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報告事項 

 1 大会役員 国際試合への派遣の件 

  29th Southeast Asian Games 2017 マレーシア クアラルンプール 男女サッカー・フットサル競

技会 

大会期間： 8月 12 日～25日 

マッチコミッショナー： 江川純子 

 

AFC Asian Cup UAE 2019 最終予選 グループ A マッチ No.5 マカオ 

マカオ 対 インド 

試合日： 9月 5日 

マッチコミッショナー： 大矢丈之 

 

 2 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 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：2017 年 10月 19日～2018年 10月 18日 

公認番号：第 045 号 

(2) 申請者（施設所有者）：伊勢市 

施設名：伊勢フットボールヴィレッジ Cピッチ（伊勢市朝熊町 4383 番 426） 

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：2017 年 9月 14日～2020年 9月 13日 

公認番号：第 060 号 

(3) 申請者（施設所有者）： 学校法人 東京国際大学 

施設名：東京国際大学坂戸キャンパス第 2サッカー場 

     （埼玉県坂戸市四日市場 81-1東京国際大学坂戸キャンパス） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62 

公認期間：2017 年 9月 10日～2018年 9月 9日 

公認番号：089号 

(4) 申請者（施設所有者）：学校法人 東京国際大学  

施設名：東京国際大学坂戸キャンパス第 3サッカー場 

     （埼玉県坂戸市四日市場 81-1東京国際大学坂戸キャンパス） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSpro2065 

公認期間：2017 年 9月 8日～2019年 9月 7日 

公認番号：第 114 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。 

 

 3 第 97回天皇杯全日本サッカー選手権大会の進捗状況の件 

  （報告）資料№1 

(1) 進捗状況について 

3回戦まで終了した。 

1回戦  4月 22日(土)、23日(日) 

2回戦  6月 21 日(水) 

3回戦  7月 12日(水) 

※ 3回戦【70】ヴァンラーレ八戸 vs 名古屋グランパスは、落雷により中断の後、中止とな

り、再開試合を 8月 2日(水)に実施した。（結果：八戸 1-2 名古屋） 

観客数は、以下の通り。 

（ ）内は平均観客数                         ［単位：人］ 

回戦 第 97回大会 第 96回大会 

〔前回大会〕 

第 94回大会 

〔同形式大会〕 

1回戦 15,766 (657) 

※土日開催 

55,363 (1,538) 

※土日開催 

13,030 (543) 

※土日開催 

対 第 96回大会 43 ％   

第 94回大会 121 ％   

2回戦 71,116 (2,222) 

※平日開催 

72,303 (3,013) 

※土開催(平日 4試合) 

102,582 (3,206) 

※土日開催(平日 1試合) 

対 第 96回大会 74 ％   

第 94回大会 69 ％   

3回戦 59,028 (3,689) 

※平日開催 

42,778 (3,565) 

※祝日開催 

67,768 (4,236) 

※平日開催 

対 第 96回大会 103 ％   

第 94回大会 87 ％   

 

(2) ラウンド 16（4回戦）組み合わせ 

8月 7日(月)に抽選会を実施し、以下の通りとなった。 

9月 20日(水) 19:00 キックオフ 

MN 対戦カード 会場 

73 松本山雅ＦＣ － ヴィッセル神戸 松本 

74 浦和レッズ － 鹿島アントラーズ 熊谷陸 

75 セレッソ大阪 － 名古屋グランパス パロ瑞穂 

76 筑波大学 － 大宮アルディージャ カシマ 
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77 横浜Ｆ・マリノス － サンフレッチェ広島 ニッパツ 

78 ＡＣ長野パルセイロ － ジュビロ磐田 長野∪ 

79 川崎フロンターレ － 清水エスパルス 等々力 

80 ガンバ大阪 － 柏レイソル 吹田Ｓ 

 

(3) 会場選定 

上位チームが下位チームのスタジアムを会場とする設定については、以下の通りとなった。 

回戦 対象試合数 

3回戦 16試合中 10試合 

ラウンド 16(4回戦)   8試合中  4試合 
 

 4 JFAリスペクト フェアプレーデイズ 2017の件 

  6月度理事会にて承認されたリスペクト フェアプレーデイズ 2017を、以下のとおり実施し

た。 

(1) 名称    JFAリスペクト フェアプレーデイズ 2017 

(2) 期間    2017年 9月 1日(金)～10日（日） 

(3) 活動内容 

①  リスペクトシンポジウム 

・日時  2017 年 9月 2日（土）14:00～17:00 

・会場  JFAハウス バーチャルスタジアム 

・参加者 登録指導者、47FA関係者、メディア （約 150人） 

・テーマ 勝利とリスペクト 

・内容  田嶋会長基調講演 

     日本障がい者サッカー連盟とのリスペクト共同宣言 

     リスペクトアウォーズ表彰 

     パネルディスカッション 

          パネリスト：池内豊、齊藤俊秀、高倉麻子、ヨーコ・ゼッターランド 

②  国内の各種試合におけるリスペクト・フェアプレー活動 

・ 試合前における両チームキャプテンによるリスペクト・フェアプレー宣言 

・ 試合会場における差別/暴力撲滅バナー掲示 

＊Ｊリーグ、なでしこリーグ、Ｆリーグ、地域、都道府県リーグ等 

・ JFA/サッカー関係者による、差別/暴力撲滅宣言 

・ 地域/都道府県 FA、各種連盟における、啓発活動 

③  JFAハウスのリスペクトバナーラッピング 

 

 5 リスペクトアウォーズの件 

  2017年のリスペクトアウォーズを以下のとおり実施した。 

 

募集期間：4月 19日～8月 6日 

応募件数：12件 

受賞者：ウェルフェアオフィサー賞 全日本大学サッカー連盟 
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グリーンカード賞 本城学園本城東・西幼稚園 

レフェリー・コミュニティ賞 静岡 FA審判委員会 

インクルーシブ賞 バンクル茨城ダイバーシティ FC 

＜参考＞ 

2016年リスペクトアウォーズ情報 

募集期間：2016年 7 月 8日～8月 19日 

応募件数：14件 

受賞者：大賞 富山 FA4種委員会 

グリーンカード賞 久里浜 FC 

功労者賞 春日部市スポーツ少年団サッカー部会 新井実顧問 

 

 6 U-18日本代表 2017 SBSカップ国際ユースサッカーの件  

  行事名：U-18日本代表 2017 SBSカップ国際ユースサッカー 

期 間：8月 7日(月)～13日(日) 

場 所：静岡県/藤枝市、静岡市、袋井市 

 

 [スケジュール] 

8月 7日 (月) 集合 

8月 10日 (木) 第 1戦 vs.U-18チリ代表 ●1-2 

8月 11日 (金・祝) 第 2戦 vs.静岡ユース ●0-1 

8月 13日 (日) 第 3戦 vs.U-18チェコ代表 ◯2-1、解散 

[スタッフ]  

技術委員 木村 浩吉 (JFAユースナショナルチームダイレクター) 

