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財団法人 日本サッカー協会 

平成 18年度 第７回理事会 

 

 

報告事項 

 １. ＴＯＹＯＴＡ プレゼンツ ＦＩＦＡクラブワールドカップ ジャパン ２００６の件 

   

Ⅰ．ＪＦＡ組織体制 

※（報）資料№１ 

 

Ⅱ．ベニュー本部体制 

ベニューコーディネーター        加賀山公  東京 

                    野上宏志  豊田・横浜 

アシスタントベニューコーディネーター  福嶋弘崇  東京 

早藤正規(Ｊリーグ総務部) 豊田・横浜 

                    高埜尚人   豊田・横浜 

                     

Ⅲ. チームワークショップ 

日 時 ：2006年 11月 16日(木)  

会 場 ：ＦＩＦＡハウス、チューリヒ 

出席者 ：ＦＩＦＡ 

     電通 

ＪＦＡ   ＦＣＷＣ  ＪＦＡ実行本部 

鈴木徳昭  本部長 

         五香純典  チーフコーディネーションオフィサー  

             貝瀬智洋  コーディネーションオフィサー 

チーム   団長 

テクニカル代表者 

総務代表者 

 

 

Ⅳ. 大会スケジュール(予定) 

※（報）資料№２ 

 

 ２. アジア貢献事業 チャイニーズ・タイペイ選手２名トレーニング受入れの件 

   

アジア協力事業の一環として、チャイニーズ・タイペイ協会から推薦のあった下記の選手を横

浜Ｆ・マリノスの協力により、トレーニングに約２週間参加させた。 
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選手名：  Ｌｕ，Ｋｕｎ-Ｃｈｉｎ 

生年月日： 1985年２月６日 

所属：   国立台湾体育学院大学 

ポジション：ＧＫ 

 

選手名：  Ｃｈｅｎ，Ｐｏ-Ｌｉａｎｇ 

生年月日： 1988年８月 11日 

所属：   国立台湾体育学院大学 

ポジション：ＭＦ 

 

滞在期間： 10月 17日(火)～10月 31日(火) 

トレーニング地： 横浜Ｆ・マリノス 

 

 ３． ＪＦＡアカデミー福島 基本方針および活動報告の件 

   

※（報）資料№３①～④ 

 

 ４. ＪＦＡアカデミー福島 2007年度入学生選考試験の件 

①  ②  

  

 

〔男子選考試験〕 

① 選考試験： 

■ 1次選考試験：受験者数 857名 

(東京会場)８月 18日（金） 三菱養和会巣鴨スポーツセンター 

     ９月２日（土） 東京ヴェルディ１９６９ 

(滋賀会場)８月 20日（金） ビッグレイク 野洲川歴史公園サッカー場 

(福島会場)８月 22日（火） Ｊヴィレッジ 

(熊本会場)８月 25日（金） 大津町運動公園 

(愛知会場)８月 27日（日） トヨタスポーツセンター 

■ 2次選考試験：受験者数 241名 

(東京会場)９月 16日（土） 東京ヴェルディ１９６９ 

(福島会場)９月 18日（月・祝）Ｊヴィレッジ 

■ 3次選考試験：受験者数 64名 

10月 13日（金）～10月 15日（日） Ｊヴィレッジ 

■ 最終選考試験：受験者数 32名 

11月２日（木）～11月５日（日） Ｊヴィレッジ 

② 最終合格者：15名 

 

〔女子選考試験〕 
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① 選考試験： 

■ 1次選考試験：受験者数 141名 

(福島会場)９月９日（土） Ｊヴィレッジ 

９月 10日（日） Ｊヴィレッジ 

(滋賀会場)９月 23日（土） ビッグレイク 野洲川歴史公園サッカー場 

■ 2次選考試験：受験者数 45名 

10月７日（土）～10月９日（月・祝） Ｊヴィレッジ 

■ 最終選考試験：受験者数 22名 

11月９日（木）～11月 12日（日）御殿場市・時の栖 

② 最終合格者：５名 

 

 ５. 飲酒運転撲滅キャンペーンの件 

   

※（報）資料№４ 

 

現在、飲酒運転が社会問題となっているが、ＪＦＡとしてもサッカーファミリーが一丸となっ

て飲酒運転を撲滅すべく、積極的に同キャンペーンを展開していく。 

なお、その活動の一環としてＪＦＡオリジナルのステッカーを作成し、下記の通り、関係各所

に配布する。またＪＦＡ公式ホームページ、ＪＦＡ news等を通じて飲酒運転撲滅キャンペーンの

告知を展開する。 

＜ステッカー配布＞ 

１. 11月 15日開催 vsサウジアラビア戦観客対象  50,000枚 

２. ＪＦＡ news12月号（1号につき 5枚同封）   150,000枚 

３. テクニカルニュース 1月号（1号につき 1枚）  50,000枚 

４. 都道府県協会、その他             20,000枚   270,000枚 

 

