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財団法人 日本サッカー協会 

平成 20 年度 第 6 回理事会 

 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ会議の件 

   

８月および９月に開催されるＦＩＦＡ各種委員会への出席者は以下の通り。 

 

８月 27日 スタジアム＆安全特別委員会    小倉副会長 

９月 22日  スポーツ医学委員会        青木特任理事 

 

 2. ＡＦＣ理事会 報告の件 

   

７月 29日にＡＦＣ理事会がマレーシアにて開催された。为な決定事項は以下の通り。 

 

■ 2009年ＡＦＣ総会の日程・開催地 

・ 2009年５月８日クアラルンプールにて開催されることが決定した。 

 

■ ＡＦＣ本部移転の候補地を募集 

・ ＡＦＣ加盟協会に、ＡＦＣ本部を移転する候補地を募ることを理事会として決定し、2009

年５月のＡＦＣ総会にその提案が諮られることがこととなった。 

 

■ アジアカップ期間中の国際親善試合 

ＡＦＣは、アジアを４地域（東・アセアン・单／中央・西）に区割りしているが、 

・ アジアカップの開催国と同地域の協会では、アジアカップの期間中は国際親善試合を開催す

ることはできない。 

・ アジアカップの開催国と別地域の協会では、自国チームのアジアカップの試合日以外は、国

際親善試合を開催しても構わない。 

 

■ フットサル関連カレンダー 

・ ＡＦＣフットサル選手権は、ＦＩＦＡフットサルワールドカップの開催年の５月に開催し、

ＡＦＣフットサルフットサル選手権予選大会は、ＡＦＣフットサル選手権が開催する前年に

行う。 

・ ＡＦＣフットサルクラブ選手権は、ＡＦＣフットサルフットサル選手権予選大会と同年の７

月に開催する。 

 

■ 2009年をＡＦＣレフェリーイヤーにすることを決定 
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・ レフェリーの役割を広く認識するため、2009 年をＡＦＣレフェリーイヤーとすることを決

定し、一連の活動とプログラムが行われる。 

・ 2009年ＡＦＣ総会で、ＡＦＣレフェリー協会の理事選挙が行われる。 

 

■ ドーピングコントロール規定 

・ ＦＩＦＡの規定をＡＦＣでも採用することが決定した。 

 

 3. ＡＦＣ会議の件 

   

８月に開催されたＡＦＣ各種委員会への出席者は以下の通り。 

 

８月 13日  規律委員会        浅見顧問 

 

 4. Ｕ-19ウズベキスタン 日本キャンプ［アジア貢献事業］の件 

   

ウズベキスタン協会より、10月下旪から開催されるＡＦＣ Ｕ-19アジア最終予選に向け、Ｕ-19

ウズベキスタン代表が９月上旪に日本にてキャンプを実施したいと要望を受け、アジア貢献事業

の一環として、日本国内滞在費及び移動費をＪＦＡが負担して受け入れることとした。強化試合

２試合も実施する。 

 

期 間：   2008年９月３日(水)～９月 10日(水) 

キャンプ地： Ｊ－ＳＴＥＰ 

強化試合：  ９月６日 Ｕ-19ウズベキスタン代表 対 清水エスパルス 

          ９日 Ｕ-19ウズベキスタン代表 対 ヴァンフォーレ甲府 

 

 5. Ｕ-16シンガポール 日本キャンプ［アジア貢献事業］の件 

   

シンガポール協会より、10 月上旪から開催されるＡＦＣ Ｕ-16アジア最終予選に向け、Ｕ-16シ

ンガポール代表が９月下旪に日本にてキャンプを実施したいと要望を受け、アジア貢献事業の一

環として、日本国内滞在費及び移動費の一部をＪＦＡが負担して受け入れることとした。強化試

合３試合も実施する。 

 

期 間：   2008年９月 19日(金)～９月 30日(火) 

キャンプ地： 時之栖スポーツセンター／御殿場 

強化試合：  Ｕ-16 日本代表、湘单ベルマーレユース(Ｕ-18)、東海大学付属翔洋高校 

 ※詳細 調整中 
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 6. ＡＣＬ2008ノックアウトステージの組み合わせ抽選結果の件  

   

ＡＣＬ2008 ノックアウトステージの組み合わせ抽選会が５月 24 日ＡＦＣにて行われ、抽選結果

は以下となった。 

 

準々決勝 

日付 No.  

2008 

9/17 
QF 1 

Saipa 

(イラン) 

VS Kuruvchi 

(ウズベキスタン) 
21:15 Azadi Stadium (Karaj) 

QF 2 
鹿島アントラーズ 

(日本) 

VS Adelaide United 

(オーストラリア) 
19:00 カシマサッカースタジアム 

QF 3 
Al Qadsia 

(クウェート) 

VS 浦和レッズ 

(日本) 
22:00 

Mohammad Al Hamad Stadium 

(Kuwait) 

QF 4 
Al Karama 

(シリア) 

VS ガンバ大阪 

(日本) 
22:00 

Khaled Ibn Al Waleed  Stadium 

(Homs) 

2008 

9/24 
QF 1 

Kuruvchi 

(ウズベキスタン) 

VS Saipa 

(イラン) 
16:00 

MHSK Stadium 

(Tashkent) 

QF 2 
Adelaide United 

(オーストラリア) 

VS 鹿島アントラーズ 

(日本) 
19:30 

Hindmarsh Stadium 

(Adelaide) 

QF 3 
浦和レッズ 

(日本) 

VS Al Qadsia 

(クウェート) 
19:30 埼玉スタジアム2002 

QF 4 
ガンバ大阪 

(日本)  

VS Al Karama 

(シリア) 
19:00 万博記念競技場 

準決勝 

日付 No. （左側がホーム） 

2008 

10/8 

SF 1 QF 2(鹿島がQFを突破した場合) VS QF 1 

SF 2 QF 4(G大阪がQFを突破した場合) VS QF 3(浦和が QFを突破した場合) 

2008 

10/22 

SF 1 QF 1 VS QF 2(鹿島が QFを突破した場合) 

SF 2 QF 3(浦和がQFを突破した場合) VS QF 4(G大阪がQFを突破した場合) 

決勝 

日付 No. （左側がホーム） 

2008 

11/5 
F 1 

SF 2 VS SF 1 

2008 

11/12 
F 2 

SF 1 VS SF 2 

 7. ＡＣＬ2009 ローカルジェネラルコーディネーターセミナー出席者の件 

   

2009 年より開催される新ＡＦＣチャンピオンズリーグに向け、10月 25日・26日ＡＦＣでローカ

ルジェネラルコーディネーターセミナーが開催され、以下 4名が出席する。 

 

・安達 健 審判部長代理 

・奥田泰久 事業部長代理 

・平井 徹 代表チーム部係長 

・小亀多佳 J リーグ リーグプロデュースグループ 

 

ローカルジェネラルコーディネータ－の为な任務 

・マッチコミッショナーとホストクラブ間のコーディネーター役 
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 8. ＡＣＬ2009 ＧＭセミナー出席者の件 

   

※（報告）資料№1 

 

2009 年より開催される新ＡＦＣチャンピオンズリーグに向け、10月 28日・29日ＡＦＣでＧＭセ

ミナーが開催される。 

新ＡＦＣチャンピオンズリーグの参加資格のあるＡＦＣ加盟協会のトップリーグの全チームから

出席者を出すことをＡＦＣより求められている。 

 

 9. 名義使用申請の件 

   

（１）申請団体：(財)日本体育協会 

行 事 名：平成20年度「体育の日」中央記念行事／子供の体力向上キャンペーン 

元気アップ子どもスポーツフェスティバル 

開催期日：2008年10月13日 

会  場：国立スポーツ科学センター（JISS）及び 

ナショナルトレーニングセンター陸上トレーニング場 

为  催：(財)日本体育協会、(財)日本レクリエーション協会 

(独)日本スポーツ振興センター、文部科学省 

共  催：(財)日本水泳連盟、(財)日本サッカー協会、(財)日本テニス協会 

(社)日本ウォーキング協会 

協  力：(財)日本体操協会、(財)日本ハンドボール協会、(財)日本卓球協会 

为  唱：体力つくり国民会議 

後  援：(財)日本オリンピック委員会、東京都北区教育委員会 

東京都板橋区教育委員会 

協  賛：(財)ミズノスポーツ振興会、大塚製薬㈱ 

趣  旨：本事業は、東京オリンピックの開催を記念して制定された「体育の日」の中央

記念行事及び「子どもの体力向上キャンペーン」の中央イベントとして実施し、

スポーツ・レクリーションの楽しさ、喜びを体験し、健康増進と体力を向上さ

せることで、生涯を通した継続的なスポーツ・レクリエーション活動の実践を

図るとともに、子ども達が仲間や家族とのふれあいの中でからだを動かすこと

の楽しさを味わい、日常生活の中で为体的に運動・スポーツに親しむ態度や習

慣を身につけていくことの重要性を広く啓発する。 

 