監督 影山 雅永 (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） 

コーチ 濱崎 芳己 (JFAナショナルトレセンコーチ) 

GKコーチ 土肥 洋一 (JFA ナショナルコーチングスタッフ/東京ヴェルディ） 

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 寺門 大輔 (JFAテクニカルハウス） 

ドクター 梶原 将也 (筑波大学） 

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 本間 一憲 (JFA代表チーム部） 

[選  手] 

GK 沖 悠哉 (鹿島アントラーズユース) 
 

 
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) 

 

 
橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 

 
中川 創 (柏レイソル U-18) 
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岡庭 愁人 (FC東京 U-18) 

 

 
阿部 海大 (東福岡高校) 

 

 
荻原 拓也 (浦和レッズユース) 

 
MF 堀 研太 (横浜 F・マリノスユース) 

 

 
小林 幹 (FC東京 U-18) ※2 

 田中 陸 (柏レイソル U-18)  

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) 

 

 
藤本 寛也 (東京ヴェルディユース) 

 

 
渡井 理己 (静岡学園高校) 

 

 
奥抜 侃志 (大宮アルディージャユース) 

 

 
川村 拓夢 (サンフレッチェ広島ユース ) 

 滝 裕太 (清水エスパルスユース) ※1 

FW 原 大智 (FC東京 U-18) ※2 

 
井澤 春輝 (浦和レッズユース) 

 

 
加藤 拓己 (山梨学院大学附属高校) 

 

 
杉田 将宏 (名古屋グランパス U-18) 

 

 
平墳 迅 (清水エスパルスユース) ※1 

※1は※2に変更                                               計 22名 

 

 7 U-17日本代表 第 21 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 21回国際ユースサッカー in 新潟大会  

期 間：7月 11日(火)～17日(月・祝) 

場 所：新潟県/新潟市、新発田市 

 

[スケジュール] 

7月 11日 (火) 集合 

7月 12日 (水) 練習試合 vs. U-17北信越選抜 ◯7-1 

7月 15日 (土) 第 1戦 vs. U-17クロアチア代表 △1-1 

7月 16日 (日) 第 2戦 vs. U-17メキシコ代表 ◯1-0 

7月 17日 (月・祝) 第 3戦 vs. U-17新潟選抜 ◯5-1、 解散 

[スタッフ] 

団長 大橋 浩司 (JFA地域統括ユースダイレククター)  

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 池川 直志  (柏市立柏病院)  
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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 谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

 
鈴木 彩艶 (浦和レッズジュニアユース) 

DF 池髙 暢希 (浦和レッズユース) 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U-18) 

 
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) 

 
橋本 柊哉 (船橋市立船橋高校) 

 
馬場 晴也 (東京ヴェルディユース) 

MF 桝谷 岳良 (川崎フロンターレ U-18) 

 
奥野 耕平 (ガンバ大阪ユース) 

 平川 怜 (FC東京 U-18) 

 鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-18) 

 福岡 慎平 (京都サンガ F.C.U-18) 

 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C.U-18) 

 岩本 翔 (ガンバ大阪ユース) 

FW 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18) 

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース) 

 斉藤 光毅 (横浜 FCユース) 

 
栗原 イブラヒ

ムジュニア 
(三菱養和 SCユース) 

                                     計 19名 

 

 8 U-17日本代表 第 24 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 第 24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 17日(木)～28日(月) 

場 所：チェコ/プラハ 

 

[スケジュール] 

8月 17日 (木) 集合、出国 

8月 22日 (火) 第 1戦 vs. U-17ロシア代表 ○1-0 

8月 23日 (水) 第 2戦 vs. U-17ハンガリー代表 ○5-2 

8月 25日 (金) 第 3戦 vs. U-17アメリカ代表 ◯4-0 

8月 26日 (土) 1・2位決定戦 vs. U-17チェコ代表 ◯4-2 

8月 28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)  
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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)  

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)  

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)  

 

[選  手] 

GK 谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 
 

 
鈴木 彩艶 (浦和レッズジュニアユース) 

 
DF 池髙 暢希 (浦和レッズユース) 

 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-18) ※1 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U-18) 

 

 
馬場 晴也 (東京ヴェルディユース) 

 

 
半田 陸 (モンテディオ山形ユース) 

 
MF 井川 空 (コンサドーレ札幌 U-18) ※1 

 
奥野 耕平 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
平川 怜 (FC東京 U-18) 

 
 鈴木 冬一 (セレッソ大阪 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)  

 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)  

 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)  

 斉藤 光毅 (横浜 FCユース)  

※1：離脱                                   計 21名 

 

 9 U-15日本代表 中国遠征 Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football 

Tournament Weinan 2017の件  

  行事名：U-15日本代表 中国遠征  

Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 

期 間：7月 10日(月)～18日(火) 

場 所：中国/渭南 
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[スケジュール] 

7月 10日  (月) 集合、出国 

7月 13日  (木) 第 1戦 vs. U-15 中国代表 ○4-0 

7月 15日  (土) 第 2戦 vs. U-15チェコ代表 ○3-0 

7月 17日  (月・祝) 第 3戦 vs. U-15ウズベキスタン代表 △1-1 

7月 18日  (火) 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 有馬 賢二 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

コーチ 廣山 望 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

GKコーチ 水原 大樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ/横浜 FC) 

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 小川 宗宏 (奈良県立医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 太田原 裕幸 (かもめ Clinic) 

総務 秋江 昌司 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 山田 大樹 (鹿島アントラーズユース) 
 

 
佐々木 雅士 (柏レイソル U-15) 

 
 ジョーンズ レイ (大宮アルディージャジュニアユース)  

DF 半田 陸 (モンテディオ山形ユース) 
 

 
名波 上総 (清水エスパルスユース) ※2 

 
田島 詳基 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

 
田中 芳拓 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

 
角 昂志郎 (東京武蔵野シティ FCU-15) 

 

 
鈴木 海音 (ジュビロ磐田 U-15) 

 
 菅原 一真 (FC東京 U-15深川) ※1 

 佐古 真礼 (東京ヴェルディジュニアユース)  

 中野 伸哉 (サガン鳥栖 U-15)  

MF 荒木 遼太郎 (東福岡高校)  

 森田 凛 (徳島ヴォルティスユース)  

 中川 敦瑛 (横浜 FCジュニアユース)  

 横川 旦陽 (湘南ベルマーレ U-15平塚)  

 近藤 蔵波 (セレッソ大阪 U-15)  

 成岡 輝瑠 (清水エスパルスジュニアユース)  

 谷口 大晟 (大宮アルディージャジュニアユース)  

FW 池端 今汰 (ジュビロ磐田 U-15)  
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 中野 桂太 (京都サンガ F.C.U-15)  

 青木 友佑 (FC東京 U-15深川)  

 大澤 朋也 (大宮アルディージャジュニアユース)  

※1は※2に選手変更                              計 23名 

 

 10 ユニバーシアード日本代表 第 29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北）の件  

  行事名：ユニバーシアード日本代表 第 29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 

期 間：8月 13日(日)～30日(水) 