 ６． 日本代表 アジアカップ 2007予選グループＡ（対サウジアラビア代表）の件 

   

行事名：日本代表 アジアカップ 2007 予選グループＡ 

    日本代表 対 サウジアラビア代表 

期 間：2006年 11月 11日(土)～11月 15日(水) 

場 所：北海道・札幌ドーム 

 

[スケジュール] 

11月 11日(土) 集合 

11月 12日(日)   

  ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   14日(火) 

   15日(水) ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2007 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 日本代表 対 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ代表（札幌）、解散 
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[スタッフ] 

監督       ： ｲﾋﾞﾁｬ・ｵｼﾑ  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ       ： 大熊 清    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ     ： 反町 康治  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ     ：  加藤 好男  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ    ：  里内   猛  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  清水 邦明  (横浜市ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  早川 直樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 三木 裕昭  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 池内 誠   (ﾌﾘｰ) 

通訳     : 千田 善  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通訳     : 内野 義職 (ﾌﾘｰ) 

統括     : 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

総務      ：  山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

主務     ： 瀧森 誠  (西鉄旅行) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  : 永松  太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：  麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ    ：  山根 威信 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

 

[選  手] 

 11月 11日(土)発表予定 

 

 ７． Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年 10月 17日(火)～18日(水) 

場 所：埼玉県さいたま市 

 

[スケジュール] 

10月 17日(火) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 18日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ Ｕ－21日本代表 対 大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ (埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑｻﾌﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

解散 

 

[スタッフ] 

監督         ： 反町 康治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 井原 正巳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 
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ＧＫｺｰﾁ        ：  川俣 則幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  山藤  賢 (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 後関 慎司 (東京ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校/ＦＣ東京) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 田島 一郎 (筑波大学大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[メンバー] 

ＧＫ  松井 謙弥  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    西川 周作   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

    佐藤 昭大  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

ＤＦ  鎌田 次郎  （流通経済大学） 

    伊野波 雅彦 （ＦＣ東京） 

    水本 裕貴  （ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉） 

    細貝  萌  （浦和ﾚｯｽﾞ） 

    青山 直晃  （清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） 

ＭＦ  本田 拓也  （法政大学） 

寺田 紳一  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪） 

増田 誓志   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

    谷口 博之  （川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ） 

    中村 北斗  （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡） 

    水野 晃樹  （ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉） 

    梶山 陽平   (ＦＣ東京） 

        青山 敏弘  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

    上田 康太  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    家長 昭博  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪） 

    本田 圭佑  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

    枝村 匠馬  （清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） 

ＦＷ  平山 相太  （ＦＣ東京） 

    ｶﾚﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ   （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    苔口 卓也  （ｾﾚｯｿ大阪） 

    田中 佑昌  （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡） 

    前田 俊介  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

                             計 25名 
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 ８． Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦の件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦 中国戦(ホーム) 

期 間：2006年 10月 22日(日)～25日(水) 

場 所：東京都 

 

[スケジュール] 

10月 22日(日) 集合 

10月 23日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 24日(火) 日中友好ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 25日(水) Ｕ－21日本代表 対 Ｕ－21中国代表 (国立競技場) 

        試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督         ： 反町 康治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 井原 正巳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  川俣 則幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  加藤 晴康 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 後関 慎司 (東京ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校/ＦＣ東京) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 田島 一郎 (筑波大学大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[メンバー] 

ＧＫ  松井 謙弥  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    西川 周作   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＤＦ  一柳 夢吾  （東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969） 

    千葉 和彦  （ｱﾙビﾚｯｸｽ新潟）  ※２ 

    伊野波 雅彦 （ＦＣ東京） 

    水本 裕貴  （ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉） ※１ 

    小林 祐三  （柏ﾚｲｿﾙ） 

    細貝  萌  （浦和ﾚｯｽﾞ） 

    青山 直晃  （清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） 

ＭＦ  本田 拓也  （法政大学） 

増田 誓志   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

    谷口 博之  （川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ） 



報告事項 

H18/11/15 第７回理事会 

7 

    中村 北斗  （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡） 

    水野 晃樹  （ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉） 

    梶山 陽平   (ＦＣ東京） 

        青山 敏弘  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

    上田 康太  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    家長 昭博  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪） 

