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2011 年 9月 8日(木)    

財団法人財団法人財団法人財団法人    日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会日本サッカー協会    

2011201120112011 年度年度年度年度    第第第第 5555 回理事会回理事会回理事会回理事会    

報告報告報告報告事項事項事項事項    

 1. 2022 年ＦＩＦＡワールドカップ招致の件 

  (1) 法人解散手続きについて 

 以下の通り、各法人を解散した。 

�  一般財団法人 2018・2022 年 FIFA ワールドカップ日本招致委員会 

2011 年 3月末にて会計を締め、新年度に決算を行った後、 

2011 年 8月に清算結了し、解散手続きを完了した。 

�  一般財団法人 2018・2022 年 FIFA ワールドカップ日本組織委員会 

2011 年 3月末にて会計を締め、新年度に決算を行った後、 

2011 年 8月に清算結了し、解散手続きを完了した。 

※組織委員会（LOC）は FIFA と開催契約を交わすために立ち上げを 

 義務付けられていた法人（開催契約書：2010 年 5 月 FIFA へ提出済み） 

 2. ＡＦＣ評価特別委員会の件 

  7 月 29 日に開催されたＡＦＣ理事会にて 会長代行への諮問機関として特別委員会を設立

することを決定し、その後ＡＦＣから田嶋ＡＦＣ理事に委員長へ就任することの打診があ

り 受諾した。委員会のメンバーや任期、業務責任事項は以下の通り。 

■委員会名     ＡＦＣ評価特別委員会 

■委員会メンバー  委員長 田嶋幸三ＡＦＣ理事 

          委員  Sheikh Ali Bin Khalifa（バーレーン） 

              Ali Azim（モルジブ） 

              Winston Lee（シンガポール） 

              Moya Dodd（オーストラリア） 

              B. Ganbold（モンゴル） 

■任期       2011 年 8月 5日から 2012 年に開催される総会まで 

■委員会の業務責任事項 

          1. 八百長試合や汚職・腐敗への戦い 

2. AFC 運営・管理の向上 

3. 財政的透明性の推進 

 3. 役員・審判員海外派遣報告 

   (役員) 

①FUTURO Ⅲ Refereeing Instructors Course 2011 

Administrators Course  

審判委員長：松﨑 康弘 

期 間：8月12日～16日 

場 所：上海/中国  
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②FUTURO Ⅲ Refereeing Instructors Course 2011 

Fitness Instructors Course 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：谷内 浩仁 

期 間：8月12日～17日 

場 所：上海/中国 

③FUTURO Ⅲ Refereeing Instructors Course 2011 

Technical Instructors Course 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：岡田 正義、田邉 宏司 

期 間：8月12日～19日 

場 所：上海/中国 

④2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 

Round 3 – Group D - Australia vs. Thailand 

ｱｾｯｻｰ：小幡 真一郎 

期 間：8月31日～9月3日 

場 所：ブリスベン/オーストラリア 

⑤AFC Champions League 2011 – Quarter Final 2 

2nd Leg – FC Seoul (Korea Republic) vs. Al Ittihad (Saudi Arabia) 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：9月25日～28日 

場 所：ソウル/韓国 

⑥AFC Champions League 2011 – Semi Final 

ｱｾｯｻｰ：小幡 真一郎 

期 間：10月17日～20日 

場 所：韓国またはイラン 

 (審判員） 

①FIFA Beach Soccer World Cup Revenna/Italy 2011 

審判員：小野寺 祐 

期 間：8月26日～9月13日 

場 所：ラベンナ/イタリア 

②2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 

Round 3 – Group E – IR Iran vs. Indonesia  

審判員:當麻 政明、八木 あかね、西尾 英朗 

期 間：8月30日～9月4日 

場 所：テヘラン/イラン 

③2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 

Round 3 – Group D – Saudi Arabia vs. Australia 

審判員:西村 雄一、相樂 亨、名木 利幸、飯田 淳平 

期 間：9月3日～8日 

場 所：ダンマーム/サウジアラビア 

④2014 FIFA World Cup Brazil™ - Preliminary Competition Asian Zone 
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Round 3 – Group A – Singapore vs. Iraq 

審判員：東城 穣、大塚 晴弘、八木 あかね、佐藤 隆治 

期 間：9月4日～7日 

場 所：シンガポール 

⑤  Men’s Olympic Football Tournament London 2012 –  

Preliminary Competition Asian Zone – Round 3 – Group B 

Australia vs. United Arab Emirates 

審判員:東城 穣、西尾 英朗、名木 利幸 

期 間：9月18日～23日 

場 所：アデレード/オーストラリア 

⑥ AFC U19 Women’s Championship 2011 – Final 

審判員：山岸 佐知子、高橋 早織 

期 間：10月3日～17日 

場 所：ホーチミン/ベトナム  

 4. 名義使用申請の件 

  (1)事 業 名(案) 