場 所：チャイニーズ・タイペイ/台北 

 

[スケジュール] 

8月 13日 (日) 集合 

8月 14日 (月) 出国 

8月 19日 (土) 第 1戦 vs.マレーシア代表 ○2-0 

8月 21日 (月) 第 2戦 vs.カナダ代表 ○5-0 

8月 23日 (水) 第 3戦 vs.ウルグアイ代表 ◯2-1 

8月 25日 (金) 準々決勝 vs.イタリア代表 ◯6-0 

8月 27日 (日) 準決勝 vs.メキシコ代表 ◯3-1 

8月 29日 (火) 決勝  vs.フランス代表 ◯1-0 

8月 30日 (水) 帰国、解散 

[スタッフ]  

チームリーダー 桂 豊 (甲南大学) 

監督 宮崎 純一 (青山学院大学) 

コーチ 川澄 和弘 (流通経済大学) 

コーチ 朴 成基 (阪南大学) 

GKコーチ 児玉 進二 (福岡大学) 

技術スタッフ 井口 祐貴 (順天堂大学) 

ドクター 永房 鉄之 (浜松医科大学) 

ﾌｨｼﾞｵｾﾗﾋﾟｽﾄ 宮森 隆行 (国際医療福祉大学) 

[選  手] 

GK 永石 拓海 (福岡大学) 
 

 
小島 亨介 (早稲田大学) 

 
DF 坂 圭祐 (順天堂大学) 

 

 
鈴木 準弥 (早稲田大学) 

 

 
岩崎 尚将 (桃山学院大学) 

 

 
宮 大樹 (びわこ成蹊スポーツ大学) 

 

 
岩武 克弥 (明治大学) 

 

 
小池 裕太 (流通経済大学) 
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 菊池 流帆 (大阪体育大学)  

MF 重廣 卓也 (阪南大学) 
 

 
守田 英正 (流通経済大学) 

 

 
脇坂 泰斗 (阪南大学) 

 

 
松田 天馬 (鹿屋体育大学) 

 

 
戸嶋 祥郎 (筑波大学) ※2 

 
柴戸 海 (明治大学) 

 

 
名古 新太郎 (順天堂大学) 

 
三笘 薫 (筑波大学) 

 
FW ジャーメイン 良 (流通経済大学) 

 
 木戸 皓貴 (明治大学) ※1 

 
中野 誠也 (筑波大学) 

 

 
旗手 怜央 (順天堂大学) 

 
※1は※2に選手変更                                               計 21名 

 

 11 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  (1)選手名： 大垣 勇樹（おおがき ゆうき） 

所属歴：  池の⾥JSC 

          枚⽅フットボールクラブ 

          枚⽅フットボールクラブ・マシア 

興国⾼校 

所属元： 興国高校 

受入先： 名古屋グランパス 

認定日： 2017年 7月 18日 

 

(2)選手名： 松田 天馬（まつだ てんま） 

所属歴：  熊本ユナイテッド SC（U-11） 

          熊本ユナイテッド SC（U-12） 

          熊本ユナイテッド SC 

東福岡高校 

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： 湘南ベルマーレ 

認定日： 2017年 7月 26日 

 

(3)選手名： 田中 勘太（たなか かんた） 

所属歴：  FCサンアルタス⼤船渡 

          ベガルタ仙台ジュニアユース 

          ベガルタ仙台ユース 
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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： ベガルタ仙台 

認定日： 2017年 8月 9日 

 

(4)選手名： 新井 栄聡（あらい よしあき） 

所属歴：  坂戸カンガルーS.C. 

          坂戸ディプロマッツ 

          私立西武台高校 

クラブ・ドラゴンズ 

流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 

流通経済大学体育局サッカー部 

所属元： 流通経済大学体育局サッカー部 

受入先： 清水エスパルス 

認定日： 2017年 8月 10日 

 

(5)選手名： 渡邉 新太（わたなべ あらた） 

所属歴：  402真砂サッカー少年団 

          ボカジャパン新潟 402JSC 

          FC五十嵐ジュニアユース 

アルビレックス新潟ユース 

クラブ・ドラゴンズ 

流通経済大学体育局サッカー部 

所属元： 流通経済大学体育局サッカー部 

受入先： アルビレックス新潟 

認定日： 2017年 8月 16日 

 

(6)選手名： 重廣 卓也（しげひろ たくや） 

所属歴：  三次 SCスポーツ少年団 

          AC_MINAMI U-15 

          広島県立広島皆実高校サッカー部 

阪南大学サッカー部 

所属元： 阪南大学サッカー部 

受入先： 京都サンガ F.C. 

認定日： 2017年 8月 21日 

 

(7)選手名： 島津 頼盛（しまづ らいせい） 

所属歴：  F.C KULAIFU 2003 

セレッソ⼤阪 U-15 

興国高校 
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所属元： 興国高校 

受入先： ツエーゲン金沢 

認定日： 2017年 8月 28日 

 

(8)選手名： 加藤 大喜（かとう だいき） 

所属歴：  松⼾旭サッカークラブ 

ブレイズ熊本ファイターズ 

ブレイズ熊本 U-11 

ブレイズ熊本ジュニア 

ロアッソ熊本ジュニアユース 

神村学園⾼等部 

九州産業大学 学友会体育会サッカー部 

所属元： 九州産業大学 学友会体育会サッカー部 

受入先： レノファ山口 FC 

認定日： 2017年 8月 29日 

 

※認定解除 

選手名： 山田 満夫（やまだ みつお） 

所属元： 仙台大学サッカー部 

受入先： ベガルタ仙台 

認定日： 2017年 4月 20日 

解除日： 2017年 7月 20日 

 

 12 指導者ライセンス認定の件 

  指導者に関する規則第 4 条「ライセンスの認定」にもとづき、S 級コーチ養成講習会を修了し、

本協会技術委員会が適格と認めた者に対し、ライセンスを認定した。 

 

氏  名 ：池田 伸康（いけだ のぶやす）          

指導チーム：浦和レッドダイヤモンズ コーチ   

生年月日 ：1970年 5月 18日 

資  格 ：2010年 A級コーチジェネラルライセンス 取得 

指 導 歴 ：2004年～2006年  浦和レッドダイヤモンズ ハートフルコーチ  

          2006年～2009年 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース コーチ 

       2010年～2012年 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース 監督 

2013年～2016年  浦和レッドダイヤモンズユース コーチ 

           2017年～8月   浦和レッドダイヤモンズジュニアユース コーチ 

            2017年 8月～      浦和レッドダイヤモンズ コーチ 

 

氏  名 ：宮川 真一（みやがわ しんいち） 

指導チーム：JFAアカデミー熊本宇城 
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生年月日 ：1976年 7月 7日 

