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報告事項  

1. JFA アジア貢献事業 指導者海外派遣（継続）の件 

 JFA アジア貢献事業の一環として海外に派遣している指導者 6名を引き続き選任する。 

 

(1) JFAアジア貢献事業 北マリアナ諸島／ 技術委員長 兼 代表監督 

氏  名：三田 智輝 

保有資格：AFCプロディプロマ 

 (2) JFAアジア貢献事業 カンボジア／ 技術委員長 

氏  名： 小原 一典 

保有資格：スペインプロディプロマ 

 (3) JFAアジア貢献事業 東ティモール ／U-23代表監督 

氏  名：築舘 範男 

保有資格： AFC プロディプロマ 

 (4) JFAアジア貢献事業 フィリピン／ ユース育成ダイレクター 

氏  名：平田 礼次 

保有資格： A級 

 (5) JFAアジア貢献事業 ミャンマー／ U-15 監督 

氏  名：古賀 琢磨 

保有資格：S 級 

 (6) JFAアジア貢献事業 ブータン ／ブータンアカデミー 兼 U-16・U-19代表監督 

氏  名：中村 敦 

保有資格：AFCプロディプロマ 

 

契約期間（原則）： 2019年 2月 1日～2020年 1月 31日 

但し、派遣先協会の要望があるときは契約期間を変更する。 

 

派遣先協会の費用負担：指導者の国際航空券、住居、自動車の費用 

これ以外の費用については、派遣先協会の財政規模等に鑑み折衝する。 

 

 2. AFC 理事会（1月 4日開催）の件 

 AFC 理事会が 1 月 4 日（金）、アラブ首長国連邦・アブダビで開催された。主な決定・報告事項

は以下の通り。 

➢ 今年 4 月 6 日開催予定の第 29 回 AFC 総会にて実施される選挙において、インテグリティの

確保が重要課題であると確認した。 

➢ AFCの地域協会からAFC理事会の議席拡大要求があったことを受け、当該要求についてはAFC

事務局主導で各委員会と検討作業を行うことで合意した。 

➢ AFC U-19選手権 2020予選の新規大会日程を承認した。 

＜変更前＞ 2019年 9月 28日～10月 6日 

＜変更後＞ 2019年 11月 2日～11月 10 日 
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➢ 2019年版 AFCエキップメント規則を承認した。 

➢ 台風被害を受けた北マリアナ諸島サッカー協会のサッカートレーニングセンター復旧にかか

る支援（総額 45万 2,254ドル）を承認した。 

 

 3. EAFF理事会（1月 5日開催）の件 

 EAFF理事会が 1月 5日（土）、アラブ首長国連邦・アブダビで開催された。主な決定・報告事項

は以下の通り。 

➢ 2018年度の活動報告があった。 

➢ 北マリアナ諸島サッカー協会に対する義援金総額を承認した。 

(2018年 42万ドル、2019年 15万ドル) 

➢ 2018年度の会計報告があった。 

➢ 2019年度予算が承認された。 

➢ EAFF E-1サッカー選手権 2019決勝大会の会場選定プロセスが報告された。 

➢ 北マリアナ諸島サッカー協会の AFC 正式加盟に向け、AFC に対して AFC 規約の改定を提案

することを決定した。 

➢ マカオサッカー協会からの EAFF理事会メンバーの変更提案が報告された。 

＜前委員＞ マカオサッカー協会 ダニエル・デ・ソウザ副会長 

＜新委員＞ マカオサッカー協会 チャン・ケン・ホウ 専務理事 

 

 4. Jリーグ 報告の件 

 （報告）資料 1 

2018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夢フィールド 名称ロゴの件 

 

 

 

（報告）資料 2 

JFA夢フィールドのロゴを資料の通り制作した。 

制 作 者：浅葉 克己（あさば かつみ）氏 

                                  

 6. 技術委員会 委員退任の件 

 以下の 3名の技術委員会委員は、1月末をもって退任する。 

・副委員長 山口 隆文（JFA） 

・委  員 小野 剛 （FC今治） 

・委  員 松永 英機（Jリーグ） 

 