    本田 圭佑  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

    枝村 匠馬  （清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） 

ＦＷ  平山 相太  （ＦＣ東京） 

    ｶﾚﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ   （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    苔口 卓也  （ｾﾚｯｿ大阪） 

    前田 俊介  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

※ １ ケガのため離脱 

※ ２ 追加招集 

                             計 22名 

 

 ９. Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦の件  

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦 韓国戦(アウェイ) 

期 間：2006年 11月 11日(土)～11月 15日(水) 

場 所：韓国／昌原 

 

[スケジュール] 

11月 11日(土)  集合 

12日(日)  出発、到着後ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

13日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   14日(火)  Ｕ－21韓国代表 対 Ｕ－21日本代表 (昌原総合運動場) 

   15日(木)  出発、到着後解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 大仁 邦彌 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督         ： 反町 康治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 井原 正巳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  川俣 則幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  高木  博 (昭和大学藤が丘病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 金成仙太郎 ((株)国際ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究所) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 
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ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 田島 一樹 (筑波大学大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手] 

11月 9日（木）発表予定 

 

 10． Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦の件  

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦 韓国戦(ホーム) 

期 間：2006年 11月 19日(日)～11月 21日(火) 

場 所：東京都 

 

[スケジュール] 

11月 19日(日)  集合 

20日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   21日(火)  Ｕ－21日本代表 対 Ｕ－21韓国代表 (国立競技場) 

   

 [スタッフ] 

監督         ： 反町 康治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 井原 正巳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  川俣 則幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  加藤 晴康 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 山崎  亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 田島 一樹 (筑波大学大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手] 

未定 

 

 11. Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 第 15回アジア競技大会ドーハ 2006の件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表 第 15回アジア競技大会ドーハ 2006 

期 間：2006年 11月 24日(金)～12月 17日(日) 

場 所：カタール／ドーハ 



報告事項 

H18/11/15 第７回理事会 

9 

 

[スケジュール] 

11月 24日(金) 集合、出発 

11月 25日(日)～28日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 29日(水) 日本代表 対 ﾊﾟｷｽﾀﾝ代表 

12月 3日(日) ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ代表 対 日本代表 

12月 6日(水) 日本代表 対 北朝鮮代表 

12月 9日(土) 準々決勝 

12月 12日(火) 準決勝 

12月 14日(木) ３位決定戦 

12月 15日(金) 決勝 

12月 16日(土) 出発 

12月 17日(日) 到着後、解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 大仁 邦彌 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督         ： 反町 康治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 井原 正巳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  川俣 則幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  土屋  敢 (ＪＦＥ健康保険組合 川鉄千葉病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 山崎  亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/横浜ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 菅原 大介 ((財)日本サッカー協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

 [メンバー] 

ＧＫ  西川 周作  (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

    佐藤 昭大  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＤＦ  一柳 夢吾  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ１９６９) 

    水本 裕貴  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉) 

細貝  萌  (浦和ﾚｯｽﾞ)  

青山 直晃  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

        田中 輝和  (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

ＭＦ  家長 昭博  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    本田 圭佑   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)     

    本田 拓也  (法政大学)    
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    増田 誓志  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

       谷口 博之  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    青山 敏弘  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    高萩洋次郎  (愛媛ＦＣ) 

    山本 脩斗   (早稲田大学) 

ＦＷ  平山 相太  (ＦＣ東京) 

    カレンロバート(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    萬代 宏樹  (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台) 

    前田 俊介  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    辻尾 真二  (中央大学) 

計 20名 

 

 12. Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 ＡＦＣユース選手権インド 2006の件 

   

行事名：ＡＦＣユース選手権インド 2006 

期 間：2006年 10月 21日(土)～11月 14日(火) 

場 所：インド・バンガロール 

 

[スケジュール] 

10月 21日(土)  集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 22日(日) 出発 

    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

28日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

29日(日)  ＡＦＣユース選手権インド 2006 

         Ｕ-19日本代表 対 北朝鮮代表  

   31日(火) Ｕ-19日本代表 対 ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ代表  

 11月２日(木) Ｕ-19日本代表 対 ｲﾗﾝ代表  

    ６日(月)   準々決勝  

      ９日(木)  準決勝  

   12日(日)  決勝戦（3位決定戦） 

   14日(火)  成田へ到着後、解散 

 

[スタッフ] 

団長     ： 小野  剛  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 技術委員長) 

