
報告事項 

- 1 - 

財団法人 日本サッカー協会 

平成 19年度 第 1回理事会 

 報告事項 

 1． ＡＦＣプロリーグプロジェクトの件 

   

Ⅰ．ＡＦＣプロリーグ特別委員会について 

１．日時：2007年４月13日(金) 

 ２. 場所：ＡＦＣハウス クアラルンプール 

３．内容： 

（１）主な決定事項 

①大会フォーマット 

大会には 32 クラブが出場する。グループステージは各グループ４クラブで構成、東西４

グループずつに分割し、ホームアンドアウェーで行う。 

ベスト 16はグループステージ 1位のクラブのホームゲームで 1試合のみ行う。ベスト 16

まで東西に分割して開催する。 

ベスト 16 終了後に抽選を行い、準々決勝から東西のクラブが対戦する。準々決勝・準決

勝はホームアンドアウェーで行い、決勝は中立地開催で 1試合とする。 

大会開催期間はグループステージとベスト 16 までの計７試合を東西別々に２月から７月

の間に行う。準々決勝から決勝までの５試合を９月から 11月の間に行う。 

この大会フォーマットと参加協会出場枠は、原則 2009年から 2012年までの４年間とする。

１年毎に検証を行い、3年後には必要に応じ見直しを行う。 

②テクニカルスタンダードの算出方式 

新ＡＣＬの参加クラブ枠決定に用いる 10 評価項目の内の１項目であるテクニカルスタン

ダード（競技力）のポイントを以下の様に算出する。 

代表チームのＦＩＦＡランキングを 50％、各クラブの過去の成績を 50％として算出する。 

クラブの成績は 2004 年シーズン以降のＡＣＬとＡＦＣ Ｃｕｐの成績によって算出し、

ＡＦＣ ＣｕｐのポイントはＡＣＬの３分の２の比率で計算する。 

クラブのポイント算出は各試合につき、勝ちを３ポイント・引き分けを１ポイント・負け

を０ポイントとし、さらに決勝トーナメント各ラウンド進出と優勝のクラブに１ポイン

トを与える。 

（２）今後の主な検討事項 

①各協会出場枠決定に用いる10項目(入場者数・ビジネス規模等)の評価算出方法 

②新ＡＣＬの出場枠 

③大会分配金 

④大会ブランド 

（３）今後の会議予定 

①７月28日 ＡＦＣプロリーグ特別委員会第４回会議 
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②11月27日 ＡＦＣプロリーグ特別委員会第５回会議 

 

Ⅱ．今後の主なスケジュールについて 

１．インスペクション 

国名          期間                                    参加者 

香港  2007年４月 13日 ～ 2007年４月 17日     鈴木德昭・川埜伸 

ＵＡＥ  2007年４月 17日 ～ 2007年４月 22日      鈴木德昭・斎藤聡 

オマーン 2007年４月 22日 ～ 2007年４月 26日      鈴木德昭・斎藤聡 

バーレーン 2007年４月 26日 ～ 2007年４月 29日      鈴木德昭・斎藤聡 

中国 2007年５月９日  ～ 2007年５月 15日      鈴木德昭・斎藤聡 

韓国 2007年５月 18日 ～ 2007年５月 24日      鈴木德昭・川埜伸 

シンガポール 2007年６月５日  ～ 2007年６月９日       鈴木德昭・加藤秀樹 

 

 ２. プレゼンテーション 

１）日時：2007年５月８日(火) 11時 

 ２）場所：マリオットホテル クアラルンプール 

３）タイトル：“The Future of Professional Football in Asia” 

４）スピーカー：川淵 三郎 

 

Ⅲ．その他 

 

 ２. ＴＯＹＯＴＡ プレゼンツ ＦＩＦＡクラブワールドカップ ジャパン ２００７の件  

   

Ⅰ．出場チーム  

3月 22日(木)・23日(金)にチューリヒにて開催されたＦＩＦＡ理事会において、 

下記の内容が決定した。 

 

出場チーム：各大陸連盟クラブチャンピオン  ６チーム 

開催国代表クラブ       1チーム 

                        計７チーム 

               ＊ 開催国代表クラブは、ＯＦＣ代表クラブと 1回戦を行う。 

 

Ⅱ．組織体制 

1． ＦＩＦＡクラブワールドカップ ＪＦＡ実行委員会 ／ 

JFA Management Committee for the FIFA Club World Cup 

 Ｃ ｕ ｐ 

・委員長 ／ Chairman 

川淵 三郎  (ＪＦＡ キャプテン) 

・副委員長 ／ Deputy Chairman 

小倉 純二  (ＪＦＡ 副会長／ＦＩＦＡ 理事) 
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鬼武 健二  (ＪＦＡ 副会長／Ｊリーグ チェアマン) 

・委員 ／ Member 

田嶋 幸三  (ＪＦＡ 専務理事／ＪＦＡ 事業委員長) 

犬飼 基昭  (ＪＦＡ 常務理事／Ｊリーグ 専務理事) 

青木 治人 (ＪＦＡ 常務理事／ＪＦＡ スポーツ医学委員長)  

松崎 康弘  (ＪＦＡ 理事／ＪＦＡ 審判委員長) 

田中 道博  (ＪＦＡ 理事／ＪＦＡ 事務局長) 

森本 裕康  (財団法人 愛知県サッカー協会専務理事) 

安田 一男  (財団法人 東京都サッカー協会会長) 

城  啓二  (社団法人 神奈川県サッカー協会専務理事) 

鈴木 徳昭  (ＪＦＡ キャプテン特命担当本部長) 

 

２．ＦＩＦＡクラブワールドカップ ＪＦＡ実行本部 ／  

JFA Management Headquarters for the FIFA Club World Cup 

 

・本部長 ／ Managing Director 

鈴木 徳昭  (ＪＦＡ キャプテン特命担当本部長) 

 

 コーディネーションオフィス 

・チーフコーディネーションオフィサー ／ Chief Coordination Officer 

五香 純典  (ＪＦＡ ＣＨＱ部員) 

・コーディネーションオフィサー ／ Coordination Officer 

安達 健   (ＪＦＡ 審判部長代理) 

奥田 泰久  (ＪＦＡ 事業部国際試合運営グループ係長) 

貝瀬 智洋  (ＪＦＡ 国際部係長) 

加藤 秀樹  (ＪＦＡ キャプテン特命担当本部係長) 

斎藤 聡   (ＪＦＡ キャプテン特命担当本部員) 

高野 保子  (ＪＦＡ 国際部員) 

       (Ｊリーグ) 

・セクレタリー ／ Secretary 

斎藤 美緒  (ＪＦＡ キャプテン特命担当本部員) 

森泉 綾美  (ＪＦＡ キャプテン特命担当本部員)  

 

 実行本部 

       ※（報）資料№１ 

 

 ３． 記念事業推進委員会の件 

   

・「ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006」について 

 

  平成18年度 2002 ＦＩＦＡワールドカップ記念事業のスポーツ組織マネジメント能力開発事
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業「ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006」が 2007年 3月 24日をもって終了し、所定の

成績を修めた次の 28 名が修了した。28 名の修了者には、「ＪＦＡスポーツマネジャー資格」

を付与し、ＪＦＡにおいて登録・管理する。 

 

 ＜ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006 概要＞ 

集合学習・総学習時間数   177時間（32日間） 

講座数           48講座 

講師数           29名 

副読本の数         10冊 

 

 ＜ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006 修了者＞ 

村野  晋 (株)北海道フットボールクラブ 執行役員総務部長 兼 管理部長((財)北海道サッカー協会 特任理事) 

菅原 智美 NPO 法人 福島夢集団 クラブマネジャー 

齊藤 織恵 水戸クラブ設立準備委員会 事務局長 

斉藤  勉 (財)埼玉県公園緑地協会 川越公園管理事務所 主査 

宇田 裕治 NPO 法人 ACちば 理事 

高橋 健志 (社)千葉県サッカー協会 第 3種委員長 

昼田 宗昭 (株)東日本ジェイアール古河サッカークラブ チーム統括本部 強化部長 

成  燦淏 NPO 法人 コリアスポーツクラブ 理事 

氏家 昭弘 (社)神奈川県サッカー協会 理事 

小岩井 俊生 FC アンテロープ塩尻 スタッフ 

中村 篤次郎 石川フットボールクラブ(ツエーゲン金沢) ゼネラルマネージャー 

吉田 貴宏 NPO 法人 フェルヴォローザ白山スポーツクラブ 

川上 恵介 袋井 FC.デザフィーオサッカークラブ 代表 (袋井サッカー協会 女子部長) 

竹山 勝自 静岡県小笠山総合運動公園 静岡県サッカー協会グループ 営業企画部長 

井上 有希江 (財)愛知県サッカー協会 女子委員会 副委員長 

濱崎 芳己 NPO 法人 スポーツフォーラム愛知((財)愛知県サッカー協会 キッズ委員) 

藤村 和樹 NPO法人 スティックルバックスポーツクラブ((財)岐阜県サッカー協会 キッズ委員) 