上記に伴う新規委員の選任の件については、技術委員会で検討の上、次回理事会に付議する。 
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7. 2019 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 3 

2019ナショナルコーチングスタッフ体制［サッカー男子担当］を定め、ナショナルコーチングス

タッフを 14名選任する。 

  

8. 2019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 4 

2019ナショナルコーチングスタッフ体制[サッカー女子担当]を定め、ナショナルコーチングスタ

ッフを 9名選任する。 

  

9. 2019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 5 

2019ナショナルコーチングスタッフ体制[フットサル担当]を定め、ナショナルコーチングスタッ

フを 5名選任する。 

 

 10. 大会役員 国際試合への派遣の件 

 AFC カップ 2019 予備ステージ 

エルチム FC（MNG） vs. リミョンス SC（PRK） 

試合日： 2月 20日 

マッチコミッショナー： 大矢 丈之 

  

11. コンプライアンス推進 eラーニングツールの件 

 近年、サッカー界でのコンプライアンス問題が顕在化している。この状況を踏まえ、JFAとして

サッカー界でのコンプライアンスを一層推進するため、主に指導者、審判向けの e ラーニング

ツールを展開する。第一段は、2019年 1月から KICKOFF上で開始する。 

【コンテンツ】 

・倫理・コンプライアンス方針、倫理規範の説明 

・「ハラスメントの禁止」の事例紹介 

・確認テスト 

（画像例） 
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※以降、定期的に eラーニングの内容を更新していく予定。 

 

 12. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

 申請者（施設所有者）：福島市 

施設名：福島市十六沼公園サッカー場 A（福島県福島市大笹生字爼板山地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XP-62 

公認期間：2018年 12 月 20日～2019年 12月 19 日 

公認番号：第 031号 

 

申請者（施設所有者）：福島市 

施設名：福島市十六沼公園サッカー場 B（福島県福島市大笹生字爼板山地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XP-62 

公認期間：2018年 12 月 20日～2019年 12月 19 日 

公認番号：第 032号 

 

申請者（施設所有者）：昭和町 

施設名：押原公園人工芝グラウンド（山梨県中巨摩郡昭和町押越 1500番地 1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U 

公認期間：2019年 1 月 16日～2022年 1月 15 日 

公認番号：第 049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。 

 

 13. 役員・審判員の海外派遣の件 

 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） 

AFC Men Referee Recruiting 2019 1st Assessment Visit 
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期 間：12月 7 日～12月 9日 

場 所：香港 

インストラクター：石山昇 

（大会・試合） 

EAFF E-1 Football Championship 2019 Round 2 Guam 

期 間：11月 29 日～12月 6日 

場 所：グアム 

アセッサー：山岸佐知子 

AFC U-20 Futsal Championship 2019 - Qualifiers West Zone 

期 間：12 月 3 日～12月 10日 

場 所：UAE/フジャイラ 

インストラクター：五十川和也 

＜審判員＞ 

（セミナー他） 

FIFA Women's World Cup France 2019 Selected Referee Seminar 

期 間：12月 11 日～12月 19日 

場 所：UAE/アブダビ 

審判員：山下良美 

（大会・試合） 

EAFF E-1 FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2019 Round 2 Guam 

期 間：11月 29 日～12月 6日 

場 所：グアム 

審判員：梶山芙紗子、萩尾麻衣子 

AFC U-20 Futsal Championship 2019 - Qualifiers ASEAN Zone 

期 間：12月 2 日～12月 10日 

場 所：タイ/バンコク 

審判員：藤田武志 

AFF Suzuki Cup 2018 2nd Leg Semi-final 

期 間：12月 4 日～12月 7日 

場 所：ベトナム/ハノイ 

審判員：木村博之、八木あかね 

審判交流プログラム 

期 間：12月 4 日～12月 13日 

場 所：香港 

審判員：中井敏博、堀格郎、渡邉康太 

FIFA Club World Cup UAE 2018 

期 間：12月 5 日～12月 24日 

場 所：UAE/アブダビ 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 
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 14. 2019年度 S 級コーチ養成講習会受講者の件 

