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公益財団法人 日本サッカー協会 

 2017年度  第 10 回理事会 

報告事項 

 1 各国協会とのパートナーシップに関する覚書 新規締結の件 

  カタールサッカー協会（QFA）の要請に応じ、アジア貢献事業の一貫として、以下の内容にて新

規にパートナーシップに関する覚書を締結した。 

【新規】 

カタールサッカー協会（QFA） 

 

目  的：両国におけるサッカーの相互利益、促進、成長、成功に向けた、両協会間における

各種交流及び知識共有。 

協力事項：下記事項について可能な限り協力していくこと。 

① ユース育成、タレント育成、試合環境の整備 

② スポーツ科学・スポーツ医学 

③ 指導者・審判の養成 

④ 女子サッカー 

⑤ フットサル 

⑥ 各カテゴリー代表チーム間の親善試合 

⑦ 施設の建設・マネジメント・運営 

⑧ 競技会運営 

⑨ マーケティング・プロモーション 

⑩ 組織運営 

期  間：2017年 10 月 25日～2022年 10月 24 日（5年間） 

  

＜背景及び実施理由＞ 

10 月 23 日の FIFA アウォーズ表彰式の際 QFA より締結の提案があり、内容について折衝の結果

上記の内容で締結の運びとなった。調印式を同表彰式終了後にカタールにて行いたいという希

望が先方よりあったため、報告事項となったもの。 

 

尚、現在パートナーシップを締結している協会は以下の通り。 

＜アジア＞ 東地域：  香港、モンゴル 

 東南地域：  ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム 

 南地域：  インド 

 中央地域：  イラン 

 西地域：  アラブ首長国連邦、オマーン、ヨルダン 

＜ヨーロッパ＞ イングランド、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス 
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 2 会長選定に関する件 

 3 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）：大津町 

施設名：大津町運動公園 多目的広場 Aコート（熊本県菊池郡大津町森 1000） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2045 RSproⅡ ACS57 

公認期間：2017年 11月 9日～2020年 11月 8 日 

公認番号：第 205号 

 

申請者（施設所有者）：大津町 

施設名：大津町運動公園 多目的広場 Bコート（熊本県菊池郡大津町森 1000） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2045 RSproⅡ ACS57 

公認期間：2017年 11月 9日～2020年 11月 8 日 

公認番号：第 206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。 

 

 4 第 97回天皇杯全日本サッカー選手権大会の進捗状況について 

  （報告）資料№1 

 

(1) 進捗状況について 

準々決勝まで終了した。 

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) （再開試合:8月 2日(水)【70】八戸 1-2 名古屋） 

ラウンド 16  9月 20日(水) 

準々決勝  10月 25日(水) 

ＭＮ キックオフ 対戦カード 会場 

81 19：00 ヴィッセル神戸 1 

5 

－ 

PK 

1 

4 

鹿島アントラーズ 神戸ユ 

82 19：00 セレッソ大阪 2 － 0 大宮アルディージャ 金鳥ス 

83 19：00 横浜Ｆ・マリノス 1 － 0 ジュビロ磐田 ニッパツ 

84 19：30 川崎フロンターレ 0 － 1 柏レイソル 等々力 
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  観客数は、以下の通り。                                                 （単位：人） 

年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 

回 第 97回 第 96回 第 95回 第 94回 第 93回 第 92回 

 人数 試合数 平均 平均 平均 平均 平均 平均 

1回戦 15,766 24試合 657 1,538 1,562 543 622 675 

      土日 24 

 

土日 36 土日 36 土 11 

日 13 

土 11 

日 13 

土 13 

日 11 

2回戦 71,116 32試合 2,222 3,013 2,844 3,206 3,136 3,158 

      水 32 土 20 

水 4 

土 13 

水 6 

日 5 

土 20 

日 11 

水 1 

土 13 

日 15 

水 4 

土 21 

日 11 

3回戦 59,028 16試合 3,689 3,565 3,099 4,236 5,443 2,800 

      水 16 木祝 12 水 11 

土 1 

水 16 土 13 

水 4 

月祝 3 

水 16 

R16 51,037 8試合 6,380 9,386 5,469 3,931 5,025 6,680 

      水 8 土 5 

水 3 

土 13 

水 6 

日 5 

水 7 

日 1 

土 5 

水 3 

土 8 

準々決勝 29,376 4試合 7,344 19,991 10,985 4,512 11,549 12,846 

   水 4 土 4 土 4 水 3 

土 1 

日 4 日 4 

 