資  格 ：2014年 A級コーチジェネラルライセンス 取得 

指 導 歴 ：2000年～2002年 ジョイフル本田サッカー部 監督 

2000年～2003年 パルチーダ FC竜ケ崎 コーチ 

2003年～2005年 JAPANサッカーカレッジ コーチ 

2006年～2011年 埼玉栄中学校 サッカー部 監督 

2010年～2011年  埼玉県トレセン U-14コーチ 

2011年～2015年 JFAアカデミー熊本宇城 コーチ 

2013年～           JFAナショナルトレセンコーチ 九州担当 

2016年～           JFAアカデミー熊本宇城 チーフコーチ 

 

氏   名：和多田 充寿（わただ みつとし） 

指導チーム：関西国際大学 

生 年 月 日 ：1976年 3月 26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：2006年      INACレオネッサ コーチ 

2009年～     関西国際大学サッカー部コーチ 

 

現 S級コーチライセンス保持者数：461名（上記 3名含む） 

※ 2016年度 S級コーチライセンス認定者数 ：13名/21名中  2017年 9月 14日現在 

 

 13 JFA指導者海外研修プログラムの件 

  （報告）資料№2 

JFA 指導者海外研修プログラム(一般財団法人日本サッカー後援会支援事業)の派遣指導者とし

て、以下の指導者を派遣する。 

 

派遣指導者： 黒崎 久志（くろさき ひさし） 

派 遣 先： FC ケルン、FCシャルケ 04（ドイツ・ブンデスリーガ） 

資 格： S 級コーチライセンス（2006年取得） 

派 遣 期 間： 2017年 8月 31日（木）～12月中旬（予定） 

費 用 負 担： 出発・帰国に伴う経費、滞在費、保険代 

略 歴： 添付別紙の通り 

 

【事業の目的】 

元日本代表選手を原則とする新進気鋭の若手指導者を海外に派遣し、競技水準の向上に関する

具体的な方法などについて研修させるとともに、海外の選手強化対策、指導者養成の実態など

について調査・研究に当たらせ、将来の日本代表コーチングスタッフを担う指導者として育成

すること。 
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 14 2018年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会開催の件 

  （報告）資料№3 

2018年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会を以下の通り開催する。 

【GK-A級】 

■前期 

日程   2018年 1月 9日（火）～14日（日） 

会場   茨城・鹿島ハイツスポーツプラザ 

■後期 

日程   2018年 6月以降 

後期   会場未定 

※前期終了後、参加者のスケジュールをヒアリングした上で決定。  

 

 15 2018年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会開催の件 

  （報告）資料№4 

2018年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会を以下の通り開催する。 

 

【GK-B級】※2017年度より 1コース増設 

■第 1コース 

日程   2018年 1月 17日（水）～21日（日）  

会場   茨城・鹿島ハイツスポーツプラザ 

■第 2コース 

日程   2018年 6月 27日（水）～7月 1日（日） 

会場   静岡・帝人アカデミー富士 

 

 16 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通り。 

＜インストラクター＞ 

（セミナー） 

① AFC MA Referee Director Workshop 

期 間：7月 23 日～7月 30日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

参加者：小川佳実、恩田悦守 

② AFC Referee Resources Specialist Workshop 

期 間：7月 29 日～7月 31日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

参加者：柿沼亨 

③ AFC Refereeing Teaching Materials Workshop 

期 間：7月 28 日～8月 2日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：石山昇、深野悦子 
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④ FUTURO III 

期 間：8月 6日～8月 12日 

場 所：ソウル／大韓民国 

インストラクター：上川徹、山崎裕彦、山岸佐知子、有田靖 

（大会・試合） 

① UEFA Women's U19 Final Tournament 

期 間：8月 5日～8月 16日 

場 所：ベルファスト／北アイルランド 

インストラクター：深野悦子 

② AFC CUP 2017- Zonal Final-ASEAN-2nd Leg 

期 間：8月 7日～8月 10日 

場 所：バコロド/フィリピン 

アセッサー：岡田正義 

③ 29th SOUTHEAST Asian Games 2017- Men's Futsal Competition 

期 間：8月 15 日～8月 29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 

 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① AFC Additional Assistant Referees Course II 

期 間：7月 10 日～7月 15日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：東城穣、佐藤隆治、飯田淳平、相樂亨 

 

（大会・試合） 

① King's Cup 

期 間：7月 12 日～7月 18日 

場 所：バンコク／タイ 

審判員：荒木友輔、名木利幸、田中利幸 

② AFC U23 Championship China 2018-Qualifiers－Group D 

期 間：7月 11 日～7月 21日 

場 所：アルアイン／アラブ首長国連邦 

審判員：岡部拓人、越智新次 

③ AFC U23 Championship China 2018-Qualifiers－Group F 

期 間：7月 16 日～7月 25日 

場 所：ヤンゴン／ミャンマー 

審判員：山本雄大、唐紙学志 

④ AFC U23 Championship China 2018-Qualifiers－Group H 

期 間：7月 16 日～7月 24日 
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場 所：バンコク／タイ 

審判員：木村博之、聳城巧 

⑤ AFC Futsal Club Championship Vietnam 2017 

期 間：7月 17 日～7月 31日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

審判員：小崎知広、小林裕之 

⑥ AFC CUP 2017-Zonal Final-ASEAN-1st Leg 

期 間：7月 31 日～8月 3日 

場 所：シンガポール 

審判員：木村博之、名木利幸、八木あかね 

⑦ 29th SOUTHEAST Asian Games 2017 

＜Men's Football Competition＞ 

期 間：8月 11 日～8月 25日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：田中利幸 

＜Women's Football Competition＞ 

期 間：8月 12 日～8月 26日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：萩尾麻衣子 

＜Women's Futsal Competition＞ 

期 間：8月 15 日～8月 29日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：松尾久美子、藤田武志 

⑧ Taipei 2017 29TH SUMMER UNIVERSIADE 

期 間：8月 16 日～8月 30日 

場 所：台北／チャイニーズタイペイ 

審判員：岡部拓人、山下良美、松下朝香 

⑨ AFC Champions League 2017- Quarter Final-Match No. 2-1st Leg 

期 間：8月 19 日～8月 24日 

場 所：マスカット/オマーン 

審判員：飯田淳平、山内宏志 

⑩ THE Chinese National Game 

期 間：8月 26 日～9月 7日 

場 所：天津/中華人民共和国 

審判員：梶山芙紗子 

 

 17 U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：7月 2日（日）～5日（水） 

場 所：静岡県/J-STEP 
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[スケジュール] 

7月 2日 （日） 集合 

7月 4日 （火） トレーニングマッチ vs藤枝明誠高校（男子） △1-1 

7月 5日 （水） 解散 

[スタッフ] 

監 督  池田 太 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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 西入 俊浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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 三宅 明子 (筑波大学スポーツ R＆Dコア) 

テクニカル 寺口 謙介 (JFA) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

[選  手] 