監督       ： 吉田  靖  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ    ： 森保  一  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＧＫｺｰﾁ     ：  加藤 好男  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 菅原 大介  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  原  邦夫  (社会保険京都病院) 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  山崎  亨  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務      ：  山下 恵太  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

主務      :  青木 克史  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：  山根 威信  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

  

[選  手] 

ＧＫ    林  彰洋   (流通経済大学) 

        武田 洋平   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

    桐畑 和繁   (柏ﾚｲｿﾙ) 

ＤＦ   福元 洋平   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

柳川 雅樹   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

        槙野 智章     (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

堤  俊輔   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

内田 篤人   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

香川 真司  （ｾﾚｯｿ大阪） 

ＭＦ  梅崎  司   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

  森重 真人   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ)  

    柳澤  隼   (柏ﾚｲｿﾙ) 

山本 真希   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

田中亜土夢   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

柏木 陽介   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

青山  隼  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

ＦＷ    河原 和寿   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

        青木 孝太   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

    ﾊｰﾌﾅｰ ﾏｲｸ    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

    森島 康仁   (ｾﾚｯｿ大阪) 

伊藤  翔     (中京大附属中京高校) 

                             合計 21名 

 

 13. なでしこジャパン（日本女子代表）アジア大会壮行試合の件 

   

行事名：アジア大会壮行試合 

期 間：2006年 11月 14日(火)～11月 19日(日) 

場 所：福島県・J-Village、千葉県・フクダ電子アリーナ 

 

[スケジュール] 

11月 14日(火) 集合 

11月 15日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 11月 16日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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 11月 17日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 11月 18日(土) 公式練習 

 11月 19日(日) ｱｼﾞｱ大会壮行試合 日本女子代表 対 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ女子代表 

 

[スタッフ] 

監督            ： 大橋 浩司    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ       ： 佐々木 則夫  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 伊藤 裕二   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤  賢   (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 安達 淳子   (ＪＭﾄﾚｰﾅｰ) 

総務       ： 倉田 研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 橋倉  剛   (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手]  

ＧＫ  山郷 のぞみ  (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    福元 美穂   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

ＤＦ   磯﨑 浩美   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

下小鶴 綾   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

須藤 安紀子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

安藤 梢    (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

矢野 喬子   (神奈川大学) 

豊田 奈夕葉  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

岩清水 梓   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

ＭＦ  酒井 與惠   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    澤  穂希   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)   

    宮本 ともみ  (伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくﾉ一) 

    柳田 美幸  （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

    伊藤 香菜子   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    宮間 あや   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

    中岡 麻衣子  (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    阪口 夢穂   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    宇津木 瑠美  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

ＦＷ  荒川 恵理子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

     丸山 桂里奈  (TEPCOﾏﾘｰｾﾞ) 

    北本 綾子   (浦和ﾚｯｽﾞﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    大野 忍    (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    永里 優季   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)             

                                            計 23 名 
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 14. なでしこジャパン（日本女子代表）ドイツ遠征の件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表)ドイツ遠征 

期 間：2006年 11月 20日(月)～11月 23日(木) 

場 所：ドイツ・カールスルーエ 

 

[スケジュール] 

11月 20日(月)  出発 

11月 21日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 22日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 23日(木) 国際親善試合 日本女子代表 対 ﾄﾞｲﾂ女子代表 

 

[スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 女子委員長) 

監督            ： 大橋 浩司   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ       ： 佐々木則夫  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 川島  透  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤  賢  (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 安達 淳子  (ＪＭﾄﾚｰﾅｰ) 

総務       ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 橋倉  剛  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 見汐 翔太  (筑波大学) 

 

[選  手]  

ＧＫ  山郷 のぞみ  (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    福元 美穂   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

ＤＦ   磯﨑 浩美   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

下小鶴 綾   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

須藤 安紀子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

安藤 梢    (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

矢野 喬子   (神奈川大学) 

岩清水 梓   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

ＭＦ  酒井 與惠   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    澤  穂希   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)   

    宮本 ともみ  (伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくﾉ一) 

    柳田 美幸  （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

    宮間 あや   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

    中岡 麻衣子  (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    阪口 夢穂   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 
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ＦＷ  荒川 恵理子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    大野 忍    (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    永里 優季   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)   

※1 一名追加招集予定 

                                            計 19 名 

 

 15. なでしこジャパン（日本女子代表）第 15回アジア競技大会ドーハ 2006の件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表) 第 15回アジア競技大会ドーハ 2006 

期 間：2006年 11月 24日(金)～12月 15日(金) 

場 所：カタール・ドーハ 

 

