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報告事項 

 1 JFA/Jリーグ将来構想委員会 シーズン移行検討結果の件 

  1 月 15日の JFA/Jリーグ将来構想委員会において、2017年 12月 12日に開催された J リーグ理事

会で決議された「シーズン移行検討結果」について、下記の通り、報告があった。 

【Jリーグ決議事項】 

日本サッカー協会による J リーグシーズン移行提案に関しては、審議の結果、これを否決し、

シーズン移行しないことを決定した。 

 

 2 日本人指導者海外派遣の件 

  （報告）資料№1 

下記各国サッカー協会からの要請を受け、アジア貢献事業の一環として、下記指導者、派遣先協

会との契約を新規に締結又は更新する。 

   

＜新規契約＞ 

派遣指導者：堀野 博幸(ほりの ひろゆき)  

派遣先協会：チャイニーズ・タイペイサッカー協会（CTFA） 

資  格： JFA S級コーチライセンス(2010 年取得)  

役  職： 女子代表監督 

契約期間：  2018年 1月 1日～2018年 9月 30 日 

費用負担： [JFA]傷害保険料 

[CTFA]給与・住居・自動車、日本-タイペイ間の航空券 

略  歴： 添付別紙の通り 

補  足： チャイニーズ・タイペイの女子リーグクラブの監督として 2017 年リーグ優勝を飾

った同氏に CTFAより監督就任の打診があり、本人と CTFAが契約に合意した。両者

とも JFA が派遣元になることを要請。先月 CTFA と JFA がパートナーシップを締結

したことを勘案し、契約当事者になったもの。 

＜契約更新＞ 

① 派遣指導者：壱岐 洋治（いき ようじ） 

派遣先協会：モンゴルサッカー連盟（MFF） 

資  格： JFA A級コーチライセンス （2005年取得）  

役  職： U-14・U-17モンゴル女子代表監督 

契約期間： 2018年 2月 1日～2018年 10 月 31日 

費用負担： [JFA]給与および傷害保険料 

[MFF]住居・自動車、日本-モンゴル間の航空券 

略  歴： 添付別紙の通り 

 

② 派遣指導者：小原 一典（おはら かずのり） 

派遣先協会：カンボジアサッカー連盟（FFC） 
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資  格： スペインサッカー連盟コーチングライセンス 

レベル 3（プロ監督資格）（2003年取得） 

      JFA C級コーチライセンス（2004年取得） 

役  職： カンボジア技術委員長 

契約期間：  2018年 2月 1日～2019年 1月 31日 

費用負担： [JFA]給与および傷害保険料（国際交流基金による助成案件） 

        [FFC]住居・自動車、日本-カンボジア間の航空券 

略  歴： 添付別紙の通り 

 

③ 派遣指導者：行德 浩二(ぎょうとく こうじ) 

派遣先協会：ネパールサッカー連盟（ANFA）  

資  格： JFA S級コーチライセンス （2002年取得）         

役  職： ネパール代表監督       

契約期間： 2018年 2月 1日～2019年 1月 31日 

費用負担:  [JFA]傷害保険料 

[ANFA]給与、住居、国内移動車両、日本-ネパール間の航空券     

略  歴： 添付別紙の通り 

 

④ 派遣指導者：藤原 孝雄(ふじわら たかお) 

派遣先協会：ブルネイ・ダルサラームサッカー協会（NFABD） 

資  格： JFA A級コーチライセンス(2014年取得) 

役  職： U-15ブルネイ・ダルサラーム代表監督 

契約期間：  2018年 2月 1日～2019年 1月 31日 

費用負担： [JFA]給与、傷害保険料（国際交流基金による助成案件） 

[NFABD]住居、国内移動車両、日本-ブルネイ間の航空券 

略  歴： 添付別紙の通り 

 

⑤ 派遣指導者：三田 智輝（みた みちてる） 

派遣先協会：北マリアナ諸島サッカー協会（NMIFA） 

資  格： AFC A級コーチライセンス(2014年取得)   

役  職： 代表監督兼技術委員長 

契約期間： 2018年 2月 1日～2019年 1月 31日 

費用負担： [JFA]給与および傷害保険料 

        [NMIFA]住居・自動車、日本-サイパン間の航空券 

略  歴： 添付別紙の通り 

 