GK 福田 まい （日体大 FIELDS 横浜）  

 鈴木 あぐり （マイナビベガルタ仙台レディース）  

 スタンボー 華 （INAC神戸レオネッサ）  

DF 宮川 麻都 （日テレ・ベレーザ）  

 木崎 あおい （浦和レッズレディース）  

 南 萌華 （浦和レッズレディース）  

 長嶋 玲奈 （浦和レッズレディース）  

 小野 奈菜 （日テレ・メニーナ）  

 高平 美憂 （JFAアカデミー福島）  

 北村 菜々美 （セレッソ大阪堺レディース）  

 牛島 理子 （日ノ本学園高校）  

 高橋 はな （浦和レッズレディースユース）  

 市瀬 千里 （ジェフユナイテッド市原千葉レディース U-18） ※2 

MF 今井 裕里奈 （日体大 FIELDS横浜）  

 佐藤 渚 （ニッパツ横浜 FCシーガルズ） ※1 

 林 穂之香 （セレッソ大阪堺レディース）  

 福田 ゆい （INAC神戸レオネッサ）  

 佐藤 瑞夏 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース）  

 長野 風花 （浦和レッズレディース）  

 脇阪 麗奈 （セレッソ大阪堺レディース）  

 唐橋 万結 （アルビレックス新潟レディース）  

 宮澤 ひなた （星槎国際高等学校湘南）  

FW 児野 楓香 （日体大 FIELDS横浜）  

 村岡 真実 （オルカ鴨川 FC）  

 目原 莉奈 （日体大 FIELDS 横浜）  

 植木 理子 （日テレ・メニーナ）  
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 宝田 沙織 （セレッソ大阪堺レディース）  

 遠藤 純 （JFAアカデミー福島）  

※1は※2に選手変更                              計 28名 

 

 18 U-16日本女子代表 中国遠征の件 

  行事名：U-16日本女子代表 中国遠征 

期 間：7月 8日（土）～17日（月・祝） 

場 所：中国/山東省 

 

[スケジュール] 

7月 8日 （土） 集合 

7月 12日 （水） 第 1戦 vs.U-16アメリカ女子代表 ●0-2 

7月 14日 （金） 第 2戦 vs.U-16中国女子代表 △2-2 

7月 16日 （日） 第 3戦 vs.U-16カナダ女子代表 ○3-1 

7月 17日 （月・祝） 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 宮本 ともみ （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/高田短期大学） 

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 小林 慶司 （順天堂大学練馬病院） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 （亀田総合病院スポーツ医学科） 

テクニカル 寺口 謙介 （JFA） 

総務 重松 志穂 （JFA女子部） 

[選  手] 

GK 山下 莉奈 （セレッソ大阪堺ガールズ） 

 大場 朱羽 （JFAアカデミー福島） 

DF 松田 紫野 （日テレ・メニーナ） 

 富岡 千宙 （JFAアカデミー福島） 

 渡邊 那奈 （日ノ本学園高校） 

 新井 美夕 （JFAアカデミー福島） 

 長江 伊吹 （藤枝順心高校） 

MF 中江 萌 （アルビレックス新潟レディース U-18） 

 渡邊 凜 （藤枝順心高校） 

 伊藤 彩羅 （日テレ・メニーナ） 

 石田 千尋 （JFAアカデミー福島） 

 中尾 萌々 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18） 

 伊藤 めぐみ （JFAアカデミー福島） 

 山本 柚月 （日テレ・メニーナ） 

 木下 桃香 （日テレ・メニーナ） 

FW 加藤 もも （星槎国際高校 湘南） 
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 神谷 千菜 （聖カピタニオ高校） 

 大澤 春花 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18） 

 田中 智子 （セレッソ大阪堺レディース） 

 善積 わらい （セレッソ大阪堺ガールズ） 

                                                                  計 20名 

 

 19 U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件  

  行事名：U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 9日（水）～17日（木） 

場 所：静岡県/御前崎ネクスタフィールド 

 

[スケジュール] 

8月 9日 （水） 集合  

8月 10日 （木) トレーニングマッチ vsFCヴァーデュア三島（男子）●0-6 

8月 12日 （土) トレーニングマッチ vs帝京長岡高校（女子）○3-2 

8月 14日 （月） トレーニングマッチ vs日ノ本学園高校 ○2-1 

8月 16日 （水) トレーニングマッチ vs静岡産業大学ボニ－タ ○3-1  

8月 17日 （木) 解散 

   

[スタッフ] 

監 督  楠瀬 直木 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/FC町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ） 

コーチ 宮本 ともみ （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/高田短期大学）  

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 植木 博子 （東京医科歯科大学） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 （亀田総合病院スポーツ医学科） 

テクニカル 寺口 謙介 （JFA） 

総務 重松 志穂 （JFA女子部） 

[選  手] 

GK 山下 莉奈 （セレッソ大阪堺ガールズ） 

 福田 史織 （浦和レッズレディースジュニアユース） 

 大場 朱羽 （JFAアカデミー福島） 

DF 渋谷 巴菜 （星槎国際高校 湘南） 

 松田 紫野 （日テレ・メニーナ） 

 後藤 若葉 （日テレ・メニーナ） 

 小野 遥香 （JFAアカデミー福島） 

 富岡 千宙 （JFAアカデミー福島） 

 三谷 和華奈 （十文字高校） 

 新井 美夕 （JFAアカデミー福島） 

 長江 伊吹 （藤枝順心高校） 
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MF 中江 萌 （アルビレックス新潟レディース U-18） 

 瀧澤 千聖 （十文字高校） 

 渡邊 凜 （藤枝順心高校） 

 野嶋 彩未 （藤枝順心高校） 

 伊藤 彩羅 （日テレ・メニーナ） 

 中尾 萌々 （ｼﾞｪﾌ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18） 

 山本 柚月 （日テレ・メニーナ） 

 岩﨑 心南 （日テレ・メニーナ） 

 木下 桃香 （日テレ・メニーナ） 

FW 加藤 もも （星槎国際高校 湘南） 

 大澤 春花 （ｼﾞｪﾌ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18） 

 田中 智子 （セレッソ大阪堺レディース） 

 百濃 実結香 （セレッソ大阪堺ガールズ） 

 善積 わらい （セレッソ大阪堺ガールズ） 

                                                       計 25名 

 

 20 ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ日本女子代表 第 29回ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ競技大会（2017/台北）の件 

  行事名：ユニバーシアード日本女子代表 第 29回ユニバーシアード競技大会（2017/台北） 

期 間：8月 9日（水）～29日（火） 

場 所：静岡県/御殿場市、チャイニーズ・タイペイ/台北 

 

[スケジュール] 

8月 9日 （水） 集合 

8月 11日 （金） トレーニングマッチ vs 静岡学園高校（男子）●0-4 

8月 12日 （土） トレーニングマッチ vs 常葉橘高校（男子）△2-2 

8月 14日 （月） 移動 

8月 15日 （火） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾁｬｲﾆｰｽﾞ･ﾀｲﾍﾟｲ女子代表 ○6-0 

8月 16日 （水） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ南ｱﾌﾘｶ女子代表 △1-1 

8月 17日 （木） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞｶﾅﾀﾞ女子代表 ○2-0 

8月 20日 （日） ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第 1戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞｺﾛﾝﾋﾞｱ女子代表 ○14-0 