[スケジュール] 

11月 24日(金) 出発 

11月 25日(土)  

  |           ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 29日(木)  

11月 30日(金) 予選ﾘｰｸﾞ第 1戦 日本女子代表 対 ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ女子代表 

12月４日(月)  予選ﾘｰｸﾞ第 2戦 日本女子代表 対 ﾖﾙﾀﾞﾝ女子代表 

12月７日(木)  予選ﾘｰｸﾞ第 3戦 日本女子代表 対 中国女子代表   

12月 10日(日) 準決勝 

12月 13日(水) ３位/４位決定戦、決勝戦 

12月 14日(木) 出発 

12月 15日(金) 帰国  

 

[スタッフ] 

団長      ： 大仁 邦彌  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督            ： 大橋 浩司   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ       ： 佐々木則夫  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 川島  透  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤  賢  (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 安達 淳子  (ＪＭﾄﾚｰﾅｰ) 

総務       ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 橋倉  剛  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 見汐 翔太  (筑波大学) 

 

[選  手]  

ＧＫ  山郷 のぞみ  (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    福元 美穂   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 
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ＤＦ   磯﨑 浩美   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

下小鶴 綾   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

須藤 安紀子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    安藤  梢   (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

矢野 喬子   (神奈川大学) 

岩清水 梓   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

ＭＦ  酒井 與惠   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    澤  穂希   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)   

    柳田 美幸  （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

    宮間 あや   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

    中岡 麻衣子  (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    阪口 夢穂   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

ＦＷ  荒川 恵理子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    大野  忍   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    永里 優季   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

※1 一名追加招集予定 

                                            計 18 名 

 

 16. Ｕ-15(Ｕ-17女子ワールドカップ２００８)日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-15(Ｕ-17ワールドカップ 2008)日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年 10月 25日(水)～10月 28日(土) 

場 所：静岡県・時之栖、Ｊ－ＳＴＥＰ 

 

[スケジュール] 

10月 25日(水)  集合 

10月 26日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 10月 27日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 10月 28日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 

[スタッフ] 

監督            ： 佐々木則夫   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ       ： 坂尾 美穂  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 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         ： 川島  透  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 倉田 あや  (医療法人社団 倉田ｸﾘﾆｯｸ) 

        ： 絹笠 友則  (医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 江口 陽子  (松岡整形外科) 

総務       ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 
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[選  手]  

ＧＫ  石川 汐莉   (ＦＣ駒沢女子) 

    大谷 美緒   (ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ飯能ＪＡＭ‐Ｇ ) 

    山本 彩可   (ＦＣ ＡＬＥＧＲＥ ＡＭＩＧＡ) 

    井指  楓   (ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ ＡＧＵＩＬＡＳ) 

ＤＦ  後藤 園香   (十文字中学高等学校) 

    井原 遥香   (ﾆｭｰｳｪｰﾌﾞ北九州ｶﾞｰﾙｽﾞ) 

    山口 実奈美  (ＦＣ駒沢女子) 

    千葉 望愛   (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    赤嶺 美月   (宗像市立中央中学校) 

    中丸 裕未   (立川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

ＭＦ  花桐 なおみ  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    堰   愛季   (苗代ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    杉山 史帆   (立川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    渡井 汐莉   (富士宮市立富士宮第四中学校) 

    大宮 玲央奈  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    藤田 のぞみ  (城南ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

ＦＷ  八木 彩香   (十文字中学高等学校)       

    富永 梨花   (ｾﾚｿﾝ宇都宮ＦＣ) 

    鳥海 麻衣   (ＦＣ駒沢女子) 

    伊東 祥穂   (京都紫光ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ) 

    奈良 美沙季  (大宮ＦＣｴﾝｼﾞｪﾙｽ) 

    遠藤 理江   (大和ｼﾙﾌｨｰド 98) 

    中村 ゆしか  (Ｆ．Ｃ．ＳＦＩＤＡ世田谷) 

    高畑   結    (藤枝順心ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

                                     計 24名 

 

 17. Ｕ-15(Ｕ-17女子ワールドカップ２００８)日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-15(Ｕ-17ワールドカップ 2008)日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年 11月７日(火)～11月 12日(日) 

場 所：静岡県・時之栖、Ｊ－ＳＴＥＰ 

 

[スケジュール] 

11月７日(火)  集合 

11月８日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 11月９日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 11月 10日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 11月 11日(土) 練習試合、移動、練習試合 
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 11月 12日(日) 練習試合、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 佐々木則夫   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺｰﾁ       ： 坂尾 美穂  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 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         ： 川島  透  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 小松 奈美  ((財)弘潤会 野崎東病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 江口 陽子  (松岡整形外科) 