 （報告）資料 6 

 

 15. 日本代表 AFCアジアカップ UAE2019直前合宿の件 

 行事名：日本代表 AFCアジアカップ UAE2019 直前合宿 

期 間：2018年 12月 26日(水)～12月 30日(日) 

場 所：千葉県/習志野市 

 [スケジュール] 

12月 26日 (水) 集合 

12月 30日 (日) トレーニングマッチ vs.流通経済大学 ○2-0 

解散 

 [スタッフ] 

団 長 関塚 隆 (JFA 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)  

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 松本 良一 (JFA ナショナルコーチングスタッフ)  

GKコーチ 下田 崇 (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)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFA)  

ドクター 御園生 剛 (筑波学園病院)  

ドクター 土肥 美智子 (国立スポーツ科学センター)  

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 澤井 岳 (はりきゅう Gスポーツマッサージ治療院)   

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 尾垣 孝博 (フリー)   

総 務 津村 尚樹 (JFA 技術部)  

主 務 杉山 友朗 (JFA 技術部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 (JFA 広報部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 (JFA 広報部)  

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 (JFA プロモーション部)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン株式会社)  

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (株式会社 BOTTOM UP)  

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社)  

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 (株式会社 シミズオクト)  

 [選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪) 
 

 
権田 修一 (サガン鳥栖) 

 

 
シュミット ダニエル (ベガルタ仙台) 

 

DF 槙野 智章 (浦和レッズ) 
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佐々木 翔 (サンフレッチェ広島) 

 

 
酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス) 

 

 
山中 亮輔 (横浜 F・マリノス) 

 

 
室屋 成 (FC 東京) 

 

 
三浦 弦太 (ガンバ大阪) 

 

 
冨安 健洋 (シント・トロイデン VV/ベルギー) 

 

MF 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 
 

 
原口 元気 (ハノーファー/ドイツ) 

 

 
柴崎 岳 (ヘタフェ CF/スペイン) 

 

 
遠藤 航 (シント・トロイデン VV/ベルギー) 

 

 
伊東 純也 (柏レイソル) 

 

 
南野 拓実 (ザルツブルク/オーストリア) 

 

 
守田 英正 (川崎フロンターレ) 

 

 
堂安 律 (FC フローニンゲン/オランダ) 

 

FW 大迫 勇也 (SV ウェルダー・ブレーメン/ドイツ)  
 

北川 航也 (清水エスパルス)  

 [トレーニングパートナー] 

DF 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) 

 

MF 三笘 薫 (筑波大学) 
 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田) 

 

FW 旗手 怜央 (順天堂大学) 
 

 
上田 綺世 (法政大学) 

 

    

計 26名 

                         

 16. エリート U-13トレーニングキャンプの件 

 行事名：JFAエリートプログラム U-13トレーニングキャンプ  

期 間：2018年 12月 12日(水)～12月 16日(日) 

場 所：時之栖スポーツセンター（静岡県裾野市） 

 [スケジュール] 

12月 12日 (水) 集合、トレーニング 

12月 13日 (木) トレーニング 

12月 14日 (金) トレーニング 

トレーニングマッチ vs.エリートフューチャーU-13 ◯3-2 

12月 15日 (土) トレーニング 

トレーニングマッチ vs.清水エスパルス U-14    △2-2 

12月 16日 (日) トレーニング、解散 

[スタッフ]  

団長 池内 豊 (JFAユース育成ダイレクター) 

監督 濱崎 芳己 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 



報告事項 

2019/1/16 第 1回理事会 

 

コーチ 森惠 佑 (サガン鳥栖) 

GKコーチ 川俣 則幸 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 佐藤 考大 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 山梨 裕貴 (いちはら病院) 

総務 楢崎 克之 (JFA技術部) 

 [選  手] 