（２）申請団体：(財)日本スポーツクラブ協会 

行 事 名：第1回全国スポーツクラブサミット 兼 第10回スポーツクラブセミナー 

期  日：2008年11月22日～23日 

为  催：(財)日本スポーツクラブ協会、全国スポーツクラブ連絡協議会 

後  援：文部科学省、厚生労働省、(財)日本体育協会、(財)日本レクリーション協会、 
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（依頼中）(社)全国体育指導委員連合、(財)日本オリンピック委員会、 

(財)日本体育施設協会、健康日本２１推進全国連絡協議会、 

(財)健康・体力づくり事業財団、ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会、 

(財)笹川スポーツ財団、(財)日本サッカー協会、 

(社)日本プロサッカーリーグ、(社)日本グラウンド・ゴルフ協会 

日本レジャー・レクリエーション学会、日本生涯スポーツ学会 

協  賛：(財)ミズノスポーツ振興会、明治乳業㈱ 

会  場：(独)国立青尐年教育振興機構 国立オリンピック記念青尐年総合センター 

定  員：200名 

趣  旨：従来からの「第10回スポーツクラブセミナー」及び「第3回全国総合型“スポ

ーツクラブ・健康運動クラブ”セミナー」の開催に合わせて、この度、第1回全

国スポーツクラブサミットを開催することとなりました。1964年開催の東京オ

リンピック以降、都市部を中心とした商業スポーツクラブも社会に溶け込み、

その後、2000年に策定された国のスポーツ振興基本計画に基づく総合型地域ス

ポーツクラブも年々増加してまいりました。 

そこで、今回の全国スポーツクラブサミットでは、我が国のこれからのスポ

ーツ政策を語っていただくとともに、子どもの体力づくりの課題と総合型地域

スポーツクラブの役割、脱メタボリックシンドロームと必需な身体運動の関

係、さらに各種スポーツクラブが抱える諸課題に焦点を当てつつ、クラブ運営

に対してはその継続的発展のための健康運動プログラムの導入を図るなど、経

営戦略的な領域にもメスを入れるという斬新な取り組みとして企画しました。 

 

 10． 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 
     

（役員） 

① FIFA Futsal World Cup Brazil 2008 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 松崎康弘 

期 間：９月19日（金）～10月21日（火） 

場 所：ブラジル/リオデジャネイロ 

② MA Referee's Seminar 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 石山 昇 

期 間：８月20日（水）～25日（月） 

場 所：ホンコン 

③ Seminar for FIFA Refereeing Instructors @スペイン 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 石山 昇 

期 間：９月11日（木）～16日（火） 

   場 所：スペイン 
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④ AFC Cup 2008 – Quarter Final 1  

ｱｾｯｻｰ：小幡真一郎 

期 間：９月14日（月）～17日（木） 

場 所：マレーシア 

⑤ FUTURO III @中国 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 石山 昇 

期 間：９月20日（土）～28日（日） 

   場 所：中国 

⑥AFC Cup 2008 準々決勝 

Dempo (インド) vs. Home United (シンガポール) 

マッチコミッショナー： 鈴木 徳昭 

試合日：９月 16日(火) 

場 所：インド 

 

（審判員） 

①   Referee Exchange Programme 

審判員：西村雄一、相楽亨、岡野宇広 

      期 間：８月13日（水）～９月２日（火） 

   場 所：ポーランド 

②   FIFA WORLD CUP – Preliminary Competition(United Arab Emirates vs. Saudi Arabia)  

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸、家本政明 

  期 間：９月８日（月）～12日（金） 

 場 所：UAE 

③ AFC CUP 2008 – Quarter Final 2 

審判員：高山啓義、名木利幸、山﨑裕彦、家本政明 

期 間：９月14日（日）～９月17日（月） 

場 所：シンガポール 

④ FIFA Futsal World Cup Brazil 2008 

審判員：五十川 和也 

期  間：９月20日（土）～10月21日（火） 

場所：ブラジル/リオデジャネイロ 

⑤  AFC U16 CHAMPIONSHIP 2008 

審判員：東城 穣 

期 間：10月３日（金）～10月19日（日） 

場所：ウズベキスタン/タシケント 
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⑥  AFC CUP 2008-SEMI FINAL 2 

審判員：西村雄一、名木利幸、家本政明 

期  間：10月20日（月）～10月22日（水） 

場  所：シンガポールまたはインド 

⑦  AFC U19 CHAMPIONSHIP 2008 

審判員：高山啓義 

期 間：10月28日(火)～11月15日(土) 

場 所：ダンマーム/サウジアラビア 

 

 11. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）入場者数報告 

  7月 2,078 人 1日平均 76.9 人 

 （2007年 2,625人 2006年 3,754人 2005 年 5,200 人  2004 年 3,381 人） 

8月人 1 日平均人 

 （2007年 8,110人 2006年 7,037人 2005 年 10,110 人  2004 年 8,005 人） 

※ 2003 年 12月に開館 

 

２）入場者 230,000人 

  ８月３日（日）230,000 人目の来場者を迎える。神奈川県川崎市の小田切佑（13 歳）さん。 

 

３）特別展「やべっち F.C.ミュージアム」 

  7 月 25 日（金）より特別展「やべっち F.C.ミュージアム」を開催。9 月 28 日（日）まで。 

 

４）「親子で語ろう“夢の教室”」 

  8 月 8 日（金）、9 日（土）、10 日（日）ヴァーチャルスタジアムにて「親子で語ろう“夢

の教室”」を開催。 

 

５）「J スタジアムグルメ」 

  8 月 13 日（水）、14 日（木）、15 日（金）、16 日（土）J クラブホームスタジアムで販売

されている弁当などのアイテムを紹介し、その一部を販売する「J スタジアムグルメ」を開

催。 

 

 12. ＪＦＡフットボールデーの件 

   

ＪＦＡフットボールデー 開催実施概要 

 

目  的：ＪＦＡフットボールデーの趣旨、理念、活動を全国的に認知させる。 
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協会内のフットボールデーに対する認知、理解を深める。 

概  要： 

◆ＪＦＡフットボールデーオリジナルボール1000個をプレゼント 

内  容： 友人、家族など5人1組のチームを対象にサッカーボールを合計1000個プレゼント 

（アディダス社製JFAフットボールデーオリジナルサッカーボール「チームガイ

ストⅡ ルシア―ダ」（” adidas, the 3-Bars and Teamgeist are registered trade 

marks/trade marks of the adidas-Salomon group, used with permission” 5

号サイズ） 

応募方法：本イベントのチラシの申込用紙（天皇杯、他大会等で配布）、またはＪＦＡ公式

ホームページ（http://www.jfa.or.jp/footballday/index.html）の特設ページ

から直接申し込み。同サイトに掲載している申込用紙をダウンロードしてＦＡＸ

でも可。 

応募期間：9月10日（水）～10月31日（金） 

当選発表：申し込み多数の場合は抽選で決定当選は発送をもって発表。 

写真掲載：当選後、ボールでサッカーを楽しんでいる写真をお送りいただき、ＪＦＡ公式ホ

ームページで掲載予定。 

 

◆日本サッカーミュージアム無料開放 

内 容：ミュージアムの有料エリアを無料開放   期間：9月10日（水） ～ 9月15日（月） 

   

◆フットボールパークを開催 

内  容：フットボールパーク（キックターゲット、キックボーリング、スピードチャレン

ジ、「目指せファンタジスタ！」）。 

詳細は http://www.jfa-challengegame.com/index2.html 

開催期間：9月13日（土）～15日（月・祝）  

場  所：日本サッカーミュージアム（１F） ヴァーチャルスタジアム 

 

◆朝日新聞全 15段広告 

内  容：ＪＦＡフットボールデーの趣旨、理念を全 15段の新聞広告で全国へ発信 

掲 載 日：9月 10 日（水） 

 

◆フットボールデーTシャツ配布 

内  容：各都道府県に配布しているフットボールデーＴシャツを職員に配布 

 

◆ＪＦＡハウスライトアップ 

内  容：照明デザイナーの石井幹子氏プロデュースにより、ＪＦＡハウスをジャパンブル

ーにライトアップ。ワールドカップ最終予選を戦う日本代表チームにパワーを送

る。 

実施期間：9月9日（火） 19:30 – 21:00 公開リハーサル 
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9月10日（水） 18:30 – 22:00 スペシャルライトアップ実施 

