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 1 FIFA理事会の件 

  1月 9日～10日の期間中に FIFA理事会がチューリッヒで開催された。 

主な決定・報告事項は以下の通り。 

 

＜FIFAワールドカップ 2026の出場チーム枠を拡大＞ 

 出場チーム枠を 48に拡大することが正式決定。 

 それぞれ 3 チームから成る 16 グループに分かれ、上位 2 チーム（合計 32 チーム）がノッ

クアウトステージに進出する。 

 出場チーム枠拡大による大会期間中の休暇日減少は発生しない。また、決勝戦に進出する

チームは現在と同じく最高で 7 試合を行うこととなる。更に、大会期間は 32 日間のまま維

持される予定。 

 「スポーツバランス」、「競技の質」、「サッカー発展・インフラストラクチャー・財政

に対する効果」、「大会運営への影響」の 4 つの観点から分析・研究をし、出場チーム枠

拡大の結論に至った。 

 FIFA評議員会は各協会のスロット割当を含め、詳細に関して今後議論をしていく予定。 

 2016 年 10 月の評議員会で既に出場チーム枠拡大の可能性を議論しており、その際に 2026

年大会の招致国が満たすべき原則を決定した。招致国は 2020年 5月に決定予定。 

 今後のスケジュールは下記の通り： 

2018 年 5 月 14 日：FIFA ワールドカップ 2018 参加加盟協会より選手 30 名のリスト提出期

限。 

2018 年 5 月 20 日：各国リーグ戦および大会の最終日（FIFA 推奨）。UEFA チャンピオンズ

リーグ決勝戦は除く。その他の例外案件は FIFA評議員会を通さなければならない。 

2018 年 5 月 21 日～27 日：クラブチームおよび参加加盟協会は本期間を休暇期間として制

定する必要がある。 

2018年 5月 28日：クラブから代表チームへの選手リリース開始日。 

2018年 6月 4日：FIFAワールドカップ 2018出場選手リスト（23名）確定版の提出期限。 

 

＜その他の決定・報告事項＞ 

 FIFA財務報告書に IFRS第 15号（国際会計基準）の早期適用を承認。 

 各種委員会の編成が完了。委員に通告後、詳細を発表予定。 

 

＜次回 FIFA評議員会＞ 

 次回の FIFA評議員会は 2017年 5月 9日、第 67回 FIFA総会の前に、マナマ（バーレー

ン）にて開催予定。 
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 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 

  （報告）資料№1 

 

2016 年度第 9 回理事会にて、熊本地震で被災した子どもたちのこころの回復支援を目的とし

て、JFA こころのプロジェクト「夢の教室」を熊本県の 4 町村（上益城郡益城町・同嘉島町、阿

蘇郡南阿蘇村・同郡西原村）の小学校で 3年間を目処に継続して実施することを報告した。 

この度、初年度の実施時期と協賛企業が確定したため、以下の通り、報告する。 

 

 対象自治体  熊本県上益城郡益城町・同郡嘉島町、阿蘇郡南阿蘇村、同郡西原村 

 対 象 校  対象自治体内の全 14小学校の 5年生 22クラス（少人数校は 6年生も含む） 

詳細は、別紙添付の通り。 

 実 施 時 期  1 月 17日（火）から 3月 3日（金）まで 

        詳細は、別紙添付の通り。 

 名 称  JFAこころのプロジェクト「夢の教室」in 熊本 presented by KIRIN 

 協 賛 企 業  キリン株式会社、キリンビ―ル株式会社、キリンビバレッジ株式会社 

        キリングループは、2011年に東日本大震災の復興支援活動として「復興応援 

キリン絆プロジェクト」を立ち上げ、その一環として、2016年 11月・12月 

に「JFA・キリン 熊本復興応援サッカー教室」を JFA と協働で開催した。 

それに引き続き、「JFA こころのプロジェクト『夢の教室』in 熊本」に協賛 

いただいた。 

 

 3 Ｊリーグ報告の件 

  （報告）資料№2 

2016シーズンのＪリーグの全日程が終了した。 

(１)リーグ戦 

明治安田生命Ｊ１1stステージ・2ndステージ、チャンピオンシップ、 

明治安田生命Ｊ２リーグ、明治安田生命Ｊ３リーグの大会結果、入場者数は別紙の通り 

(２)リーグカップ戦 

グループステージ結果、ノックアウトステージ結果、入場者数は別紙の通り 

 