 3 会長候補者リストの件 

  （報告）資料№2 

会長予定者選出管理委員会から、別紙の通り評議員から 7 名以上の推薦があった会長候補者リス

トが提出された。 
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 4 Jリーグ報告の件 

  （報告）資料№3 

2017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Ｊ１リーグ、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 

 

 5 JFAサッカー施設整備助成金の交付決定取消の件  

  2016年 10月 JFA理事会にて決議した下記 JFAサッカー施設整備助成金交付決定に関して、交付決

定を取り消すこととする 5 

■取消内容 

 助成対象者 ：一般社団法人 V.V.NAGASAKIスポーツクラブ 

 助成金額  ：15,000千円 

 助成対象事業：助成区分２ 地区サッカー施設整備助成事業（クラブハウス新設） 

■取消理由 

一般社団法人 V.V.NAGASAKI スポーツクラブが事業主体となって整備したクラブハウスを第三者

へ売却することとなったため交付決定を辞退する旨、助成対象者である一般社団法人

V.V.NAGASAKI スポーツクラブより申し出があり、それを受理し、交付決定を取り消すものとす

る。 

（助成対象事業により整備されたクラブハウスの売却は「JFA サッカー施設整備助成金交付要項

第 23条（財産の管理等）」および「第 24条（財産処分の制限）」に抵触） 

■取消通知日 

 2017年 12月 26日 

 

 6 ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  (1) 申請者（施設所有者）：郡山市 

施設名：郡山市フットボールセンター（福島県郡山市熱海町熱海二丁目 15番 1号） 

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：2018年 1月 18日～ 2021年 1月 17日 

公認番号：第 208号 

(2) 申請者（施設所有者）：石巻市 

施設名：石巻市総合運動公園人工芝サッカー場（宮城県石巻市南境字大埣ほか） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XXP-65 

公認期間：2018年 1月 18日～ 2021年 1月 17日 

公認番号：第 209号 

(3) 申請者（施設所有者）：石巻市 

施設名：石巻市総合運動公園人工芝ラグビー場（宮城県石巻市南境字大埣ほか） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XXP-65 
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公認期間：2018年 1月 18日～ 2021年 1月 17日 

公認番号：第 210号 

(4) 申請者（施設所有者）：宇部市 

施設名：常磐公園サッカー場（山口県宇部市大字沖宇部 1番 1地内） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U-CF 

公認期間：2018年 1月 18日～ 2021年 1月 17日 

公認番号：第 211号 

(5) 申請者（施設所有者）：青森市 

施設名：青森市スポーツ広場（青森県青森市大矢沢字野田 87-4） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2055RS+U SSL10 

公認期間：2017年 12月 7日～2020年 12月 6 日 

公認番号：第 207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）：伊勢市 

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

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MV2065 

公認期間：2017年 12月 7日～2020年 12月 6 日 

公認番号：第 061号 

(2)申請者（施設所有者）：五戸町 

施設名：五戸町ひばり野公園サッカー場（青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平 1－275） 

使用製品：日本フィールドシステム株式会社 ビッグターフ 65-M 

公認期間：2018年 1月 12日～2020年 1月 11 日 

公認番号：第 116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。 

 

 8 第 97回天皇杯全日本サッカー選手権大会について 

  
（1）第 97回天皇杯全日本サッカー選手権大会について 

以下の通り終了した。 
1回戦     4月 22日(土)、23日(日) 
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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) 
準決勝   12月 23日(土・祝) 
決勝    1月 1日(月・祝) 

回戦 MN 会場 対戦 入場者数  

準決勝 85 ヤンマー ヴィッセル神戸 1 - 3 セレッソ大阪 24,833人 EX 

  86 等々力 横浜Ｆ・マリノス 2 - 1 柏レイソル 20,696人 EX 

決勝 87 埼玉 セレッソ大阪 2 - 1 横浜 F・マリノス 42,029人 EX 

 
（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 
日 5 
水 6 

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 日 9 

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 3 

日 2 
水 2 

日 1 
水 7 

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 土 1水 3 日 4 日 4 

準決勝 45,529 2試合 22,765 18,695 19,745 4,465 24,670 15,123 
   祝 2 木 2 火 2 水 2 日 2 土 2 

決勝 42,029 1試合 42,029 34,166 43,809 47,829 46,599 46,480 
   祝 1 祝 1 祝 1 土 1 祝 1 祝 1 