   なでしこジャパン「ロンドンオリンピック出場応援」パブリックビューイング 

(2)事業実施日(案)  

9 月 8日（木）15：00～18：30 

(3)スケジュール(案) 

時間 内   容 

15:00  会場受付開始 

15:30  挨拶 

   注意事項の説明 

16:05  放送開始（日本×北朝鮮 HNK 生中継） 

16:30  キックオフ 

17:15 頃  ハーフタイム休憩（約 15 分） 

17:30 頃  後半キックオフ 

18:15 頃  試合終了（予定）   ※参加者解散 

18:45  会場撤去開始 

19:15  撤去終了 スタッフ解散 

(4)開催場所 

  文京シビックセンター 地下 2階「区民ひろば」 

         マルチビジョン（H2.7 m×W3.5m）前 

(5)使用ライブ映像 

  NHK－ＢＳ 日本×北朝鮮 ライブ映像(16 時 05 分放映開始) 

(6)参加予定者数 

  約 200 人 

(7)対象者    

文京区民・文京区内サッカーチーム選手・役員と保護者等 
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(8)参加費 

  無 料 

(9)主催 

  文 京 区 

(10)協力 

  (財)日本サッカー協会 

(11)その他 

  パブリックビューイング開催時間内に短時間でも、サッカー日本代表関係者の方が

特別ゲストとして会場にご参加いただき、応援をより一層盛り上げ、力強い応援を文

京区から中国に送りたい。 

 5. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

    8 月 14,700 人  1 日平均 525.0 人 

 （2010 年 4,720 人 2009 年 5,674 人 2008 年 7,348 人 2007 年 8,110 人） 

2011 年度 38,882 人 1 日平均 338.1 人 

２）日本サッカー史研究会 日本サッカー協会創立 90年記念 

「デットマール・クラマーさんに聞く 日本サッカーの改革」 

日 時 9月 13日（火）19:00～21:00 

場 所 JFAハウス 会議室 

  主 催 日本サッカー史研究会 

  協 力 日本サッカーミュージアム 

  参加人数 40名程度 

  ※ 日本サッカー史研究会 牛木素吉郎氏が主宰。月例会を開催し、その研究成果

は、日本サッカーミュージアムにて活用させていただいている。 

 6. 海外遠征申請の件 

  （1）(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 8 月 22 日（月）～25 日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（2）(社)千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソルＵ－１５ （第 3種） 

遠征期間 9 月 14 日（水）～20 日（火） 

遠 征 先 マドリード/スペイン 

（3）(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 立正大学体育会サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8 月 10 日（水）～15 日（月） 

遠 征 先 天安/韓国 

（4）(社)新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 （第 2種） 

遠征期間 10 月 3日（月）～7日（金） 
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遠 征 先 シンガポール 

（5）(財)愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋オーシャンズサテライト （フットサル） 

遠征期間 9 月 30 日（金）～10 月 7 日（金） 

遠 征 先 チョンジュ/韓国 

（6）(社）大阪府サッカー協会 

チ ー ム 東大阪大学柏原高等学校 （第 2種） 

遠征期間 8 月 12 日（金）～18 日（木） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（7）（社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 伊丹Ｕ－１５ （第 3種） 

遠征期間 8 月 28 日（日）～31 日（水） 

遠 征 先 竜仁市/韓国 

 7. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 社団法人 京都府サッカー協会 

使用目的： インタビューボード 

京都府 FAが主催および主管する大会での使用 

 8. プレジデンツ・ミッション(ＰＨＱ) の件 

  （報告（報告（報告（報告）資料№）資料№）資料№）資料№1111    
Ⅰ．ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）について 

2011 年度 ＳＭＣ本講座の受講生 32 名が決定し、９月１日に開講した。  

 9. 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：学校法人 大東文化学園 / 東京都（施設は埼玉県） 

施 設 名：大東文化大学東松山キャンパス 総合グラウンド 

施 設 所 有 者：学校法人 大東文化学園 理事長 市川 護（いちかわ まもる） 

ロングパイル人工芝：フィールドターフ モノ（FTOM 1S）/ 奥アンツーカ㈱ 

公 認 期 間：2011年9月11日～2014年9月10日 

公 認 番 号：第74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。 

 10. 第 91 回天皇杯全日本サッカー選手権大会 組み合わせ決定の件 

  （報告）資料№（報告）資料№（報告）資料№（報告）資料№2222①②①②①②①②    
第 91 回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、8 月 27 日・28 日に開催された都道府県

