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公益財団法人 日本サッカー協会 

2020年度 第 6回理事会 

                          

報告事項 

 1. 2020/21 サッカー競技規則改正の件 

   （報告）資料1①② 

2020/21 サッカー競技規則の改正を、別紙の通り行う。 

 

 2. 2019/20および 2020/21 サッカー競技規則第 3条の暫定的改正の件 

 (報告) 資料 2 

世界中における新型コロナウイルスの感染拡大により、各国のサッカー競技会が中断し開幕できな

い状況を余儀なくされている中、競技会の開幕及び再開後、限られた期間で試合に臨むことになる

選手の安全および適切な環境を確保するための、交代が認められる交代要員数についての暫定的な

改正を別紙の通り行う。 

 

 3. JFAサッカー施設整備助成事業の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「JFAサッカー施設整備助成金 交付要項」に基づき、助成金交付要望があった次の案件について、

審査し交付を決定した。 

 

［申請概要］ 

1. 長野県 

(1)申請者：松本市 

(2)申請区分：[助成区分 3] 施設改修助成事業 

(3)助成対象事業：人工芝（改修） 

(4)施設名：松本市サッカー場 

(5)計画地：長野県松本市今井 7037-7 

(6)総事業費：123,486千円 

(7)助成金申請額：5,000千円 

(8)工期予定：2019年 9月～2020年 2月 

(9)交付決定日：2020 年 4月 20日 

 

 4. 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）： 水戸市  

施設名：水戸市立サッカー・ラグビー場（茨城県水戸市河和田町 3438-1） 

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

公認期間：2020年 3 月 9日～2023年 3月 8日 

公認番号：第 063号  

 

申請者（施設所有者）： 堺市  

施設名：J-GREEN堺 S7 （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ  PT2050 RSpro ACS75 
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公認期間：2020年 4 月 13日～2023年 4月 12日   

公認番号：第 091号 

 

申請者（施設所有者）： 堺市  

施設名： J-GREEN堺 S9   （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ EX-55HP 

公認期間：2020年 5 月 14日～2023年 5月 13日 

公認番号：第 093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。 

 

 5. JFA・Jリーグ特別指定選手制度の件 

  (1)選手名：藤井 智也（ふじい ともや） 

   所属ﾁｰﾑ：立命館大学体育会サッカー部 

    受入先：サンフレッチェ広島   

    所属歴：長良西スポーツ少年団サッカー部 

   Ｅ．Ｃ．ＲＥＶＡＮＴＥ Ｕ－１５ 

   若鮎長良フットボールクラブ 

   県立長良高等学校サッカー部 

   認定日：2020年 2月 4日 

 (2)選手名：中野 小次郎（なかの こじろう） 

    所属ﾁｰﾑ：法政大学体育会サッカー部 

    受入先：北海道コンサドーレ札幌 

    所属歴：ＵＳＦＣ 

   徳島ヴォルティスジュニアユース 

   徳島ヴォルティスユース 

    認定日：2020年 2月 4日 

 (3)選手名：井上 健太（いのうえ けんた） 

    所属ﾁｰﾑ：福岡大学サッカー部 

    受入先：大分トリニータ 

    所属歴：大崎サッカークラブ 

   ジュニオールジュニアユース 

   横浜ジュニオールＪＹ 

     立正大学淞南高等学校 

    認定日：2020年 2月 12日 

 (4)選手名：深澤 大輝（ふかざわ だいき） 

    所属ﾁｰﾑ：中央大学学友会サッカー部 

    受入先：東京ヴェルディ 
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    所属歴：西原少年サッカークラブ 

   東京ヴェルディジュニア 

   東京ヴェルディジュニアユース 

            東京ヴェルディユース 

    認定日：2020年 2月 18日 

 (5)選手名：松本 大輔（まつもと だいすけ） 

    所属ﾁｰﾑ：中央大学学友会サッカー部 

    受入先：サガン鳥栖 

    所属歴：大増サンライズフットボールクラブ 

   レジスタ FC 

   帝京 FCジュニアユース 

     S.T.F.C. 