城内 智人 (社)滋賀県サッカー協会 理事 

上田 滋夢 AS.ラランジャ京都 代表 

鬼塚 慎一 AS.ラランジャ京都 ゼネラルマネジャー 

平井 秀尚 (有)バンディオンセ神戸 

長田 和茂 (社)和歌山県サッカー協会 総務委員会 事業企画担当 

今井 祐樹 大分フットボールクラブ ホームタウン普及部 

上地 義徳 (社)沖縄県サッカー協会 専務理事 

新城 正樹 NPO 法人 ブルティーダ沖縄フットボールクラブ 代表理事 

真田 幸明 (財)日本サッカー協会 CHQ 部長 兼 登録・普及部長(日本クラブユースサッカー連盟 理事長) 

村山  勉 (財)日本サッカー協会 代表チーム部 部長代理 

五香 純典 (財)日本サッカー協会 CHQ 

 

＜ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ 2006 成績上位５名＞ 

第 1 位  齊藤 織恵 水戸クラブ設立準備委員会 事務局長 

第 2 位  昼田 宗昭 (株)東日本ジェイアール古河サッカークラブ チーム統括本部 強化部長 

第 3 位  真田 幸明 (財)日本サッカー協会 CHQ 部長 兼 登録・普及部長(日本クラブユースサッカー連盟 理事長) 

第 4 位  中村 篤次郎 石川フットボールクラブ(ツエーゲン金沢) ゼネラルマネージャー 

第 5 位  今井 祐樹 大分フットボールクラブ ホームタウン普及部 

 
※ 所属／役職は 2007年 3月 24日の修了式時点のもの。 
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 ４． ＡＦＣ選出 ＦＩＦＡ理事の件 

   

ＡＦＣ会長・ＡＦＣ副会長(４名)・ＦＩＦＡ副会長・ＦＩＦＡ理事(２名)・ＡＦＣ名誉監事・

ＡＦＣ理事(10名)は 2007年５月８日（火）のＡＦＣ総会にて選挙を行う予定であった。 

立候補の締切りは、３月８日(木)である。 

 

しかし、ＡＦＣより３月８日連絡があり、ＦＩＦＡ理事職ポストの立候補者は小倉副会長を含

め２名のみであり、小倉副会長のＦＩＦＡ理事職再選が確定した（任期は４年間）。正式には５

月８日のＡＦＣ総会にて承認される。 

 

 ５． ＦＩＦＡ会議の件 

   

３月に開催されたＦＩＦＡ各種委員会への出席委員は以下の通り。 

 

３月 19日     Ｕ-17ワールドカップ組織委員会  小倉副会長 

22 日・23日 理事会              小倉副会長 

 

 ６. ＦＩＦＡ理事会報告の件 

   

３月 22日・23日にＦＩＦＡ理事会が開催され、主な決定事項は以下の通り。 

 

・ “アフリカとともにアフリカで勝利”のプログラムをその他の地域・大陸(オセアニア・イン

ド・カリブ諸島)においても実施する。 

・ ＦＩＦＡ“競技のためのタスクフォース”が戦略研究委員会と統合し新たな委員会が創設さ

れる。 

・ ＦＩＦＡ規約修正提案を討議：第 62 条３項の補強 - 紛争を一般の裁判所に持ち込むのでは

なく、協会内の関連機関に提出することをそれぞれの加盟協会の規約に盛り込む。このＦＩ

ＦＡ規約の補強は、勝ち点減点や降格による懲罰処分を下すＦＩＦＡの権利を支持し確認し

たスイスの最高立法機関であるスイス連邦裁判所による最近の決定に基づいている。 

・ 204 協会が予選に参加予定（不参加はフィリピン・ブータン・ブルネイ・ラオス）。 

・ 南アフリカで開催されるＦＩＦＡコンフェデレーションズカップ 2009 の日程が１日追加さ

れ、大会は 6月 14日から 28日に行われる。 

・ 今年日本で行われるＦＩＦＡクラブワールドカップの大会フォーマットは 2006年同様に６試

合を予定しているが、理事会は、オセアニアのチャンピオンと開催国のリーグチャンピオン

によるプレーオフを導入し、勝者がその他 5大陸のチャンピオンに加わることに同意した。 

・ 南米で予定している 2014ＦＩＦＡワールドカップの招致手続きに関するスケジュールが承認

され、開催国は 2007 年 11月に決定する 

・ 2014 ＦＩＦＡワールドカップのドイツにおけるＴＶ放映権を 2010 年大会の権利を既に所有

する ARD/ZDFに与えることに同意した。さらに、欧州放送連盟(EBU)とのＦＩＦＡのパートナ
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ーシップは 2014I ＦＩＦＡワールドカップまで延長された。 

・ 自治に関して問題に直面している加盟協会に関し、ＦＩＦＡ理事会は、緊急委員会によるケ

ニアサッカー連盟の活動停止処分解除の決定を批准した。さらに直接的政治介入のモデルは

スペインに存在することに留意し、ＦＩＦＡの意見では処分につながる可能性もある。 

・ ＦＩＦＡの 2006年決算： 

収入 912百万スイスフラン、支出 609百万スイスフラン、 収益 303百万スイスフラン。 

これにより資産が 752百万スイスフランとなった。 

2007年より会計管理はＵＳドルにて行う。 

・ ＦＩＦＡの第 208 番目の協会としてモンテネグロの加盟案件は、総会に提出される。 

・ 今年のＦＩＦＡ反差別デーはＦＩＦＡ Ｕ-20 ワールドカップカナダの準々決勝と重なる７月

14-15日に行われる。 

・ 2007ＦＩＦＡフェアプレーデーは、ＦＩＦＡ女子ワールドカップ中国の準々決勝前の９月 21

日の国連平和デーに行われる。 

・ 2008 年８月 28 日から９月 14 日で予定されていた、チリで開催されるＦＩＦＡ U-20 女子ワ

ールドカップ 2008 の日程は、女子サッカー普及のために 2008 年 12 月 30 日から 2009 年 1

月 12日に変更する。 

・ 2008ＦＩＦＡ総会はオーストラリア、シドニーにて 5月 28－30日に開催予定である。 

・ カナダのクラブであるトロント FC 及び Bermuda Hogges はメジャーリーグサッカー及びユナ

イテッドサッカーリーグにそれぞれ参加する承認をされた。 

 

 ７. ＡＦＣ会議の件 

   

４月・５月上旬に開催されるＡＦＣ各種委員会への出席委員は以下の通り。 

 

４月 13日  プロリーグ特別委員会   川淵キャプテン、鈴木特命担当部長 

５月８日   総会           川淵キャプテン、小倉副会長、田嶋専務理事、 

松永国際部長 

 

 ８. ＦＩＦＡ代表団 日本の女子サッカー視察の件 

   

日本における女子サッカーの活動状況の現状把握と、日本への今後の支援施策等について協議

のため以下２名が来日し、３月 22 日 女子委員会とミーティーングを行い、ＮＴＶベレーザを視

察した。 

 

Ｐｉａ Ｓｕｎｄｈａｎｇ (ＦＩＦＡインストラクター・ＦＩＦＡアンバサダー) 

Ｄａｔｏ Ｙａｐ Ｎｙｉｍ  Ｋｅｏｎｇ（女子サッカーコンサルタント） 
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 ９. アジア貢献事業 マカオ代表チームＧＫコーチ トレーニング受入れの件 

   

マカオ協会から指導者の研修受入れの要望を受け、サンフレッチェ広島の協力もあり、下記指

導者をサンフェレッチェ広島とＵ-20日本代表チームのトレーニングに約２週間参加させる。 

 

氏名： 朱漢明（Ｈｕ Ｈｏｎ Ｍｉｎｇ） 

役職： マカオ代表チーム ＧＫコーチ 

トレーニング参加期間： 2007年４月 16日～４月 29日 

 

 10. シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル開催の件 

   

シニア大会部会において 70歳以上の大会の要望があり、全国より 8チーム以上参加が見込

めることから「平成 19 年度第 7 回全国シニア（60 歳以上）サッカー大会」期間中にフェス

ティバルとして試験的に行なう。 

なお、次年度以降の開催についてはシニア大会部会において協議の上決定することとする。 

 

名  称 シニア（70歳以上）サッカーフェスティバル 

主  催 財団法人日本サッカー協会 

主  管 社団法人兵庫県サッカー協会 

期  日 平成 19年 5月 19日（土）～ 20 日（日） 

会  場 三木総合防災公園陸上競技場 

 三木総合防災公園第 2陸上競技場 

 三木総合防災公園球技場① 

        三木総合防災公園球技場② 

参加資格 原則 2007年に 70歳になる、平成 19年度（財）日本サッカー協会登録選手によ

って構成されたチームであること。 

参加チーム数 原則８チーム以上参加で大会を開催する。なお参加資格を持つのは、シニア

大会部会で承認されたチームとする。 

競技方法 

競技規則   「第 7 回全国シニア(60歳以上)サッカー大会」に従う。 

参 加 料   無料とする。 

表  彰   実施しない 

交通･宿泊     (1）交通について 全て参加チーム負担とする。 

       (2）宿泊について 

別途案内する宿泊斡旋申込に従って実際に宿泊したチームに限り、1泊分

（※5月 19日泊分）を 1チームあたり最大 20名分（役員を含む）補助す

る。尚、ＪＦＡが宿泊先に対して支払い、当該日の対象者分の精算を行う

事で支給とする。また「第 7 回全国シニア(60 歳以上)サッカー大会」に

おいて支払対象となった者には支給されない。 

 

 11. 大会役員・審判員 国際試合へ派遣の件 

   