8月 22日 （火） ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾃｰｼﾞ第 2戦 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾌﾞﾗｼﾞﾙ女子代表 ●1-3 

8月 24日 （木） 準々決勝 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾒｷｼｺ女子代表 ○3-2 

8月 26日 （土） 準決勝 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ南ｱﾌﾘｶ女子代表 ○4-0 

8月 28日 （月） 決勝 vs ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞﾌﾞﾗｼﾞﾙ女子代表 ●0-1 

8月 29日 （火） 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督  望月 聡 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大学） 

コーチ 藤谷 智則 （姫路獨協大学） 

ｺｰﾁ/ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 田代 久美子 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝコーチ/山梨学院大学） 
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コーチ/総務 菅野 博子 （東北公益文科大学） 

GKコーチ 田中 龍哉 （徳山大学) 

ドクター 貞升 彩 （千葉大学） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 木畑 実麻 （慶應義塾大学スポーツ医学研究センター） 

[選  手] 

GK 木付 優衣 （早稲田大学）  

 森田 有加里 （日本体育大学）  

DF 松原 有沙 （早稲田大学）  

 山川 夏輝 （日本体育大学）  

 奥川 千沙 （早稲田大学）  

 松永 早姫 （日本体育大学）  

 三浦 紗津紀 （早稲田大学）  

 山田 優衣 （静岡産業大学）  

 工藤 真子 （慶應義塾大学）  

MF 梅津 美絵 （神奈川大学）  

 中村 みづき （早稲田大学）  

 平國 瑞希 （早稲田大学）  

 水谷 有希 （筑波大学）  

 山口 千尋 （姫路獨協大学）  

 瀧澤 莉央 （神奈川大学）  

 龍 沙也加 （徳山大学）  

 鈴木 千尋 （大阪体育大学） ※1 

 熊谷 汐華 （早稲田大学） ※2 

FW 河野 朱里 （早稲田大学）  

 大竹 麻友 （帝京平成大学）  

 堀江 美月 （静岡産業大学）  

※1は※2に選手変更                                     計 21名 

 

 21 女子 GKキャンプの件 

  行事名：女子 GKキャンプ 

期 間：8月 23日（水）～25日（金） 

場 所：宮城県/石巻市総合運動公園石巻フットボール場 

 

[スケジュール] 

8月 23日 （水） 集合 

8月 25日 （金) 解散 

[スタッフ] 

GKコーチ  西入 俊浩 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/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） 
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GKコーチ 井嶋 正樹  （JFAナショナルトレセンコーチ/東海大熊本）  

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 山郷 のぞみ （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/成立学園中学・高校） 

ドクター 島村 弘宗 （国立病院機構 仙台医療センター） 

総務 奈良輪 織恵 （JFA女子部） 

[選  手] 

GK 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）  

 鈴木 寛那 （神奈川県：ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原ｱｳﾞｪﾆｰﾚ）  

 友 菜奈歌 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ）  

 横堀 美優 （埼玉県：FC.CHOUETTE） ※2 

 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）  

 竹下 奏彩 （兵庫県：INAC神戸レオンチーナ）  

 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）  

 高橋 千空 （長野県：F.C.SWAN U-15）  

 富永 若葉 （広島県：シーガル広島レディース）  

 服部 茜汐香 （静岡県：JFAアカデミー福島）  

 小野 未織 （愛知県：名古屋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾙﾐﾅｽ）  

 菊田 ひかる （岩手県：水沢ユナイテッド FC･プリンセス）  

 西川 佳那 （北海道：函館ジュニオール FCバロンドール）  

 草苅 希羽 （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18） ※1 

 長峰 怜愛 （茨城県：東小沢 FCバンビーナ）  

 遠藤 有紗 （神奈川県：ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原ｱｳﾞｪﾆｰﾚ）  

 田中 美緒 （兵庫県：AS ﾊﾘﾏｱﾙﾋﾞｵﾝﾕｰｽ）※JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺  

 新美 沙弥 （愛知県：名古屋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾙﾐﾅｽ U14）  

 山本 梨乃 （兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15）  

 野坂 美咲 （北海道：北海道リラ・コンサドーレ）  

 小河 菜々 （埼玉県：ちふれ ASエルフェン埼玉マリ）  

※1不参加 ※2離脱                                                      計 25名 

 

 22 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：9月 1日（金）～6日（水） 

場 所：韓国/Paju National Football Center 

 

[スケジュール] 

9月 1日 （金） 集合 
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9月 2日 （土） ゲーム：U-13日本女子選抜 2-0（1-0）オジュ中学校 

9月 3日 （日） ゲーム：U-13日本女子選抜 3-0（2-0）U-13韓国女子代表 

9月 4日 （月） 
文化交流（ソウル市内観光）                

ゲーム：U-13日本女子選抜 3-0（2-0）U-13韓国女子代表 

9月 5日 （火） ゲーム：U-13日本女子選抜 4-2（0-1 ）U-13 韓国女子代表 

9月 6日 （水） 出国、解散 

[スタッフ] 

監 督 狩野 倫久 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/SAGAWA SHIGA FC) 

コーチ 坂尾 美穂 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

GKコーチ 轟 奈都子 (JFAナショナルトレセンコーチ) 

ドクター 貞升 彩 (千葉大学) 

総務 奈良輪 織恵 (JFA女子部) 

[選  手] 

GK 田村 亜沙美 （千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

 安間 帆乃香 （静岡県：ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

FP 白沢 百合恵 （新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

 土方 麻椰 （東京都：日テレ・メニーナ） 

 正野 瑠菜 （宮城県：ﾏｲﾅﾋﾞﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

 野口 初奈  （東京都：十文字中学校） 

 浜野 まいか （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

 根府 桃子 （神奈川県：ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原ｱｳﾞｪﾆｰﾚ） 

 鈴木 愛理沙 （沖縄県：ｳﾞｨｸｻｰﾚ沖縄ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ・ﾅﾋﾞｨｰﾀ） 

 梅津 真央 （広島県：福山ﾛｰｻﾞｽ・ｾﾚｿﾝ） 

 森田 千尋 （高知県：高知学園女子ｻｯｶｰ部 ※JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ今治） 

 大曽根 由乃 （東京都：スフィーダ世田谷 FC ユース） 

 松窪 真心 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

 林 愛花 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

 新川 愛海 （北海道：ASC北海道 U-15） 

 早瀬 彩来 （大阪府：RESC GIRLS U-15） 

 大山 愛笑 （東京都：日テレ・メニーナ） 

 榊原 琴乃 （静岡県：常葉大学附属橘中学校 女子サッカー部） 

 青木 夕奈 （静岡県：常葉大学附属橘中学校 女子サッカー部） 

 小山 史乃観 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

                                                                       計 20名 

 

 23 フットサル監督登録料徴収開始の件 

  