     帝京第三高等学校 

    認定日：2020年 2月 18日 

 (6)選手名：青木 義孝（あおき よしたか） 

    所属ﾁｰﾑ：拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 

    受入先：FC町田ゼルビア 

    所属歴：八王子 CBXフットボールクラブ 

   FC町田ゼルビアジュニアユース 

   FC町田ゼルビアユース 

    認定日：2020年 2月 27日 

(7)選手名：樺山 諒乃介（かばやま りょうのすけ） 

    所属ﾁｰﾑ：興国高等学校サッカー部 

    受入先：横浜 F・マリノス 

    所属歴：SSクリエイト 

   RIP ACE SOCCER CLUB 

    認定日：2020年 2月 27日 

(8)選手名：田川 知樹（たがわ ともき） 

    所属ﾁｰﾑ：興国高等学校サッカー部 

    受入先：横浜 F・マリノス 

    所属歴：大阪市ジュネッス FC 

   大阪市ジュネッスフットボールクラブ 

    認定日：2020年 2月 27日 

 (9)選手名：真瀬 拓海（ませ たくみ） 

    所属ﾁｰﾑ：阪南大学サッカー部 

    受入先：ベガルタ仙台 

    所属歴：南市川 JFC 

   JSC CHIBA 

   船橋市立船橋高等学校 

    認定日：2020年 3月 4日 

 (10)選手名：高木 友也（たかぎ ゆうや） 
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     所属ﾁｰﾑ：法政大学体育会サッカー部 

     受入先：横浜 FC 

     所属歴：バディーサッカークラブ 

   バディージュニアユース 

   法政⼤学第⼆⾼等学校 

   認定日：2020 年 3月 19日 

 (11)選手名：大久保 智明（おおくぼ ともあき） 

     所属ﾁｰﾑ：中央大学学友会サッカー部 

     受入先：浦和レッドダイヤモンズ 

     所属歴：ビートル１１ 

    東京ヴェルディジュニア 

    東京ヴェルディジュニアユース 

     東京ヴェルディユース 

     認定日：2020 年 3月 19日   

 (12)選手名：アピアタウィア 久（あぴあたうぃあ ひさし） 

     所属ﾁｰﾑ：流通経済大学体育局サッカー部 

     受入先：ベガルタ仙台 

     所属歴：愛知フットボールクラブ U-12 

   愛知フットボールクラブ U-15 

   東邦高等学校 

      流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎 

     認定日：2020 年 3月 19日    

 (13)選手名：根本 凌（ねもと りょう） 

     所属ﾁｰﾑ：鹿屋体育大学サッカー部 

     受入先：湘南ベルマーレ 

     所属歴：茅ケ崎小和田Ｆ．Ｃ 

   シュートＪｒユースＦＣ 

   上田西高等学校サッカー部 

   認定日：2020 年 3月 24日 

 (14)選手名：松本 雄真（まつもと ゆうま） 

    所属ﾁｰﾑ：新潟医療福祉大学サッカー部 

      受入先：カターレ富山 

    所属歴：柏ラッセルフットボールクラブ 

    尚志高等学校 

      認定日：2020 月 4月 7日 

 (15)選手名：森岡 陸（もりおか りく） 

   所属ﾁｰﾑ：法政大学体育会サッカー部 

   受入先：ジュビロ磐田 

   所属歴：テンマ・サッカークラブ 

   ヤマハジュビロ磐田 

   ジュビロ SS磐田 



報告事項 

 

      ジュビロ磐田 U-18 

     認定日：2020 月 4月 7日 

 (16)選手名：佐藤 瑶大（さとう ようた） 

     所属ﾁｰﾑ：明治大学体育会サッカー部 

   受入先：ガンバ大阪 

     所属歴：羽衣サッカークラブ 

   Tachikawa elf FC 

   FC多摩ジュニアユース 

      駒澤大学高等学校 

     認定日：2020 月 4月 7日 

 

 6. 47都道府県サッカー協会における技術担当者専任化の件 

 （報告）資料 3 

47都道府県サッカー協会（FA）における技術担当者の専任化については、2019年 10月理事会にお

いて補助金交付が決議され、各 FAと協議を行った上で技術委員会が担当者を決定することとし

た。これを受け、FA から申請のあった候補者について技術委員会で審査した結果、添付の通り新

たに 3FAで決定した。今後、未定となっている FAについては、申請があり次第、随時審査を行

う。 

 

前回までに決定した FA： 11FA 

今回決定した FA：       3FA 

合計：                 14FA 

 

 7. 2019年度指導者ライセンス認定の件 

 （報告）資料 4①②③④⑤ 

指導者に関する規則第 4条［ライセンスの認定］に基づき、次の指導者養成講習会を修了し、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。 

 

・2019年度 A級コーチジェネラル養成講習会 

・2019年度 A級コーチ U-15養成講習会 

・2019年度 A級コーチ U-12養成講習会 

・2019年度 GK-A級コーチ養成講習会 

・2019年度フットサル A級コーチ養成講習会 

 