合計 313,881 87試合 3,608 4,564 3,824 3,329 4,422 3,949 
QF以降 116,934 7試合 16,705 21,646 18,177 10,686 20,305 18,301 

 
表彰 ： 優 勝  セレッソ大阪 (J1) ※43 年ぶり 4度目の優勝 

準優勝  横浜Ｆ・マリノス (J1) 
第 3位  ヴィッセル神戸 (J1)、 柏レイソル (J1) 

フェアプレー賞  柏レイソル (J1) 

 9 2018ナショナルコーチングスタッフ体制〔サッカー男子担当〕の件 

  （報告）資料№4 

2018 年活動予定の各代表チームのコーチングスタッフ〔サッカー男子担当〕体制を別紙の通りと

する。 

 10 2018年度 S級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  （報告）資料№5 

2018年度 S級コーチ養成講習会の受講者 20名が添付のとおり決定した。 
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 11 2017年度 エリートプログラム U-13トレーニングキャンプの件 

  行事名：エリートプログラム U-13トレーニングキャンプ 

期  間：2017年 12月 13日(水)～17日(日) 

場  所：静岡/御前崎 

 

［スケジュール］ 

12月 13日 (水) 集合 

                   トレーニング 

12月 14日 (木) トレーニング 

練習試合 vs.藤枝明誠高校 ◯ 4-3 

12月 15日 (金) トレーニング 

 オフザピッチプログラム 

12月 16日 (土)     練習試合 vs.ジュビロＳＳ磐田 ● 0-5 

12月 17日 (日) トレーニング 

              解散 

［スタッフ］ 

監督 山橋 貴史（やまはし たかし）  JFAナショナルトレセンコーチ 

コーチ 遠藤 善主（えんどう よしむね） JFAナショナルトレセンコーチ 

GKコーチ 前田 信弘（まえだ のぶひろ）   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 塩澤 淳  （しおざわ じゅん）  順天堂医院 整形外科 

総務 池辺 友和（いけべ ともかず）  JFA技術部 

主務        楢崎 克之（ならざき かつゆき） JFA技術部 

 

［選 手］ 

GK 松原 快晟 （まつばら かいせい）  カマタマーレ讃岐 U-15 

 佐賀 鉄生 （さが てっしょう）   ＪＦＡアカデミー福島 U15 

FP 日野 壱柊 （ひの いっしゅう）    愛媛ＦＣ U-15 

  塩崎 俊輔 （しおざき しゅんすけ） 清水エスパルスジュニアユース 

小俣  優樹   (こまた ゆうき)        アルビレックス新潟 U-15             ※1 

岩田 桂立 （いわた けいたつ）    カターレ富山 U-15                  ※2  

坂井 駿也 （さかい しゅんや）    ソレッソ熊本 

牧田 拓樹 （まきた ひろき）     ＪＦＡアカデミー福島 U15 

阿部 駿也 （あべ しゅんや）      SSSジュニアユース 

十河 拓平 （そごう たっぺい）    刈谷ＪＹ 

眞玉橋 宏亮 （またはし ひろあき）   TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA 

櫻井  廉 （さくらい れん）      北海道コンサドーレ旭川 U-15 

西村 涼  （にしむら りょう）    アルビレックス新潟 U-15 

安部 大晴 （あべ たいせい）     Ｖ・ファーレン長崎 U-15 

東 廉太   （ひがし れんた）       高川学園中学校 
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長阪 椎真 （ながさか しいま）     青森山田中学校 

緒方 夏暉 （おがた なつき）      セレッソ大阪 U-15 

小松 朝陽 （こまつ あさひ）      ブラウブリッツ秋田 U-15 

斉藤 勇真 （さいとう ゆうま）    横浜 F.マリノスジュニアユース 

岩崎 壮真 （いわさき そうま）     東京ヴェルディジュニアユース 

相徳 青伊 （あいとく せい）       横浜 F.マリノスジュニアユース追浜 

桒原 陸人  (くわはら りくと)     ガンバ大阪ジュニアユース 

堀川 大夢  (ほりかわ ひろむ)     セレッソ大阪 U-15 

※1は※2に変更 

 12 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、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。 

 

(1)申請ｸﾗﾌﾞ名： 横浜 F･マリノス 

氏   名： Postekos Angelos( ポステコス アンジェロス ) 