総務       ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

ＧＫ  石川 汐莉   (ＦＣ駒沢女子) 

    山本 彩可   (ＦＣ ＡＬＥＧＲＥ ＡＭＩＧＡ) 

    井指  楓   (ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ ＡＧＵＩＬＡＳ) 

ＤＦ  井原 遥香   (ﾆｭｰｳｪｰﾌﾞ北九州ｶﾞｰﾙｽﾞ) 

    屋田  渚   (神村学園中等部) 

    大塚 翔子   (神村学園中等部) 

    藤澤 真凛   (日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

    千葉 望愛   (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    赤嶺 美月   (宗像市立中央中学校) 

    西山 衣美   (名古屋ＦＣﾚﾃﾞｨｰｽ) 

ＭＦ  亀岡 夏美   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    岸川 奈津希  (日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

    竹山 裕子   (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    井上 由惟子  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    大宮 玲央奈  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    藤田 のぞみ  (城南ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    柴田 華絵   (神村学園中等部) 

    中村 ゆしか  (Ｆ．Ｃ．ＳＦＩＤＡ世田谷) 

    川島 はるな  (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＦＷ  八木 彩香   (十文字中学高等学校)       

    石原 愛海   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    石田 みなみ  (常葉学園橘中学校) 

    鳥海 麻衣   (ＦＣ駒沢女子) 

    高橋 彩織    (日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

    嶋田 千秋    (日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

    齋藤 あかね   (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    浜田  遥   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島)           

                                            計 27 名 
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 ○ 18. フットサル日本代表候補 海外遠征の件 

   

行事名：フットサル日本代表候補 海外遠征 

期 間：平成 18年 11月 11日(土)～11月 21日(火) 

場  所：ポルトガル／アルガルヴェ 

 

[スケジュール] 

11月 10日(金)   集合 

11日(土)   出発 

12日(日)～15日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

16日(木)   ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 対 ﾌｯﾄｻﾙｳｸﾗｲﾅ代表 

   17日(金)   ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 対 ﾌｯﾄｻﾙﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ代表 

   18日(土)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   19日(日)   ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 対 ﾌｯﾄｻﾙ中国代表 

   20日(月)   出発 

   21日(火)   成田到着後解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： サッポ     ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 大沼 弘幸  (聖マリアンナ医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 大場 真孝  (大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院）  

通訳      ： エジソン土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

総務            ： 村山 勉   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

ＧＫ  石渡 良太  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

川原 永光  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

ＦＰ  比嘉リカルド (ＦＣ琉球) 

藤井 健太  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

        前田 喜史  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    金山 友紀  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｔｏｋｙｏ) 

    鈴村 拓也  (Ｂａｒｇａｓ Ｓｉｇｕｌｏ ＸＸＩ) 

    木暮賢一郎  (Ｃｌｉｐｅｕｓ Ｎａｚａｒｅｎｏ) 

    小宮山友祐  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ) 

       神  敬治  (Ｓｈａｒｋｓ立川) 

    小野 大輔  (Ａｚｕｌｅｊｏｓ Ｒａｍｏｓ Ｔａｌａｖｅｒａ ＦＳ) 

    小山 剛史   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)     

    高橋 健介  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ )     

        稲葉洸太郎  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ) 
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                             計 14名 

 

 19. ビーチサッカー日本代表ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップリオデジャネイロ 2006の件 

   

行事名：ＦＩＦＡ ビーチサッカーワールドカップリオデジャネイロ 2006 

期 間：2006年 10月 26日(木)～11月 15日(水) 

場 所：ブラジル・リオデジャネイロ 

 

[スケジュール] 

10月 26日(木)  集合、出発 

10月 28日(金)  

    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月２日(木)   

２日(木)  ＦＩＦＡ ビーチサッカーワールドカップリオデジャネイロ 2006 開幕 

３日(金)  ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表 対 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰアメリカ代表 

   ５日(日)  ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表 対 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰブラジル代表 

   ７日(火)  ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表 対 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰポーランド代表 

   ９日(木)  準々決勝 

   11日(土)  準決勝 

   12日(日)  決勝/3位決定戦 

   13日(月)  日本へ移動 

   15日(水)  帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

団長       ： 大仁 邦彌  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督         ： 鳥飼 浩之  (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  稲福 全人  (学校法人 湘央学園) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  石附 次郎  (ﾌﾘｰ) 