GK 西方 優太郎 (横浜 FCジュニアユース)  
 

浅沼 英志 (遠野市立遠野中学校)  

FP 松隈 日向太 (アビスパ福岡 U-15)  
 

野田 隼太郎 (JFAアカデミー福島 U-15)  
 

金本 光成 (ファジアーノ岡山 U-15) 

 

 

次橋 大地 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 

 渡辺 皐 (セレッソ大阪 西 U-15) 

 

 村田 虎太郎 (京都サンガ F.C U-15) 

 

 星戸 成 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

 瀧澤 天 (北海道コンサドーレ札幌 U-15) 

 

 山根 幹央 (サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース)  

 青柳 仰 (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース)  

 後藤 啓介 (ジュビロ磐田 U-15) 

 

 大野 晃政 (FCゼブラ) 

 

 松岡 涼空 (ブラウブリッツ秋田 U-15)  

 馬目 隼乃介 (鹿島アントラーズノルテジュニアユース)  

 秋山 虎之亮 (湘南ベルマーレ U-15)  

 畑 遼河 (坂井フェニックス丸岡ＪＹ)  

 津島 颯太 (ヴィッセル神戸 U-15)  

 林 奏太朗 (サガン鳥栖 U-15)  

 野村 竜瑚 (ＳＳＳジュニアユース)  

 田村 心太郎 (柏レイソル U-15)  

                                                                 計 22名               

 17. エリート U-13フューチャーキャンプの件 

 行事名：JFAエリートプログラム U-13フューチャーキャンプ東西 

期 間：2018年 12月 13日(木)～12月 16日(日) 

場 所：時之栖スポーツセンター(静岡県裾野市) 

[スケジュール] 

12月 13日 (木) 集合、トレーニング 

12月 14日 (金) トレーニング 

トレーニングマッチ vs.エリート U-13       ●2-3 
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12月 15日 (土) トレーニング 

トレーニングマッチ vs.アカデミー福島 U-14 ●1-2 

12月 16日 (日) トレーニング、解散 

[スタッフ]  

団長 池内 豊 (JFAユース育成ダイレクター) 

監督 和泉 茂徳 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 遠藤 善主 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 吉岡 琢弥 (豊田アソシエーションフットボールクラブ) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 山梨 裕貴 (いちはら病院) 

総務 雨宮 大一郎 (JFA技術部) 

 [選  手] 

GK 小林 将天 (FC東京 U-15むさし)  

 齊藤 貫太 (ジュビロ磐田 U-15)  

FP 渡部 凪斗 (会津サントス FCジュニアユース)  

 山田 煌人 (名古屋グランパス U-15)  

 追川 飛羽 (松本山雅フットボールクラブ U-15)  

 衣川 藍斗 (塩釜 FCジュニアユース)  

 飯野 珠央 (北海道コンサドーレ札幌 U-15)  

 岩永 創太 (UKI-C.FC)  

 井上 碧大 (千里丘 FC)  

 小日山 滉生 (FC秋田 ASPRIDE)  

 奥 慎之介 (京都サンガ FC．U-15)  

 メイソン 埜吾 (ライオンズ SC)  

 遠藤 楓仁 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 勝田 慎之介 (カマタマーレ讃岐 U-15)  

 佐々木 悠磨 (MIRUMAE・FC・U-15)  

 天坂 陸斗 (鹿島アントラーズノルテ)  

 渡邉 大和 (清水エスパルスジュニアユース)  

 二村 亮雅 (大分トリニータ U-15)  

 金山 颯汰 (サンフレッチェくにびきフットボールクラブ)  

 羽根 成千加 (SQUARE富山 FC U-15)  

 吉永 夢希 (ソレッソ熊本)  

 小杉 啓太 (湘南ベルマーレ U-15)  

                                                               計 22名           
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 18. 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」に基づき、2018年度 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てライセンスを認定した。 

 

氏  名 ： 石栗 建 （ いしぐり たつる ） 

指導チーム： 浦和レッドダイヤモンズ 

生年月日 ：  1971 年 10月 16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 ：  1998 年～1999年     ヴェルディユース フィジカルコーチ 