 

 13. 「ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ」（ヒビノ カップ）開催日程の件 

   

本年度の開催日程は以下のとおり。 

 

为  催：日比野克彦氏（アーティスト） 

後  援：財団法人日本サッカー協会 

実施内容：アートとサッカーを融合した普及型イベント 

JFA 支援内容：① 後援名義の使用 

       ② JFA アンバサダー等の派遣 

③ 都道府県サッカー協会、Jクラブへの協力依頼 

④ 参加賞の提供 

⑤ JFAホームページ、JFA ニュース等での告知や記事掲載 

実施予定：9月 14日（日）熊本・サンロード新市街  

9月 28日（日）石川・金沢市民芸術村 憩いの広場 

11 月 15日（日）茨城・水戸芸術館 広場 

 

 14. ＪＦＡエリートプログラムＵ－14 韓国遠征の件 

   

行事名： ＪＦＡエリートプログラムＵ－14 韓国遠征 

ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業 

期  間：2008 年８月 21日(木)～８月 27 日(水) 

場  所：韓国・Paju National Football Center 

 

［スケジュール］ 

８月 21日(木) 集合 

 22日(金) トレーニング 

 23日(土) 試合 Ｕ－14日本代表 対 Ｕ－14韓国選抜  ● ０－１ 

24日(日) 日韓合同トレーニング・紅白戦 

25日(月) 試合 Ｕ－14日本代表 対 Ｕ－14韓国選抜  ● ０－１ 

26日(火) トレーニング 

27日(水) 帰国・解散 

 

［スタッフ］ 

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

  コーチ     ：星原 隆昭 （(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  ：望月 数馬 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

 ドクター   ：松村 敏信 （徳島県立中央病院） 
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テクニカル ：二階堂 悠 （筑波大学） 

 

［選手］ 

 ＧＫ 岩脇 力哉   三重県  (FC 四日市) 

 ＧＫ 中村 航輔   千葉県  (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

    脇本 晃成   広島県  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C 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) 

    鈴木 隆雅   宮城県  (FC 宮城ﾊﾞﾙｾﾛﾅ) 

    藤原 純也   香川県  (ELF.FC) 

    平澤 俊輔   福島県  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    込山 雄奨   山梨県  (ﾌｫﾙﾄｩﾅｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ) 

    佐藤 元    山形県  (山形 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    前田 凌佑   兵庫県  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    鶴﨑 光    兵庫県  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    板津 勇亜   福島県  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    吉川 修平   千葉県  (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

    岩田 拓也   東京都  (FC 東京 U-15むさし) 

    楠美 圭史   東京都  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ 1969 ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    堀米 悠斗   北海道  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15) 

    神田 夢実   北海道  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15) 

    秋野 央樹   千葉県  (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

    座喜味 潤   沖縄県  (FC 琉球ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    松本 昌也   福島県  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

                               計 20名 

 

 15. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手制度の件 

   

選手：  野田 紘史 

     （所属歴： ←筑陽学園←久留米市立城单中学校←リトルキッカーズ） 

所属元： 阪单大学サッカー部 

受入先： セレッソ大阪 

承認日： 2008年６月24日 

 

選手：  小林 悠 

     （所属歴： ← 麻布大学附属渕野辺高等学校 ← 町田JFCジュニアユース  

← 町田JFC） 

所属元： 拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 
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受入先： 水戸ホーリーホック 

承認日： 2008年７月15日 

 

選手：  石川 大徳 

     （所属歴： ← 流通経済大学付属柏高等学校 ← FRIENDLY Jrユース 

← フレンドリーSCアワーズ） 

所属元： 流通経済大学体育局サッカー部 

受入先： 水戸ホーリーホック 

承認日： 2008年７月22日 

 

選手：  高橋 秀人 

     （所属歴： ← 群馬県立前橋商業高等学校サッカー部 ←図单サッカークラブ 

           ← 伊勢崎SFCイレブン） 

所属元： 東京学芸大学蹴球部 

受入先： FC東京 

承認日： 2008年7月22日 

 

選手：  反町 一輝 

     （所属歴： ← 群馬育英学園私立前橋育英高等学校 ← 図单サッカークラブ  

← 群馬ＦＣ堀越ジュニア ← 新屋尐年サッカー愛好会） 

所属元： 早稲田大学ア式蹴球部 

受入先： ザスパ草津 

承認日： 2008年８月19日 

 

選手：  宮路 洋輔 

     （所属歴： ← 鵬翔高等学校 ← 国富町立本庄中学校サッカー部  

← 本庄サッカースポーツ尐年団） 

所属元： 福岡大学サッカー部 

受入先： アビスパ福岡 

承認日： 2008年８月26日 

 

選手：  野垣内 俊 

     （所属歴： ← 三重県立津工業高等学校 ← 四日市中央FC  

← 山手中サッカー尐年団 ← 海蔵サッカー尐年団） 



報告事項 

- 12 - 

所属元： 四日市大学サッカー部 

受入先： FC岐阜 

承認日： 2008年８月26日 

 

選手：  佐藤 洸一 

     （所属歴： ← 三重県立四日市西高等学校 ← 四日市单中サッカー部 

 ← 日永サッカー尐年団） 

所属元： 四日市大学サッカー部 

受入先： FC岐阜 

承認日： 2008年８月26日 

 

選手：  岡根 直哉 

     （所属歴： ← 初芝橋本高等学校 ← 浅香山フットボールクラブ  

← ガンバ大阪堺スクール ← 錦西フットボールクラブ） 

所属元： 早稲田大学ア式蹴球部 

受入先： 清水エスパルス 

承認日： 2008 年８月 26日 

 

 16. ナショナルトレーニングキャンプＵ－16の件 

   

※（報告）資料№２ 

 

 17. スーパー尐女プロジェクト トレーニングキャンプの件 

   

行事名：スーパー尐女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間：2008 年 7月 23日（水）～ 25日（金） 

場  所：札幌サッカーアミューズメントパーク（北海道札幌市） 

 

［スケジュール］ 

7 月 23日(水) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 24日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 25日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

 

［スタッフ］ 

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 ： 望月 数馬 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 
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GK ｺｰﾁ ： 野添 愛未 （ﾙﾈｻﾝｽ熊本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 神谷 智昭 （札幌医科大学 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）］ 

平尾 恵理 (宮城県：聖和学園高等学校) 

三田一紗代 (京都府：京都精華女子高等学校) 

深谷智奈美 (茨城県：大洗町立第一中学校) 

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) 

河村 有紀 (神奈川県：NPO横浜ｽﾎﾟｰﾂｱﾝﾄﾞｶﾙﾁｬｰｸﾗﾌﾞｺｽﾓｽ) 

河邊 花観 (北海道：ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ･ﾘﾝﾀﾞ) 

花井 晶子 (埼玉県：戸木单ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ FC) 

望月ありさ (東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

西川 歩美 (埼玉県：越谷ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧﾐﾘｰ) 

原田 実歩 (静岡県：常葉学園橘中学校) 

池上 菜央 (鹿児島県：神村学園中等部) 

井上 ねね (福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

藤田 涼加 (愛媛県：西条中央ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ひうちﾄﾞﾘｰﾑｽ) 

犬飼 綾乃 (愛知県：名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

木付 優衣 (愛媛県：石井東ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

清水  栞 (東京都：富士見小ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ･ｻｯｶｰ部) 

                          計16名 

 

 18. なでしこチャレンジプロジェクトの件 

   

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：2008 年 7月 8日（火）～ 13日（日） 

場  所：万博公園総合スポーツ広場／長居第 2陸上競技場／大阪学院大学千里丘グラウンド 

（大阪府） 

 

［スケジュール］ ※7月 10日までは U-17日本女子代表チームと合同実施 

7 月  8日(火) 集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾌｨｼﾞｶﾙ測定 

  9日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ（vsU-17日本女子代表）・ﾚｸﾁｬｰ（運動性貧血） 

 10日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ（ﾌｨｼﾞｶﾙ測定のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ） 

 11日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ（紅白戦）・試合観戦（U-17日本 vsU-18韓国） 

 12日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・試合観戦（U-17日本 vsU-18中国上海） 

 13日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

 

［スタッフ］ 
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監督     ： 髙倉 麻子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ｺｰﾁ     ： 大部 由美 （(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    ： 山邊 由美 （京都府女子ﾄﾚｾﾝ） 

ﾄﾞｸﾀｰ    ： 青戸 克哉 （日立製作所水戸総合病院 整形外科） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 宇賀神奈央 （仙台大学 GT ｾﾝﾀｰ） 

総務     ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

 

［選手］ 

GK  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)) 

田尻 有美 (埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

DF  小野 未優 (埼玉県：ｴﾙﾌｪﾝ狭山ﾏﾘ) 