①AFC Cup 2007 Happy Valley (Hong Kong) vs. Singapore Armed Forces FC (Singapore) 

マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

試合日： ３月 20日（火） 

場 所： 香港 
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②AFC Champions League 2007 

Gach Dong Tam Long An FC (Vietnam) vs. Adelaide United FC (Austraila) 

マッチコミッショナー： 野上 宏志 

試合日： ３月 21日（水） 

場 所： ベトナム 

 

③Olympic Football Tournament Beijing 2008 – AFC Preliminary Competition 

イラン vs. ヨルダン 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

試合日： ３月 28日（水） 

場 所： イラン 

 

④AFC Cup 2007 Osotpa M-150 FC (Thailand) vs. Mohun Bagan (India) 

マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

試合日： ４月 10日（火） 

場 所： タイ 

 

⑤Women’s Olympic Football Tournament Beijing 2008 – AFC preliminary Competition 

香港 vs. DPR Korea 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

試合日： ４月 15日（日） 

場 所： 香港 

 

⑥AFC Cup 2007 Tampines Rovers (Singapore) vs. Pahang (Malaysia) 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

試合日： ４月 24日（火） 

場 所： シンガポール 

 

⑦AFC Cup 2007 Hoa Pat Hanoi (Vietnam) vs. Victory SC (Maldives) 

マッチコミッショナー： 野上 宏志 

試合日： ４月 24日（火） 

場 所： ベトナム 

 

⑧AFC Cup 2007 Victory SC (Maldives) vs. Xiangzue Sun Hei (Hong Kong) 

マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

試合日： ５月８日（火） 

場 所： モルディブ 

 

⑨ FIFA/AFF Futsal Referee Instructor Course 

ｺｰｽ・ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ：松崎康弘 

期 間：３月20日（火）～26日（月） 

場 所：タイ 

 

⑩ Men’s Olympic Football Tournaments Beijing 2008– AFC Preliminary Competition 

審判員：松村和彦、相楽 亨、名木利幸、高山啓義 

期 間：３月12日（月）～16日（金） 

場 所：アラブ首長国連邦 

 

⑪ Women’s Olympic Football Tournaments Beijing 2008– AFC Preliminary Competition 

審判員：大岩真由美、高橋早織、馬場佐知子 

期 間：３月16日（金）～19日（月） 

場 所：香港 
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⑫AFC CHAMIONS LEAGUE 2007 - Group A 

審判員：西村雄一、名木利幸 

期 間：３月19日（月）～23日（金） 

場 所：アラブ首長国連邦 

 

⑬International Tournament in PORTUGAL 

審判員：家本政明 

期 間：３月20日（火）～26日（月） 

場 所：ポルトガル 

 

⑭International Friendly Match‐Korea Republic VS Uruguay 

審判員：扇谷健司、山口博司、中井 恒 

期 間：３月22日（木）～25日（日） 

場 所：韓国 

 

⑮ East Asian Football Championship 2008- Preliminary Competition Play-off in Saipan 

審判員：高山啓義、宮島一代、相楽 亨、東城 穣 

期 間：３月23日（金）～26日（月） 

場 所：サイパン 

 

⑯East Asian Football Championship 2008- Preliminary Competition Play-off in Guam 

審判員：扇谷健司、中井 恒、高橋佳久、松尾 一 

期 間：３月30日（金）～４月２日（月） 

場 所：グァム 

 

⑰Women’s Olympic Football Tournament Beijing 2008- AFC Preliminary Competition Second 

Round – Group B 

審判員：大岩真由美、鮎貝志保、吉澤久恵 

期 間：４月４日（水）～８日（日） 

場 所：オーストラリア 

 

⑱ AFC U13 Festival of Football 

審判員：聳城 巧、山本 雄大 ＊石山 昇（ﾚﾌｪﾘｰｶﾚｯｼﾞ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）が同行 

期 間：４月９日（月）～19日（木） 

場 所：中国 

 

⑲Women’s Olympic Football Tournament Beijing 2008- AFC Preliminary Competition Second 

Round – Group B 

審判員：深野悦子、高橋早織、濱崎覚美、馬場佐知子  

期 間：４月13日（金）～16日（月） 

場 所：チャイニーズ・タイペイ 

 

⑳Men’s Olympic Football Tournament Beijing 2008- AFC Preliminary Competition Second Round 

– Group E 

審判員：高山啓義、手塚 洋、名木利幸、西村雄一  

期 間：４月16日（月）～19日（木） 

場 所：タイ 
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 12. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）2006年度入場者数（招待者含） 

  2006年度 52,039人（305営業日 1日平均 170.6人） 

  2005年度 54,653人（317営業日 1日平均 172.4人） 

2004年度 48,301人（310営業日 1日平均 155.8人） 

ドイツワールドカップ 2006 開催までの 4 月～6 月は前年度を超える入場者を記録した

が、7月以降は前年度入場者数に届かなかった。 

特に夏休み期間は、前年度から約 2,000人減であった。10月にリニューアルを実施した

結果、ほぼ昨年度並みの入場者を確保できた。 

    尚、昨年度は 2月に「ワールドカップ トロフィーツアー」を実施し、1日 3,110人（招

待扱）の来場者を集めている。 

 

 13. 海外遠征申請の件 

   

(１)茨城県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学 (第１種) 

遠征期間 2007 年５月 21日(月)～６月２日(土) 

遠 征 先 イタリア クレーマ 

 

(２)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム ＣＡＳＣＡＶＥＬ ＴＯＫＹＯ (フットサル) 

遠征期間 2007 年３月 28日(水)～４月８日(日) 

遠 征 先 ブラジル サンパウロ 

 

(３)(社)兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 滝川第二高校 Bチーム (第２種) 

遠征期間 2007 年３月 30日(土)～４月 10日(火) 

遠 征 先 アメリカ合衆国 ダラス 

 

(４)(財)愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋オーシャンズ (フットサル) 

遠征期間 2007 年４月２日(月)～４月 10 日(火) 

遠 征 先 ポルトガル ポルティマン 

 

(５)(社)愛媛県サッカー協会 

チ ー ム 今越フットボールクラブ (第３、４種) 

遠征期間 2007 年３月 26日(月)～４月２日(月) 

遠 征 先 オランダ シッダード 

 

遠征先変更（２月９日承認分） 

(社)神奈川県サッカー協会 

湘南ベルマーレユース パラグアイ遠征が大韓民国遠征（３/24(土)～31(土)）に変更 
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 14. 競技会開催申請の件 

   

【国内競技会開催申請】 

(１) 申請団体： (社)神奈川県サッカー協会 

大 会 名： 第 1回マリノスタウン完成記念大会(TOGETHER TO THE FUTURE) 

主  催： 横浜マリノス(株) 

主  管： (社)横浜サッカー協会 

後  援： (社)神奈川県サッカー協会 

協  賛： 未定 ※クラブスポンサー中心に数社予定 

期  日： 2007 年４月１日(日)～2008 年４月３日(火) 

会  場： マリノスタウン内人工芝、横浜みなとみらいスポーツパーク 

参加チーム: 盛岡商業高校、青森山田高校、清水商業高校、星稜高校、鹿児島実業高

校、鵬翔高校、桐光学園高校、横浜Ｆ・マリノスユース 

試合の種類： 無料試合 

       

(２) 申請団体： (社)千葉県サッカー協会 

大 会 名： すかいらーくグループリーグ１ stステージ 

主  催： フジテレビジョン 

主  管： (社)千葉県サッカー協会 

後  援： (財)日本サッカー協会（予定） 

期  日： 2007 年５月 12日(土) 

会  場： 幕張イベントアリーナ 

参加チーム: ４チーム 

試合の種類： 全席指定 4,000円 

 

(３) 申請団体： (社)石川県サッカー協会 

大 会 名： 第 33回北信越フットボールリーグ ツエーゲン金沢ホームゲーム 

主  催： 北信越サッカー協会、北信越社会人サッカー連盟 

主  管： 第 33回北信越フットボールリーグ運営委員会 ツエーゲン金沢 

期  日： 2007 年４月８日(日)・15日(日)、５月 13日(日)・20 日(日) 

６月３日(日)・17日(日)、７月１日(日) 

会  場： 金沢市民サッカー場、津幡運動公園陸上競技場 

参加チーム: フェルヴォローザ石川・白山 FC(石川)、FC.上田ジェンシャン(長野)松

本山雅 FC(長野)、AC 長野パルセイロ(長野)、ヴァリエンテ富山新潟経

営大学(新潟)、JAPANサッカーカレッジ(新潟) 

試合の種類： 前売・当日 500円（高校生以下は無料） 

 

(４) 申請団体： (財)東京都サッカー協会 

大 会 名： 第 49回中央大学・筑波大学サッカー定期戦 
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主  催： (財)東京都サッカー協会 

主  管： 中央大学、筑波大学 

期  日： 2007 年６月 23日(土) 

会  場： 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 

参加チーム： 中央大学学友会サッカー部、筑波大学蹴球部、及びその OB 

試合の種類： 当日 600円 

 

(５) 申請団体： (財)東京サッカー協会 

     大 会 名： スフィアリーグ 2007１ stステージ 

   主  催： (財)東京都サッカー協会、スフィアリーグ事務局(フジテレビ) 

   後  援： (財)日本サッカー協会(予定)、サンケイスポーツ 

   協  賛： すかいらーくグループ 

   期  日： 2007年５月４日(金・祝) 