        2000 年               ヴェルディ川崎 フィジカルコーチ 

       2001 年          ヴェルディユース フィジカルコーチ 

       2002 年          コンサドーレ札幌 フィジカルコーチ 

       2003 年～2008年     東京ヴェルディ 1969 フィジカルコーチ 

       2009 年〜2010年     コンサドーレ札幌 フィジカルコーチ 

       2011 年〜2012年     清水エスパルス フィジカルコーチ 

       2013 年〜2018年 4月 浦和レッドダイヤモンズユース コーチ 

       2018 年 4月      浦和レッドダイヤモンズユース 監督 

       2018 年 4月〜2019年  浦和レッドダイヤモンズユース コーチ 

       2019 年～       浦和レッドダイヤモンズ フィジカルコーチ 

 

氏  名 ： シュタルフ 悠紀 リヒャルト （ しゅたるふ ゆうき りひゃると） 

指導チーム： RECCOSS UNITED, ドイツ学園イーグルス, 日独フットボールアカデミー 

生年月日 ：  1984 年 8月 4日 

資  格 ：  2014 年 DFB A Lizenz / UEFA A License取得 

（ドイツサッカー協会 A級監督ライセンス/UEFA A ライセンス）  

指 導 歴 ：  1998 年 4月～2000年 6月 J-Kids SC U12 アシスタントコーチ  

       2001 年 9月～2003年 7月 東京横浜ドイツ学園 U15/U18 監督 

       2008 年 1月～2008年 3月 Global Football Academy(Singapore) ｱｶﾃﾞﾐｰｺｰﾁ 

       2008 年 3月～2009年 5月 Harrisburg City Islanders(USA) ｱｶﾃﾞﾐｰｺｰﾁ  

       2008 年 12月～2013年 6月 Fussball-Schule Stalph 総監督 

       2009 年 6月～2010年 6月 SC Idar-Oberstein U9(Germany) 監督  

       2010 年 10月～2011年 3月 Hekari School of Excellence(Papua New Guinea),  

       メインコーチ 

       2011 年 4月～2011年 12月 Tom Byer Academy,U6-U12 アシスタントコーチ 

       2012 年 7月～2014年 6月 SC Idar-Oberstein (Germany)  U9/U11 監督 

       2012 年 9月～2014年 6月 DFB Stützpunkt Idar-Oberstein(Germany), 

       U13/U11 アシスタントコーチ  

       2015 年 4月〜2016年 2月 Tokyo Verdy 普及コーチ 

       2015 年 4月〜2016年 2月  Chuo Arts Academy,U18 biom サッカーコース 監督  

       2016 年   〜現在     RECCOSS UNITED 総監督  
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氏  名 ： 髙木 理己 （ たかぎ りき ） 

指導チーム： ガイナーレ鳥取 U18 

生年月日 ：  1978 年 7月 13日 

資  格 ：  2011 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 市立船橋高校サッカー部コーチ兼 VIVAIO船橋ユース コーチ 

       2006 年〜2008年 山梨学院大学附属高校サッカー部 監督 

       2009 年〜2010年 帝京第三高等学校サッカー部 ヘッドコーチ 

       2011 年〜2013年 京都サンガ FC コーチ 

       2014 年〜2015年 ガイナーレ鳥取 コーチ 

       2016 年      湘南ベルマーレ ヘッドコーチ 

       2017 年〜     ガイナーレ鳥取 U18 監督 

 

※ 2018年度 S級コーチ認定者数  ：3名/20 名中（上記 3名含む）2019年 1月 11日現在 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：482名（上記 3名含む） 

 

 19. 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：2018年 12月 14日(金)～12月 17日(月) 

場  所：東日本 鹿島ハイツスポーツプラザ(茨城県鹿嶋市) 

        西日本 J-GREEN堺(大阪府堺市) 