長澤 優芽 (東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

田口ひかり (福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

金澤 真美 (静岡県：常葉学園橘中学校女子ｻｯｶｰ部) 

上野波見子 (埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

豊川 季絵 (東京都：NPO ｽﾌｨｰﾀﾞ世田谷ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

MF  樫本 芹菜 (静岡県：藤枝順心高等学校ｻｯｶｰ部) 

川島はるな (福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

高木ひかり (静岡県：常葉学園橘中学校女子ｻｯｶｰ部) 

和田奈央子 (福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

田中 陽子 (福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

吉見 夏稀 (福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

仲田 歩夢 (山梨県：ﾌｫﾙﾄｩﾅ SC ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

鈴木 里奈 (秋田県：秋田 L.F.C.ﾕｰｽ) 

長島 あゆ (静岡県：常葉学園橘中学校女子ｻｯｶｰ部) 

陰山 杏奈 (宮崎県：ｾﾚｿﾝ都城 FC) 

作元芙美佳 (三重県：伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾌﾛｲﾗｲﾝ) 

尾田 緩奈 (鹿児島県：神村学園中等部女子ｻｯｶｰ部) 

京川  舞 (茨城県：KASHIMA-LSC) 

山内美夏子 (東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

FW  浜田  遥 (福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

横山 久美 (東京都：NPO ｽﾌｨｰﾀﾞ世田谷ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

正野可菜子 (大阪府：大阪市ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)     

計 25 名 

 

 19. 日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2008 年 7月 28 日（月）～7月 30 日（水） 
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場 所：千葉県・習志野市 

 

[スケジュール] 

7 月 28日（月）集合・トレーニング 

   29日（火）ＰＭトレーニング 

30日（水）練習試合・日本代表 ｖｓ 流通経済大学 

終了後解散 

 

[スタッフ] 

監 督   ：岡田 武史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ   ：大木  武 ((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   ：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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：武藤  覚 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ドクター   ：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 ：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) 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  :小山 哲司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総 務      ：津村 尚樹 ((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    ：関口  豪 (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)  

   楢崎 正剛    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

    川島 永嗣    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

ＤＦ 中澤 佑二    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ)＊7/29 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞまで参加 

   中田 浩二    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   高木 和道    （清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） 

   田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 （浦和ﾚｯｽﾞ）＊7/29 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞまで参加 

駒野 友一    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

阿部 勇樹    （浦和ﾚｯｽﾞ）＊7/29 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞまで参加 

   阿部 翔平    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)＊追加招集  

ＭＦ 村井 慎二    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 
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   中村 憲剛    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   鈴木 啓太    (浦和ﾚｯｽﾞ) ＊7/29 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞまで参加 

   山瀬 功治    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) ＊7/29 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞまで参加 

   青木  剛    （鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ） 

   今野 泰幸    (ＦＣ東京) ＊7/29 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞまで参加 

   小川 佳純    （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ） 

   工藤 浩平     (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉) 

   柏木 陽介    （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

   金崎 夢生    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＦＷ 玉田 圭司    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

   大黒 将志    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   前田 遼一    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)＊怪我の為 7/29 離脱 

   佐藤 寿人    （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

   田中 達也    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

計 25 名 

 

 20. 日本代表 キリンチャレンジカップの件 

    

行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 

期 間：2008 年 8月 18 日（月）～8月 20 日（水） 

場 所：北海道・札幌市 

 

[スケジュール] 

8 月 18日（月）集合・トレーニング 

   19日（火）公式練習 

  20日（水）日本代表 ｖｓ ウルグアイ代表・試合終了後解散 

 

[スタッフ] 

監 督   ：岡田 武史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ   ：大木  武 ((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   ：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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：武藤  覚 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ドクター   ：森  孝久 (つばさｸﾘﾆｯｸ) 

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) 
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ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  :小山 哲司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総 務      ：津村 尚樹 ((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    ：関口  豪 (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)  

   楢崎 正剛    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

ＤＦ 中澤 佑二    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

高木 和道    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 (浦和ﾚｯｽﾞ) 

駒野 友一    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

阿部 勇樹    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

   長友 佑都    (ＦＣ東京)＊追加招集 

ＭＦ 小野 伸二    (ﾎﾞｰﾌﾑ（ﾄﾞｲﾂ）) 

   中村 憲剛    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   鈴木 啓太    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

   山瀬 功治    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

   青木  剛    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   今野 泰幸    (ＦＣ東京) 

   長谷部 誠    (ｳﾞｫﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ（ﾄﾞｲﾂ）) 

ＦＷ 玉田 圭司    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

   大黒 将志    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   佐藤 寿人    （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

   大久保 嘉人   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

   田中 達也    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

 計 20名 

 

 

 

 21. 日本代表 2010FIFA ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ单ｱﾌﾘｶ ｱｼﾞｱ最終予選の件 

   

行事名：日本代表 2010FIFA ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱｼﾞｱ最終予選（バーレンアウェイ） 

期 間：2008 年 8月 30 日（土）～9月 8 日（月） 

場 所：千葉県・習志野市、バーレーン・マナマ 

 

[スケジュール] 
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8 月 30日（土）集合・トレーニング（千葉県） 

   31日（日）トレーニング（千葉県） 

9 月 1日（月）練習試合 vs 流通経済大学（千葉県） 

   2日（火）出発・トレーニング（ﾊﾞｰﾚｰﾝ） 

   3日（水）トレーニング（ﾊﾞｰﾚｰﾝ） 

   4日（木）トレーニング（ﾊﾞｰﾚｰﾝ） 

   5日（金）公式練習 

   6日（土）日本代表 ｖｓ バーレーン代表 

   7日（日）バーレーン出発 

   8日（月）日本着・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   ：岡田 武史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ   ：大木  武 ((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   ：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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：武藤  覚 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ドクター   ：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 ：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) 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  :小山 哲司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総 務      ：津村 尚樹 ((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) 

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㈱) 

ｼｪﾌ     ：西  芳照 (ｴｰﾑｻｰﾋﾞｽ(株)/Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ) 

 

[選  手] 

ＧＫ 川口 能活    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)  

   楢崎 正剛    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

   西川 周作    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＤＦ 中澤 佑二    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

高木 和道    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 (浦和ﾚｯｽﾞ) 
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駒野 友一    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

阿部 勇樹    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

   水本 裕貴    (京都ｻﾝｶﾞ F.C.) ＊追加招集 

   長友 佑都    (ＦＣ東京) 

   内田 篤人    （鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ）＊追加招集 

ＭＦ 中村 俊輔    (ｾﾙﾃｨｯｸ（ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ）) 

   稲本 潤一    (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ）) 

   遠藤 保仁    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   中村 憲剛    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   松井 大輔    (ｻﾝﾃﾃｨｴﾝﾇ（ﾌﾗﾝｽ）) 

   今野 泰幸    (ＦＣ東京) 

   長谷部 誠    (ｳﾞｫﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ（ﾄﾞｲﾂ）) 

ＦＷ 玉田 圭司    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

   大黒 将志    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) ＊追加招集 

   巻 誠一郎    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉) 

   佐藤 寿人    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

   田中 達也    (浦和ﾚｯｽﾞ) 

計 23 名 

                                 

 22． Ｕ-23 日本代表 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-23 日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：2008 年７月７日（月）～７月９日（水） 

場 所：千葉県 

 

[スケジュール] 

７月７日（月） 集合、トレーニング 

   ８日（火） トレーニング 

  ９日（水） トレーニングマッチ 対ジェフ千葉 

 

[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) 

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)  

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) 

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) 

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) 

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) 

ドクター     ：  土屋  敢 (川鉄千葉病院) 

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) 
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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/(有)ﾅｽﾞｰ) 

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) 

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

 

[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 水本 裕貴    (京都ｻﾝｶﾞＦ.Ｃ.) 