 4 大会役員 国際試合への派遣の件 

  AFCカップ 2017 グループステージ 

モフン・バガン（インド） vs. コロンボ FC（スリランカ） 

試合日： 2月 7日 

マッチコミッショナー： 大矢 丈之 

 

AFCカップ 2017 グループステージ 

FCアレー（キルギス） vs. アルティン・アシル FC（トルクメニスタン） 

試合日： 3月 14日 

マッチコミッショナー： 大谷 憲也 
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 5 海外遠征申請の件 

  （1）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 仙台育英学園高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3 月 1日～10日 

遠 征 先 ドイツ/ミュンヘン 

（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 （第 1種） 

遠征期間 1 月 22日～27日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（3）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 真岡高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3 月 26日～30日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（4）公益社団法人 群馬県サッカー協会 

チ ー ム 東洋大学体育会サッカー部女子部 （女子） 

遠征期間 2 月 28日～3月 4日 

遠 征 先 アメリカ/グアム 

（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 1 月 20日～26日 

遠 征 先 シンガポール/シンガポール 

（6）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 4 月 12日～18日 

遠 征 先 イタリア/フィレンツェ 

（7）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 （第 1種） 

遠征期間 1 月 30日～2月 9日 

遠 征 先 スペイン/マラガ 

（8）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム Team Clio （第 4種） 

遠征期間 1 月 27日～2月 3日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（9）一般社団法人 山梨県サッカー協会 

チ ー ム 山梨県立韮崎高校 （第 2種） 

遠征期間 3 月 26日～30日 

遠 征 先 韓国/昌原 

（10）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 （第 1種） 

遠征期間 1 月 16日～27日 
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遠 征 先 台湾/高雄 

（11）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県選抜 U-11 （第 4種） 

遠征期間 3 月 23日～27日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（12）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県西部高校選抜 （第 2種） 

遠征期間 3 月 23日～31日 

遠 征 先 イタリア/ノヴァーラ 

（13）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム ロプタ静岡 （第 3種） 

遠征期間 3 月 26日～4月 4日 

遠 征 先 セルビア/ベオグラード 

（14）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 U-12 （第 4種） 

遠征期間 3 月 11日～16日 

遠 征 先 カタール/ドーハ 

（15）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 U18 （第 2種） 

遠征期間 3 月 18日～29日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ、マドリード 

（16）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 （第 1種） 

遠征期間 1 月 24日～2月 1日 

遠 征 先 タイ/チェンマイ 

（17）公益社団法人 滋賀県サッカー協会 

チ ー ム 滋賀県トレセン U14 （第 3種） 

遠征期間 3 月 24日～31日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（18）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 高槻南 AFC （第 4種） 

遠征期間 3 月 24日～28日 

遠 征 先 台湾/新竹 

（19）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-18 （第 2種） 

遠征期間 3 月 11日～21日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（20）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム 岡山県作陽高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3 月 16日～25日 
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遠 征 先 スペイン/バルセロナ、ビジャレアル 

（21）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 （第 1種） 

遠征期間 1 月 29日～2月 5日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（22）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 FCユース （第 2種） 

遠征期間 1 月 20日～27日 

遠 征 先 スペイン/ビスカヤ、ビルバオ 

（23）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 1 月 21日～29日 

遠 征 先 ドイツ/デュッセルドルフ 

（24）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム ルーテル学院高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3 月 29日～4月 5日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

（25）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島ユナイテッド FC U-18 （第 2種） 

遠征期間 1 月 20日～26日 

遠 征 先 イングランド/ロンドン 

 

【事後報告】 

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。 

 

（1）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 （第 1種） 

遠征期間 1 月 19日～27日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（2）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 26日～30日 

遠 征 先 韓国/浦項 

（3）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム 岡山県作陽高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 12月 22日～29日 

遠 征 先 韓国/済州 

（4）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム ハジャスフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 12月 23日～30日 
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遠 征 先 韓国/珍島 

（5）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム イルマオフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 12月 23日～30日 

遠 征 先 韓国/珍島 

 

 6 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）：株式会社ドーム 

施設名：いわき FCフィールド（福島県いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前 1－1） 

使用製品：クリヤマ株式会社 Limonta Sport Max S ECO 60 Geo TP 

公認期間：2017年 1月 19日～2020年 1月 18 日 

公認番号：第 188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。 

 