 8. JFAアカデミー2019 年度卒校生の件 

 (1) JFAアカデミー福島 2019年度卒校生（9期生）22名 

 

〔男子〕15名 【 】内は卒校後進路 

天野 新（あまの あらた）        【海外留学予定】 

石尾 陸登（いしお りくと）    【仙台大学体育学部】 

植中 朝日（うえなか あさひ）  【Ｖ・ファーレン長崎】 
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加々美 蓮（かがみ れん）        【専修大学経営学部】 

加藤 聖（かとう ひじり ）       【Ｖ・ファーレン長崎】 

狩野 奏人（かのう かなと）      【日本体育大学体育学部】 

川上 康平（かわかみ こうへい） 【東洋大学国際観光学部】 

髙木 一史（たかぎ かずし）      【立教大学コミュニティ福祉学部】 

橋田 尚希（はしだ なおき）      【日本大学危機管理学部】 

廣岡 睦樹（ひろおか むつき）  【モンテディオ山形】 

福田 尊琉（ふくだ たける）      【青山学院大学文学部】 

外薗 隆一（ほかぞの りゅういち）【産業能率大学情報マネジメント学部】 

向井 ひな太（むかい ひなた）    【札幌大学地域共創学群】 

山本 伊織（やまもと いおり）  【仙台大学体育学部】 

龍前 大翔（りゅうまえ ひろと） 【日本大学スポーツ科学部】 

 

〔女子〕7名 

新井 美夕（あらい みゆ ）       【日本体育大学体育学部】 

石田 千尋（いしだ ちひろ）      【ノジマステラ神奈川相模原】 

岩井 蘭（いわい らん）         【海外留学予定】 

小野 遥香（おの はるか）        【ヴェルスパ大分レディース】 

門脇 真依（かどわき まい）     【東洋大学食環境科学部】 

富岡 千宙（とみおか ちひろ）  【日本体育大学体育学部】 

三宅 紗優（みやけ さゆ）        【東洋大学食環境科学部】 

 

(2) JFAアカデミー熊本宇城 2019年度卒校生（9期生）15名 【 】内は卒校後進路 

安逹 秀都（あだち しゅうと）  【ヴィッセル神戸Ｕ－１８】 

岩川 晴彦（いわかわ はるひこ） 【Ｖ・ファーレン長崎 Ｕー１８】 

鬼塚 隼大（おにつか はやた）  【東海大学付属熊本星翔高等学校】 

黒川 亮介（くろかわ りょうすけ）【熊本県立大津高等学校】 

小鉄 雄太郎（こてつ ゆうたろう）【レノファ山口ＦＣ Ｕ－１８】 

後藤 亨（ごとう あきら）        【東福岡高等学校】 

木場 海斗（こば かいと）        【鹿児島ユナイテッドＦＣ Ｕ－１８】 

迫 大智（さこ たいち）         【アビスパ福岡Ｕ－１８】 

髙橋 幸将（たかはし こうすけ） 【熊本県立大津高等学校】 

田代 遥暉（たしろ はるき）      【長崎総合科学大学附属高等学校】 

濱内 健輝（はまうち たつき）  【長崎県立国見高等学校】 

濵砂 詩虎（はますな うたとら） 【ギラヴァンツ北九州Ｕ－１８】 

松延 輝（まつのぶ ひかる）   【熊本県立大津高等学校】 

本山 雅斗（もとやま まさと）  【東福岡高等学校】 

𠮷村 伶雄（よしむら れお）      【鹿児島ユナイテッドＦＣ Ｕ－１８】 

 

(3) JFAアカデミー堺 2019年度卒校生（6期生）12名 【 】内は卒校後進路 

浅田 幸子（あさだ さちこ）     【藤枝順心高等学校】 
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伊藤 真生（いとう まお）    【岡山県作陽高校】 

今林 歩乃佳（いまばやし ほのか）【大阪学芸高等学校】 

岡本 琉奈（おかもと るな）   【岡山県作陽高校】 

田中 晴菜（たなか はるな）   【日ノ本学園高等学校】 

田中 美緒（たなか みお）    【兵庫県播磨高等学校】 

長尾 ののか（ながお ののか）  【大商学園高等学校】 

林 織羽（はやし おるは）    【日ノ本学園高等学校】 

林 美希（はやし みき）     【藤枝順心高等学校】 

正木 美里（まさき みさと）   【大阪学芸高等学校】 

松永 一紗（まつなが かずさ）  【香川西高等学校】 

山本 葉桜（やまもと はお）   【開志学園高等学校】 

 