生 年 月 日： 1965年 8月 27日 

国   籍： オーストラリア 

指 導 歴： 1994 年～1996年 South Melbourne FC(オーストラリア)アシスタントコーチ  

1996年～2000年 South Melbourne FC(オーストラリア) 監督  

2000年～2007年 オーストラリア U-17/U-20代表 コーチ  

2001年～2004年 オーストラリア代表 アシスタントコーチ  

2004年          オーストラリア オリンピック代表 コーチングスタッフ  

2008年～2009年  Panachaiki FC(ギリシャ) 監督  

2009年～2012年 Brisbane Roar FC(オーストラリア) 監督 

2012年～2013年 Melbourne Victory FC(オーストラリア) 監督  

2013年～2017年 オーストラリア代表 監督  

保有資格：  AFC PRO Coaching Diploma 

 

(2)申請ｸﾗﾌﾞ名： 清水エスパルス 

氏   名： Jan Anders JONSSON（ ヤン・アンデルス・ヨンソン） 

生 年 月 日： 1960年 5月 24日 

国   籍： スウェーデン 

指 導 歴： 1993 年     サンフレッチェ広島 コーチ(シーズン途中から選手登録) 

1994年     Varbergs BoIS コーチ 兼 選手（スウェーデン 3部） 

1995年～1996年 ヴィッセル神戸 コーチ（シーズン途中から選手登録） 

1997年          ヴィッセル神戸 コーチ 

1998年～2000年  Panos-Ljungskile SK 監督（スウェーデン 2部） 

2001年～2004年  Landskrona BoIS 監督（スウェーデン 1部） 

2005年～2010年  Stabaek IF 監督（ノルウェー1部） 
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2011年～2012年  Rosenborg Ballklub 監督（ノルウェー1部） 

2013年～2014年  Aalesunds FK 監督（ノルウェー1部） 

2015年～2017年  Halmstads BK 監督（スウェーデン 1部 

2017年～        Halmstads BK テクニカルダイレクター 

兼アカデミーダイレクター 

2017年 7月～2017年 12月 サンフレッチェ広島 監督 

保有資格：   UEFA-PRO Licence 

 

(3)申請ｸﾗﾌﾞ名： 北海道コンサドーレ札幌 

氏   名： Mihailo PETROVIC  ( ミハイロ ペトロヴィッチ ) 

生 年 月 日：1957年 10月 18日 

国   籍：オーストリア 

指 導 歴： 1993年～1994年  SVペラウ(オーストリア) 監督  

1994年～1998年  シュトルム・グラーツ アマチュア(オーストリア) 監督  

1998年～1999年  NKプリモアージェ（スロベニア）監督  

1999年～2000年  NKドムジャレ（スロベニア）監督  

2000年～2001年  NKプリモアージェ（スロベニア）監督 

2001年～2002年  オリンピア・ライバッハ (スロベニア) 監督  

2002年～2003年  NKムラ (スロベニア) コーチ 

2003年 9月～2006年 5月 シュトルム・グラーツ (オーストリア) 監督  

2006年 6月～2011年   サンフレッチェ広島 監督  

2012年  ～2017年 7月 浦和レッズ 監督  

保有資格： UEFA PRO Lisence 

 

 13 日本代表 EAFF E-1 サッカー選手権 2017 決勝大会の件 

  行事名：日本代表 EAFF E-1 サッカー選手権 2017 決勝大会  

期 間：2017年 12月 4日(月)～16日(土) 

場 所：東京都/調布市 

 

[スケジュール] 

12月 4日 (月) 集合 

12月 9日 (土) vs.朝鮮民主主義人民共和国代表 ○1-0 

12月 12日 (火) vs.中国代表          ○2-1 

12月 16日 (土) vs.韓国代表          ●1-4 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) 



報告事項 

2018/1/18 第 1回理事会 

 

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) 

ドクター 御園生 剛 (筑波学園病院) 

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 (東京スポーツ・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)  

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 東口 順昭 (ガンバ大阪)  

 中村 航輔 (柏レイソル)  

 権田 修一 (サガン鳥栖)  

DF 山本 脩斗 (鹿島アントラーズ)  

 西  大伍 (鹿島アントラーズ) ※1 

 谷口 彰悟 (川崎フロンターレ)  

 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)  

 三浦 弦太 (ガンバ大阪)  

 室屋 成 (ＦＣ東京) ※2 

 初瀬 亮 (ガンバ大阪)  