2018 年度よりフットサルチームの監督登録料の徴収を開始する。ただし、サッカーチーム同様に

チーム登録時に、フットサルの公認指導者ライセンス保持者がチーム監督として登録される場合

は、監督登録料が免除となる。 
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［経緯］ 

2014 年度よりフットサルのチーム登録制度がスタートした。本来であれば、同タイミングでフ

ットサルチームに対しても監督登録料の納付義務が発生するが、フットサルカテゴリーは指導

者インストラクターの絶対数が足りておらず、フットサル指導者の養成が間に合っていない状

態であったため、しばらくの間、フットサルチームの監督登録料は全員免除という運用に至っ

た。その後、フットサル指導者ライセンスが 2015 年度より本ライセンスとなったこと、本来地

域のより良い大会運営や普及事業のために規定どおり徴収する必要があることから、2018 年度

より徴収を開始することとなった。 

 

 24 フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 8日（火）～10日（木） 

場 所：愛知県/名古屋市 

 

 [スケジュール] 

8月 8日 (火) 集合 

8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) 

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) 

フィジカルコーチ 下地 達朗 (シュライカー大阪) 

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) 

通 訳 吉川 龍 (株式会社 LADOCE) 

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

[選  手] 

GK ﾋﾟﾚｽ・ｲｺﾞｰﾙ (ペスカドーラ町田)  

 藤原 潤 (バルドラール浦安)  

 三浦 拓 (エスポラーダ北海道)  

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田)  

 星 翔太 (バルドラール浦安)  

 渡邉 知晃 (府中アスレティック FC)  

 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)  

 宮崎 暁 (フウガドールすみだ)  

 前鈍内 ﾏﾃｨｱｽｴﾙﾅﾝ (アグレミーナ浜松)  

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 内村 俊太 (湘南ベルマーレ) ※1 
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 森村 孝志 (バサジィ大分)  

 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)  

 原 辰介 (ペスカドーラ町田)  

 上村 充哉 (湘南ベルマーレ)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ)  

※1追加招集後離脱                                  

計 19名 

 25 U-25フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-25フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 21日（月）～23日（水） 

場 所：愛知県/名古屋市 

 

 [スケジュール] 

8月 21日 (月) 集合 

8月 23日 (水) 解散 

[スタッフ] 

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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗 (シュライカー大阪) 

ドクター 吉田 圭一 (順天堂大学医学部附属浦安病院) 

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フットサル・ビーチサッカー部) 

[選  手] 

GK 三浦 拓 (エスポラーダ北海道) 

 矢澤 大夢 (フウガドールすみだ) 

 上原 拓也 (湘南ベルマーレ) 

FP 松浦 勇武 (アグレミーナ浜松) 

 森村 孝志 (バサジィ大分) 

 田村 佳翔 (フウガドールすみだ) 

 田村 友貴 (シュライカー大阪) 

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田) 

 堀内 迪弥 (ヴォスクオーレ仙台) 

 堀米 将太 (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サテライト) 
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 齋藤 功一 (名古屋オーシャンズ) 

 平田 ﾈﾄｱﾝﾄﾆｵﾏｻﾉﾘ (名古屋オーシャンズサテライト) 

 大薗 諒 (フウガドールすみだ) 

 上村 充哉 (湘南ベルマーレ) 

 清水 和也 (フウガドールすみだ) 

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ) 

                                      計 19名 

 26 JFA・Fリーグ特別指定選手承認の件 

  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： 2017年 8 月 16日 

 

選手名： 宇田川 雄翔（うだがわ ゆうと） 

所属元： シュライカー大阪サテライト 

受入先： シュライカー大阪 

承認日： 2017年 9 月 6日 

 

 27 名義使用申請の件 

  (1)申請者：スポーツボランティア ラウンドテーブル実行委員会 

事業名：スポーツボランティア ラウンドテーブル 2017 

「もっと広げよう！スポーツボランティアの世界」 

主 催：スポーツボランティア ラウンドテーブル実行委員会 

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

グ 

協 力：日本スポーツボランティアネットワーク（JSVN） 

日 時：9月 3日(日)13時～17時 

会 場：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 

 

(2)申請団体:一般社団法人新潟県サッカー協会 

事業名: 糸魚川駅北大火復興支援『ふれあいサッカーフェスティバル』 

主 催: 糸魚川市サッカー協会 

共 催:一般社団法人新潟県サッカー協会、上越地区サッカー協会 

後 援:公益財団法人日本サッカー協会、新潟県糸魚川地域振興局、糸魚川市、 

糸魚川市教育委員会、糸魚川市体育協会、糸魚川商工会議所、 

公益社団法人糸魚川法人会、一般社団法人糸魚川青年会議所  

日 程:8月 12日(土) 

会 場:糸魚川市美山陸上競技場 
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参加費:無料 

内容・目的: 2016 年 12 月 22 日に新潟県糸魚川市中心市街地において発生した火災は、強風

の影響を受け、約 140 棟を焼失する大火災となった。この平成の大火災を克服

し、糸魚川市が新たな発展を遂げるには、被災した人々、行政および関係諸団体

だけでなく、市民が物心両面で団結しなければならない。サッカーはひとつのボ

－ルを全員で協力して相手のエリアまで運び、ゴ－ルを奪うとしてスポ－ツであ

り、その姿は大火からの復興というゴ－ルに向かって市民全員で団結・協力して

いく姿と重なるものである。そこで、元サッカー日本代表の北澤豪氏をゲスト

に、糸魚川市民に復興の機運が醸成されることを目的とした「ふれあいサッカー

フェスティバル」を開催する。  

(3)申請者：文京区 アカデミー推進部スポーツ振興課 

事業名：女性とスポーツ企画展 

主 催：文京区、UN Women日本事務所  

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 

日 程：8 月 24 日(木)～25日(金) 

会 場：文京シビックセンター1階 ギャラリーシビック展示室 B 

目 的：スポーツにおける女性の地位向上を目指すことは現代スポーツの課題であり、女性   

のスポーツ参加によるエンパワーメントの推進に焦点をあてた企画展を開催し、推

進を図る。 

内 容：展示会 

(4)申請団体：一般社団法人日本 CPサッカー協会 

事業名：CPサッカーフェスティバル 2017 in 岐阜 第 17回 CPサッカー全日本選手権大会 

主 催：一般社団法人日本 CPサッカー協会 

協力(予定):一般財団法人岐阜県サッカー協会、株式会社岐阜フットボールクラブ、 

岐阜県サッカー協会シニア委員会、IGSユニバーサルスポーツクラブ、 

FU～WA FC 

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

日本パラリンピック委員会、公益社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、日本財団パラリンピックサポート 

センター、岐阜県、岐阜市、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、岐阜県 

特別支援教育推進連盟、岐阜県特別支援学校校長会、一般社団法人岐阜県 

障がい者スポーツ協会、中日新聞、中日新聞社会事業団、東海テレビ福祉 

文化事業団、NHK岐阜放送局 

日 程：10月 21 日(土)～22日(日) 

会 場：岐阜県 長良川球技メドウ 

入場料：無料 

内容・目的：脳性まひ者 7人制サッカー(CPサッカー)の普及・振興及び認知度を高めること

を目的とする。 

(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 10回スポーツクラブサミット 
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主 催：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