［スケジュール］ 

12月 14日(金)  集合・トレーニング・レクチャー 

12月 15日(土)  トレーニング 

12月 16日(日)  トレーニング 

12月 17日(月)  ゲーム・解散 

［スタッフ］ 

（東日本） 

大野 真   （JFA ナショナルトレセンコーチチーフ) 

大部 由美  （JFA ナショナルトレセンコーチサブチーフ） 

松田 哉   （JFA ナショナルトレセンコーチ/北海道チーフ） 

浮田 あきな （JFA ナショナルトレセンコーチ/北海道） 

山路 嘉人  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東北チーフ） 

松本 克典  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東北） 

田代 久美子 （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東チーフ） 

仲野 浩   （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東） 

松下 潤   （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東） 

金野 結子  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関東） 

山口 小百合 （JFA ナショナルトレセンコーチ/東海チーフ） 

江後 賢一  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東海） 

坂尾 美穂  （JFA ナショナルトレセンコーチ/東海） 

宮本 ともみ （JFA ナショナルトレセンコーチ/東海） 
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西入 俊浩  （JFA ナショナルトレセンコーチ/GKチーフ） 

安齋 和之  （JFA ナショナルトレセンコーチ/GK） 

加藤 竜二  （JFA ナショナルトレセンコーチ/GK） 

山郷 のぞみ （JFA ナショナルトレセンコーチ/GK） 

（西日本） 

大野 真   （JFA ナショナルトレセンコーチチーフ) 

加藤 賢二  （JFA ナショナルトレセンコーチサブチーフ） 

清瀬 一剛  （JFA ナショナルトレセンコーチ/北信越チーフ） 

西村 陽介  （JFA ナショナルトレセンコーチ/北信越） 

佐野 佑樹  （JFA ナショナルトレセンコーチ/北信越） 

狩野 倫久  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関西チーフ） 

三輪 由衣  （JFA ナショナルトレセンコーチ/関西） 

松木 俊博  （JFA ナショナルトレセンコーチ/中国チーフ） 

横道 玲香  （JFA ナショナルトレセンコーチ/中国） 

木村 リエ  （JFA ナショナルトレセンコーチ/四国） 

嶋田 正照  （JFA ナショナルトレセンコーチ/九州チーフ） 

利光 ちはる （JFA ナショナルトレセンコーチ/九州） 

轟 奈都子  （JFA ナショナルトレセンコーチ/GKチーフ） 

井嶋 正樹  （JFA ナショナルトレセンコーチ/GK） 

安藤 信也  （JFA ナショナルトレセンコーチ/GK） 

［地域スタッフ・選手］ 

（報告）資料 7 

 

 20. 女子 U-15トレーニングキャンプの件 

 行事名：女子 U-15 トレーニングキャンプ 

期 間：2018年 12月 8日(土)～12月 11日(火) 

場 所：J-GREEN堺 (大阪府堺市) 

[スケジュール] 

12 月 8 日(土)  集合・トレーニング 

12 月 9 日(日)  トレーニング 

12 月 10 日(月)  トレーニング 

12 月 11 日(火)  トレーニング・解散 

[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/JFAナショナルトレセンコーチ) 

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

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 佐藤 世羅 (大阪大学大学院) 

総務 髙橋 綾子 (技術部) 

[選 手] 
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GK 服部 茜汐香 (ＪＦＡアカデミー福島) 

 野田 にな (日テレ・メニーナ) 

FP 太田 萌咲 (ＪＦＡアカデミー福島) 

 西尾 葉音 (浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース) 

 佐藤 朱莉 (ＪＦＡアカデミー福島) 

 櫨川 結菜 (日テレ・メニーナ) 

 箕輪 千慧 (日テレ・メニーナ) 

 菅森 杏 (AC. Gloria girls) ※1 

 宗形 みなみ (マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース) 

 石川 璃音 (ＪＦＡアカデミー福島) 

 丹野 凜々香 （浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース） 

 平中 響乃 (浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース) 

 篠田 帆花 (ＦＣ．フェルボール．ＭＩＭＯＳＡ/JFAアカデミー堺) 