   会  場： 有明コロシアム 

   参加チーム： 11チーム 

   試合の種類： 全席指定 3,000円 

 

(６) 申請団体： (社)石川県サッカー協会 

大 会 名： 第 33回北信越フットボールリーグ 

フェルヴォローザ石川・白山 FCホームゲーム 

主  催： 北信越サッカー協会、北信越社会人サッカー協会 

主  管： 第 33回北信越フットボールリーグ運営委員会、 

フェルヴォローザ石川・白山 FC 

期  日： 2007 年５月 20日(日)・26日(土)・27日(日)、６月 24 日(日) 

７月１日(日)・８日(日) 

会  場： 金沢市民サッカー場、松任総合運動公園陸上競技場 

参加チーム: AC長野パルセイロ(長野)、JAPANサッカーカレッジ(新潟)、FC上田ジェ

ンシャン(長野)、新潟経営大学サッカー部(新潟)、ツエーゲン金沢(石

川)、松本山雅 FC(長野)、ヴァリエンテ富山(富山) 

試合の種類： 当日 500円（高校生以下無料） 

       シーズンパス 2,500円（６試合高校生以下無料） 

 

【国際競技開催申請】 

(１)(財)静岡県サッカー協会 

大会名  第 21 回全国少年少女草サッカー大会 

主 催   (財)日本サッカー協会、(財)静岡県サッカー協会、朝日新聞社、静岡市、 

     全国少年少女草サッカー大会組織委員会 

主 管  全国少年少女草サッカー大会実行委員会 

特別協賛 第一三共製薬(株) 
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後 援  文部科学省、静岡県、静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、由比町教育委員

会、富士川市教育委員会、静岡市議会、(財)静岡市体育協会、清水区連合体育

会、静岡朝日テレビ、朝日学生新聞社、日刊スポーツ新聞社 

期 日  2007 年８月 17日(金)～21日(火) 

会 場  日本平運動公園球技場、静岡市内小・中学校 

参加ﾁｰﾑ  香港少年選抜(中国：予定)、国内少年少女チーム 計 288 チーム 

入場料  無料 

 

(２) (財)広島県サッカー協会 

大会名  平和祈念 広島国際ユースサッカー2007 Balcom BMW CUP 

主 催   (財)広島県サッカー協会、中国放送、中国新聞社、ひろしまＰステーション 

主 管  (財)広島県サッカー協会２種委員会  

後 援  (財)日本サッカー協会、広島市、広島市教育委員会、広島県教育委員会、広島

県体育協会、(財)広島市スポーツ協会、広島日伯協会、広島日仏協会 

特別協賛 (株)バルコムモータース 

協 賛  (株)アシックス 他 

期 日  2007 年８月 10日(金)～13日(月) 

会 場  広島スタジアム、広島広域公園球技場 

参加ﾁｰﾑ  グルノーブルフット 38 ユース U-17(フランス)、コリンチャンス U-16(ブラジ

ル)、サンフレッチェ広島ユース、広島高校選抜  

入場料  前売り 大人 1,000円、高校生 700円、中学生 500円、小学生 300円 

当日  大人 1,200円、高校生 1,000円、中学生 800円、小学生 400円 

 

 15. 標章使用申請の件 

   

(１) 申請団体：(財)茨城県サッカー協会 

 使用目的：名刺作製 26名分 

 

 16. フットサル日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：フットサル日本代表 海外遠征 

期 間：2007年３月８日(木)～３月 19日(月) 

場 所：ブラジル 

 

[スケジュール] 

３月８日(木)  集合・移動 

３月９日(金) 到着 

３月 10日(土) トレーニング 

３月 11日(日) トレーニング 
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３月 12日(月) トレーニング（練習試合 対ブラデスコ） 

３月 13日(火) 第１戦 対リオ州選抜 

３月 14日(水) 第２戦 対リオ州選抜 

３月 15日(木) トレーニング 

３月 16日(金) 第３戦 対リオ州選抜 

３月 17日(土) 出発 

３月 19日(月) 帰国 

 

[スタッフ] 

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

ｺｰﾁ       ：  アヴェラール ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 木下 裕光  (筑波技術大学) 

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            ： 小林 利章  （(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) 

    定永 久男  (大洋薬品/Ｂａｎｆｆ) 

ＦＰ  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) 

    豊島  明   (大洋薬品/Ｂａｎｆｆ)     

    木暮賢一郎  (Ｃｌｉｐｅｕｓ Ｎａｚａｒｅｎｏ/ｽﾍﾟｲﾝ) 

    小宮山友祐  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ)    

       神  敬治  (Ｓｈａｒｋｓ立川) 

    小山 剛史   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    太見 寿人  (Ｇｉｎｚａ ｄｅ Ｆｕｔｓａｌ/Ｂｏｔｓｗａｎａ ＦＣ Ｍｅｇｕｒｏ) 

    西  裕輔  (旭屋) 

    北原  亘  (大洋薬品/Ｂａｎｆｆ)  

    稲葉洸太郎  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ) 

    計 14名 

  

 17. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：ﾌｯﾄｻﾙ日本代表候補 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ 

期 間：2007年４月 13日(金)～４月 15日(日) 

場 所：神奈川県藤沢市他 
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[スケジュール] 

４月 13日(金)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

４月 14日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

４月 15日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後、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           ： 木下 裕光  (筑波技術大学) 

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            ： 小林 利章  （(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) 

    定永 久男  (大洋薬品/Ｂａｎｆｆ) 

    川原 永光  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

ＦＰ  比嘉リカルド (大洋薬品/Ｂａｎｆｆ) 

    藤井 健太  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ)  

    金山 友紀  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｔｏｋｙｏ) 

    岸本 武志  (ＭＡＧ’Ｓ ＦＵＴＳＡＬ ＣＬＵＢ) 

    豊島  明   (大洋薬品/Ｂａｎｆｆ)     

    小宮山友祐  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ)    

       丸山 哲平  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｋａｎｓａｉ) 

    瀬戸 彬仁  (ＭＡＧ’Ｓ ＦＵＴＳＡＬ ＣＬＵＢ) 

    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) 

    山蔦 一弘  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｋａｎｓａｉ) 

    北原  亘  (大洋薬品/Ｂａｎｆｆ)  

       計 15名 

 

 18. フットサル日本代表 壮行試合、ＡＦＣフットサル選手権の件 

   

行事名：ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 壮行試合、ＡＦＣフットサル選手権 

期 間：2007年４月 28日(土)～５月 19日(土) 

場 所：大阪府、兵庫県 

 

[スケジュール] 

４月 27日(木)  集合 

４月 28日(土)  
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  ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

５月２日(水)   

５月３日(木) 壮行試合第１戦 対ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ代表 於ワールド記念ホール（神戸市） 

５月５日(土) 壮行試合第 2戦 対ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ代表 於大阪市中央体育館（大阪市） 

５月６日(日)  

  ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

５月 12日(土)  

５月 13日(日) ＡＦＣフットサル選手権 

第１戦 vs.フィリッピン代表 

５月 14日(月)  第２戦 vs.香港代表 

５月 15日(火)  第３戦 vs.タジキスタン代表 

５月 17日(木)  準々決勝 

５月 18日(金)  準決勝 

５月 19日(土)  決勝/３位決定戦 試合終了後解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 調整中 

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

ｺｰﾁ       ：  アヴェラール ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 木下 裕光  (筑波技術大学) 

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            ： 小林 利章  （(財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部） 

 

 [選  手]  

４月中旬 発表予定 

 

 19. 高円宮杯（Ｕ-18）海外遠征の件 

   

（派遣メンバー） 

 

優勝チーム：滝川第二高等学校／ダラスカップ（アメリカ・ダラス) 

 

【スタッフ】 

総 監 督 黒田 和生 

監 督 栫 裕保 

コ ー チ 松岡 徹 

コ ー チ 中西 功 

 

【選 手】 

岡崎 元気    政 大樹     倉内 周     吉田 和功    吉田 和功 

濱畑 修大    小田 健太    小澤 大地    北山 研人    宮本 豊太 

深谷 裕大    湊 雄太郎    中西 一希    小川 晃平    大塚 尚毅 
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坂本 諒斗    杉本 貴志    田中 大二郎    寺東 宏典      外島 拓也 

吉波 毅顕 

 

【スケジュール】 

3月 30日(金)12:05     関西国際空港発（NW070）、デトロイト着(12:10) 

18:00     デトロイト発（NW697） 

17:12     ダラスフォートワース着、バンにてホテルへ移動 

20:00    ホテル到着後ホストファミリーと対面後、各家族ごと解散 

3月 31日(土) AM       大会登録 

PM     トレーニング 

4月 1日(日)  AM      予選リーグ第 1戦 

PM      開会式(スタジアム） 

4月 2日(月)            予選リーグ第 2戦 

4月 3日(火)  AM･PM    トレーニング 

4月 4日(水)       予選リーグ第 3戦 

4月 5日(木)          フレンドリーマッチ(予定) 

4月 6日(金)          準決勝 

4月 7日(土)       3位決定戦 

4月 8日(日)       決勝戦 

4月 9日(月)  9:15      ダラス発(NW704)、デトロイト着（12:56） 

             12:35      デトロイト発（NW069） 

4月 10日(火)18:20      関西国際空港着 

 