細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   青山 直晃    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   森重 真人    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   吉田 麻也    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

ＭＦ 本田 拓也    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   谷口 博之    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   梶山 陽平    (ＦＣ東京) 

   本田 圭佑    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

   梅崎  司    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＦＷ 豊田 陽平    (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   興梠 慎三    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   森本 貴幸    (ｶﾀｰﾆｬ) 

                          計 19名 

 

 23. Ｕ-23 日本代表 国際親善試合の件 

   

行事名：北京オリンピック壮行試合 

Ｕ-23 日本代表 対 Ｕ-23オーストラリア代表 

    Ｕ-23 日本代表 対 Ｕ-23アルゼンチン代表 

期 間：2008 年７月 22日（火）～７月 29日（火） 

場 所：神戸、清水、東京 

 

[スケジュール] 

７月 22日（火） 集合、トレーニング 

   23日（水） トレーニング 

  24日（木） 国際親善試合 Ｕ-23 日本代表 ２-０ Ｕ-23オーストラリア代表 
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  25日（金） Ｊステップへ移動、トレーニング 

  26日（土） トレーニング 

27日（日） トレーニング 

  28日（月） 東京へ移動、トレーニング 

  29日（火） キリンチャレンジカップ Ｕ-23日本代表 ０-１ Ｕ-23アルゼンチン代表 

 

[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) 

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)  

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) 

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) 

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) 

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) 

ドクター     ：  加藤 晴康 (立教大学) 

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) 

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/(有)ﾅｽﾞｰ) 

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) 

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

宿泊・輸送   : 原川  剛（西鉄旅行(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) 

   林  彰洋    (流通経済大学)※ 

ＤＦ 水本 裕貴    (京都ｻﾝｶﾞＦ.Ｃ.) 

   長友 佑都    (ＦＣ東京) 

   森重 真人    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   吉田 麻也    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

ＭＦ 本田 拓也    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   谷口 博之    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   梶山 陽平    (ＦＣ東京) 

細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   本田 圭佑    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

   香川 真司    (ｾﾚｯｿ大阪) 

ＦＷ 豊田 陽平    (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 
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   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   森本 貴幸    (ｶﾀｰﾆｬ) 

※トレーニングのみ参加 

                                  計 19名 

 24. 第 29 回オリンピック競技大会（北京/2008）サッカー男子日本代表の件 

   

行事名：第 29 回オリンピック競技大会（北京/2008） 

期 間：2008 年８月１日(金)～８月 14日(木) 

場 所：名古屋、中国（天津、瀋陽） 

 

[スケジュール] 

８月１日(金)  集合、トレーニング 

２日(土) トレーニング 

３日(日) トレーニング 

４日(月)  天津へ移動、トレーニング 

  ５日(火) トレーニング 

６日(水)  トレーニング 

７日(木) 日本代表 ０-１ アメリカ代表 

８日(金) トレーニング 

９日(土) トレーニング 

10日(日) 日本代表 １-２ ナイジェリア代表 

11日(月) 瀋陽へ移動、トレーニング 

12日(火) トレーニング 

13日(水) 日本代表 ０-１ オランダ代表 

14日(木) 帰国、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) 

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)  

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) 

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) 

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) 

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) 

ドクター     ：  加藤 晴康 (立教大学) 

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) 

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/(有)ﾅｽﾞｰ) 

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

宿泊・輸送   : 原川  剛（西鉄旅行(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 水本 裕貴    (京都ｻﾝｶﾞＦ.Ｃ.) 

   長友 佑都    (ＦＣ東京) 

   森重 真人    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

   吉田 麻也    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

ＭＦ 本田 拓也    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   谷口 博之    (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   梶山 陽平    (ＦＣ東京) 

細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   本田 圭佑    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

   香川 真司    (ｾﾚｯｿ大阪) 

ＦＷ 豊田 陽平    (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   森本 貴幸    (ｶﾀｰﾆｬ) 

計 18 名 

 

 25. Ｕ-19(FIFAＵ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ)日本代表 SBS カップ国際ユースサッカーの件 

   

行事名：Ｕ-19(FIFAＵ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ)日本代表 SBS カップ 2008 国際ユースサッカー 

期 間：2008 年８月 18日(月)～８月 26 日(火) 

場 所：静岡県 

 

[スケジュール] 

８月 18日(月)  Ｊｽﾃｯﾌﾟ集合・トレーニング 

   19日(火) トレーニング 

     20日(水) 練習試合 vs静岡産業大学 

   21日(木) トレーニング 

22日(金) トレーニング 

23日(土) SBS カップ vsU19 オーストラリア代表 15:00 愛鷹多目的競技場 

24日(日) SBS カップ vsU19 アルゼンチン代表 15:05 日本平スタジアム 

25日(月) トレーニング 
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26日(火) SBS カップ vs 静岡ユース エコパスタジアム 

        表彰式終了後解散 

 

 [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) 

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) 

ドクター   ： 御園生 剛 (筑波大学大学院) 

ドクター   ： 土井  俊 (菊川市立病院) 8/23 のみ 

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

総  務   ： 山下 恵太 ((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㈱) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 田島 一樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

 

[選手] 

ＧＫ 権田 修一 (ＦＣ東京) 

   大谷 幸輝 (浦和ﾚｯｽﾞ) 

ＤＦ 薗田  淳 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

   佐々木 翔 (神奈川大学) 

   村松 大輔 (Ｈｏｎｄａ ＦＣ) 

   益山  司 (ｼﾞｪﾌ千葉) 

   金井 貢史 (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

   岡本 知剛 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) ※ケガのため不参加 

   酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) ※追加招集 

ＭＦ 下田 光平 (ＦＣ東京) 

   鈴木  惇 (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) 

   廣瀬 智靖 (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

   青木 拓矢 (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

   山本 康裕 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   菊池 大介 (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ) 

ＦＷ 遠藤 敬佑 (水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ) ※ケガのため 8/19 離脱 

   大山 恭平 (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) ※追加招集 

   白谷 建人 (ｾﾚｯｿ大阪) 

   川又 堅碁 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

   大迫 勇也 (鹿児島城西高校) 

                             以上 18名 
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 26． Ｕ-16(U-17ワールドカップ 2009)日本代表豊田国際ユースサッカー大会の件  

   

行事名：Ｕ－16(U-17 ワールドカップ 2009)日本代表 豊田国際ユースサッカー大会 

期 間：2008 年 8月 3日(日)～10日(日) 

場 所：愛知県豊田市 

 

[スケジュール] 

8 月 3日(日)集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

4日(月)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

5日(火)練習試 vs 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｻﾃﾗｲﾄ 

6日(水)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

7日(木)vs ﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表 

8日(金)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

9日(土)vs 韓国代表 

10日(日)vs ﾙｰﾏﾆｱ代表 終了後解散 

 

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

ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｺｰﾁ  ：    西村 昭宏 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    神谷 智昭 (西能病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  山崎  亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

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   ：   中下 征樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

 

[選  手] 

ＧＫ  藤嶋 栄介  (熊本県立大津高校) 

    松澤 香輝  (流通経済大学付属柏高校) 

ＤＦ  中島 龍基  (青森山田高校) 

    内田 達也  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    廣木 雄磨  (FC東京 U-18) 

    内田 恭兵  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

    高木 善朗  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

    高野 光司  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

ＭＦ  望月 聖矢  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    小林 祐希  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

    宇佐美貴史  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    和久田章太  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 
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    柴崎  岳  (青森山田高校) 

    堀米 勇輝  (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ﾕｰｽ) 

ＦＷ  神田 圭介  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

    原口 拓人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    杉本 健勇  (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

    宮市  亮  (中京大学附属中京高校) 

                      以上 18名 

 

 27. なでしこジャパン(日本女子代表)トレーニングキャンプ・壮行試合・北京オリンピックの件  

   

行事名：なでしこジャパン（日本女子代表） 

    国内事前トレーニングキャンプ・壮行試合 2 試合・北京オリンピック２００８ 

期 間：2008 年７月 15日(火)～８月 22 日(金) 

場 所：福島県双葉郡・兵庫県神戸市・中国(秦皇島・上海・北京) 

 

[スケジュール] 

７月 15日(火)    集合～トレーニングキャンプ（福島県双葉郡） 

～７月 22日(火)   

７月 22日(火)    神戸へ移動    

７月 24日(木)    壮行試合第１戦 対 オーストラリア         ３－０(勝) 

７月 29日(火)    壮行試合第２戦 対 アルゼンチン          ２－０(勝) 

８月 ６日(水)    グループステージ第１戦  対 ニュージーランド   ２－２(分) 

８月 ９日(土)    グループステージ第２戦  対 アメリカ       ０－１(負) 

８月 12日(火)      グループステージ第３戦  対 ノルウェー      ５－１(勝) 

８月 15日(金)    準々決勝         対 中国         ２－０(勝) 

８月 18日(月)    準決勝           対 アメリカ       ２－４(敗) 

８月 21日(木)    ３位決定戦        対 ドイツ        ０－２(敗) 

８月 22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                ： 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         ： 望月  聡   ((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) 

フィジカルコーチ    ： 広瀬  統一  (早稲田大学)＊7／15～25 

ドクター            ： 山藤  賢   (昭和大学)  

アスレティックトレーナー： 松井 史江   (くまざわ整形外科クリニック)  

                      ＊７／15～20、７／28～８／22 

アスレティックトレーナー： 江口 陽子   (松岡整形外科)＊７／20～28 
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テクニカルスタッフ    ： 能仲 太司   (ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ) 