後援(予定)：公益財団法人日本サッカー協会、スポーツ庁、厚生労働省、経済産業省、 

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、 

公益社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、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会、 

公益財団法人住友生命健康財団、公益財団団法人健康・体力づくり事業財団、 

公益社団法人日本フィットネス産業協会、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、健康日本 21推進全国連絡協議会 

日 程：11月 10 日(金)～11日(土) 

会 場：東京都 国立オリンピック記念青少年総合センター 

内容・目的：スポーツクラブの普及・育成、健康、体力つくり指導及びスポーツ産業の発展

を一層推進する。 

(6)申請団体：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

事業名：第 7回日本アンプティサッカー選手権大会 2017 

主 催：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

共 催：川崎市 

後援(予定)：公益財団法人日本サッカー協会、スポーツ庁、 

公益財団法人日本障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、川崎市教育委員会、 

公益財団法人川崎市スポーツ協会、川崎市障がい者スポーツ協会 

日 程：11月 11 日(土)～12日(日) 

会 場：神奈川県／富士通スタジアム川崎 

入場料：無料 

内容・目的：国内におけるアンプティサッカーの技術向上と広くアンプティサッカーの普及

振興に寄与することを目的とする。 

(7)申請団体：宮崎県都農町、一般社団法人蹴-1協会 

事業名：第 2回蹴ー１ＧＰ全国大会 

主 催：蹴ー１ＧＰ実行委員会、都農町、 

後 援：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、 

都農町教育委員会、都農町観光協会、 

日 程：2018年 3月 3日(土)～4日（日） 

会 場：宮崎県／藤見公園陸上競技場 

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。 

(8)申請団体：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

事業名：2018年第 7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲームス・愛知 

主 催：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

主 管；公益財団法人スペシャルオリンピックス日本・愛知 
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後援(申請中)：公益財団法人日本サッカー協会、文部科学省、厚生労働省、スポーツ庁、 

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、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、公益社団法人日本医師会、 

公益社団法人日本歯科医師会、公益財団法人笹川スポーツ財団、愛知県、 

愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会、豊田市、豊田市 

教育委員会、刈谷市、刈谷市教育委員会、日進市、日進市教育委員会、 

大治町、大治町教育委員会、他参加競技団体 

日 程：2018年 9月 22日(土)～24日(月・祝) 

会 場：日本ガイシホール（開会式）、トヨタスポーツセンター（サッカー）他 

入場料：無料 

内容・目的：知的障がいのある人達に、年間を通じて継続的にスポーツ・トレーニングと競

技の場を提供する国際的スポーツ組織として、アスリートの日頃のトレーニング

の成果を競い、喜びを共にするオリンピック形式のスポーツ大会を開催し、知的

障害のある人達の自立性と社会性を高め、スポーツボランティアを含むすべての

参加者の交流、理解を深めることを目的としている。 

 

 28 委員等 退任の件 

  7月 26日をもって、以下の委員等を退任した。 

 

上間 政彦 氏（奈良育英中学校・高等学校 前学校長） 

・技術委員会ユース育成部会部会員 

・競技会委員会第 2種大会部会部会員 

・アドバイザリーボードメンバー 

 

 29 海外遠征申請の件  

  （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 9 月 18日～28日 

遠 征 先 韓国/太白 

（2）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム FC Gois （第 2種） 

遠征期間 9 月 16日～26日 

遠 征 先 イタリア/グラディスカ 

（3）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 20日～26日 

遠 征 先 アメリカ/ニューヨーク 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 星槎国際湘南/OSA U-18 （第 2種） 

遠征期間 9 月 25日～10月 4日 
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遠 征 先 オーストラリア/シドニー 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム Team Clio U-10 （第 4種） 

遠征期間 10月 15日～24日 

遠 征 先 ドイツ/スペルドル、オランダ/アムステルダム 

（6）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム BSC AKASHIAREIA （第 3種） 

遠征期間 9 月 16日～17日 

遠 征 先 韓国/釜山 

（7）一般社団法人 山口県サッカー協会 

チ ー ム 岩国市サッカー協会ジュニアユース T.C. U-14 （第 3 種） 

遠征期間 9 月 15日～18日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

（8）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 8日～17日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（9）一般社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム 沖縄選抜 （シニア） 

遠征期間 12月 14日～19日 

遠 征 先 マカオ/マカオ 

 

【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかったため、事後申請。 

（1）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム プログレッソ十勝 FC U-15 （第 2種） 

遠征期間 8 月 25日～31日 

遠 征 先 韓国/盈徳郡 

（2）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 7 月 28日～8月 4日 

遠 征 先 ミャンマー/ヤンゴン 

（3）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム U-14欧州遠征「夢プロジェクト」選抜 （第 3種） 

遠征期間 8 月 17日～26日 

遠 征 先 オランダ/フンデロー、イタリア/イーモラ 

（4）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木トレセン選抜 （第 4種） 

遠征期間 8 月 22日～25日 

遠 征 先 韓国/ソウル 
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（5）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 7 月 27日～8月 3日 

遠 征 先 韓国/蔚珍 

（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 25日～31日 

遠 征 先 韓国/慶州 

（7）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 習志野市立習志野高等学校 （第 2種） 

遠征期間 8 月 7日～29日 

遠 征 先 ブラジル/フロリアーノポリス 

（8）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム ジェフユナイテッド市原・千葉 U-15 （第 3種） 

遠征期間 9 月 9日～19日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京・清瀬 Valiant （第 3種） 

遠征期間 8 月 18日～28日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダム、ドイツ/デュッセルドルフ 

（10）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 Jr.ユース追浜 （第 3種） 

遠征期間 8 月 10日～18日 

遠 征 先 韓国/済州 

（11）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静清高校 （第 2種） 

遠征期間 8 月 21日～25日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（12）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム BANEREYORE岡部サッカークラブ （第 3種） 

遠征期間 8 月 21日～25日 

遠 征 先 韓国/ソウル・楊州 

（13）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 碧南市選抜 U-14 （第 3種） 

遠征期間 8 月 15日～18日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（14）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム NPO法人伊勢サッカー協会 U-12トレセン （第 4種） 

遠征期間 7 月 21日～24日 

遠 征 先 韓国/楊州 
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（15）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 26日～9月 5日 

遠 征 先 イタリア/ミラノ 

（16）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸伊丹 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8 月 25日～9月 1日 

遠 征 先 韓国/盈德 

（17）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 滝川第二高等学校 （第 2種） 

遠征期間 9 月 3日～8日 

遠 征 先 台湾/高雄・花蓮・台北・桃園 

（18）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム アビスパ福岡 U-18 （第 3種） 

遠征期間 8 月 30日～9月 6日 

遠 征 先 ドイツ/レーゲンスブルク 

（19）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム 長崎南山ジュニアフットボールクラブ （第 4種） 

遠征期間 8 月 18日～21日 

遠 征 先 中国/上海 

 

 