準優勝チーム：名古屋グランパスエイト U18/SBCカップ 2007 (ﾄﾞｲﾂ・ﾗｵﾌﾟﾊｲﾑ) 

 

【スタッフ】  

監 督  朴 才絃    

ディレクター  神戸 清雄  

ＧＫコーチ  高嵜 理貴 

コンディショニングコーチ  広瀬 統一 

トレーナー  瀧 圭介 

  

【選 手】  

GK 1 鈴木  規之 DF 2 津田  真吾 DF 3 三宅  徹 

DF 4 磯村  亮太 DF 5 西部  将成 MF 6 中田  健太郎 

MF 7 岸   寛大   MF 8 西山  洋平 FW 9 鈴木  崇弘 

MF 11 花井  聖 DF 12 原田  達哉 DF 14 三島  圭一郎 

FW 15 ｱﾙﾍﾞｽ･ﾃﾞﾘｷ･ﾀｹｵ  GK 16 岩田  敦史 FW 17 三浦  俊希 

MF 18 安藤  亮太 MF 19 太田  圭祐 MF 20 矢田  旭    

MF 21 羽根田 充弘   FW 25 角   拓哉    

 

【スケジュール】 

3月 31日(土) 10:20 名古屋・中部国際空港発（LH737）→フランクフルト着 

               バスにてラオプハイムへ 

4月 1日(日)  トレーニング 

4月 2日(月) AM トレーニング 

  PM 練習試合 vs U19 Stuttgarter Kickers 

4月 3日(火)  トレーニング 

4月 4日(水) AM トレーニング 

  PM 練習試合 vs U19 SSV Reutlingen 

4月 5日(木) AM トレーニング 

  PM 練習試合 vs Olympia Laupheim 
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4月 6日(金) AM トレーニング 

  PM ウェルカム・ミーティング 

4月 7日(土) 13:45 予選リーグ① vs SSV Ulm 1846（   ） 

 18:00 予選リーグ② vs TSV 1860 Munich （ドイツ） 

4月 8日(日) 11:00 予選リーグ③ vs Ansfed United （ドイツ） 

             18:00 準決勝 1 

       11:15 準決勝 2 

4月 9日(月) 11:00 7位決定戦 

 12:15 5位決定戦 

 14:30 3位決定戦 

 16:00 決勝 

4月 10日(火) 8:00 ラオプハイム出発→フランクフルトへ 

 14:30 フランクフルト発（LH736） 

4月 11日(水) 8:50  名古屋（中部国際空港）到着 

 

 20. 日本高校選抜チーム直前合宿･欧州遠征(3/28～4/11)の件 

   

（派遣メンバー） 

 

【スタッフ】 

団 長 大倉 健史 【東京都立松が谷高校】 

総 務  樋川 利雄 【大阪府立登美丘高校】 

総 務  金山 秀裕 【宮城県立仙台第二高校】 

監 督  河崎   護 【星稜高校】 

コ ー チ 小林 正純 【福井県立丸岡高校】 

ＧＫコーチ ハーフナーディド【フリー】 

ドクター 沖田 剛之  【埼玉医科大学総合医療センター】 

トレーナー 山本 晃永  【Ｙ’ｓアスリート】 

主 務  岩田 武彦  【千葉県立浦安高校】 

 

【選 手】 

ＧＫ 1  増田 卓也   広島皆実/2年 

ＤＦ 2  田中 雄大 野 洲(関西大）/3年 

ＤＦ 3 塗木 竜也 神村学園（宮崎産業経営大）/3年 

ＤＦ 4  石﨑 晋也 作 陽（東海大）/3年 

ＤＦ 5  鈴木 大輔 星 稜/2年 

ＭＦ 6  荒堀 謙次    野 洲(同志社大）/3年 

ＭＦ 7  岡田 翔太郎 初芝橋本（桃山学院大）/3年 

ＭＦ 8  宮澤 龍二 作 陽（桃山学院大）/3年 

ＦＷ 9  村井 匠 作 陽（関西学院大）/3年 

ＭＦ 10 米倉 恒貴 八千代（ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉）/3年 

ＦＷ 11 成田 大樹 盛岡商業（流通経済大）/3年 

ＧＫ 12   富居 大樹 武 南/2年 

ＤＦ 13 大久保 翼 青森山田/2年 

ＭＦ 14 林 勇介 盛岡商業/2年 

ＤＦ 15 梅井 大輝 丸 岡2年 

ＦＷ 16 苗代 泰地 武 南（駒沢大）3年 

ＭＦ 17 吉野 峻光 静岡学園2年 

ＦＷ 18 棗 佑喜 丸 岡（駒沢大）3年 
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【スケジュール】 

3月 28日(水) 13:00 日本高校選抜壮行会（日本テレビ：汐留） 

 終了後千葉へ移動 

 16:30 トレーニング（習志野市秋津サッカー場） 

3月 29日(木) 9:00 トレーニング（習志野市秋津サッカー場） 

 14:30 練習試合 vs順天堂大学（習志野市秋津サッカー場） 

3月 30日(金) 9:00 トレーニング（習志野市秋津サッカー場） 

 14:30 練習試合 vs早稲田大学（習志野市秋津サッカー場） 

3月 31日(土) 9:55 成田発(LH-711） → フランクフルト 14：35 

 16:15 フランクフルト発（LH3888）→ ミラノ着 17:25 

 18:30 バスにて → テネロ着 20:00 

4月 1日(日) 9:00 トレーニング（スイス青少年スポーツセンター） 

4月 2日(月)   9:00 トレーニング（スイス青少年スポーツセンター） 

 16:00 練習試合 vs Ticino県選抜 （未定） 

4月 3日(火) 9:00 トレーニング（スイス青少年スポーツセンター） 

 15:00練習試合 vs Atalanta Bergamo (未定) 

4月 4日(水) 11:00 バスにてテネロ出発 → ミラノへ 

 14:25 ミラノ発（LH3887) → フランクフルト着 15:50 

 バスにてデュッセルドルフへ移動 

4月 5日(木) 19:15 予選リーグ① vs Fortuna Düsseldorf （ドイツ） 

4月 6日(金) 大会休日 

 14:00 日本人学校表敬訪問 

4月 7日(土) 12:00 予選リーグ② vs Hamburger SV（ドイツ） 

 16:45 予選リーグ③ vs PSV Eindhoven（オランダ） 

4月 8日(日) 11:00 予選リーグ④ vs Werder Bremen（ドイツ） 

4月 9日(月) 10:00 準決勝 １ 

 11:15 準決勝 ２ 

 14:00 ５位決定戦 

 15:15 ３位決定戦 

 16:30 決勝 

4月 10日(火) 9:00 デュッセルドルフ出発→フランクフルトへ 

 11:25 デュッセルドルフ発（LH809）→フランクフルト着 12：10 

 13:45 フランクフフルト発（LH710） 

4月 11日(水) 7:40 成田到着 

 

 

 21. ＪＦＡインターナショナルコーチングコース 2007（ＡＦＣ加盟協会向け）の件 

   

※（報）資料№2 

 

受講生 20名（別添ご参照）が、全てのカリキュラムを終了し、筆記試験・指導実践全てにおい

て合格したため、ＪＦＡ公認Ｃ級コーチとして認定する。 

 

期 間：2007年３月 12日（月）～３月 18日（日） 

場 所：Jヴィレッジ / 福島 
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 22. Ｕ-13日本選抜 ＡＦＣ Ｕ-13フェスティバルの件 

①  ②  

  

 

行事名：Ｕ-13日本選抜 AFCU-13フェスティバル 

期  間：2007年 4月 12日（木）～ 19日（木） 

場  所：茨城県・鹿島ハイツ／中国・北京 

 

［スケジュール］ 

4月 12日(木) 集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 13日(金) 出発・到着後ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 14日(土)  

   ｜    AFC U-13 Festival  

 18日(水)   

 19日(木) 帰国・解散 

 

［スタッフ］ 

 監 督 ： 足達 勇輔 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

 ｺｰﾁ     : 木村 康彦 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

 GKｺｰﾁ ： 小林 忍  （（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） 

 ﾄﾞｸﾀｰ ： 井澤 敏明 （福岡赤十字病院） 

 

［選手（GK）］ 

GK 鈴木 椋大 （愛知県： 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ三好 FC） 

GK 岩脇 力哉 （三重県： FC四日市） 

  佐藤 久元 （宮城県： ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  早川 史哉 （新潟県： ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  薄田 豊  （秋田県： 秋田市立泉中学校） 

  長谷川 竜也（静岡県： 静岡学園中学校） 

  徳永 裕大 （大阪府： ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  難波 祥平 （岡山県： ｻｳｰﾃﾞｨﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

  坪井 雄哉 （大阪府： ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  小峯 洋介 （埼玉県： 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  相場 遥介 （神奈川県：横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  中川 翼  （徳島県： 徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  小林 優椰 （宮城県： 塩釡 FC） 

  砂田 琢己 （鹿児島県：薩摩川内市立樋脇中学校） 

  楠美 圭史 （東京都： ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  武井 謙介 （東京都： FC東京 U-15むさし） 

  安在 和樹 （東京都： ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  紫尾 和真 （大阪府： ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｻｯｶｰｽｸｰﾙ） 
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  神田 夢実 （北海道： ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽU-15） 