 7 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 7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：12月 5日  

(1)  横浜かもめスポーツクラブ      （引退なし、補欠ゼロ） 

(2) エスペーロ直方         （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

認定日：12月 7日  

(1)  知的障がい者サッカー推進連盟   （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(2) 裾野西サッカースポーツ少年団   （引退なし、補欠ゼロ） 

(3)  BeYonDプロジェクトチーム      （引退なし） 

(4) 株式会社クリエイティブヘッズ（エフチャンネル） 

（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

認定日：1月 5日  

(1)  NPO法人スポーツカントリーアンビスタ（引退なし、補欠ゼロ） 

総申請件数  ：115 件（1月 11日現在） 

総認定団体数：105団体 

「引退なし」    ： 80団体 

「補欠ゼロ」    ： 84団体 

「障がい者サッカー」： 58団体 
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 8 2016年度新規 1級審判インストラクター認定審査の件 

  審判委員会で 2016 年度の新規 1 級審判インストラクターの認定審査を実施し、次の 7 名を 1 級

審判インストラクターとして認定した。 

＜1級審判インストラクター＞ 

① 木村 滋（きむら しげる）    関東／埼玉県   53歳 

② 山口 博司（やまぐち ひろし）  関東／神奈川県  48歳 

③ 荒川 吉郎（あらかわ よしお）  東海／岐阜県   52歳 

④ 羽矢 吉克（はや よしかつ）   東海／愛知県   46歳 

⑤ 宮部 範久（みやべ のりひさ）  中国／山口県   37歳 

⑥ 前田 拓哉（まえだ たくや）   中国／広島県   46歳 

⑦ 相葉 忠臣（あいば ただおみ）  九州／熊本県   47歳 

※ リストは地域・都道府県順。年齢は 2017 年 1月 1日現在 

 

 9 海外指導者資格審査の件 

  次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査の結果、 

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：徳島ヴォルティス  

氏  名   ：リカルド ロドリゲス スアレス 

国  籍  ：スペイン 

生年月日  ：1974 年 4月 3 日 

保有ﾗｲｾﾝｽ   ：2007 年 UEFA PRO Diploma Licence 

主な指導歴 ：1998 年～2001年 Real Oviedo リザーブチームアシスタントコーチ 

       2001 年～2003年  Real Oviedo アシスタントコーチ 

       2003 年～2006年 Real Madrid Mexicoアカデミーダイレクター 

       2006 年～2007年 Girona FC ヘッドコーチ 

       2007 年～2008年 Maraga CF アシスタントコーチ 

       2008 年～2010年 Maraga CF スポーツマネージャー 

       2011 年 6月～ 2012年 9月 サウジアラビアサッカー協会  

テクニカルアドバイザー 

       2012 年 9月～ 2013年 1月 サウジアラビアサッカー協会 

                      テクニカルアドバイザー兼 

代表チームスタッフ 

       2013 年 1月～ 2013年 6月  U-17サウジアラビア代表 監督 

       2013 年 7月～ 2013年 12月 Girona FC 監督 

       2014 年 1月～ 2014年 11月 Ratchaburi Mitr Phol FC 監督 

2014年 12月～2015年 11月   Bangkok Grass FC 監督 

       2016 年 3月～ 2016年 6月  Suphanburi FC 監督 
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申請者ｸﾗﾌﾞ名：ジェフユナイテッド市原・千葉 

氏  名   ：フアン エドゥアルド エスナイデル 

国  籍  ：スペイン 

生年月日  ：1973 年 3月 5 日 

保有ﾗｲｾﾝｽ   ：2008 年 UEFA PRO Diploma Licence 

主な指導歴 ：2008 年～2009年 Getafe アシスタントコーチ 

       2011 年～2012年 Real Zaragoza 監督 

       2012 年～2013年 Córdoba CF 監督 

       2015 年～2016年 Getafe 監督 

 