(2) 今後のスケジュール 

準決勝 12月 23日(土・祝) 

ＭＮ キックオフ 対戦カード 会場 

85 13：00 ヴィッセル神戸 － セレッソ大阪 ヤンマー 

86 15：05 横浜Ｆ・マリノス － 柏レイソル 等々力 

決勝 1月 1日(月・祝) 

ＭＮ キックオフ 対戦カード 会場 

87 14：40 85勝者 － 86勝者 埼玉 
 

 5 ナショナルコーチングスタッフ退任の件 

  木村康彦ナショナルコーチングスタッフ（U-20日本代表コーチ）より退任の申し出があり、 

2017年 10月 31日付で受理した。 

 

 6 日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2017 の件 

  行事名：日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2017  

期 間：10月 1日(日)～10日(火) 

場 所：愛知県豊田市、神奈川県横浜市 
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[スケジュール] 

10月 1日 (日) 集合 

10月 6日 (金) vs.ニュージーランド代表 ○2－1 

10月 10日 (火) vs.ハイチ代表 △3－3 、試合後 解散 

 

[スタッフ] 

団 長 西野 朗 (JFA技術委員長) 

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 久保田 武晴 (くぼたスポーツ接骨院)  

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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 知元 明洋 (JFAマーケティング部) 

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) 

 中村 航輔 (柏レイソル) 

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) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド) 
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 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) 

 車屋 紳太郎 (川崎フロンターレ) 

 昌子 源 (鹿島アントラーズ) 

 植田 直通 (鹿島アントラーズ) 

MF 倉田 秋 (ガンバ大阪) 

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ) 

 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) 

 遠藤 航 (浦和レッズ) 

 井手口 陽介 (ガンバ大阪) 

FW 乾  貴士 (SD エイバル/スペイン) 

 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) 

 武藤 嘉紀 (1.FSV マインツ 05/ドイツ) 

 杉本 健勇 (セレッソ大阪) 

 久保 裕也 (KAAヘント/ベルギー) 

 浅野 拓磨 (Vfbシュツットガルト/ドイツ) 

                               計 24名 

 7 U-17日本代表 FIFA U-17ワールドカップ インド 2017 の件 

  行事名：U-17日本代表(FIFA U-17ワールドカップ インド 2017) 

期 間：9月 27日(水)～10月 19日(木) 

場 所：静岡県御前崎市、インド/グワハティ・コルカタ 

 

 [スケジュール] 

9月 27日 (水) 集合 

10月 1日 (日) 練習試合 vs.常葉大学浜松キャンパスサッカー部 ◯1-0 

10月 2日 (月) 出国 

10月 8日 (日) 第 1戦 vs.U-17ホンジュラス代表 ◯6-1 

10月 11日 (水) 第 2戦 vs.U-17フランス代表 ●1-2 

10月 14日 (土) 第 3戦 vs.U-17ニューカレドニア代表 △1-1 

10月 17日 (火) ラウンド 16 vs.U-17イングランド代表 ●0-0(PK3-5) 

10月 19日 (木) 帰国、解散 

 

 [スタッフ]  

団長 西野 朗 (JFA技術委員長) 

技術委員 木村 浩吉 (JFA ﾕｰｽﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ) 

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) 



報告事項 

2017/11/9 第 10回理事会 

 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (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 戸祭 正喜  (医療法人川崎病院) 

ドクター 古家 伸介  (大阪市立総合医療センター) 

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

トレーナー 菊島 良介 (JFA) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 (JFAコミュニケーション部) 

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） 

 

 [選  手] 

GK 梅田 透吾 (清水エスパルスユース）  

 
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）  

 
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 U-18） 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-18） 

 

 
山﨑 大地 (サンフレッチェ広島ユース） 

 

 
馬場 晴也 (東京ヴェルディユース） 

 
MF 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） ※1 

 
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） ※2 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ ﾌﾞﾗｳﾝﾉｱ 賢信 (横浜Ｆ・マリノスユース）  
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 井上 樹 (ヴァンフォーレ甲府 U-18）  

 山本 理仁 (東京ヴェルディユース）  

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

 8 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  ＜認定解除＞ 

選手名： 大澤 俊太（おおさわ しゅんた） 

所属元： 東海学園 FC 

受入先： 藤枝 MYFC 

認定日： 2017年 4月 12日 

解除日： 2017年 10月 13日 

 

 9 エリートプログラム U-14日韓交流の件 

 

 

 