MF 今野 泰幸 (ガンバ大阪)  

 高萩 洋次郎 (ＦＣ東京)  

 清武 弘嗣 (セレッソ大阪) ※1 

 土居 聖真 (鹿島アントラーズ) ※2 

 大島 僚太 (川崎フロンターレ) ※3 



報告事項 

2018/1/18 第 1回理事会 

 

 三竿 健斗 (鹿島アントラーズ)  

 井手口 陽介 (ガンバ大阪)  

FW 小林 悠 (川崎フロンターレ)  

 倉田 秋 (ガンバ大阪)  

 金崎 夢生 (鹿島アントラーズ)  

 阿部 浩之 (川崎フロンターレ)  

 川又 堅碁 (ジュビロ磐田) ※4 

 杉本 健勇 (セレッソ大阪) ※3 

 伊東 純也 (柏レイソル)  

※1は※2に変更                              計 26名 

※3離脱  ※4 追加招集 

 

 14 U-20日本代表 タイ遠征（M-150カップ 2017）の件 

  行事名：U-20日本代表 タイ遠征（M-150カップ 2017） 

期 間：2017年 12月 6日(水)～17日(日) 

場 所：タイ/ブリーラム 

 

 [スケジュール] 

12月 6日 (水) 集合 

12月 9日 (土) 第 1戦 vs.U-23タイ代表 ●1-2 

12月 11日 (月) 第 2戦 vs.U-23朝鮮民主主義人民共和国代表 ○4-0 

12月 15日 (金) 決勝戦 vs.U-23ウズベキスタン代表 ●2-2(PK3-4) 

12月 17日 (日) 帰国、解散 

 

 [スタッフ]  

団長 山本 昌邦 （JFA副技術委員長) 

監督 森保 一 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 横内 昭展 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/サンフレッチェ広島) 

コーチ 和田 一郎 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ガンバ大阪) 

GKコーチ 下田 崇 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/サンフレッチェ広島) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 松本 良一 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/サンフレッチェ広島) 

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 立石 智彦 （同愛記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 （make the Gratefulbody) 

総務 本間 一憲 （JFA代表チーム部)  

主務 上田 達也 （JFA代表チーム部)  

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 峯尾 雅樹 （アディダス ジャパン株式会社) 

 

 [選  手] 
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GK オビ パウエルオビンナ (流通経済大学) 

 大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) 

 谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

DF 庄司 朋乃也 (ツエーゲン金沢) 

 岡野 洵 (ジェフユナイテッド千葉) 

 大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 立田 悠悟 (清水エスパルス) 

 麻田 将吾 (京都サンガ F.C.) 

MF 浦田 樹 (ギラヴァンツ北九州) 

 岩田 智輝 (大分トリニータ) 

 長沼 洋一 (モンテディオ山形) 

 平戸 太貴 (FC 町田ゼルビア) 

 神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 三笘 薫 (筑波大学) 

 井上 潮音 (東京ヴェルディ) 

 宮崎 幾笑 (ツエーゲン金沢) 

 松本 泰志 (サンフレッチェ広島) 

 菅 大輝 (北海道コンサドーレ札幌) 

 針谷 岳晃 (ジュビロ磐田) 

 渡辺 皓太 (東京ヴェルディ) 

FW 旗手 怜央 (順天堂大学) 

 上田 綺世 (法政大学) 

 小松 蓮 (産業能率大学) 

                                     計 23名 

 

 15 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＞ 

（セミナー他） 

① 審判交流プログラム（香港） 

期 間：12月 8 日～12月 11日 

場 所：香港 

インストラクター：前田拓哉 

 

＜審判員＞ 

（セミナー他） 

① 審判交流プログラム（香港） 
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期 間：12月 8 日～12月 18日 

場 所：香港 

審判員：先立圭吾、上原直人 

 

 16 2018女子ナショナルコーチングスタッフ体制〔サッカー女子担当〕の件 

  （報告）資料№6 

2018年の女子ナショナルコーチングスタッフを、別紙の通り、2017年と同様の体制とする。 

 

 17 JFA・なでしこリーグ特別指定選手制度 (2018年度改正案)の件 

  （報告）資料№7 

JFA・なでしこリーグ特別指定選手制度を、選手育成のさらなる活性化に役立てることを目指し、

なでしこリーグ 2部クラブも適用対象に追加し、2018年度制度とする。 

 