申請者ｸﾗﾌﾞ名：東京ヴェルディ 1969 

氏  名   ：ミゲル アンヘル ロティーナ オレウチェバリア 

国  籍  ：スペイン 

生年月日  ：1957 年 6月 18日 

保有ﾗｲｾﾝｽ   ：2014 年 UEFA PRO Diploma Licence 

主な指導歴 ：1990 年～1992年 Club Deportivo Logroños B 監督 

       1992 年～1993年 Club Deportivo Logroños  監督 

              1993 年～1996年 Club Deportivo Numancia de Soria 監督 

       1996 年～1997年 Club Deportivo Logroños  監督 

       1997 年～1998年  Club Deportivo Badajoz 監督 

       1998 年～1999年 Club Deportivo Numancia de Soria 監督 

       1999 年～2002年 Club Atlético Osasuna 監督 

       2002 年～2004年 Celta de Vigo 監督 

       2004 年～2006年 RCD Espanyol 監督 

       2006 年～2007年 Real Sociedad 監督 

       2007 年～2011年 Real Club Deportivo de la Coruña 監督 

       2012 年～2013年 Villarreal 監督 

        2014 年           Omonia Nicosia 監督 

       2014 年～2016年 Shahania SC 監督 

        

 10 2016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 1 名を S級コーチとして認定した。 

 

氏  名 ：梁 圭史 (リャン・キュサ) 

指導チーム：ファジアーノ岡山トップチームコーチ/ナショナルトレセンコーチ中国担当 

生年月日 ：1978年 6月 3日   

資  格 ：2015年  A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：2007年～2010年 ファジアーノ岡山トップチームコーチ 

      2011年〜2013年 ファジアーノ岡山 U-18監督 
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      2014年〜2016年 JFAナショナルトレセンコーチ中国担当 

      2016年     ファジアーノ岡山トップチームコーチ 

 

※ 現 S 級コーチライセンス保持者数：449名（上記 1名含む） 

※ 2016年度 S級コーチ認定者数   ： 1名/21名中 

 

 11 2017年度 S級コーチ養成講習会受講者の件 

  （報告）資料№3 

 

2017年度のＳ級コーチ養成講習会受講者について別紙の通りとする。 

 

 12 医学委員会 Jリーグチームドクター部会員交代の件 

  以下の通り、部会員 2名が変更した。 

 

■交代前   瀬戸 宏明（せと ひろあき） 医師［ヴァンフォーレ甲府］ 

       小松  猛（こまつ たけし） 医師［セレッソ大阪］ 

■交代後   植村 健太（うえむら けんた） 医師 

［東京ヴェルディ／きぬ医師会病院整形外科］ 

       船越 雄誠（ふなこし ゆうせい） 医師 

［ジュビロ磐田／聖隷浜松病院スポーツ整形外科］ 

 

 13 U-20日本女子代表 FIFA U-20女子ワールドカップ パプアニューギニア 2016直前合宿の件 

①  ②  

  

行事名：U-20 日本女子代表 FIFA U-20 女子ワールドカップ パプアニューギニア 2016 直前合

宿 

期  間：2016年 11月 4日(金)～ 8日(火) 

場  所：オーストラリア/ブリスベン 

［スケジュール］ 

11月 4日(金)  集合、移動 

8日(火)  パプアニューギニアへ移動 

［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) 

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) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

［選手］ 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 
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 浅野 菜摘 (ちふれ ASエルフェン埼玉) 

 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) 

 羽座 妃粋 (日体大 FIELDS 横浜) 

 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) 

 市瀬 菜々 (ベガルタ仙台レディース) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 水谷 有希 (筑波大学) 

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ) 

 三浦 成美 (日テレ・ベレーザ) 

 松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 塩越 柚歩 (浦和レッズレディース) 

 宮川 麻都 (日テレ・ベレーザ) 

 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) 

 西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

計 21名 

 

 14 U-20日本女子代表 FIFA U-20女子ワールドカップ パプアニューギニア 2016の件  

①  ②  

  

行事名： U-20日本女子代表 FIFA U-20女子ワールドカップ パプアニューギニア 2016 

期  間： 2016年 11月 9 日(水)～ 12月 4日(日) 

場  所： パプアニューギニア/ポートモレスビー 

［スケジュール］ 

11月 13 日(日)  グループリーグ第 1戦 vsナイジェリア ◯6-0 

16日(水) グループリーグ第 2戦 vsスペイン   ●0-1 

    20日(日) グループリーグ第 3戦 vsカナダ    ◯5-0 

    24日(木) 準々決勝 vsブラジル         ◯3-1 

    29日(火) 準決勝 vsフランス          ●1-2 

 12月  3日(土)   3位決定戦 vsアメリカ        ◯1-0 

［スタッフ］ 

団長 今井 純子 (JFA理事) ※11/12～ 

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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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 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