  髙野 遼  （神奈川県：横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  前田 直輝 （東京都： ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

  前川 聖也 （長崎県： 黒髪ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ）    計 22名 

 

 23. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2007 の件 

   

行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2007  

期 間：2007年３月 21日(水)～24日(土) 

場 所：横浜市 

 

[スケジュール] 

 ３月 21日(水) 集合 

      22日(木) トレーニング 

     23日(金) トレーニング 

   24日(土) キリンチャレンジカップ 2007  

        日本代表 vsペルー代表 19:30 横浜国際競技場(日産スタジアム)  

 

[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) 

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) 

コーチ    ： 小倉   勉 ((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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ドクター    ：  森  孝久 (松山赤十字病院) 

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 ： 前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

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) 

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) 

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)  

宿泊・輸送  : 瀧森  誠 (西鉄旅行㈱) 

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㈱) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ   ： 麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

  

[選  手] 

ＧＫ 川口 能活    ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 
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   川島 永嗣    川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ 

   西川 周作    大分ﾄﾘﾆｰﾀ 

ＤＦ 中澤 佑二    横浜 F･ﾏﾘﾉｽ 

   坪井 慶介    浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ  ※ケガのため途中離脱 

   田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ 

   阿部 勇樹    浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ 

   水本 裕貴    ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉  ※追加召集 

ＭＦ 中村 俊輔    ｾﾙﾃｨｯｸ（ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ） 

   橋本 英郎    ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 

   羽生 直剛    ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 

   加地  亮    ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 

   遠藤 保仁    ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 

二川 孝広    ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 

中村 憲剛    川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ 

鈴木 啓太    浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ 

駒野 友一    ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 

藤本 淳吾    清水ｴｽﾊﾟﾙｽ 

水野 晃樹    ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 

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 

ＦＷ 高原 直泰    ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ･ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ） 

巻 誠一郎    ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉 

佐藤 寿人    ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島  

松橋 章太    大分ﾄﾘﾆｰﾀ 

矢野 貴章    ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 

                             計 26名 

 24. Ｕ－22日本代表 北京オリンピック 2008 アジア２次予選の件  

   

行事名：Ｕ-22日本代表 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ2008 ｱｼﾞｱ２次予選 ﾏﾚｰｼｱ戦（ｱｳｪｲ） 

期 間：2007年３月 10日(土)～15日(木) 

場 所：ﾏﾚｰｼｱ 

 

[スケジュール] 

 ３月 10日(土) 集合 

   11日(日) 出発、到着後ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

      12日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ (一部の選手は 11日に集合し 12日出発) 

     13日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   14日(水) Ｕ-22日本代表 対 Ｕ-22ﾏﾚｰｼｱ代表 

   15日(木) 到着後解散 
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[スタッフ] 

団長      ： 小野  剛 ((財)日本ｻｯｶｰ協会特任理事/技術委員長) 

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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

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) 

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 (聖ｱ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   ： 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)) 

     

[選  手] 

ＧＫ  松井 謙弥  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    林  彰洋  (流通経済大学)      

ＤＦ  一柳 夢吾  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ１９６９) 

    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)    

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) 

    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)     

ＦＷ  平山 相太  (ＦＣ東京) 

    カレンロバート(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    李  忠成  (柏ﾚｲｿﾙ)       

                             計 18名 

 

 25. Ｕ－22日本代表 北京オリンピック 2008 アジア２次予選の件 

   

行事名：Ｕ-22日本代表 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ2008 ｱｼﾞｱ２次予選 ｼﾘｱ（ﾎｰﾑ） 
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期 間：2007年３月 24日(土)～28日(水) 

場 所：東京都 

 

[スケジュール] 

 ３月 24日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、Ａ代表ｖｓﾍﾟﾙｰ代表戦観戦 

   25日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   26日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   27日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   28日(水) Ｕ-22日本代表 対 Ｕ-22ｼﾘｱ代表 

         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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

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) 

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)) 

 

[選  手] 

ＧＫ  山本 海人  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

    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) 

    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)    

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) 

    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) 
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    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) 

    カレンロバート(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    李  忠成  (柏ﾚｲｿﾙ) 

                             計 18名 

 

 26. Ｕ－22日本代表 北京オリンピック 2008 アジア２次予選の件 

   

行事名：Ｕ-22日本代表 北京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ2008 ｱｼﾞｱ２次予選 ｼﾘｱ戦（ｱｳｪｲ） 

期 間：2007年４月 12日(木)～20日(金) 

場 所：ｼﾘｱ/ﾀﾞﾏｽｶｽ 

 

[スケジュール] 

 ４月 12日(木) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、移動 

   13日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

      14日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     15日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   16日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   17日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   18日(水) Ｕ-22日本代表 対 Ｕ-22ｼﾘｱ代表 

   19日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、移動 

   20日(金) 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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ      ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

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) 

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 (聖ｱ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   ： 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)) 
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[選  手] 

４月１０日(火) 発表 

 

 27. Ｕ－20(U-20世界選手権 2007)日本代表 ポルトガル遠征の件 

   

行事名：Ｕ－20(U-20 世界選手権 2007)日本代表 海外遠征 

期 間：2007年３月 18日(日)～27日(火) 

場 所：ポルトガル 

 

[スケジュール] 

３月 18日(日)集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

19 日(月)  ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙへ移動 

22 日(木)  vs U-20ﾖﾙﾀﾞﾝ代表  

24 日(土)  vs U-20ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ代表  

25 日(日)  vs U-20ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ代表  

26 日(月)  成田へ移動 

27 日(火)  帰国，解散 

 

[スタッフ] 

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) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    慶越 雄二 ((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         ：    樋口 潤一 (獅子目整形外科病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  矢後 和夫 (鍋島整形外科病院) 

総務      ：   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  ：  伴野 力哉 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：   馬淵 雄紀 (筑波大学大学院) 

 

[選  手] 

ＧＫ  林  彰洋  (流通経済大学) 

    武田 洋平  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

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) 

    太田 宏介  (横浜 FC) 

    香川 真司  (ｾﾚｯｿ大阪) 

ＭＦ  梅崎  司  (ｸﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙﾌｯﾄ38(ﾌﾗﾝｽ)) 

    横谷  繁  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 
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    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) 

    小澤 竜己  (FC東京) 

    遊佐 克美  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    倉田  秋  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

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) 

    平井 将生  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    伊藤  翔  (ｸﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙﾌｯﾄ38(ﾌﾗﾝｽ)) 

                            以上 20名 

 

 28. Ｕ－20(U-20世界選手権 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプの件   

   

行事名：Ｕ－20(U-20 世界選手権 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2007年４月 22日(日)～25日(水) 

場 所：広島 

 

[スケジュール] 

４月 22日(日)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

23 日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

22 日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞorﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 

24 日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞorﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ後，解散 

 

[スタッフ] 

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) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    慶越 雄二 ((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         ：    原  邦夫 (社会保険京都病院) 

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      ：   青木 克史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

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) 

 

[選  手] 

メンバー発表 ４月 17日(火) 

 

 29. Ｕ－20(U-20世界選手権 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプの件  

   

行事名：Ｕ－20(U-20 世界選手権 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプ 



報告事項 

- 28 - 

期 間：2007年５月 13日(日)～16日(水) 

場 所：未定 

 

[スケジュール] 

５月 13日(日)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

14 日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

15 日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞorﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 

16 日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞorﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ後，解散 

 

[スタッフ] 

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) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    慶越 雄二 ((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         ：    調整中 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  調整中 

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

 

[選  手] 

未定 

 

 30. Ｕ－18(U-20世界選手権 2009)日本代表候補 トレーニングキャンプの件   

   

行事名：Ｕ－18(U-20 世界選手権 2009)日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2007年３月 12日(月)～18日(日) 

場 所：千葉県市原市 

 

[スケジュール] 

３月 12日(月)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

13 日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

14 日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

15 日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs 横浜 F･ﾏﾘﾉｽ 

16 日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

17 日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ 

18 日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉，解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  牧内 辰也 ((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     ：  大熊 裕司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｾﾚｯｿ大阪) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    慶越 雄二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ﾄﾞｸﾀｰ         ：    東山 礼治 (国立成育医療ｾﾝﾀｰ研究所) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総務      ：   加藤 賢二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手] 

ＧＫ  権田 修一  (FC東京) 

    三浦 雄也  (中京大学中京高校) 

    高木  駿  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)  

    川俣慎一郎  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞFCﾕｰｽ) 

ＤＦ  山中 誠晃  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    薗田  淳  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)  

    鳥羽 亮佑  (静岡県立藤枝東高校)  

    川端 良介  (静岡学園高校) 

    佐藤  拓  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ)  

    奥田 秀吉  (静岡学園高校) 

    椋原 健太  (FC東京 U-18) 

    佐々木拓也  (千葉県立八千代高校)  

ＭＦ  杉浦 恭平  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)  

    福島 新太  (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

    高橋 駿太  (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

    鈴木  惇  (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-18) 

    吉野 峻光  (静岡学園高校) 

    河井 陽介  (静岡県立藤枝東高校)  

    廣瀬 智靖  (前橋育英高校) 

    青木 拓矢  (前橋育英高校) 

    内田 健太  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ)  

ＦＷ  松田 純也  (静岡県立藤枝東高校)  

    丸谷 拓也  (鳥取県立境高校)  

    畠山 祐輔  (三重県立四日市中央工業高校) 

    大石 治寿  (静岡学園高校) 