 荻久保 優里 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

 四海 結稀奈 (セレッソ大阪堺アカデミー) 

 坂部 幸菜 (日テレ・メニーナ) 

 浅山 茉緩 (セレッソ大阪堺アカデミー) ※2 

 岡部 莉子 (アルビレックス新潟レディース U-15) 

 愛川 陽菜 (神村学園中等部) 

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

 木村 彩那 (日テレ・メニーナ・セリアス) 

 錦織 美紀 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15)  

 猪瀬 結子 (栃木サッカークラブ レディース) 

※1から※2へ選手変更 

 

 21. JFA災害復興募金の使途の件 

 平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）、平成 30 年台風 21 号、平成 30 年北海道胆振東部地震を対象

とした復興支援活動の一環として「JFA災害復興募金」（2018年 9月承認）を SAMURAI BLUE（日

本代表）のキリンチャレンジカップ 2018 や JFA 天皇杯全日本サッカー選手権大会の試合会場に

て行った。 

上記に加え、自治体職員サッカー連盟からの募金（2018 年 10 月理事会報告済）および 9 月のキ

リンチャレンジカップ 2018 に招集された SAMURAI BLUE（日本代表）選手の協力により実施した

JFA災害復興チャリティーオークションの売上により集まった金額は以下の通り。 

 

全国自治体職員サッカー連盟からの寄付金 953,902円 

試合会場での募金活動（代表戦、天皇杯等のJFA主催試合会場で実施） 692,640円 

JFA 災害復興チャリティーオークション 4,880,350円 

計 6,526,892円 
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上記使途について、11月 19日に行われた復興支援委員会にて協議し、以下の通りとなった。 

＜使途内容（予定）＞ 

岡山県：倉敷市真備地区のグラウンドへのゴール寄贈 

広島県：広島大学グラウンドへの夜間照明設置費用への充当 

愛媛県：被害グラウンドへのゴール、ゴールネットなどの寄贈 

大阪府：OFA万博フットボールセンターフェンス復旧工事 

北海道：厚真町 野原サッカー場のグラウンド復旧工事 

 

各地での最終的な執行内容及び金額については、復興状況に違いがあり、執行時期が異なるた

め、支援事業の執行後、都度、報告する。 

  

22. 日本サッカー指導者協会活動の件 

 （報告）資料 8 

NPO法人日本サッカー指導者協会の活動について、別紙の通り報告する。 

 

 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：2018年 12月 17日（月）～12月 19日（水） 

場 所：愛知県刈谷市 

[スケジュール] 

12月 17日 (月) 集合 

12月 19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 木暮 賢一郎 (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 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

ﾄﾞｸﾀｰ 今井 宗典 (横浜市立大学整形外科大学院)  

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 手島 将馬 (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)  

 檜山 昇吾 (シュライカー大阪)  

 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 翔汰 (名古屋オーシャンズ)  

 西谷 良介 (名古屋オーシャンズ)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  
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 皆本 晃 (立川・府中アスレティックス FC)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 安藤 良平 (名古屋オーシャンズ)  

 田村 龍太郎 (バサジィ大分)  

 吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  

 森村 孝志 (バサジィ大分)  

 田村 友貴 (シュライカー大阪)  

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪)  

 宮﨑 岳 (バルドラール浦安)  

 橋本 優也 (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)  

 伊藤 圭汰 (Ｆリーグ選抜)  

                                      計 19名 

  

24. JFA・Fリーグ特別指定選手承認の件 

 選手名： 高橋 広大（たかはし こうだい） 

所属元： 湘南ベルマーレフットサルクラブロンドリーナ 

受入先： 湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日： 2018年 12 月 5日 

  

25. JFA・Fリーグ特別指定選手解除の件 

 選手名： 山桐 正護（やまぎり しょうご） 

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 

解除日： 2018年 12 月 18日 

 