［選手］ 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 浅野 菜摘 (ちふれ ASエルフェン埼玉) 

 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) 

 羽座 妃粋 (日体大 FIELDS 横浜) 

 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) 

 市瀬 菜々 (ベガルタ仙台レディース) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 水谷 有希 (筑波大学) 

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ) 

 三浦 成美 (日テレ・ベレーザ) 

 松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 塩越 柚歩 (浦和レッズレディース) 

 宮川 麻都 (日テレ・ベレーザ) 

 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) 

 西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

計 21名 

 

 15 フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 12月①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 12月① 

期 間：2016年 12月 12日（月）～14日（水） 

場 所：愛知県名古屋市 

[スケジュール] 

12 月 12日 (月) 集合 

12 月 14日 (水) 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 ブルーノ・ガルシア (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 
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GK コーチ 内山 慶太郎 (フウガドールすみだ) 

フィジカルコーチ 下地 達朗 (シュライカー大阪) 

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 藤原 潤 (バルドラール浦安) 

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ) 

 上原 拓也 (湘南ベルマーレ) 

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田) 

 小曽戸 允哉 (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 (府中アスレティックＦＣ) 

 滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 皆本 晃 (府中アスレティックＦＣ) 

 諸江 剣語 (フウガドールすみだ) 

 星 龍太 (名古屋オーシャンズ) 

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安) 

 田村 佳翔 (フウガドールすみだ) 

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田) 

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪) 

 堀米 将太 (エスポラーダ北海道) 

 原 辰介 (ペスカドーラ町田) 

 清水 和也 (フウガドールすみだ) 

                                     計 19名 

 

 16 フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 12月②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 12月② 

期 間：2016年 12月 19日（月）～21日（水） 

場 所：愛知県名古屋市 

 [スケジュール] 

12 月 19日 (月) 集合 

12 月 21日 (水) 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 ブルーノ・ガルシア (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GK コーチ 内山 慶太郎 (フウガドールすみだ) 
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フィジカルコーチ 下地 達朗 (シュライカー大阪) 

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)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  

 矢澤 大夢 (ヴォスクオーレ仙台)  

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田) ※1 

 小曽戸 允哉 (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 (府中アスレティックＦＣ)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 皆本 晃 (府中アスレティックＦＣ)  

 諸江 剣語 (フウガドールすみだ)  

 星 龍太 (名古屋オーシャンズ)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 前鈍内 ﾏﾃｨｱｽｴﾙﾅﾝ (名古屋オーシャンズ) ※2 

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪)  

 原 辰介 (ペスカドーラ町田)  

 八木 聖人 (名古屋オーシャンズ)  

 橋本 優也 (名古屋オーシャンズ)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

※1は※2に選手変更                            計 20名 

 

 

 17 U-19フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 12月の件 

  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 12月 

期 間：2016年 12月 5日（月）～8日（木） 

場 所：愛知県名古屋市 

 [スケジュール] 

12 月 5日 (月) 集合 

12 月 6日 (火) 練習試合 vs.名古屋オーシャンズサテライト ●1-3 

12 月 7日 (水) 練習試合 vs.名古屋オーシャンズ      ●1-6 

12 月 8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) 
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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 塩澤 淳 (順天堂大学医学部附属順天堂医院) 

ドクター 長尾 雅史 (順天堂大学医学部附属順天堂医院) 

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 山田 正剛 (府中アスレティックＦＣサテライト)  

 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) ※1 

 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)  

 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)  

                                     計 17名 

※1 12/6午前のトレーニングまで参加 

 18 フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 12月①の件 

  行事名：フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 12月① 

期 間：2016年 12月 7日（水）～9日（金） 

場 所：神奈川県箱根町 

 [スケジュール] 

12 月 7日 (水) 集合 

12 月 9日 (金) 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 伊藤 雅範 
(JFA ナショナルコーチングスタッフ/学校法人タイケン国

際学園 日本ウェルネス高等学校信州筑北キャンパス) 

コーチ 福角  有紘 (多摩大学) 

GK コーチ 村山 竜三 (デウソン神戸) 
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ドクター 相川 敬男 (富山県済生会富山病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  松井 史江 (くまざわ整形外科クリニック) 