(4) JFAアカデミー今治 2019年度卒校生（3期生）10名 【 】内は卒校後進路 

秋山 来実（あきやま くる）   【四国学院大学香川西高等学校】 

榎本 いつき（えのもと いつき） 【大商学園高等学校】 

大倉 弓佳（おおくら ゆみか）  【岡山県作陽高等学校】 

河合 梛月（かわい なつき）   【聖和学園高等学校】 

清水 日茉莉（しみず ひまり）  【大商学園高等学校】 

首藤 優里（すとう ゆうり）   【FC今治レディース】 

立道 南津帆（たてみち なつほ） 【佐久長聖高等学校】 

波多野 蘭（はだの らん）    【大商学園高等学校】 

森田 千尋（もりた ちひろ）   【AICJ高等学校】 

矢島 杏莉（やじま あんり）   【磐田東高等学校】 

 

 9. JFAアカデミー2020 年度入校生最終合格者の件 

 JFAアカデミー2020年度入校生を以下の通りとする。 

 

(1) JFAアカデミー福島 

＜男子＞最終合格者 16名 

天野 雅久（あまの がく）    【愛知県】 

池 壱樹（いけ いつき）     【高知県】 

上田 涼太（うえた りょうた）  【鳥取県】 

片岡 優（かたおか すぐる）   【広島県】 

加藤 崇夢（かとう しゅうと）  【静岡県】 

木地光 佑汰（きじみつ ゆうた） 【岐阜県】 

工藤 悠眞（くどう ゆま）     【三重県】 

斎藤 滉生(さいとう こうせい)    【栃木県】  

永岡 透弥（ながおか とうや）  【栃木県】 

中澤 洸陽（なかざわ こうよう） 【千葉県】 

西森 和浩（にしもり かずひろ） 【宮崎県】 

平林 尊琉（ひらばやし たける）  【香川県】 



報告事項 

 

丸山 京佑(まるやま きょうすけ)  【岐阜県】 

水谷 颯翔(みずたに はやと)     【三重県】 

森 壮一朗(もり そういちろう)    【石川県】 

渡邉 颯(わたなべ そう)        【福島県】 

 

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 122名（1次選考試験免除者数：39名） 

2019年 7月 27日（土） 御殿場高原時之栖 B グラウンド （静岡県御殿場市）  

2019年 7月 28日（日） 御殿場高原時之栖 B グラウンド （静岡県御殿場市）  

2019年 8月 5日（月）  しんよこフットボールパーク   （神奈川県横浜市） 

2019年 8月 6日（火）  しんよこフットボールパーク   （神奈川県横浜市） 

2019年 8月 8日（木）  Jヴィレッジ   （福島県双葉郡楢葉町） 

2019年 8月 16日（金） J-GREEN 堺 （大阪府堺市） 

2019年 8月 25日（日） 御殿場高原時之栖 B グラウンド （静岡県御殿場市） 

■2次選考試験：受験者数 64名 

2019年 9月 7日（土）～8 日（日）  時之栖スポーツセンター（静岡県裾野市）  

2019年 9月 28日（土）～29日（日） 時之栖スポーツセンター（静岡県裾野市） 

■最終選考試験：受験者数 30名 

2019年 12月 7日（土）～ 8日（日） 御殿場高原時之栖 A グラウンド （静岡県御殿場市） 

 

＜女子＞最終合格者 ７名 

旭田 好里(あさひだ みさと)     【岩手県】 

榊 愛花(さかき まなか)        【兵庫県】 

鳥尾 芽生(とりお めい)       【東京都】 

林 椿(はやし つばき)          【埼玉県】 

原 ひばり(はら ひばり)       【鹿児島県】  

福田 真央(ふくだ まお)       【千葉県】 

松井 望花(まつい もか)       【広島県】 

 

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 125名 

2019年 8月 20日（火） J-GREEN 堺 （大阪府堺市） 

2019年 8月 23日（金） 御殿場高原時之栖 B グラウンド （静岡県御殿場市） 

2019年 8月 26日（月） しんよこフットボールパーク （神奈川県横浜市） 

2019年 8月 27日（火） しんよこフットボールパーク （神奈川県横浜市） 

■2次選考試験：受験者数 27名 

2019年 9月 28日（土）～ 29日（日）御殿場高原時之栖 A グラウンド（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 14名 

2019年 10月 19日（土）～ 20日（日）   帝人アカデミー富士（静岡県裾野市） 

 

(2) JFAアカデミー熊本宇城 最終合格者 15名 



報告事項 

 