総務      ：  島崎 洋行  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部/西鉄旅行(株)) 

 

[選  手] 

 GK        加登 永一     (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄))        ※1 

      小川 和男          (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

      照喜名辰吾     (沖縄かりゆしﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(沖縄)) ※2 

 DF        吉井 勝宏          (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

           牧野 真二     (ＳＰＯＲＶＡ 21(福岡)) 

      黒木 直幸          (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本(熊本)) 

           當間 正人          (ＦＣ琉球（沖縄）) 

      丸尾 訓照          (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本(熊本)) 
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           上原 朋也     (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

FW        塩川 健勇     (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

      河原塚 毅          (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

           佐藤 義人          (Ｄｏｒｓａｌ Ｍ．ＦＣ(大阪)) 

      新垣 隆      (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

※1 負傷のため不参加 

※2 追加招集 

                             計 12名 

 

 20. 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

     

①AFC CHAMPIONS LEAGUE 2006 FINAL 1ND LEG  

ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：高田 静夫 

期 間：10月30日（月）～11月２日（金） 

  場 所：韓国／全州 

②AFC YOUTH CHAMPIONSHIP 2006 

 審判員：西村 雄一 

期 間：10月25日（水）～11月14日（火） 

  場 所：インド／バンガロール 

③2006 PEACE QUEEN CUP 

審判員：鮎貝志保 

 期 間：10月26日(木)～11月５日（木） 

  場 所：韓国／ソウル 

④AFC U-19 WOMEN’SCHAMPIONSHIP 2007 – QUALIFYING ROUND – GROUP B 

審判員：深野悦子、濱崎覚美 

期 間：11月６日（月）～13日（月） 

場 所：チャイニーズ・タイペイ 

 ⑤FUTSAL AA INTERNATIONAL TOURNAMENT 

審判員：五十川和也 

期 間：11月15日（水）～21日（土） 

場 所：ポルトガル 

⑥15TH ASIAN GAMES – DOHA 2006 – MEN’S FOOTBALL COMPETITION 

審判員：高山啓義 

期 間：11月24日（火）～12月17日（日） 

場 所：カタール／ドーハ 
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⑦15TH ASIAN GAMES – DOHA 2006 – WOMEN’S FOOTBALL COMPETITION 

審判員：井脇真理子、鮎貝志保、高橋早織 

期 間：11月26日（日）～12月14日（木） 

場 所：カタール／ドーハ 

 

 21. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）入場者数 

  10月（ 1,324人 2005年実績 3,235人 2004年実績 2,611人） 

※ただし、本年度はリニューアル休館のため 14日の営業（通常 26日）。 

  2006年 4月～（36,061人 2005年実績 33,791人 2004年実績 30,300人） 

 

２）リニューアル/メンテナンス 閉館 

  10 月 31 日（火）13：00 にリニューアルオープン。 

 

３）「文の京ミュージアムネットワーク」に参加 

  10 月 26 日（木）に文京区、文京アカデミーなどがよびかけた「文の京ミュージアムネット

ワーク」結成会議が開催された。区内 19 美術館・博物館（印刷博物館、東大総合研究博物

館、野球博物館など）、4 庭園（小石川後楽園、六義園など）が参加。本ミュージアムも参

加。 

 

 22. 標章使用申請の件 

   

(１) 申請団体：(財)福島県サッカー協会 

 使用目的：名刺作製 42名分 

 

(２) 申請団体：北信越サッカー協会 

 使用目的：ＡＤカード作成 25部 

 

 23. 競技会開催申請・名義使用申請の件 

   

【競技会開催申請】 

 

(１) 申請団体： (財)静岡県サッカー協会 

大 会 名： 第 1 回甲信越静Ｕ-16サッカー大会 

主  催： 山梨日日新聞社、信濃毎日新聞社、新潟日報社、静岡新聞社、(社)山梨県サ

ッカー協会、(社)長野県サッカー協会、(社)新潟県サッカー協会、(財)静岡

県サッカー協会 
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主  管： (財)静岡県サッカー協会 

後  援： (財)日本サッカー協会、文部科学省、各県及び教育委員会、中部日本横断自

動車道建設、促進期成同盟会 

協  賛： 王子製紙、エコパハウス 

   期  日： 2007年３月 28日(水)、29日(木) 

会  場： エコパスタジアム 

参加チーム: Ｕ-16山梨、Ｕ-16長野、Ｕ-16新潟、Ｕ-16静岡 

試合の種類： 無料試合 

 