選手権において、別紙の通り全 88代表チームが決定した。 

 11. Ｕ-14 日本選抜 中国国際招待の件 

  行事名：Ｕ－14 日本選抜 中国遠征／ 

ＣＦＡ国際ジュニアフットボールリーグ＆フェスティバル 
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期  間：8月 14 日(日)～27 日(土) 

場  所：中国雲南省・昆明市 ハイゲン・スポーツトレーニングセンター 

［スケジュール］ 

８月 14 日(日) 集合・移動 トレーニング 

８月 15 日(月) 開会式  

 試合 Ｕ－14 日本選抜 対 上海足協 ●１－１（PK４－５） 

８月 16 日(火)  トレーニング・レクチャー 

８月 17 日(水) 試合 Ｕ－14日本選抜 対 長春並泰 ○４－１ 

Ｕ－14 日本選抜 対 北区紅  ●０－１ 

８月 18 日(木)  トレーニング・レクチャー 

８月 19 日(金) 試合 Ｕ－14日本選抜 対 南区白  ○１－０ 

Ｕ－14 日本選抜 対 広州足協 ○１－０ 

８月 20 日(土)  トレーニング・レクチャー 

８月 21 日(日) 試合  Ｕ－14日本選抜 対 香港晨㬢 ○４－０ 

Ｕ－14 日本選抜 対 大連阿弥浜○２－０ 

８月 22 日(月)  技術テスト 

８月 23 日(火) 試合 Ｕ－14日本選抜 対 FC METZ   ○１－０ 

８月 24 日(水)  トレーニング・レクチャー 

８月 25 日(木) 試合 Ｕ－14日本選抜 対 上海足協 ○４－０ 

８月 26 日(金)  試合 Ｕ－14日本選抜 対 湖北足協 ○４－２ 

        ※大会優勝 

８月 27 日(土) 帰国・解散 

［スタッフ］ 

監 督 ：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） 

コーチ ：宮川 真一（JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城）～8/25 

ＧＫコーチ ：岸本 浩右（(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城）～8/25 

ドクター ：森川 大智（順天堂医院）8/14～21 

定月 亮 （順天堂医院）8/20～27 

［選手］ 

 ＧＫ 杉本 広貴  愛知県 （知多ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

      山口 康平  群馬県 （前橋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

 ＦＰ 鈴木 徳真   茨城県 （FC古河ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

斎藤 宏太  山形県 （山形 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

長沼 洋一  山梨県 （U ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ） 

佐久間 理央  新潟県 （ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

前田 海    北海道 （FC DENOVA） 

高嶋 由哉   福井県 （ALPHARD FC） 

藤井 陸   広島県 （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

横澤 航平  群馬県 （前橋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

菅原 俊平  神奈川県（湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ U-15 平塚） 
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松岡 秀平  大阪府 （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

津留 卓磨  長崎県 （V･ﾌｧｰﾚﾝ長崎 U ｰ 15） 

門司 康成  佐賀県  （VALENTIA） 

牧野 潤   福島県 （JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

松澤 彰   愛知県 （名古屋ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ･EAST） 

大場 飛明  神奈川県（川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15） 

田中 虎之介 香川県 （FC ﾘﾌｫﾙﾏ） 

                               以上 18 名 

 12. 星野ドリームズプロジェクト協力監修の件 

  星野ドリームズプロジェクト※からの依頼で、大野真ダイレクターがサッカールールフラ

ッグの監修を行った。 

□製作内容：①サッカールールフラッグ（2枚） 

②フットボールキングダム（紙芝居）（2セット） 

□送付先：①インド・ラジャスタン州ウダイプール地区のウダワド村 

②インド・西ベンガル州の養護施設「マクタニール子どもの家」 

（先方指定先） 

※星野ドリームズプロジェクト 

元プロ野球選手の星野仙一氏（現楽天監督）が発起人として立ち上がったプロジェクト

で、「野球をはじめ、あらゆるスポーツを行っている若者の可能性を伸ばし、その能力をス

ポーツ界にとどまらず、広く社会にフィードバックさせること」を基本理念に、スポーツ

を通した人材育成やスポーツ用具の支援活動を行っている。そのスポーツ用具支援活動の

一環として、貧困地域（今回はインド）へサッカー用具を届けるにあたり、インドのこど

もたちにサッカーをよく知ってもらおうという目的で、JFA 監修でルールフラッグを制作

することになった。 

□ルールフラッグ（表） 

 