 18 日本女子代表 EAFF E-1サッカー選手権 2017 決勝大会の件 

  行事名：日本女子代表 EAFF E-1サッカー選手権 2017 決勝大会 

期 間：2017年 12月 4日(月)～16日(土) 

場 所：千葉県/千葉市 

 

[スケジュール] 

12月 4日 (月) 集合 

12月 8日 (金) vs. 韓国女子代表 ◯3-2 

12月 11日 (月) vs. 中国女子代表 ◯1-0 

12月 15日 (金) vs. 朝鮮民主主義人民共和国女子代表 ●0-2  

12月 16日 (土) 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 

コーチ        

大部 由美 

池田 太 

(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) 

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) 

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) 

ﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾅｰ  田中ウルヴェ京 (株式会社ポリゴン) 

総務 山本 りさ (JFA女子部) 
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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 三ツ木 将吾 (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)  

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 松本 真未子 (浦和レッズレディース)  

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)  

 坂本 理保 (AC長野パルセイロ・レディース)  

 高木 ひかり (ノジマステラ神奈川相模原)  

 大矢 歩 (愛媛 FC レディース)  

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ)  

 万屋 美穂 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

 北川 ひかる (浦和レッズレディース)  

MF 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ）  

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ）  

 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） ※1 

FW 櫨 まどか (伊賀フットボールクラブ くノ一）  

 菅澤 優衣香 (浦和レッズレディース）  

 岩渕 真奈 (INAC神戸レオネッサ）  

 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                                              計 23名 

 

 19 JFAナショナルトレセン女子 U-14の件 

  行事名：ナショナルトレセン女子 U-14 

期  間：2017年 12月 15日(金)～18日(月) 

[東日本] 

場    所：鹿島ハイツスポーツプラザ(茨城県鹿嶋市) 

参加者数：選手 60名 

     (北海道 10 名／東北 11名／関東 17 名／東海 13名／JFAアカデミー福島 9名) 

指導者講習会受講者 12月 16日(土)7名、17日(日)10名 

[西日本] 

場    所：J-GREEN堺(大阪府堺市) 

参加者数：選手 60名 
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(北信越 10名／関西 14名／中国 10名／四国 10 名／九州 14名／JFAアカデミー福島 2名） 

     指導者講習会受講者 12月 16日(土)4名、17日(日)4名 

 

 20 U-16日本女子代表 イングランド遠征の件 

  行事名：U-16日本女子代表 イングランド遠征 

期 間：2017年 12月 17日(日)～23日(土・祝) 

場 所：イングランド 

 

[スケジュール] 

12月 17日 (日) 集合、移動 

12月 19日 (火) 親善試合第 1戦 vs. U-17イングランド女子代表 ●1-2 

12月 21日 (木) 親善試合第 2戦 vs. U-17イングランド女子代表 ●1-2 

12月 23日 (土･祝) 移動、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) 

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 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 (亀田メディカルセンター) 

総務 重松 志穂 (JFA女子部) 

[選  手] 

GK 大場 朱羽 (JFAアカデミー福島) 

 竹下 奏彩 (INAC神戸レオネッサ) 

DF 渋谷 巴菜 (星槎国際高校 湘南) 

 松田 紫野 (日テレ・メニーナ) 

 富岡 千宙 (JFAアカデミー福島) 

 新井 美夕 (JFAアカデミー福島) 

MF 中江 萌 (アルビレックス新潟レディース U-18) 

 大貫 さくら (帝京長岡高校) 

 一法師 央佳 (浦和レッズレディースユース) 

 中山 未咲 (ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ) 

 山本 柚月 (日テレ・メニーナ) 

 大西 若菜 (浦和レッズレディースジュニアユース) 

 木下 桃香 (日テレ・メニーナ) 

FW 水野 蕗奈 (追手門学院高校) 

 島田 芽依 (浦和レッズレディースジュニアユース)                            

 城和 玲奈 (JFAアカデミー福島) 

                                           計 16名 
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 21 2018ナショナルコーチングスタッフ体制［フットサル担当］の件  

  （報告）資料№8①② 

2018年度ナショナルコーチングスタッフ［フットサル担当］の体制を別紙の通りとする。 

 