    川又 堅碁  (愛媛県立小松高校) 

    小島 弘己  (三重県立四日市中央工業高校) 

                          以上 27名 

 

 

 31. Ｕ－18(U-20世界選手権 2009)日本代表候補 トレーニングキャンプの件   

   

行事名：Ｕ－18(U-20 世界選手権 2009)日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2007年４月 16日(月)～20日(金) 
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場 所：Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 

[スケジュール] 

４月 16日(月)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

17 日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

18 日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs 静岡産業大学 

19 日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs Honda FC 

20 日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後，解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  牧内 辰也 ((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     ：  大熊 裕司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｾﾚｯｿ大阪) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    慶越 雄二 ((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         ：    根塚  武 (西能病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  矢後 和夫 (鍋島整形外科病院)(4/16～19) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)(4/18～20) 

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

 

[選  手] 

メンバー28名は 4月 10日(火)発表 

 

 32. Ｕ－18(U-20世界選手権 2009)日本代表 ドイツ遠征の件 

   

行事名：Ｕ－18(U-20 世界選手権 2009)日本代表 ドイツ遠征 

期 間：2007年５月６日(日)～16日(水) 

場 所：Ｊｽﾃｯﾌﾟ 

 

[スケジュール] 

５月６日(日)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７日(月)  ﾄﾞｲﾂへ移動 

8日(火) 

｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11 日(金) 

12 日(土)  vs U-18ﾄﾞｲﾂ代表 

14 日(月)  vs U-18ﾙｰﾏﾆｱ代表 

15 日(火)  成田へ移動 

16 日(水)  帰国，解散   
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[スタッフ] 

監督        ：  牧内 辰也 ((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     ：  大熊 裕司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｾﾚｯｿ大阪) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    慶越 雄二 ((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         ：    根塚  武 (西能病院) 

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      ：   青木 克史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手] 

未定 

 

 33. Ｕ－17(U-17世界選手権 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプの件  

   

行事名：Ｕ－17日本代表候補 トレーニングキャンプ(3月)  

期 間：2007年３月９日(金)～14日(水) 

場 所：Ｊステップ 

 

[スケジュール] 

３月９日(金)集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  10日(土)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  11日(日)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs静岡産業大学 

  12日(月)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  13日(火)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  14日(水)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs清水ｴｽﾊﾟﾙｽ，試合後解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  城福  浩 ((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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  小倉  勉 ((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 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    池川 直志 (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  ：  松田 直樹 (国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ) 

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

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

 

[選  手] 

ＧＫ  廣永遼太郎  (FC東京 U-18) 

    横畠 三郎  (鵬翔高校) 

    原 裕太郎  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C.ﾕｰｽ) 

ＤＦ  益山  司  (岐阜県立岐阜工業高校) 
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    金井 貢史  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    山地  翔  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    高橋 峻希  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    山崎 正登  (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

    甲斐 公博  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    濱田 水輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    山浦 公裕  (FC東京 U-18)  

ＭＦ  柿谷曜一朗  (ｾﾚｯｿ大阪) 

    八反田康平  (鹿児島県立鹿児島中央高校) 

    乾  達朗  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾕｰｽ) 

    日高 慶太  (桐蔭学園高校) 

    水沼 宏太  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    齋藤  学  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    田中 裕人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    岡本 知剛  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ) 

    山田 直輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

ＦＷ  大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    端戸  仁  (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    富山 貴光  (矢板中央高校) 

                            以上 24名 

 

 34. Ｕ－17(U-17世界選手権 2007)日本代表候補 沖縄高校招待ｻｯｶｰ大会の件  

   

行事名：Ｕ－1(U-17世界選手権 2007)7日本代表候補 沖縄高校招待ｻｯｶｰ大会  

期 間：2007年３月 26日(月)～29日(木) 

場 所：沖縄県 

 

[スケジュール] 

３月 26日(月) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   27日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   28日(水) vs 那覇高校  

        vs 具志堅高校  

   29日(木) vs 西原高校  

        vs ﾙｰﾃﾙ学院高校  

        解散 

[スタッフ] 

監督        ：  城福  浩 ((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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  小倉  勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ＧＫｺｰﾁ       ：   伊藤 裕二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    絹笠 友則 (筑波記念病院) 

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      ：   加藤 賢二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

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

 

[選  手] 

ＧＫ  大畑 拓也  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

    岡西 宏祐  (山梨学院大学附属高校) 

ＤＦ  佐々木拓也  (千葉県立八千代高校) 

    砂川 太志  (沖縄県立宜野湾高校) 

    吉田  豊  (静岡学園高校) 

    奥井  諒  (履正社高校) 

    菅沼 駿哉  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    菅井 順平  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    横山 文也  (鵬翔高校) 

    畑尾 大翔  (FC東京 U-18) 

ＭＦ  長谷部彩翔  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

    中里 崇宏  (流通経済大学付属柏高校) 

    坂本 一輝  (滋賀県立野洲高校) 

    安田  隆  (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ) 

    田口 泰士  (流通経済大学付属柏高校) 

    山口  螢  (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

ＦＷ  井上 和馬  (神奈川県立逗葉高校) 

    左山 駿介  (広島県立広島観音高校) 

    大迫 勇也  (鹿児島城西高校) 

    指宿 洋史  (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

                           以上 20名 

 

 35. Ｕ－17(U-17世界選手権 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ－17日本代表候補 トレーニングキャンプ  

期 間：2007年４月 22日(日)～27日(金) 

場 所：大阪府高槻市 

 

[スケジュール] 

４月 22日(日)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

23 日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

24 日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs 京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞ 
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25 日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

26 日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

27 日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs ｳﾞｨｯｾﾙ神戸，解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  城福  浩 ((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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  小倉  勉 ((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 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    樋口 潤一 (獅子目整形外科病院) 

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      ：   加藤 賢二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

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

 

[選  手] 

メンバー発表は 4月 16日を予定 

 

 36. Ｕ－17(U-17世界選手権 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプの件   

   

行事名：Ｕ－17日本代表候補 トレーニングキャンプ  

期 間：2007年５月 20日(日)～25日(金) 

場 所：東京都小平市 

 

[スケジュール] 

５月 20日(日)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

21 日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

22 日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

23 日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 

24 日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

25 日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs 明治大学，解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  城福  浩 ((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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  小倉  勉 ((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 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    調整中 

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      ：   青木 克史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：   原田 貴志 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 
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[選  手] 

ﾒﾝﾊﾞｰは未定 

 

 37. Ｕ－16(U-20世界選手権 2011)日本代表 ﾓﾝﾀｷﾞｭｰ国際大会の件  

   

行事名：Ｕ－16(U-20 世界選手権 2011)日本代表 ﾓﾝﾀｷﾞｭｰ国際大会 

期 間：2007年３月 31日(土)～４月 11日(水) 

場 所：ﾌﾗﾝｽ 

 

[スケジュール] 

３月 31日(土)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

４月１日(日)  ﾌﾗﾝｽへ移動 

３日(火)  vs U-16ｲﾀﾘｱ代表 

５日(木)  vs U-16ﾙｰﾏﾆｱ代表 

７日(土)  順位戦 

９日(月)  順位決定戦 

10 日(火)  成田へ移動 

11 日(水)  帰国，解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  布 啓一郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾕｰｽﾀﾞｲﾚｸﾀｰ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  吉井 秀邦 (仙台育英学園高校) 

ＧＫｺｰﾁ       ：    曽我 光利 (船橋市立船橋高校) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    神谷 智昭 (札幌医科大学附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

 

[選  手] 

ＧＫ  川浪 吾郎  (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

    奥山  陸  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚU-18) 

ＤＦ  平出  涼  (FC東京 U-18) 

    千葉 暁弘  (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ﾕｰｽ) 

    中村 祥太  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾕｰｽ) 

    茨田 陽生  (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

    岩本 智裕  (大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18) 

ＭＦ  酒井 高徳  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

    大崎 淳矢  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ) 

    菊池 大介  (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ) 

    古田 寛幸  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽU-18) 

    中西 純樹  (鵬翔高校) 
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    森保 翔平  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ) 

    扇原 貴宏  (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

ＦＷ  木村 一貴  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

    玉田 道歩  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ) 

    牛奥  徹  (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ﾕｰｽ) 

    清武 功暉  (大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18) 

                         以上 18名 

 

 38. Ｕ－15(U-17世界選手権 2009)日本代表 ｲﾀﾘｱ遠征の件   

   

行事名：Ｕ－15(U-17 世界選手権 2009)日本代表 ｲﾀﾘｱ遠征の件  

期 間：2007年４月３日(火)～11日(水) 

場 所：ｲﾀﾘｱ 

 

[スケジュール] 

４月３日(火)  集合 

４日(水)  ｲﾀﾘｱへ移動 

５日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

６日(金)  vs S.A.PORCIA 

７日(土)  vs DINAMO ZAGABRIA 

vs CONEGLIANO 

８日(日)  上位/下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

９日(月)  上位/下位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ  

10 日(火)  成田へ移動 

11 日(水)  帰国，解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  池内  豊 ((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     ：  山橋 貴史 ((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       ：   岡中 勇人 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    菊池謙太郎 (済生会宇都宮病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  田中 祐介 (三宅ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ) 

総務      ：   加藤 賢二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手] 

ＧＫ  藤嶋 栄介  (熊本県立大津高校) 

    村下 達郎  (京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15) 

