 (セビージャ/スペイン) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

 小林 祐希 (SCヘーレンフェーン/オランダ) 

 井手口 陽介 (ガンバ大阪) 

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) 

 齋藤 学 (横浜 F･マリノス) 

 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) 

 久保 裕也 (BSCヤングボーイズ/スイス) 

 浅野 拓磨 (VfBシュツットガルト/ドイツ) 

                                計 25名 

 

 19 U-16日本代表候補 大阪トレーニングキャンプの件 

   

行事名：U-16日本代表候補 大阪トレーニングキャンプ 

期 間：10 月 31 日(月)～11月 3日(木･祝) 

場 所：大阪府堺市 

 

 [スケジュール] 

10月 31 日 (月) 集合 

11月 2日 (水) 練習試合 vs. 履正社高校 ◯6-1 

11月 3日 (木・祝) 練習試合 vs. セレッソ大阪 U-18 ●1-3 

練習試合 vs. ガンバ大坂ユース △2-2 

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)  

ドクター 戸祭 正喜 (医療法人川崎病院)  
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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 伊藤 元太 (松山工業高校) ※1 

 
松田 亮 (東福岡高校) 

 

 
林 祥太郎 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
高山 汐生 (湘南ベルマーレ U-15平塚) 

 
DF 松井 蓮之 (矢板中央高校) 

 

 
池髙 暢希 (浦和レッズユース) 

 

 
岡井 駿典 (船橋市立船橋高校) 

 

 
山下 諒時 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
大川 智己 (九州国際大学付属高校) 

 

 
高吉 正真 (川崎フロンターレ U-18) 

 
 関川 郁万 (流通経済大学付属柏高校)  

 大越 寛人 (サンフレッチェ広島ユース)  

MF 井川 空 (コンサドーレ札幌 U-18)  

 奥野 耕平 (ガンバ大阪ユース)  

 鈴 直樹 (サンフレッチェ広島ユース)  

 福島 隼斗 (大津高校)  

 郡司 篤也 (船橋市立船橋高校)  

 椿 直起 (横浜 F・マリノスユース)  

 本間 至恩 (アルビレックス新潟 U-18)  

 松本 大弥 (サンフレッチェ広島ユース)  

 津野 絢世 (京都サンガ F.C.U-18)  

FW 石井 快征 (サガン鳥栖 U-18)  

 今村 涼一 (FC 東京 U-18)  

 森 海渡 (柏レイソル U-18)  

 榊原彗悟 (横浜Ｆ・マリノスユース)  

※1 離脱                                   計 25名 

 

 20 U-19フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 11月①の件 

   

行事名：U-19フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：11 月 8日(火)～10日(木) 

場 所：愛知県名古屋市 

 

 [スケジュール] 

11 月 8日 (火) 集合 
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11月 10 日 (木) 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 定永 久男 (シュライカー大阪) 

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 塩澤 淳 (順天堂大学医学部附属順天堂医院整形外科) 

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 山田 正剛 (府中アスレティックＦＣサテライト)  

 岩永 汰紀 (バサジィ大分) ※1 

 坂 桂輔 (エスポラーダ北海道)  

FP 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

 新田 駿 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 伊藤 圭汰 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 樋口 岳志 (流通経済大/サッカー部)  

 ダボ・サルバ樹日亜 (東京国際大/体育会サッカー部)  

 近藤 啓介 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 植松 晃都 (ＰＳＴＣロンドリーナ) ※3 

 岡田 祥慶 (名古屋オーシャンズサテライト) ※3 

 石田 健太郎 (多摩大/体育会フットサル部)  

 中村 充 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 松原 友博 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 計盛 良太 (シュライカー大阪サテライト)  

 松岡 瑠夢 (ＦＣ東京 U-18)  

 空 涼介 (中央学院高) ※1 

 二宮 秀文 (バルドラール浦安セグンド)  

 山田 慈英 (デウソン神戸アスピランチ)  

※1 離脱 ※2追加招集 ※3選手変更                     計 19名                                      

 

 21 U-19フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 11月②の件 

   

行事名：U-19フットサル日本代表候補 11月トレーニングキャンプ② 

期 間：11 月 15 日(火)～16日(水) 

場 所：愛知県名古屋市 
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 [スケジュール] 

11 月 15 日 (火) 集合 

11月 16 日 (水) 練習試合 vs.名古屋オーシャンズサテライト ●0-3 

  
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 定永 久男 (シュライカー大阪) 

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 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 山田 正剛 (府中アスレティックＦＣサテライト)  

 岩永 汰紀 (バサジィ大分)  

 伊名野 慎 (バルドラール浦安セグンド)  

FP 仁井 貴仁 (シュライカー大阪サテライト)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

 新田 駿 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 伊藤 圭汰 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 樋口 岳志 (流通経済大/サッカー部)  

 ダボ・サルバ樹日亜 (東京国際大/体育会サッカー部)  

 近藤 啓介 (名古屋オーシャンズサテライト) ※1 

 岡田 祥慶 (名古屋オーシャンズサテライト) ※1 

 石田 健太郎 (多摩大/体育会フットサル部)  

 中村 充 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 植松 晃都 (ＰＳＴＣロンドリーナ)  

 松原 友博 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 川辺 寛悟 (名古屋オーシャンズ U-18) ※2 

 齋藤 日向 (帝京長岡高)  

 岡部 直樹 (フットボウズ・フットサル U-18)  

 山田 慈英 (デウソン神戸アスピランチ)  

※1 選手変更 ※2追加招集                         計 19名 

 

  

 

 22 U-19フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 11月③の件 
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行事名：U-19フットサル日本代表候補 11月トレーニングキャンプ③ 

期 間：11 月 28 日(月)～30日(水) 

場 所：愛知県名古屋市 

 

 [スケジュール] 

11 月 28 日 (月) 集合 

11月 30 日 (水) 練習試合 vs.名古屋オーシャンズサテライト  ●3-5 

  
解散 

 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (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 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 杉山 友朗 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 坂 桂輔 (エスポラーダ北海道)  

 伊名野 慎 (バルドラール浦安セグンド)  

FP 仁井 貴仁 (シュライカー大阪サテライト)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

 新田 駿 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 伊藤 圭汰 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 樋口 岳志 (流通経済大/サッカー部)  

 近藤 啓介 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 岡田 祥慶 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 石田 健太郎 (多摩大/体育会フットサル部)  

 中村 充 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 植松 晃都 (ＰＳＴＣロンドリーナ)  

 松原 友博 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 齋藤 日向 (帝京長岡高) ※ 

 岡部 直樹 (フットボウズ・フットサル U-18)  

 松岡 瑠夢 (ＦＣ東京 U-18) ※ 

 二宮 秀文 (バルドラール浦安セグンド)  

 山田 慈英 (デウソン神戸アスピランチ)  

※追加招集                                 計 18名 

 