総 務 金子 美衣子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 山本 彩加 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 杉山 藍子 (フウガドールすみだレディース) 

 松尾 栄里子 (TapaZida) 

FP 堀田 えり子 (SAICOLO) 

 市原 伶香 (Futsal Clube UNIAO Ladies) 

 藤田 靖香 (arco-iris KOBE) 

 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) 

 春山 愛 (arco-iris KOBE) 

 加藤 正美 (arco-iris KOBE) 

 平井 佑果 (arco-iris KOBE) 

 田中 千尋 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 緒方 友里加 (スポパラ DFUT WINGS) 

 勝俣 里穂 (フウガドールすみだレディース) 

 江川 涼 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 船附 ひな子 (東京府中アスレティックＦＣプリメイラ) 

 北川 夏奈 (福井丸岡 RUCK) 

 高尾 茜利 (福井丸岡 RUCK) 

                                      計 18名 

 19 フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 12月②の件 

  行事名：フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 12月② 

期 間：2016年 12月 21日（水）～23日（金・祝） 

場 所：神奈川県箱根町 

 [スケジュール] 

12 月 21日 (水) 集合 

12 月 23日 (金・祝) 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 伊藤 雅範 
(JFA ナショナルコーチングスタッフ/学校法人タイケン国際

学園 日本ウェルネス高等学校信州筑北キャンパス) 

コーチ 福角  有紘 (多摩大学) 

GK コーチ 村山 竜三 (デウソン神戸) 

ドクター 相川 敬男 (富山県済生会富山病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  松井 史江 (くまざわ整形外科クリニック) 

総 務 金子 美衣子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 
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GK 山本 彩加 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 杉山 藍子 (フウガドールすみだレディース) 

 松尾 栄里子 (TapaZida) 

FP 櫻田 未来 (レオグラスタ) 

 市原 伶香 (Futsal Clube UNIAO Ladies) 

 藤田 靖香 (arco-iris KOBE) 

 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) 

 竹村 純子 (フウガドールすみだレディース) 

 加藤 正美 (arco-iris KOBE) 

 田中 千尋 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 勝俣 里穂 (フウガドールすみだレディース) 

 吉林 千景 (VEEX TOKYO Ladies) 

 江川 涼 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 北川 夏奈 (福井丸岡 RUCK) 

 田中 悠香 (福井丸岡 RUCK) 

 高尾 茜利 (福井丸岡 RUCK) 

 山川 里佳子 (福井丸岡 RUCK) 

                                      計 18名 

 20 ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2016年 12月 16日（金）～18日（日） 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

12 月 16日 (金) 集合 

12 月 18日 (日) 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 新城 宏隆 (バークレーじのん整形外科) 

トレーナー 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

通訳 新垣セレマン エベルトン  

総務 渡邉 大 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア沖縄) 

 河合 雄介 (ソーマプライア沖縄) 

FP 磯 裕章 (ソーマプライア沖縄) 

 飯野 智之 (ドルソーレ北九州) 

 小牧 正幸 (東京レキオス BS) 

 後藤 崇介 (Fusion) 

 茂怜羅 オズ (Fusion) 
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 原口 翔太郎 (Inter Japan BS) 

 坂田 淳 (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) 

 大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

                           計 12名 

 

 21 JFA・フットサルリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 石田 健太郎（いしだ けんたろう） 

所属元： 多摩大学フットサル部   

受入先： バルドラール浦安 

承認日： 2016年11月16日 

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

選手名： 名倉 佑哉（なぐら ゆうや） 

所属元： アグレミーナ浜松サテライト  

受入先： アグレミーナ浜松 

承認日： 2016年11月22日 

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

選手名： 宮崎 岳（みやざき がく） 

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11月29日 

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

選手名： 大薗 諒（おおぞの りょう） 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト  

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2016年12月9日 

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

選手名： 平田 ネト アントニオ マサノリ（ひらた ねと あんとにお まさのり） 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト  

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2016年12月9日 

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

選手名： 笠井 大輝（かさい だいき） 

所属元： 名古屋オーシャンズ サテライト  

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2016年12月9日 

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

選手名： 仁井 貴仁（にい たかひと） 

所属元： シュライカー大阪サテライト  
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受入先： シュライカー大阪 