(２) 申請団体： (財)福島県サッカー協会 

大 会 名： 第３回全国ガールズ８(U-12)サッカーフェスティバル 

～Jヴィレッジなでしこカップ～ 

主  催： (財)福島県電源地域振興財団、㈱日本フットボールヴィレッジ 

主  管： (財)福島県サッカー協会 

後  援： (財)日本サッカー協会、福島県 

   期  日： 2007年２月 10日(土)～２月 12日(月) 

会  場： Jヴィレッジ 

参加チーム: 北海道地域２、東北地域３、関東地域８、東海地域２、 

北信越地域２、関西地域５、中国地域３、四国地域２、九州地域４、 

開催地代表１(福島県) 計 32チーム 

試合の種類： 無料試合 

 

(３) 申請団体： (社)鹿児島県サッカー協会 

大 会 名： 2006 年度南日本招待ユースサッカー大会 

主  催： (社)鹿児島県サッカー協会 

主  管： 鹿児島県サッカー協会高校連盟 

後  援： (予定)鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市、鹿児島市教育委員会、鹿

児島県体育協会、南日本新聞社 

   期  日： 2006年 12月９日(土) 

会  場： 鹿児島県立鴨池陸上競技場 

参加チーム: 鹿児島県及び他県の第 85 回高校サッカー選手権大会出場チーム、県ト

レセンユースチーム 

試合の種類： 当日 一般 1,000円、中高生 500円、小学生・敬老パス持参者無料 

 

(４) 申請団体： (財)埼玉県サッカー協会 

大 会 名： 第 13 回熊谷市高校女子サッカー大会「めぬまカップ 2007」 

主  催： (財)埼玉県サッカー協会、熊谷市、熊谷市教育委員会 

主  管： 熊谷市高校女子サッカー大会「めぬまカップ」実行委員会 

後  援： 毎日新聞社、埼玉県、(財)埼玉県体育協会 他 
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協  賛： プーマジャパン㈱、プーマアパレルジャパン㈱ 他 

   期  日： 2007年３月 25日(日)～３月 29日(木) 

会  場： 熊谷市利根川総合運動公園サッカー場、熊谷市妻沼運動公園 

参加チーム: 48 チーム予定 

試合の種類： 無料試合 

 

(５) 申請団体： (財)静岡県サッカー協会 

大 会 名： Ｕ-14ジュビロカップ 2006 

主  催： ヤマハ発動機㈱、㈱ヤマハフットボールクラブ、(財)静岡県サッカー協会 

主  管： ヤマハ発動機㈱、㈱ヤマハフットボールクラブ 

後  援： 磐田市、磐田市教育委員会、ＮＰＯ法人磐田市体育協会、静岡新聞社、静岡

放送 

協  賛： ネスレ日本㈱、プーマアパレルジャパン㈱、プーマジャパン㈱、㈱モルテン、

㈱魚政、(有)飯田人形、㈱イシイプランニング、㈱ジェイ・プラッカ、ハニ

ー観光、Jroots Sports International 

   期  日： 2006年 12月 28日(木)～12月 30日(土) 

会  場： ㈱つま恋（多目的グラウンド A・B、グリーン広場） 他 

参加チーム: 静岡県クラブ選抜、ヤマハジュビロ磐田、ヤマハジュビロ浜松、 

ヤマハジュビロ掛川、他国内 29チーム 

試合の種類： 無料試合 

 

 24. 海外遠征申請の件 

   

(1)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 坂戸ディプロマッツ (第３種) 

遠征期間 2006年 11月 30日(木)～12月 10日(日) 

遠 征 先 シンガポール ウェストコースト 

 

(2)(社)千葉県サッカー協会 

チ ー ム ジェフユナイテッド市原 (第１種) 

遠征期間 2007年１月 28日(日)～２月 13日(火) 

遠 征 先 トルコ アンタルヤ 

 

(3)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都大学サッカー連盟 (第１種) 

遠征期間 2006年 12月 15日(金)～19日(火) 

遠 征 先 ベトナム ホーチミン 

 

(4)(社)長野県サッカー協会 
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チ ー ム 大原学園ＪａＳＲＡサッカークラブ (第１種) 

遠征期間 2006年 11月 25日(土)～12月 6日(水) 

遠 征 先 ルーマニア ブカレスト 

 

(5)(社)大阪府サッカー協会 

チ ー ム 河内長野市選抜 (第４種) 

遠征期間 2006年 12月 22日(金)～25日(月) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(6)(財)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 2007年２月１日(木)～15日(木) 

遠 征 先 トルコ アンタルヤ 

 

 