 行事名：JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業 

エリートプログラム U-14 日韓交流 

期  間：10月 26日(木)～31日(火) 

場  所：韓国/木浦市 

 

［スケジュール］ 

10月 26日 (木)集合・移動 

10月 27日 (金)トレーニング 

10月 28日 (土)トレーニング 

親善試合 vs. U-14韓国代表 △2-2 

10月 29日 (日)トレーニング 

オフザピッチプログラム 

10月 30日 (月)トレーニング 

親善試合 vs. U-14韓国代表 ○4-2 

10月 31日 (火)移動・解散 

 

［スタッフ］ 

監督    濱崎 芳己（はまさき よしみ）  JFAナショナルトレセンコーチ 

コーチ   大橋 浩司（おおはし ひろし）  JFAナショナルトレセンコーチ 

GKコーチ  佐野 智之（さの ともゆき）    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（さとう たかひろ）  JFAテクニカルハウス 

ドクター  山梨 裕貴（やまなし ゆうき）  いちはら病院             

総務    中川 賀之（なかがわ かずゆき） JFA技術部 

 

［選 手］ 

GK高橋 一平 （たかはし いっぺい）  ブラウブリッツ秋田 U-15 

高橋 楓   （たかはし かえで）   鹿島アントラーズつくばジュニアユース 

FP木戸 柊摩 （きど しゅうま）     北海道コンサドーレ札幌 U-15 
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佐藤 陽成 （さとう ようせい）   稚内南中学校サッカー部 

本田 真斗 （ほんだ まなと）     ベガルタ仙台ジュニアユース 

安田 虎士朗（やすだ こじろう）      FC東京 U-15深川 

山根 陸   （やまね りく）       横浜 F・マリノスジュニアユース 

福原 陽向 （ふくはら ひなた）    鹿島アントラーズつくばジュニアユース 

阿野 真拓 （あの まひろ）        ヴェルディサッカースクール小山 

村田 信太郎（むらた しんたろう）   アルビレックス新潟 U-15 

鈴木 奎吾 （すずき けいご）      清水エスパルスジュニアユース 

松本 皐誠 （まつもと こうせい）  名古屋グランパス U-15 

菊地 脩太 （きくち しゅうた）   清水エスパルスジュニアユース 

恒岡 大雄  （つねおか たお）      セレッソ大阪 U-15 

遠山 悠希 （とうやま はるき）    京都サンガ F.C.U-15 

河野 孝汰 （かわの こうた）      レノファ山口 FC U-15 

菅野 翔斗 （かんの たけと）      FC.Livent 

屋敷 優成 （やしき ゆうせい）    大分トリニータ U-15宇佐 

前里 裕希 （まえざと ゆうき）     FC 琉球 U-15 

本保 奏希 （ほんぼ かなき）       JFA アカデミー福島 U15 

 

 10 海外指導者資格審査の件 

 

 

 

 J リーグ規約第 7 章、Ｊリーグクラブライセンス交付規則第 10 章に基づき、次のクラブより申

請された指導者資格審査について技術委員会にて審議をした結果、本協会 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。 

 

申請ｸﾗﾌﾞ名： 横浜 FC 

氏   名：ARAUJO TAVARES EDSON（アラウージョ タヴァレス エジソン） 

生年月日 ：1956年 6月 10日 

国   籍：ブラジル 

指 導 歴：1982年～1983年  FC Fribourg(スイス) 監督  

1984年～1985年  Stade Soussien FC(チュニジア) 監督  

1986年～1987年  ヨルダン代表 監督  

1988年～1989年  Signal-Bernex FC(スイス) 監督  

1989年      チリ代表 アシスタントコーチ  

1990年～1991年  Al-Hilal FC(サウジアラビア) 監督  

1991年～1993年  Al-Salmiya SC(クウェート) 監督  

1994年～1995年  ベトナム代表 監督  

1996年～1997年  AL KHETAN SC(クウェート) 監督  

1998年      Matsuunish Guangzhou FC(中国) 監督  

1999年      Sichuan Quanquing SC(中国) 監督  

2000年      Shenzhen Ping-an FC(中国) 監督  

2001年～2003年  Chongqing Lifan FC(中国) 監督  
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2004年      ベトナム代表 監督  

2005年～2006年  SEPAHAN FC(イラン) 監督  

2008年      オマーンオリンピック代表 監督  

2009年      Shenzhen FC(中国) 監督  

2009年～2010年  Al Shaba Club(UAE) 監督  

2010年～2013年  ハイチ代表 監督  

2013年～2014年  Al Shaba Club(UAE) 監督  

2014年～2016年  Nova Iguacu FC(ブラジル) 監督 

保有資格： UEFA PRO Lisence 

 