承認日： 2016年12月15日 

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

選手名： 内田 隼太（うちだ しゅんた） 

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： 東京府中アスレティックフットボールクラブ 

承認日： 2016年12月15日 

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

選手名： 佐藤 玲惟（さとう れい） 

所属元： ＰＳＴＣロンドリーナ 

受入先： 湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日： 2016年12月21日 

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

選手名： 三浦 憂（みうら ゆう） 

所属元： エスポラーダ北海道サテライト 

受入先： エスポラーダ北海道 

承認日： 2016年12月21日 

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

選手名： 和田 陽輝（わだ はるき） 

所属元： エスポラーダ北海道サテライト 

受入先： エスポラーダ北海道 

承認日： 2016年12月21日 

 

 22 2017年度 フットサル B級コーチ養成講習会受講者変更の件 

 

 

 

 2017年度のフットサル B級コーチ養成講習会の受講者を以下の通り変更した。 

 

【取消し】 ※自己都合のため 

雉子谷 忠、定永 久男 

【追加】 

青木 玲雄、竹中 秀謙、山田 真 

 23 U-16日本代表 チリ遠征の件 

  行事名：U-16日本代表チリ遠征 「COPA UC 2016」 

期 間：2016年 12月 12日（月）～21日（水） 

場 所：チリ/サンティアゴ 

 [スケジュール] 

12 月 12日 (月) 集合、出発 

12 月 14日 (水) 第 1戦 vs. U-17ウニベルシダ・カトリカ △1-1 

12 月 15日 (木) 第 2戦 vs. U-16メキシコ代表 ●0-2 

12 月 16日 (金) 第 3戦 vs.U-16ペルー代表 ◯4-1 
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12 月 17日 (土) 順位決定戦 vs. U-16チリ代表 ●1-1（PK3-4） 

12 月 18日 (日) 順位決定戦 vs. U-16ペルー代表 ◯3-0 

12 月 21日 (水) 帰国、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 山本 祐司  (弘前大学医学部附属病院)  

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody)  

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部)  

[選  手] 

GK 大内 一生 (横浜 FCユース) 
 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

 
DF 松井 蓮之 (矢板中央高校) 

 

 
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) 

 

 
東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース) 

 

 
山口 和樹 (セレッソ大阪 U-18) 

 
MF 井川 空 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 

 
平川 怜 (ＦＣ東京 U-18) 

 
 原 尊 (ヴィッセル神戸 U-18)  

 椿 直起 (横浜 F・マリノスユース)  

 福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-18)  

 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18)  

 桂 陸人 (サンフレッチェ広島ユース) ※2 

 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C. U-18)  

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪 U-18)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスユース) ※1 

 中村 敬斗 (三菱養和 SC ユース)  

※1は※2に選手変更                            計 19名 

 

 24 U-19日本代表 海外遠征の件 

  行事名：U-19日本代表 海外遠征 

期 間：2016年 11月 30日（水）～12月 10日（土） 

場 所：アルゼンチン／ブエノスアイレス 

[スケジュール] 
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11 月 30日 (水) 集合、出発 

12 月 1日 (木) 現地到着 

12 月 3日 (土) 練習試合 vs. Club Atletico Lanus ◯2-0 

12 月 5日 (月) 親善試合 vs. アルゼンチン代表 ●1-2 

12 月 7日 (水) 親善試合 vs. アルゼンチン代表 ●1-2 

12 月 8日 (木) 現地出発 

12 月 10日 (土) 帰国、解散 

[スタッフ] 

ﾕｰｽﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 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 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 寺門 大輔 (JFA) 

ドクター 井澤 敏明 (九州大学整形外科) 

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) 

 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
DF 板倉 滉 (川崎フロンターレ) 

 

 
浦田 樹 (ＦＣ琉球) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 

 
柳 貴博 (ＦＣ東京) ※2 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ) ※1 

MF 坂井 大将 (大分トリニータ) 
 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島) 

 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
黒川 淳史 (大宮アルディージャ) 

 

 
原 輝綺 (市立船橋高校) 
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冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) ※1 

FW 和田 昌士 (横浜 F・マリノス) 
 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
久保 建英 (ＦＣ東京 U-18) 

 

 
中村 駿太 (柏レイソル U-18) ※2 

※1は※2に選手変更                          計 25名 

 

 