キットマネージャー   ： 角野 弘和   (アディダスジャパン㈱)７／15～７／31 

             ： 麻生 秀雄   (アディダスジャパン㈱)７／31～８／22 

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

 

[選  手]  

ＧＫ 山郷  のぞみ (浦和レッズレディース) ＊バックアップメンバー7／15～20 

   福元 美穂  (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

   海堀 あゆみ (ＩＮＡＣレオネッサ) 

ＤＦ 池田 浩美  (ＴＡＳＡＫＩペルーレＦＣ) 

   柳田 美幸    (浦和レッズレディース) 

   安藤   梢   (浦和レッズレディース／筑波大学) 

   近賀 ゆかり  (日テレ･ベレーザ) 

   矢野 喬子  (浦和レッズレディース) 

   岩清水 梓  (日テレ･ベレーザ／日本女子体育大学） 

   熊谷 紗希  (常盤木学園高等学校) ＊バックアップメンバー7／15～20 

ＭＦ 加藤 與惠 （日テレ･ベレーザ） 

   澤   穂希 （日テレ･ベレーザ） 

   原  歩   (ＩＮＡＣレオネッサ) 

   宮間 あや   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

   鮫島 彩   (ＴＥＰＣＯマリーゼ) ＊バックアップメンバー7／15～20 

   阪口 夢穂   (ＴＡＳＡＫＩペルーレＦＣ） 

   宇津木 瑠美（日テレ･ベレーザ） 

   後藤 三知  (常盤木学園高等学校) ＊バックアップメンバー7／15～20 

ＦＷ 荒川  恵理子 (日テレ･ベレーザ) 

   丸山 桂里奈 (ＴＥＰＣＯマリーゼ) 

      大野   忍  (日テレ･ベレーザ) 

    永里 優季  (日テレ･ベレーザ／東海大学) 

                                     以上 22名 

 

 28. Ｕ-20 日本女子代表(FIFA Ｕ-20女子ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2008 チリ)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟの件 

   

行事名：女子Ｕ-20日本代表 ８月トレーニングキャンプ  

期 間：2008 年８月 22日（金）～８月 26日（火） 

場 所：美作市・岡山県 

 

[スケジュール] 

８月 22日（金）              集合・トレーニング 

８月 23日（土）～25（月）   トレーニング 
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８月 26日（火）               トレーニング・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   ((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      ： 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) 

ドクター        ： 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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ       ：  見汐 翔太   (筑波大学院) 

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

 

[選  手]  

ＧＫ 菅原  未紗（ 吉備国際大学） 

   小林  詩織（日テレ・ベレーザ） 

   单条 真沙代（日本体育大学） 

ＤＦ 磯金 みどり（吉備国際大学） 

   内堀  律子（ 福岡Ｊ・アンクラス）＊８／24～26 

   田子  亜貴（日本体育大学） 

   柳井  里奈（ＩＮＡＣレオネッサ） 

   長船  加奈（東京電力女子サッカー部マリーゼ） 

   堂園  彩乃（浦和レッズレディース） 

   小林  海咲（日テレ・メニーナ） 

   櫻本  尚子（常盤木学園高等学校） 

   熊谷  紗希（常盤木学園高等学校） 

ＭＦ 小山  季絵（早稲田大学） 

田原 のぞみ（ＴＥＰＣＯマリーゼ） 

田中 明日菜 （ＴＡＳＡＫＩペルーレＦＣ） 

   有町 紗央里 （岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ） 

川村  真理（ 福岡Ｊ･アンクラス）＊８／24～26 

   與山 このみ（ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ）＊８／24～26 

   木龍  七瀬（日テレ・ベレーザ） 

   高畑  志帄（早稲田大学） 

   加戸  由佳（岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ） 

   菅澤 優衣香（ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

ＦＷ 中出 ひかり（吉備国際大学） 

   坂井  優紀（ＴＡＳＡＫＩペルーレＦＣ） 

   永里 亜紗乃（日テレ・ベレーザ） 

   後藤  三知（常盤木学園高等学校） 

                                  計 26名  
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 29. U-17 日本女子代表候補トレーニングキャンプの件 

   

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

期 間：2008 年７月８日(火)～７月 13日(日) 

場 所：大阪府 

 

[スケジュール] 

７月８日(火)   集合 

     |         トレーニング 

７月 11日(金)  対戦  U18 韓国女子代表                ２－１(勝) 

７月 12日(土)  対戦  U18 中国上海女子代表         ０－０PK１－３(負) 

７月 13日(日)  対戦  U18 大阪女子代表                ６－１(勝) 

解散 

 

[スタッフ] 

監督          ： 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      ： 坂尾 美穂  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/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         ： 松田 貴雄  (西別府病院) 

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     :  片桐 央視  (筑波大学院) 

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

 

[選  手] 

ＧＫ 武仲 麗依  (FC VICTORIES)  

   池田 咲紀子 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

ＤＦ 屋田  渚  (神村学園高等部) 

   大塚 翔子  (神村学園高等部) 

石田 みなみ (常葉学園橘高等学校) 

   千葉 望愛  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   千葉 梢恵  （常盤木学園高等学校） 

   小野田 莉子 (ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ ﾘﾝﾀﾞ) 

ＭＦ 亀岡 夏美  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   岸川 奈津希 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   竹山 裕子  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   高橋 彩織  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

   藤田 のぞみ (日ノ本学園高等学校) 

   大島 茉莉花 (神村学園中等部) 

   木下  栞  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 
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      高野 紗希  (藤枝順心高等学校) 

ＦＷ 吉岡  圭  (FC VICTORIES) 

   吉良 知夏    (神村学園中等部) 

   下沖  楓  (AS ｴﾙﾌｪﾝ狭山 FC) 

   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) 

                               計 20名 

 

 30. U-17 日本女子代表候補トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-17 日本女子代表候補(Ｕ-17 女子ワールドカップ 2008)オーストラリア遠征 

期 間：2008 年８月 22日(金)～８月 30 日(土) 

場 所：オーストラリア・キャンベラ 

 

[スケジュール] 

８月 22日(金)  集合・出発 

     |   トレーニング 

８月 25日(月)  対戦  U17 オーストラリア女子代表          ４－３(勝) 

８月 27日(水)  対戦  U19 オーストラリア女子代表          ４－３(勝) 

８月 29日(金)  対戦  U19 オーストラリア女子代表          ３－３(分) 

８月 30日(土)  帰国・解散 

 

[スタッフ] 

監督          ： 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      ： 坂尾 美穂  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/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         ： 植村 健太  (なめがた地域総合病院) 

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     :  片桐 央視  (筑波大学院) 

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

 

[選  手] 

ＧＫ 中村 沙樹    (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   池田 咲紀子 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

ＤＦ 屋田  渚  (神村学園高等部) 

   岸川 奈津希 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

千葉 望愛  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   千葉 梢恵  （常盤木学園高等学校） 

   大島 茉莉花 (神村学園中等部) 

ＭＦ 亀岡 夏美  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 
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   杉山 貴子  (常葉学園橘高等学校) 

   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) 

   高橋 彩織  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

   嶋田 千秋  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

藤田 のぞみ (日ノ本学園高等学校) 

   浜田  遥  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   田中 陽子  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＦＷ 吉岡  圭  (FC VICTORIES) 

   吉良 知夏    (神村学園中等部) 

   齋藤 あかね （常盤木学園高等学校） 

   岩渕 真奈  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

                               計 20名 

 

 31. 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グキャンプ 

期 間：2008 年７月 15日（火）～７月 19日（土） 

場 所：静岡県 

 

[スケジュール] 

７月 15日（火） 集合、トレーニング 

16日（水）～18日（金） トレーニング 

19日（土） トレーニング、解散 

 

 [スタッフ]  

監  督   ：  ｾﾙｼﾞｵ･ｻｯﾎﾟ （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

ﾄﾞｸﾀｰ     ：  土井  俊 （菊川市立総合病院） 

ﾄﾞｸﾀｰ     ：  西田 茂喜 （国家公務員共済組合連合会新小倉病院） 

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      ：  ｴｼﾞｿﾝ土井  （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ：  相根  澄 （ﾌﾘｰ） 

総  務   ：  瀧森  誠 （西鉄旅行(株)） 

 

[選  手] 

ＧＫ 定永 久男 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

      川原 永光 （ﾊﾞﾙﾄﾗﾞｰﾙ浦安） 

      藤原  潤 （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

ＦＰ 比嘉 ﾘｶﾙﾄﾞ （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 
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   藤井 健太 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   前田 喜史 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