 22 フットサル委員会 フットサル・ビーチ部会 部会員追加の件 

  下記 2名をフットサル委員会 フットサル・ビーチ部会の部会員に追加した。 

① 松井 隆（まつい たかし）／（一財）日本フットサル連盟 総務主事 

②西脇 一行（にしわき かずゆき）／（一財）日本ビーチサッカー連盟 専務理事 

 

※両連盟との連携強化のため 

 

 23 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：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：2017年 12月 11日(月)～13日(水) 

場 所：愛知県名古屋市 

 

 [スケジュール] 

12月 11日 (月) 集合 

12月 13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 (順天堂大学医学部付属順天堂医院整形外科) ※1 

ドクター 原口 貴久 (東京医科大学) ※2 

ドクター 吉田 圭一 (順天堂大学医学部附属浦安病院) ※3 

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 渡邉 大 (JFAフットサル・ビーチサッカー部)  

※1 12月 11日(月) 

※2 12月 12日(火)～13日(水) 

※3 12月 11日(月)～12日(火) 

 

[選  手] 

GK ﾋﾟﾚｽ・ｲｺﾞｰﾙ (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)  
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FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田)  

 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)  

 相井 忍 (シュライカー大阪)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 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)  

 前鈍内 ﾏﾃｨｱｽｴﾙﾅﾝ (アグレミーナ浜松)  

 内村 俊太 (湘南ベルマーレ)  

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  

 小門 勇太 (湘南ベルマーレ)  

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪)  

 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)  

                           計 19名 

 

 24 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件  

  下記の 10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 29日 

(1) 山口・九州ろう者サッカー協会（障がい者サッカー） 

認定日：12月 6日 

(1) ペルナサッカークラブ（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

認定日：12月 22日 

(1) 特定非営利活動法人奈良クラブ（障がい者サッカー） 

認定日：1月 5日 

(1) ポールスターユナイテッドスポーツクラブ（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(2) LARGO FOOTBALL CLUB（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(3) 特定非営利活動法人ラソススポルチクルービ（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

認定日：1月 9日 

(1) 武岡フットボールクラブ（引退なし、補欠ゼロ） 

(2) 豊田竜神 FC1977（補欠ゼロ） 

(3) J Brave Football Club（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(4) JOYFOOT（補欠ゼロ） 

 

総申請件数 ：166件（1月 10日現在） 

総認定団体数：148団体 
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「引退なし」    ： 110団体 

「補欠ゼロ」    ： 117団体 

「障がい者サッカー」： 84団体 

 

 25 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：ぎふスポーツフェア実行委員会（公益財団法人岐阜県体育協会） 

行事名：ぎふスポーツフェア 2018 ギフスポーツフェア 30周年記念イベント 

主 催：ぎふスポーツフェア実行委員会 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 

日 程：5月 3日(木・祝) 

会 場：岐阜メモリアルセンター・で愛ドーム 

申請理由：30周年記念イベントで元日本代表選手を招聘し、ふれあいサッカー教室やトーク

イベントを開催。同会場に日本サッカーミュージアム所蔵の関連物品を展示し、サ

ッカー競技の盛り上げを図りたい。 

(2)申請団体：日本サッカー史研究会（任意団体） 

行事名：日本サッカー史研究会 月例会 

主 催：日本サッカー史研究会 

協 力：公益財団法人日本サッカー協会 

日 程：毎月 1回 原則平日 19:00～21:00 

会 場：JFAハウス 4階会議室 

申請理由：サッカージャーナリストを中心とした同会は、毎月 1回日本サッカー史のテーマに

そった関係者からのインタビューを行い、日本サッカー史を研究する任意団体。月

例会会場として、JFAハウス 4階会議室の無償借用および日本サッカーミュージア

ムの資料無償閲覧の協力をしたい。 

(3)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 3回全国知的障害特別支援学校高等部選手権大会 2017 

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（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、 

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害者スポーツ協会、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、静岡新聞社、静岡放送 

日 程：2月 17日(土)・18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：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、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。 
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(4)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：Go For 2020 全国知的障害特別支援学校普及大会 

主 催：文部科学省スポーツ庁 

受託団体：Go For 2020全国知的障害特別支援学校普及大会実行委員会 

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、 

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本、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害者スポーツ協会、静岡県特別支援学校校長会、 

藤枝市教育委員会、静岡新聞社、静岡放送 

日程：2月 17日(土)・18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：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。 