□ルールフラッグ（裏） 
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 13. 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：8月 1日（月）～3日（水） 

場 所：北海道札幌市 

[スケジュール] 

8 月 1日 （月） 集合、トレーニング 

8 月 2日 （火） トレーニング 

8 月 3日 （水） 練習試合 日本代表候補 vs 札幌大学 ○3-0 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((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 ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((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 関塚 隆  ((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 和田 一郎 ((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 ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((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 ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ドクター 加藤 晴康 
((財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/ 

立教大学) 

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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

通訳 矢野 大輔 ((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 加藤 秀樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 
(アディダス ジャパン(株)/ 

（株）BOTTOM UP) 

 [選  手] 

GK 東口 順昭 アルビレックス新潟 

 西川 周作   サンフレッチェ広島 

 権田 修一 FC 東京 

DF 岩政 大樹 鹿島アントラーズ 

 今野 泰幸 FC 東京 

 栗原 勇蔵 横浜 F･マリノス 

 森脇 良太 サンフレッチェ広島 

 太田 宏介 清水エスパルス 

 西  大伍 鹿島アントラーズ 

 鈴木 大輔 アルビレックス新潟 

 酒井 宏樹 柏レイソル 
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M 藤本 淳吾 名古屋グランパス 

 増田 誓志 鹿島アントラーズ 

 谷口 博之 横浜 F・マリノス 

 青山 敏弘 サンフレッチェ広島 

 田中 順也 柏レイソル 

 柏木 陽介 浦和レッズ 

 永井 謙佑 名古屋グランパス 

 清武 弘嗣 セレッソ大阪 

 山田 直輝 浦和レッズ 

 東  慶悟 大宮アルディージャ 

 原口 元気 
 

FW 李  忠成 サンフレッチェ広島 

 ハーフナーマイク ヴァンフォーレ甲府 

計 24名 

 14. 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 2011 

期 間：8月 8日（月）～10日（水） 

場 所：北海道札幌市 

 [スケジュール] 

 8 月 8 日(月) 集合・トレーニング 

 8 月 9 日(火) 公式練習 

 8 月 10 日(水) キリンチャレンジカップ 2011 vs. 韓国代表 ○3-0，解散 

 [スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((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 ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((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 和田 一郎 ((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 ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((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 ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ドクター 池田 浩 
((財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会 /  

順天堂大学医学部附属順天堂医院】 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (フリー)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

通訳 矢野 大輔 ((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) 

主 務 小野 仁久 ((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 加藤 秀樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 
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ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン(株)/(株)BOTTOM UP) 

 [選  手] 

GK 川島 永嗣 リールセ SK（ベルギー） 

東口 順昭 アルビレックス新潟 

西川 周作 サンフレッチェ広島 

DF 駒野 友一 ジュビロ磐田 

今野 泰幸 FC 東京 

栗原 勇蔵 横浜 F・マリノス 

伊野波 雅彦 ハイデュク・スプリト（クロアチア） 

槙野 智章 １．FC ケルン（ドイツ） 

内田 篤人 FC シャルケ 04（ドイツ） 

吉田 麻也 VVV フェンロ（オランダ） 

M 遠藤 保仁 ガンバ大阪 

阿部 勇樹 レスター・シティー（イングランド） 

長谷部 誠 VfL ヴォルフスブルグ（ドイツ） 

細貝  萌 FC アウクスブルグ（ドイツ） 

家長 昭博 RCD マヨルカ（スペイン） 

柏木 陽介 浦和レッズ 

MF 松井 大輔 ディジョン（フランス） 

李  忠成 サンフレッチェ広島 

岡崎 慎司 VfB シュトゥットガルト（ドイツ） 

本田 圭佑 CSKA モスクワ（ロシア） 

森本 貴幸 ノバーラ（イタリア） 

香川 真司 ボルシア・ドルトムント（ドイツ） 

清武 弘嗣 セレッソ大阪 

計 23名 

 

 15. Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 国際親善試合の件 

  行事名：Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 国際親善試合 

期 間：8月 8日（月）～10日（水） 

場 所：北海道札幌市 

 [スケジュール] 

 8 月 8 日(月) 集合・トレーニング 

 8 月 9 日(火) 公式トレーニング 

 8 月 10 日(水) 国際親善試合 vs. U-22 エジプト代表 ○2-1、解散 
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 [スタッフ] 

監督 関塚 隆 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 小倉 勉 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

GK コーチ 藤原 寿徳 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

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グスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 武藤 覚 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 鈴木 英一 (汐見台病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 ((財)日本サッカー協会/東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 藤本 栄雄 (フリー) 

総務 本間 一憲 ((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 辻上 裕章 ((財)日本サッカー協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 後藤 雄一 (アディダス ジャパン(株)) 

 [選  手] 

GK 権田 修一 (FC 東京) 

 
守田  達弥 (京都サンガ F.C.) 