 11 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した。 

 

派遣指導者：森保 一（もりやす はじめ） 

派遣先 ：ドイツ、イングランド 

資  格：JFA 公認 S級コーチライセンス（2005年取得） 

派遣期間：2017年 9月 22日(金)～10月 24日(火) 

費用負担：出発・帰国に伴う経費、滞在費 

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

する事業。 

 

 12 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 REFEREES RECRUITMENT 

期 間：10月 1 日～10月 6日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：山岸貴司  

（大会・試合） 

① 2018 FIFA World Cup RussiaTM－Preliminary Competition Asian Zone-Playoff-1st Leg 

期 間：10月 3 日～10月 6日 
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場 所：マラッカ/クアラルンプール 

アセッサー：上川徹 

② AFC U-19 Women's Championship China 2017 

期 間：10月 12日～10月 24日 

場 所：南京/中国 

インストラクター：深野悦子 

 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① AFC Referees Recruitment－Football & Futsal (Men) 

期 間：10月 2 日～10月 6日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：大矢翼 

（大会・試合） 

① FIFA U-17 World Cup India 2017 

期 間：9月 28 日～10月 27日 

場 所：コルカタ/インド 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

② AFC Asian Cup UAE 2017 Qualifiers Final Round－Group B 

期 間：10月 7 日～10月 11日 

場 所：ベイルート/レバノン 

審判員：東城穣、名木利幸、聳城巧 

③ AFC Asian Cup UAE 2017 Qualifiers Final Round－Group E 

期 間：10月 8 日～10月 11日 

場 所：タイペイ/チャイニーズ・タイペイ 

審判員：木村博之、三原純、田中利幸、荒木友輔 

④ 審判交流プログラム（ポーランド） 

期 間：10月 11 日～10月 30日 

場 所：ワルシャワ/ポーランド 

審判員：荒木友輔、名木利幸、田中利幸 

⑤ Vietnam National League 2017－Round 21(FLC Thanh Hoa FC-Hanoi FC) 

期 間：10月 13 日～10月 16日 

場 所：タインホア省/ベトナム 

審判員：飯田淳平 

⑥ AFC Futsal Championship 2018-Qualifiers－South & Central Zone 

期 間：10月 11 日～10月 19日 

場 所：タブリーズ/イラン 

審判員：小崎知広、小林裕之 

⑦ AFC U-19 Women's Championship China 2017 

期 間：10月 12 日～10月 29日 
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場 所：南京／中国 

審判員：梶山芙紗子、手代木直美、萩尾麻衣子 

⑧ AFC U-19 Championship 2018-Qualifiers－Group G 

期 間：10月 21 日～10月 30日 

場 所：プノンペン/カンボジア 

審判員：山本雄大、八木あかね 

 

 13 U-19日本女子代表 AFC U-19女子選手権中国 2017の件 

  行事名：U-19日本女子代表 AFC U-19女子選手権中国 2017 

期 間：10月 6日(金)～29日(日) 

場 所：和歌山県西牟婁郡、中国/江蘇省 

 

[スケジュール] 

10月 6日 (金) 集合 

10月 9日 (月) トレーニングマッチ vs. 田辺高校(男子) ●0-2 

10月 10日 (火) 移動 

10月 16日 (月) グループステージ第 1 戦 vs. U-19ベトナム女子代表 ○8-0 

10月 19日 (木) グループステージ第 2 戦 vs. U-19オーストラリア女子代表 ○5-1 

10月 22日 (日) グループステージ第 3 戦 vs. U-19韓国女子代表 ○2-0 

10月 25日 (水) 準決勝 vs. U-19中国女子代表 ○5-0 

10月 28日 (土) 決勝 vs. U-19朝鮮民主主義人民共和国女子代表 ○1-0 

10月 29日 (日) 帰国、解散 

 

[スタッフ] 

団長 今井 純子 (JFA理事) ※10/14～ 

監督 池田 太 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 岡本 三代 (JFAナショナルコーチングスタッフ/セレッソ大阪) 

GKコーチ 西入 俊浩 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 橋本 立子 (公立学校共済組合関東中央病院) ※10/6～10 

ドクター 齋藤 雅彦 (医療法人社団誠馨会千葉ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ) ※10/9～ 

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) 

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) 
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 長嶋 玲奈 (浦和レッズレディース) 