   金山 友紀 （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田） 

   岸本 武志 （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

   鈴村 拓也  

   木暮 賢一郎 

小宮山 友祐（ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

小野 大輔 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

北原  亘  ( 名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

狩野  新 （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田） 

稲葉 洸太郎（ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   稲田 祐介 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

小曽戸 允哉 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

仁部屋 和弘 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

                            以上 18名 

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

行事名：フットサル日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2008 年８月 25日（月）～8月 27 日（火） 

場 所：兵庫県 

 

[スケジュール] 

７月 25日（月） 集合、トレーニング 

26日（火） トレーニング 

27日（水） トレーニング、解散 

 

 [スタッフ]  

監  督   ：  ｾﾙｼﾞｵ･ｻｯﾎﾟ （(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      ：  ｴｼﾞｿﾝ土井  （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ：  相根  澄 （ﾌﾘｰ） 

総  務   ：  村山  勉 （(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    ：   朋部 智博  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

 

[選  手] 

ＧＫ 定永 久男 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

      川原 永光 （ﾊﾞﾙﾄﾗﾞｰﾙ浦安） 

      藤原  潤 （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

青柳 佳祐   (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 
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ＦＰ 比嘉 ﾘｶﾙﾄﾞ （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

   市原 誉昭 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   藤井 健太 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   前田 喜史 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

   稲田 祐介 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   金山 友紀 （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田） 

   岸本 武志 （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

   豊島  明  (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) ※怪我のため不参加 

小宮山 友祐（ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

小野 大輔 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

村上 哲哉 （ｼｭﾗｲｶｰ大阪）※追加招集 

北原  亘  ( 名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

狩野  新 （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田） 

稲葉 洸太郎（ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

原田 浩平  （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

小曽戸 允哉 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

仁部屋 和弘 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

                            以上 20名 

 

 32. 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マルセイユ 2008 の件 

   

行事名：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マルセイユ 2008 

期 間：2008 年７月９日(水)～７月 25日(金) 

場 所：フランス・マルセイユ 

 

[スケジュール] 

７月９日(水)  集合、前泊 

７月 10日(木)  出発、ﾏﾙｾｲﾕ到着 

７月 11日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 12日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 13日(日)  練習試合 ﾋﾞｰﾁｯｻｯｶｰﾌﾗﾝｽ代表戦 

７月 14日(月)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 15日(火)  練習試合 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾛｼｱ代表戦 

７月 16日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 17日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 18日(金)  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 1戦 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾒｷｼｺ代表戦 

７月 19日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７月 20日(日)  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 2戦 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表戦 

７月 21日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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７月 22日(火)  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 3戦 ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰｽﾍﾟｲﾝ代表戦 

７月 23日(水)  第一陣出発 

７月 24日(木)  第一陣帰国・解散、第二陣出発 

７月 25日(金)  第二陣帰国・解散 

 

[スタッフ] 

監  督   ：  河原塚 毅  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｺｰﾁ      ：  鳥飼 浩之  (湘单ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ﾄﾞｸﾀｰ     ：  井澤 敏明  (九州大学) 

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

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 照喜名 辰吾（ ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ） 

   宜野座 寛也（ﾚｷｵｽＦＣ） 

ＦＰ 吉井 勝宏 （ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ） 

   河原塚 毅 （ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ） 

   牧野 真二 （ＰＥＬＥ） 

   若林 邦広 （ﾚｷｵｽＦＣ） 

   田畑 輝樹 （ ﾚｷｵｽＦＣ） 

   丸尾 訓照 （ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本） 

   上原 朊也 （ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ） 

   山内 悠誠 （ﾚｷｵｽＦＣ） 

   瀧口 貴史 （ﾚｷｵｽＦＣ）  

   大城 道生 （ﾚｷｵｽＦＣ） 

                              計 12名 

 

 33. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

   

(更新) 

1．公認申請者：市原市 

施設名：市原スポレクパーク（Dグラウンド）[千葉県 市原市] 

施設所有者：市原市長 佐久間 隆義 

ロングパイル人工芝：SPターフ（65）/スポーツ施設㈱ 

公認日：平成20年７月14日～平成23年７月13日 

公認番号：第20号 

＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 

JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 
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 34. 競技会開催申請及び名義使用申請の件 

   

【国内競技会開催申請】 

(１) 申請団体： 日本フットサル連盟 

大 会 名： Ｆリーグ 2008プレシーズンマッチ 

为  催： (財)日本サッカー協会、日本フットサル連盟 

为  管： 日本フットサルリーグ、(社)兵庫県サッカー協会、デウソン神戸(株)、 

      姫路市サッカー協会、姫路市教育委員会 

期  日： 2008年９月 20 日(土) 

会  場： 姫路市立中央体育館 

参加チーム: デウソン神戸、兵庫県選抜 

試合の種類： 有料試合（前売・当日ともに卖価未定） 

 

(２) 申請団体： 日本フットサル連盟 

大 会 名： サンアリーナカップ・フットサル・ドリームマッチ(仮) 

为  催： (財)日本サッカー協会、日本フットサル連盟 

为  管： 日本フットサルリーグ、(社)三重県サッカー協会、(株)スコルチャ三重、 

      (株)ジャパン・スポーツ・プロモーション、大洋薬品フットサルクラブ 

期  日： 2008年９月 14 日(日) 

会  場： 三重県営サンアリーナ 

参加チーム: 名古屋オーシャンズ、府中アスレティック FC 

試合の種類： 有料試合（前売・当日ともに卖価未定） 

 

(３) 申請団体： 日本フットサル連盟 

大 会 名： Ｆリーグ 2008プレシーズンマッチ 

为  催： (財)日本サッカー協会、日本フットサル連盟 

为  管： 日本フットサルリーグ、(財)愛知県サッカー協会、 

太陽薬品フットサルクラブ(株) 

期  日： 2008年 10月 12日(日) 

会  場： オーシャンアリーナ 

参加チーム: 名古屋オーシャンズ、シュライカー大阪 

試合の種類： 無料試合 

 

【国際競技会開催申請】 

(１)(社)神奈川県サッカー協会 

大会名  高麗杯 第８回ジュニアサッカー選手権大会 

为 催  (社)神奈川県サッカー協会 

为 管  高麗杯 大会実行委員会 

後 援  横浜市、横浜市教育委員会、在日本大韓民国民団神奈川県本部、 
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     在日朝鮮人神奈川体育協会 

期 日  2008 年９月 20日(土)～21日(日) 

会 場  日産フィールド小机 

参加ﾁｰﾑ  神奈川高麗ＦＣ、韓国選抜、横浜Ｆ・マリノス、川崎フロンターレ、 

     ゼブラＦＣ 

入場料  無料 

 

 35. 海外遠征申請の件 

   

(１)(社)日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム Ｕ15 Ｊリーグ選抜 (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 18日(月)～28日(木) 

遠 征 先 ブラジル リオ・デ・ジャネイロ 

 

(２)(社)日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム Ｕ16 Ｊリーグ選抜 (第２種) 

遠征期間 2008 年８月 24日(日)～９月１日(月) 

遠 征 先 アラブ首長国連邦 ドバイ 

 

(３)(社)日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム Ｕ14 Ｊリーグ選抜 (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 20日(水)～28日(木) 

遠 征 先 オランダ レッケルケルク、ドイツ ケルン 

 

(４)(財)茨城県サッカー協会 

チ ー ム 茨城県トレセンＵ14 (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 16日(土)～25日(月) 

遠 征 先 オランダ フンデロー、イタリア イモラ 

 

(５)(社)栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県選抜 (第４種) 

遠征期間 2008 年８月 17日(日)～20日(水) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(６)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 18日(月)～27日(水) 

遠 征 先 ドイツ ミュンヘン 
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(７)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズユース (第２種) 

遠征期間 2008 年８月 21日(木)～29日(金) 

遠 征 先 スペイン セニセロ、バルセロナ 

 

(８)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 平成国際大学サッカー部 (第１種) 

遠征期間 2008 年８月８日(金)～12日(火) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(９)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 21日(木)～30日(土) 

遠 征 先 オランダ ドゥーンラーデ 

 

(10)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブ (第２・３種) 

遠征期間 2008 年８月 21日(木)～26日(火) 

遠 征 先 大韓民国 蔚山、釜山 

 

(11)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 青山学院大学体育会サッカー部 (第１種) 

遠征期間 2008 年８月７日(木)～12日(火) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(12)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレＵ12 (第４種) 

遠征期間 2008 年９月３日(水)～９日(火) 

遠 征 先 フランス パリ 

 

(13)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 神奈川県Ｕ16選抜チーム (第２種) 

遠征期間 2008 年８月 25日(月)～29日(金) 

遠 征 先 中華人民共和国 遼寧省 瀋陽市 

 