部活動の普及・促進に寄与するため、全国知的障害特別支援学校高等部選手権 

大会地域予選敗退校及び公募による特別支援学校高等部サッカー部・計 7校に 

よるトーナメント戦を行う。 

 

 26 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 マイナビベガルタ仙台レディース（女子） 

遠征期間 1月 25日～2月 5日 

遠 征 先 台湾/台南、台北 

(2）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム A.C. Azzurri（第 3種） 

遠征期間 3月 28日～4月 4日 

遠 征 先 イタリア/ヴェネツィア 

(3）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム FOURWINDS FC（第 3種） 

遠征期間 2月 5日～2月 15日 

遠 征 先 イタリア/ガリポリ 

(4）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県大学選抜（第 1種） 

遠征期間 2月 18日-2月 23日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

(5）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム ヴェルディサッカースクール小山（第 3種） 

遠征期間 3月 27日～4月 4日 

遠 征 先 イタリア/ポルデノーネ 

(6）公益社団法人 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） 
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遠征期間 1月 19日～1月 25日 

遠 征 先 シンガポール 

(7）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム Felice FC 浦安（第 3種） 

遠征期間 3月 28日～4月 4日 

遠 征 先 イタリア/トリノ 

(8）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 19日～2月 1日 

遠 征 先 カタール/ドーハ 

(9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム LARGO FOOTBALL CLUB（第 4種） 

遠征期間 3月 30日～4月 3日 

遠 征 先 台湾/台北 

(10）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム LARGO FOOTBALL CLUB U-15（第 3種） 

遠征期間 3月 30日～4月 3日 

遠 征 先 台湾/台北 

(11）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム F.C. 東京（第 1種） 

遠征期間 1月 24日～28日 

遠 征 先 インドネシア/ジャカルタ 

(12）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 21日～2月 2日 

遠 征 先 スペイン/マラガ 

(13）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FC（第 1種） 

遠征期間 1月 16日～1月 23日 

遠 征 先 ベトナム/ダナン 

(14）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム Team Clio U-12 (CF 横浜）（第 4種） 

遠征期間 1月 24日～2月 2日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

(15）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 U-15（第 3種） 

遠征期間 2月 3日～2月 8日 

遠 征 先 カタール/ドーハ 

(16）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム AMBICIONE 松本（第 3種） 
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遠征期間 1月 26日～2月 7日 

遠 征 先 スペイン/バレンシア、マドリード 

(17）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 2日 

遠 征 先 タイ/チェンマイ 

(18）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 16日～23日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

(19）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-12（第 4種） 

遠征期間 2月 23日～3月 1日 

遠 征 先 韓国/盈德 

(20）一般社団法人 奈良県サッカー協会 

チ ー ム 奈良市立一条高等学校サッカー部（第 2種） 

遠征期間 3月 22日～4月 1日 

遠 征 先 ドイツ/ミュンヘン、カールスルーエ 

(21）一般社団法人 山口県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島（第 1種） 

遠征期間 1月 27日～2月 6日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

(22）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島ヴォルティス・ジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 3月 27日～4月 4日 

遠 征 先 イタリア/ポルデノーネ 

(23）一般社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム 沖縄県 U-16選抜（第 2種） 

遠征期間 3月 2日～3月 5日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

(24）全国高等専門学校サッカー連盟 

チ ー ム 全国高専サッカー選抜（第 1種） 

遠征期間 3月 18日～3月 27日 

遠 征 先 ドイツ/ライムズバッハ 

 

【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。 

 (1） 一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 西宮市 U-16トレセン（第 2種） 

遠征期間 1月 4日～1月 8日 
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遠 征 先 タイ/バンコク 

(2)  公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム ルーヴェン福岡ジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 2017年 12月 25日～12月 29日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

(3）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム 国府高校サッカー部（第 2種） 

遠征期間 2017年 12月 26日～12月 29日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

(4）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 2017年 12月 26日～12月 29日 

遠 征 先 韓国/昌寧 

(5）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島高校サッカー部（第 2種） 

遠征期間 2017年 12月 26日～12月 30日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

(6）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島城西高校サッカー部（第 2種） 

遠征期間 2017年 12月 26日～12月 30日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

 

 27 標章使用申請の件 

  (1)申請者：全国高等専門学校サッカー連盟 

内 容：ドイツ遠征での、対戦チームや訪問先サッカー協会へ贈呈するペナントへ使用 

 

 