選手名： 山田 凱斗（やまだ かいと） 

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 

解除日： 2018年 12 月 18日 

選手名： 石田 健太郎（いしだ けんたろう） 

所属元： 多摩大学体育会フットサル部 

受入先： バルドラール浦安 

解除日： 2018年 12 月 18日 

 

選手名： 橋野 司（はしの つかさ） 

所属元： 大阪成蹊大学フットサル部 

受入先： バサジィ大分 

解除日： 2018年 12 月 21日 
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26. JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

 下記の 2団体を「JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー」に認定した。 

（ ）内は賛同テーマ 

(1) 特定非営利活動法人和歌山から Jリーグチームをつくる会［和歌山県］ 

  （引退なし・障がい者サッカー） 

  認定日 12月 4日 

(2) トライサッカークラブ［東京都］ 

  （引退なし・補欠ゼロ・障がい者サッカー） 

  認定日 12月 4日 

 

総申請件数 ：202件（12月 26日現在） 

総認定団体数：182団体 

・賛同テーマ「引退なし」    ： 124団体 

・賛同テーマ「補欠ゼロ」    ： 143団体 

・賛同テーマ「障がい者サッカー」： 101団体 

 

 27. 海外遠征申請の件 

 （1）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道コンサドーレ札幌（第 1 種） 

遠征期間 1月 13日～1月 29日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（2）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム フォーウィンズフットボールクラブ（第 3種） 

遠征期間 2月 26日～3月 7日 

遠 征 先 イタリア/ガリポリ 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム FCアビリスタ（第 3種） 

遠征期間 3月 25日～4月 2日 

遠 征 先 イタリア/ソレント 

（4）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-18（第 2種） 

遠征期間 2月 1日～2月 17日 

遠 征 先 カタール/ドーハ 

（5）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 26日～4月 2日 

遠 征 先 イタリア/トリノ 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜 U-16（第 2種） 

遠征期間 3月 23日～3月 28日 

遠 征 先 マレーシア/クアンタン 
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（7）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都 U-11女子選抜（女子） 

遠征期間 3月 26日～3月 30日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（8）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都中体連サッカー選抜 U13（第 3種） 

遠征期間 3月 26日～3月 30日 

遠 征 先 マレーシア/クアラルンプール 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東海大学菅生高校中等部（第 3 種） 

遠征期間 3月 23日～4月 2日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（10）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 28日～2月 9日 

遠 征 先 トルコ/アンタルヤ 

（11）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム AMBICIONE 松本 Jr.（第 4種） 

遠征期間 2月 14日～2月 22日 

遠 征 先 スペイン/バレンシア 

（12）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム AS.ラランジャ豊川 U15（第 3種） 

遠征期間 3月 21日～4月 5日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

（13）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 12日～3月 19日 

遠 征 先 スペイン/ブリアナ 

（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（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 

（15）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 22日～１月 31日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（16）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サッカー部（第 1種） 

遠征期間 2月 7日～2月 15日 

遠 征 先 イタリア/チッタデッラ 

（17）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 
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チ ー ム ヴィッセル神戸（第 1種） 

遠征期間 1月 24日～2月 7日 

遠 征 先 アメリカ/ロサンゼルス 

（18）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 21日～2月 3日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（19）一般社団法人 山口県サッカー協会 

チ ー ム 山口県トレセン U-12（第 4種） 

遠征期間 3月 22日～3月 26日 

遠 征 先 ベトナム/ハノイ 

（20）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム V・ファーレン長崎（第 1種） 

遠征期間 2月 1日～2月 11日 

遠 征 先 アメリカ/ハワイ 

【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかったため、事後申請分として報告する。 

（1）一般社団法人 福井県サッカー協会 

チ ー ム 福井丸岡 RUCK（フットサル） 

遠征期間 2018 年 12月 21日～12月 28日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（2）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 西宮市選抜 U-16（第 2種） 

遠征期間 1月 3日～1月 8日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（3）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム ルーヴェン福岡フットボールクラブ（第 3種） 

遠征期間 2018 年 12月 25日～12月 30日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

 

 