(14)(社)長野県サッカー協会 

チ ー ム 長野県中学選抜Ｕ14 (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 25日(月)～９月４日(木) 

遠 征 先 フランス トロワ、マコン 
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(15)(財)静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡トレーニングセンターＵ12 (第４種) 

遠征期間 2008 年９月 26日(金)～30日(火) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(16)(財)静岡県サッカー協会 

チ ー ム ＧＡＢＹ ＶｉｖｉｄＰｉｎｋｙ (フットサル) 

遠征期間 2008 年９月５日(金)～８日(月) 

遠 征 先 アメリカ合衆国 サイパン 

 

(17)(財)愛知県サッカー協会 

チ ー ム 愛知県フットボールクラブ (第３種) 

遠征期間 2008 年９月 23日(火)～29日(月) 

遠 征 先 大韓民国 康津 

 

(18)(財)岐阜県サッカー協会 

チ ー ム 岐阜県サッカー協会ジュニアユーストレーニングセンターＵ14 (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 26日(火)～30日(土) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(19)(社)大阪府サッカー協会 

チ ー ム 富田林市国際サッカー交流団 (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 21日(木)～24日(日) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(20)(社)兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 伊丹ジュニアユース (第３種) 

遠征期間 2008 年７月 28日(月)～31日(木) 

遠 征 先 大韓民国 竜仁市 

 

(21)(社)島根県サッカー協会 

チ ー ム 出雲選抜チーム (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 20日(水)～27日(水) 

遠 征 先 アイルランド ダブリン 

 

(22)(財)広島県サッカー協会 

チ ー ム ＭＵＮＥ広島ＦＣ (第３種) 

遠征期間 2008 年８月 19日(火)～23日(土) 
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遠 征 先 大韓民国 ソウル市およびソウル市近郊 

 

(23)(社)福岡県サッカー協会 

チ ー ム 東福岡高等学校 (第２種) 

遠征期間 2008 年８月 27日(水)～30日(土) 

遠 征 先 大韓民国 蔚山市 

 

(24)(社)宮崎県サッカー協会 

チ ー ム 鵬翔高等学校 (第２種) 

遠征期間 2008 年８月 24日(日)～29日(金) 

遠 征 先 大韓民国 釜山 

 

(25)(社)鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 大隈地区トレセン選抜 (第４種) 

遠征期間 2008 年７月 25日(金)～28日(月) 

遠 征 先 大韓民国 釜山市 

 

(26)(社)鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿屋体育大学体育会サッカー部 (第１種) 

遠征期間 2008 年８月６日(水)～13日(水) 

遠 征 先 大韓民国 太田 

 

遠征日程変更 

・６月 19日承認分 

(社)京都府サッカー協会 

京都尐年団選抜チーム、大韓民国・慶州市への遠征日程が、 

2008 年７月 31 日(木)～８月３日(日)より 2008年８月３日(日)～６日(水)に変更。 

 

・７月 10日承認分 

(社)鹿児島県サッカー協会 

鹿児島実業高等学校サッカー部、大韓民国・江原道への遠征日程が、 

2008 年７月 31 日(木)～８月６日(水)より 2008年７月 30日(水)～８月６日(水)に変更。 

 

 36. 標章使用申請の件 

   

（１）申請団体：(社)群馬県サッカー協会 

使用目的：名刺作成 25 名分 各 100 枚  

 

（２）申請団体：(社)長崎県サッカー協会 
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使用目的：表彰盾 

 

（３）申請団体：全国高等専門学校サッカー連盟 

使用目的：ドイツ遠征用 帽子、ベンチコート、ポロシャツ 

 

 37. その他 

   

＜理事会 日程変更＞ 

（１）10月理事会 

（当初予定）10 月 9日(木) →（変更後）10月 15日(水)14 時～ＪＦＡハウス 

 

（２）11月理事会 

（当初予定）11 月 13 日(木) →（変更後）11月 14日(金)14時～ＪＦＡハウス 

 

※常務理事会は、変更無し。 
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財団法人 日本サッカー協会 

平成 20 年度 第 6 回理事会 

 

報告事項（当日配付） 

 1. 名義使用申請の件 

   

（１）申請団体：日本青年団協議会 

行事名：第57回全国青年大会 

趣 旨：この大会は、地域を舞台にスポーツや文化活動といった様々な活動に取り組んで

いる青年たちが都道府県の代表として全国各地から集まり、日ごろの地域活動の

成果を仲間たちとともに発表し、また、その技術を競い合うことによって、青年

同士の友好親善を深めるとともに、スポーツや文化活動が豊かに取り組まれる健

康で文化的な生活を自らの手でつくり出し、さらには、青年がその中心となりな

がら、子どもたちやお年寄りといった多様な世代が手を取り合って暮らせるよう

な、真に豊かな地域社会の創造を目指し開催する。 

主 催：日本青年団協議会、(財)日本青年館、東京都 

後援（予定）：文部科学省、(財)日本体育協会、日本放送協会 

協賛（予定）：内閣府、農林水産省、厚生労働省、各道府県及び道府県教育委員会、 

(社)中央青少年団体連絡協議会、(独)日本スポーツ振興センター、 

(財)日本バレーボール協会、(財)日本バスケットボール協会、 

(財)全日本軟式野球連盟、(財)日本ソフトボール協会、 

(財)全日本柔道連盟、(財)全日本剣道連盟、(財)全日本ボウリング協会、 

(財)日本サッカー協会、ＮＰＯ法人日本アマチュア演劇連盟、 

(社)全日本合唱連盟、(社)日本将棋連盟、日本体育大学、 

(財)日本レクリエーション協会、(財)あしたの日本を創る協会、江戸川区、 

ＮＰＯ法人テレビ日本美術家協会 

期 日：2008年11月7日～10日 

会 場：東京体育館を中心に行う 

第57回大会の実施種目一覧： 

体育の部 

バレーボール（男・女）、バスケットボール（男・女）、軟式野球、ソフトボール（男）、 

柔道、剣道（男・女）、ボウリング、フットサル 

芸能文化の部 

演劇、人形劇、合唱、郷土芸能（民俗芸能の部、創作芸能の部）、美術展、 

生活文化展、将棋 

意見発表の部 

意見発表 
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 2. 競技会開催申請及び名義使用申請の件 

   

【国内競技会開催申請】 

(１) 申請団体： 日本フットサル連盟 

大 会 名： エキシビジョンマッチ 

主  催： (財)日本サッカー協会、日本フットサル連盟 

主  管： 日本フットサルリーグ、須賀川商工会議所青年部、 

(株)ステラミーゴスポレクコム、浦安スポーツネットワーク(株) 

期  日： 2008年９月 21 日(日) 

会  場： 須賀川アリーナ 

参加チーム: ステラミーゴいわて花巻、バルドラール浦安スペシャルチーム 

試合の種類： 有料（前売・当日ともに単価未定） 

 

(２) 申請団体： 日本フットサル連盟 

大 会 名： エキシビジョンマッチ 

主  催： (財)日本サッカー協会、日本フットサル連盟 

主  管： 日本フットサルリーグ、須賀川商工会議所青年部、 

(株)ステラミーゴスポレクコム、浦安スポーツネットワーク(株) 

期  日： 2008年９月 21 日(日) 

会  場： 須賀川アリーナ 

参加チーム: ステラミーゴいわて花巻、バルドラール浦安スペシャルチーム 

試合の種類： 有料（前売・当日ともに単価未定） 

 

【国際競技会開催申請】 

(１)(社)熊本県サッカー協会 

大会名  2008 年日韓少年サッカーフェスティバル 

主 催  (社)熊本県サッカー協会 

主 管  エンフレンテ熊本スポーツクラブ 

後 援  ＫＫＴ熊本県民テレビ、熊本県、水俣市、他 ※予定 

協賛・特別協賛  有(未定) 

期 日  2008 年 10 月４日(土)～５日(日) 

会 場  エコパーク水俣(陸上競技場・港湾緑地) 

参加ﾁｰﾑ  (韓国チーム)京水幼少年サッカークラブ、釜山アイパークＵ－12 

(日本チーム)大分トリニータ、サガン鳥栖、など 12チーム ※予定 

入場料  無料 

 

 3. 海外遠征申請の件 

   

(１)(社)長崎県サッカー協会 
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チ ー ム 波佐見高等学校サッカー部 (第２種) 

遠征期間 2008年10月10日(金)～14日(火) 

遠 征 先 大韓民国 釜山、康津群 

 

(2)(社)長崎県サッカー協会 

チ ー ム 波佐見高等学校サッカー部 (第２種) 

遠征期間 2008年10月10日(金)～14日(火) 

遠 征 先 大韓民国 釜山、康津群 

 

 