 南 萌華 (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) 

MF 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) 

 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 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) 

 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) 

※計 23名 

 14 なでしこジャパン（日本女子代表）MS&ADカップ 2017の件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表） MS&ADカップ 2017 

期 間：10月 16日(月)～23日(月) 

場 所：長野県長野市 

 

[スケジュール] 

10月 16日 (月) 集合 

10月 22日 (日) vs.スイス女子代表 ◯2-0 

10月 23日 (月) 解散 

 

[スタッフ] 

団長 今井 純子 (JFA理事) 

監督 高倉 麻子 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 

アシスタントコーチ 

大部 由美 

宮本 ともみ 

(JFAナショナルコーチングスタッフ) 

(JFAナショナルコーチングスタッフ/高田短期大学) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

GKコーチ 大橋 昭好  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 平川 雅之 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 山口 奈美  (宮崎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 中野 江利子 (JFA) 

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) 

総務 山本 りさ (JFA女子部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 倉田 研太郎 (JFAコミュニケーション部)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダス ジャパン株式会社)  

 

[選  手] 

GK 池田 咲紀子 (浦和レッズレディース)  

 武仲 麗依 (INAC神戸レオネッサ) ※1 

 松本 真未子 (浦和レッズレディース) ※2 

DF 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ)  

 宇津木 瑠美 (シアトル・レイン FC/アメリカ)  

 熊谷 紗希 (オリンピック・リヨン/フランス) ※2 

 中村 楓 (アルビレックス新潟レディース)  

 高木 ひかり (ノジマステラ神奈川相模原)  

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ)  

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 北川 ひかる (浦和レッズレディース） ※1 

 万屋 美穂 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

MF 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ）  

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ）  

 國澤 志乃 (AC長野パルセイロ・レディース）  

 猶本 光 (浦和レッズレディース）  

 中里 優 (日テレ・ベレーザ）  

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ）  

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ）  

FW 櫨 まどか (伊賀フットボールクラブくノ一）  

 岩渕 真奈 (INAC神戸レオネッサ）  

 横山 久美 (1.FFC フランクフルト/ドイツ）  

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ）  

 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ）  

 上野 真実 (愛媛 FCレディース）  

 ※1離脱は※2に選手変更                          計 24名                                        

 

 15 国体感謝状贈呈の件 

  第 72 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。 

愛媛県、松山市、宇和島市、愛南町、西条市、新居浜市、一般社団法人 愛媛県サッカー協会 
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 16 フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 10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 10月① 

期 間：10月 2日（月）～5日（木） 

場 所：愛知県名古屋市 

 

 [スケジュール] 

10月 2日 (月) 集合 

10月 5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 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 立石 智彦 (同愛記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 澤井 岳 (はりきゅうＧスポーツマッサージ治療院) 

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 

GK ピレス・イゴール (ペスカドーラ町田)  

 藤原 潤 (バルドラール浦安)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田)  

 星 翔太 (バルドラール浦安)  

 西谷 良介 (名古屋オーシャンズ)  

 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)  

 星 龍太 (名古屋オーシャンズ)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分) ※2 

 宮崎 曉 (フウガドールすみだ) ※1 

 芝野 創太 (シュライカー大阪)  

 吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  

 前鈍内 ﾏﾃｨｱｽｴﾙﾅﾝ (アグレミーナ浜松)  

 中井 健介 (ペスカドーラ町田) ※2 

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 内村 俊太 (湘南ベルマーレ) ※1 

 田村 友貴 (シュライカー大阪)  

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  
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 齋藤 功一 (名古屋オーシャンズ)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

※1離脱 ※2追加招集                           計 21名 

 

 17 フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 10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 10月② 

期 間：10月 16日（月）～18日（水） 

場 所：愛知県刈谷市 

 

 [スケジュール] 

10月 16日 (月) 集合 

10月 18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) 

フィジカルコーチ 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 澤井 岳 (はりきゅうＧスポーツマッサージ治療院) 

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 

GK ピレス・イゴール (ペスカドーラ町田)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  

 矢澤 大夢 (フウガドールすみだ)  

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田)  

 星 翔太 (バルドラール浦安)  

 西谷 良介 (名古屋オーシャンズ)  

 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)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) ※1 

 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) ※2 

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  
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 齋藤 功一 (名古屋オーシャンズ)  

 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は※2に選手変更                             計 17名                          

 