ＤＦ  中島 龍基  (青森山田高校) 

    後藤 拓斗  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨSS小山) 
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    田代  諒  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    武内  大  (雲仙市立国見中学校) 

    高木 善朗  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＭＦ  岡本  洵  (松山市立三津浜中学校) 

    望月 聖矢  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    柴原  誠  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    宇佐美貴史  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    和久田章太  (ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松) 

    柴崎  岳  (青森山田中学校) 

    宮市  亮  (ｼﾙﾌｨｰﾄﾞFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＷ  岩本 宏治  (熊本県立大津高校) 

    原口 拓人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    宮吉 拓実  (京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15) 

    堀米 勇輝  (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

                           以上 18名 

 

 39. なでしこジャパン（日本女子代表）オリンピック予選の件 

   

行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）オリンピック予選 

期 間：2007年 4月 1日(月)～4月 16日(月) 

場 所：Ｊヴィレッジ・東京・バンコク 

 

[スケジュール] 

4月 1日(月)   集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

  ｜      ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

4月 5日(土)    移動・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ/東京   

   ｜      ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 4 月 7日     オリンピック予選 第 1戦（ホーム） 

 4 月 8日     移動 

 4 月 9日      

   ｜      ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 4 月 15日     オリンピック予選 第 2戦（アウェー） 

 4 月 16日     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            ： 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         ： 前田 信弘   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 
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ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤 賢    ((昭和大学)) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 中堀 千香子  (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 能仲 太司   (ＪＡＰＡＮｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ) 

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

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

 

[選  手]  

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 

海堀 あゆみ   ｽﾍﾟﾗﾝﾂｧＦＣ高槻 

磯﨑 浩美    ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚＦＣ 

下小鶴 綾    ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚＦＣ 

安藤  梢    浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ 

近賀 ゆかり   日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ 

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 

宇津木 瑠美   日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ 

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の一 

柳田 美幸    浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ 

大野  忍    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ＦＣ 

阪口 夢穂    ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚＦＣ 

大谷 未央    ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚＦＣ 

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 

永里 優季    日ﾃﾚ・ﾍﾞﾚｰｻﾞ 

                             以上 21名 

 40. Ｕ-19日本女子代表候補(Ｕ-20女子ワールドカップ 2008) トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-19日本女子代表候補(Ｕ-20ワールドカップ 2008) トレーニングキャンプ 

期 間：2007年 3月 28日(水)～4月 1日(日) 

場 所：Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

[スケジュール] 

3月 28日(水)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

4月 1日(日)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後解散 

  

[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       ： 吉田  弘   ((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       ： 堀野 博幸   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学) 

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           ： 黒田 早苗   (八尾市立病院) 

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]  

菅原 未紗    吉備国際大学 

門西 亜紀子   ＩＮＡＣﾚｵﾈｯｻ 

住安 彩奈    Ｓｌａｍｍｅｒｓ ＦＣ 

保格 彩乃    ＴＥＰＣＯﾏﾘｰｾﾞ 

鶴田 佳代    早稲田大学 

田子 亜貴    日本体育大学 

柳井 里奈    ＩＮＡＣﾚｵﾈｯｻｱﾏﾁｭｱ 

米津  瞳    藤枝順心高校 

長船 加奈    豊津女子ＦＣ 

櫻本 尚子    常盤木学園高校 

山崎 小百合   日本体育大学 

與山 このみ   ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ 

佐伯  彩    藤枝順心高校 

鈴木 薫子    横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞＦＣ 

武田 裕季    広島文教女子大学附属高校 

森本 華江    常盤木学園高校 

堂園 彩乃    神村学園高等部 

高良 亮子    神村学園高等部 

中原 沙央里   武蔵丘短期大学 

高塚 千晴    大原学園ＪａＳＲＡ 

櫨 まどか    ＩＮＡＣﾚｵﾈｯｻｱﾏﾁｭｱ 

中出 ひかり   吉備国際大学 

大滝 麻未    横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞＦＣ   

千野 晶子    浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ  

                             以上 24名 
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 41. Ｕ-19日本女子代表候補(Ｕ-20女子ワールドカップ 2008) トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-19日本女子代表候補(Ｕ-20ワールドカップ 2008) トレーニングキャンプ 

期 間：2007年 4月 17日(火)～4月 21日(土) 

場 所：Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

[スケジュール] 

4月 17日(火)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

4月 21日(土)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後解散 

  

[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       ： 堀野 博幸   (早稲田大学) 

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) 

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]  

未定 

                

 42. Ｕ-19日本女子代表候補(Ｕ-20女子ワールドカップ 2008) トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-19日本女子代表候補(Ｕ-20ワールドカップ 2008) トレーニングキャンプ 

期 間：2007年 5月 14日(月)～5月 18日(土) 

場 所：Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

[スケジュール] 

5月 14日(月)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

5月 18日(金)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後解散 

  

[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       ： 堀野 博幸   (早稲田大学) 

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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 調整中 
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総務      ： 倉田 研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

未定 

 

 43. スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプの件 

③  ④  

  

 

行事名：スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間：2007年 3月 24日（土）～ 26日（月） 

場  所：Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

 

［スケジュール］ 

3月 24日(土) 集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 25日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 26日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

 

［スタッフ］ 

GKｺｰﾁ ： 西入 俊浩 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ） 

GKｺｰﾁ ： 小林  忍 （(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 ： 山邊 由美 （京都城陽ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ女子ｱｽﾞｰﾙ） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 三澤 辰也 （南相馬市立総合病院） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

 

［選手（GK）］ 

山本 真穂 （大阪府：KONKO. Football Club） 

漁  美奈 （愛知県：豊田ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

長谷川ゆみ （愛知県：名古屋 FCﾚﾃﾞｨｰｽ） 

平尾 恵理 （茨城県：阿見ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

平出 遥夏 （長野県：茅野ﾋﾞｴﾝﾄ女子ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(U-15)） 

深谷智奈美 （茨城県：つくば FC） 

今野 真衣 （北海道：札幌ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｴｰﾙ） 

河邊 花観 （北海道：ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ ﾘﾝﾀﾞ） 

望月ありさ （東京都：滝山ｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

池上 菜央 （熊本県：ﾙﾈｻﾝｽ熊本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ･ﾌｪﾆｯｸｽ）    計 10名 

 

 44. なでしこチャレンジプロジェクトの件 

⑤  ⑥  

  

 

行事名：なでしこチャレンジプロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間：2007年 3月 30日（金）～ 4月 3日（火） 
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場  所：Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

 

［スケジュール］ 

3月 30日(金) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙﾁｪｯｸ 

 31日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（U-19日本女子代表候補と合同）・ 

  ｹﾞｰﾑ（vs U-19日本女子代表候補）・ 

  ﾚｸﾁｬｰ（なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ大橋監督より） 

4月  1 日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  2 日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝと合同）・ｹﾞｰﾑ（vs なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

  3 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ → 解散 

 

［スタッフ］ 

ｺｰﾁ     ： 吉田  弘 （(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     ： 今泉 守正 （(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） 

ｺｰﾁ     ： 田口 禎則 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

GKｺｰﾁ    ： 前田 信弘 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟） 

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    ： 黒田 早苗 （八尾市立病院整形外科） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 中堀千香子 （JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 江口 陽子 （松岡整形外科） 

総務     ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

 

［選手］ 

GK  天野 実咲 （早稲田大学） 

大友麻衣子 （日本体育大学） 

小金丸幸恵 （浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

海堀あゆみ （ｽﾍﾟﾗﾝﾂｧF.C高槻） 

住安 彩菜 （Slammers FC：USA） ※U-19日本女子代表候補合宿終了後合流 

DF  佐藤衣里子 （早稲田大学） 

田中 景子 （武蔵丘短期大学 → 東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ） 

北原 佳奈 （藤枝順心高校 → 関東学園大学） 

内堀 律子 （福岡 J･ｱﾝｸﾗｽ） 

川村 優理 （ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

MF  上尾野辺めぐみ （ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

松田  望 （ｽﾍﾟﾗﾝﾂｧF.C高槻 → 岡山湯郷 Belle） 

鮫島  彩 （東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ） 

有吉 佐織 （日本体育大学） 

小山 季絵 （日ﾉ本学園高校 → 早稲田大学） 

川村 真理 （福岡 J･ｱﾝｸﾗｽ） 
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山﨑 円美 （ASｴﾙﾌｪﾝ狭山 FC） 

熊谷 紗希 （常盤木学園高校） 

FW  川澄奈穂美 （日本体育大学） 

有町紗央里 （福井工業大学附属福井高校 → 大原学園 JaSRA女子ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

原 奈津美 （富士見 FCｶﾞｲｱ → 早稲田大学） 

加戸 由佳 （岡山県作陽高校） 

後藤 三知 （常盤木学園高校） 

吉良 知夏 （神村学園中等部 → 神村学園高等部）  計 24名 

------------------------------------------------------------------------- 

行事名：なでしこチャレンジプロジェクト 指導者講習会 

期  間：2007年 4月 1日（日）14:15 ～ 2日（月）12:30 

場  所：Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

受講者：18名 

 

［スケジュール］ 

4月  1 日(日) 14:15-15:00 ﾚｸﾁｬｰ 

   15:00-17:00 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ見学 

   17:15-19:00 実技講習 

  2 日(月) 09:30-11:30 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ見学 

   11:45-12:30 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 

 