板井 夢天(いたい ゆたか)     【福岡県】 

岩永 京剛(いわなが けいごう)   【熊本県】 

内山 直飛(うちやま なおと)    【福岡県】 

梅原 昊大(うめはら こうま)    【熊本県】 

大山 鉄心(おおやま てっしん)   【佐賀県】 

小原 悠叶(おばる ゆうと)     【鹿児島県】 

児玉 幹太(こだま かんた)     【宮崎県】 

小西 一貴(こにし かずき)     【熊本県】 

嶋田 健伸(しまた けんしん)    【長崎県】 

高木 龍斗(たかき りゅうと)    【福岡県】 

武田 伊吹(たけだ いぶき)      【長崎県】 

中山田 愛生(なかやまだ よしき) 【福岡県】 

水田 咲哉(みずた さくや)     【長崎県】 

溝田 悠斗(みぞた ゆうと)     【佐賀県】 

吉本 大悟(よしもと だいご )   【高知県】 

 

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 29名（1次選考試験免除者数：７名） 

2019年 9月 21日（土） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2019年 9月 22日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2019年 9月 29日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■最終選考試験：受験者数 22名 

2 019年 12月 13日（金）～15日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

 

(3) JFAアカデミー堺 最終合格者 12名 

伊藤 里保(いとう りほ)       【大阪府】 

上田 妃茉里(うえだ ひまり)    【兵庫県】 

越智 想予(おち そよ)        【京都府】 

木田 遥(きだ はるか)         【京都府】 

ウエキ もも サロワン(うえき もも さろわん)【大阪府】 

沢田 寧音(さわだ ねね)       【滋賀県】 

高橋 あすか(たかはし あすか)    【大阪府】 

鳥山 あゆ美(とりやま あゆみ)   【福井県】 

中野 梨緒(なかの りお)       【奈良県】 

宮武 つぐみ(みやたけ つぐみ)  【大阪府】 

諸田 心優(もろた みゆ)      【滋賀県】 

湯ノ口 愛佑菜(ゆのくち あゆな) 【大阪府】 

 

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 70名 

2019年 8月 21日（火） J-GREEN堺（大阪府堺市） 



報告事項 

 

2019年 8月 22日（水） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■2次選考試験：受験者数 39名 

2019年 10月 5日（土）～6日（日）   J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■最終選考試験：受験者数 26名 

2019年 10月 26日（土）～27日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

  

(4) JFAアカデミー今治 最終合格者 13名 

上村 怜(うえむら れい)     【高知県】 

大木 優奈(おおき ゆうな)   【愛媛県】 

岡村 望羽(おかむら みう)   【香川県】 

沖土居 希実(おきどい のぞみ) 【広島県】 

坂田 湖琳(さかた こりん)   【高知県】 

谷 柚葉(たに ゆずは)      【広島県】 

西尾 碧海(にしお たまみ)   【香川県】 

西村 彩心香(にしむら あみか) 【岡山県】 

平賀 千春(ひらが ちはる)   【香川県】 

政延 亜弥(まさのべ あや)   【広島県】 

松井 維吹(まつい いぶき)   【広島県】 

松川 そら(まつかわ そら)   【香川県】 

宮田 玖瑠美(みやた くるみ)  【愛媛県】 

  

※選考試験 

■1次選考試験：受験者数 23名 

2019年 8月 20日（火）             J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2019年 8月 31日（土）              桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

■2次選考試験：受験者数 22名 

2019年 10月 19日（土）～20日（日）桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

■最終選考試験：受験者数 18名 

2019年 11月 30日（金）～12月 1日（日） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治

市） 

 

 10. 審判インストラクター・審判員の海外派遣の件 

 審判インストラクター・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＞ 

（大会・試合） 

① Algarve Cup 2020 

派遣期間：2月 28日～3月 13日 

場所：ポルトガル/アルガルベ 

インストラクター：深野悦子 

＜審判員＞ 

無し 



報告事項 

 

 

11. 審判指導者との契約締結の件 

   （報告）資料 5 

審判指導者と以下の通り新たに契約を締結した。 

 

延本 泰一（のぶもと やすかず）氏 

契約期間：2020年 5 月 1日～2021年 12月 31日 

担当業務：審判委員会フットサル＆ビーチサッカー部会長、同委員会地域審判デベロプメントオフ 

ィサー（関東） 

  

12. 2020/21年度 審判デベロプメント体制の件 

 （報告）資料 6 

2020/21年度審判デベロプメント体制について、別紙の通りとする。 

 

 