 18 JFA・Fリーグ特別指定選手承認の件 

  選手名： 中澤 航（なかざわ わたる） 

所属元： PSTCロンドリーナ U-18 

受入先： 湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日： 2017年 9 月 27日 

 

 19 2018年度「47FA一括補助金」の補助金上限額の内示の件 

  （報告）資料№3 

「47FA 一括補助金交付要項（2017 年・2018 年度版）」に基づき、以下の通り、都道府県サッカ

ー協会に対して 2018 年度の「47FA一括補助金」の補助金上限額を内示する。 

 

（１）補助金の交付対象 

都道府県サッカー協会 

（２）2018年度 47FA 一括補助金の上限額 

総額 2,395,149,240円 

※各 FAの補助金上限額の詳細は別紙の通り 

 

 20 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 1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 

 

認定日：10月 3日  

(1)   一般社団法人リコプエンテ スクール・アカデミー 

（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

総申請件数  ：146 件（10月 31日現在） 

総認定団体数：128団体 

「引退なし」    ： 98団体 

「補欠ゼロ」    ： 101団体 

「障がい者サッカー」： 71団体 

 

 21 名義使用申請の件 

  (1) 申請団体：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

大会名：IBSAブラインドサッカー ワールドグランプリ 2018（仮） 

主催：国際視覚障害者スポーツ連盟(IBSA)、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

後援（予定）：厚生労働省、スポーツ庁、公益財団法人日本サッカー協会、 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、東京都、 
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公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、公益財団法人東京都サッカー協会 

日程：2018年 3月 21 日(水・祝)～25日(日) 

会場：品川区立天王州公園内特設会場 

入場料：有料(価格は検討中) 

 

 22 「こども宅食プロジェクト」への協力の件 

  文京区が平成 29 年度の重点施策として子どもの貧困対策を掲げ、経済的に厳しい状態にある家

庭の子育て支援に取り組んでいる中で、今般、新たに取り組みを開始した同事業に協力する。 

 

依頼者 ：文京区 

活動名称：こども宅食プロジェクト 

運営団体：文京区、認定 NPO法人フローレンス、一般社団法人 RCF、NPO法人キッズドア、 

一般財団法人村上財団、認定 NPO法人日本ファンドレイジング協会 

実施概要：文京区内の児童扶養手当受給世帯、就学援助世帯の希望者に民間企業等のパートナ 

ー団体の協力により食品等物資を定期的に届ける活動 

本協会の協力内容（予定）： 

（1）同活動の広報協力 

（2）提供可能な物品の無償提供 

（3）職員ボランティアの派遣 

 

 23 海外遠征申請の件 

  （1）一般社団法人日本フットボールリーグ 

チ ー ム 日本フットボールリーグ選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 12月 6日～15日 

遠 征 先 ミャンマー/ヤンゴン 

（2）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 （第 1種） 

遠征期間 2018 年 2月 6日～11日 

遠 征 先 アメリカ/ホノルル 

（3）一般財団法人 福島県サッカー協会 

チ ー ム いわき FC （第 1種） 

遠征期間 2018 年 2月 4日～12日 

遠 征 先 アメリカ/ホノルル 

（4）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニア （第 4種） 

遠征期間 12月 12日～18日 

遠 征 先 マレーシア/クアラルンプール 

（5）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12月 12日～19日 
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遠 征 先 マレーシア/クアラルンプール 

（6）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 12月 27日～31日 

遠 征 先 スペイン/テネリフェ 

（7）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都ユースフットサルリーグ選抜 （第 2種） 

遠征期間 12月 8日～10日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（8）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム 長岡ビルボードフットボールクラブ・ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 11月 29日～12月 6日 

遠 征 先 ドイツ/フリードリッヒスハーフェン 

（9）一般社団法人 福井県サッカー協会 

チ ー ム 福井丸岡 RUCK （第フットサル種） 

遠征期間 12月 30日～2018年 1月 7日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（10）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム オイスカ FC ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12月 23日～26日 

遠 征 先 韓国/水原 

（11）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡サンデークラブ （第 1種） 

遠征期間 12月 7日～10日 

遠 征 先 台湾/高雄 

（12）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム STFC Partida （第 1種） 

遠征期間 12月 31日～2018年 1月 9日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（13）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 姫路獨協大学体育会男子サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 2018 年 2月 7日～15日 

遠 征 先 イタリア/ミラノ、パルマ 

（14）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 姫路獨協大学体育会女子サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 2018 年 3月 5日～3月 13日 

遠 征 先 イタリア/ミラノ、ノヴァーラ 

 

 

 