 
安藤 駿介 (川崎フロンターレ) 

DF 薗田 淳 (川崎フロンターレ) 

 
村松 大輔 (清水エスパルス) 

 
鈴木 大輔 (アルビレックス新潟) 

 
酒井  宏樹 (柏レイソル 

 
高橋  峻希 (浦和レッズ) 

 
濱田 水輝 (浦和レッズ) 

 
和田 拓也 (東京ヴェルディ) 

 
酒井 高徳 (アルビレックス新潟) 

MF 青木 拓矢 (大宮アルディージャ) 

 
山本 康裕 (ジュビロ磐田) 

 
田邉 草民 (FC 東京) 

 
東 慶悟 (大宮アルディージャ) 

 
山口 螢 (セレッソ大阪) 

 
茨田 陽生 (柏レイソル) ※追加招集 

 
扇原 貴宏 (セレッソ大阪) 

 
山田 直輝 (浦和レッズ) ※追加招集 

FW 永井 謙祐 (名古屋グランパス) 

 
斎藤 学 (愛媛 F.C.) 

 
大迫 勇也 (鹿島アントラーズ) 

 
原口 元気 (浦和レッズ) ※辞退 
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杉本 健勇 (セレッソ大阪) 

                                                             計 23 名 

 16. Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-22（ロンドンオリンピック 2012）日本代表 国際親善試合 

期 間：8月 29 日（月）～31日（水） 

場 所：佐賀県鳥栖市、福岡県福岡市博多区 

 [スケジュール] 

 8 月 29 日(月) 集合・トレーニング 

 8 月 30 日(火) トレーニング 

 8 月 31 日(水) トレーニングマッチ vs. アビスパ福岡、解散 

 [スタッフ] 

監督 関塚 隆 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 小倉 勉 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

GK コーチ 藤原 寿徳 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

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グスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 武藤 覚 ((財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 山本 祐司 (弘前大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 ((財)日本サッカー協会/東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 堀田 泰史 (国立スポーツ科学センター) 

総務 本間 一憲 ((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 辻上 裕章 ((財)日本サッカー協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 後藤 雄一 (アディダス ジャパン(株)) 

 [選  手] 

GK 増田 卓也 (流通経済大学) 

 
守田 達弥  (京都サンガ F.C.) 

 
安藤 駿介 (川崎フロンターレ) 

DF 比嘉 祐介 (流通経済大学) 

 
村松 大輔 (清水エスパルス) 

 
鈴木 大輔 (アルビレックス新潟) 

 
吉田 豊 (ヴァンフォーレ甲府) 

 
酒井 宏樹 (柏レイソル) 

 
高橋 峻希 (浦和レッズ) 

 
濱田 水輝 (浦和レッズ) 

 
酒井 高徳 (アルビレックス新潟) 

 
高橋 祥平 (東京ヴェルディ) 

MF 山本 康裕 (ジュビロ磐田) 

 
山村 和也 (流通経済大学) 
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山田 直輝 (浦和レッズ) 

 
東  慶悟 (大宮アルディージャ) 

 
山口 螢 (セレッソ大阪) 

 
登里 享平 (川崎フロンターレ 

 
茨田 陽生 (柏レイソル) 

 
扇原  貴宏 (セレッソ大阪) 

FW 永井  謙佑 (名古屋グランパス) 

 
杉本 健勇 (セレッソ大阪) 

 
小野 裕二 (横浜 F･マリノス) 

                                                        計 23 名 

 17. Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 SBS カップの件 

  行事名：Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 SBS カップ 

期 間：8月 13 日（土）～21日（日） 

場 所：静岡県静岡市 

 [スケジュール] 

8 月 13 日 (土) 集合、トレーニング 

8 月 14 日 (日) トレーニング 

8 月 15 日 (月) トレーニング 

8 月 16 日 (火) トレーニング、練習試合 vs 静岡ユース    

8 月 17 日 (水) トレーニング 

8 月 18 日 (木) 
SBS カップ国際ユースサッカー 

 vs. U18 メキシコ代表(藤枝運動公園サッカー場) ○4-1 

8 月 19 日 (金) トレーニング 

8 月 20 日 (土)  vs. U18 オーストラリア代表(草薙陸上競技場) ○1-0 

8 月 21 日 (日)  vs. 静岡ユース(エコパスタジアム) ●1-2、試合終了後解散 

 [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グスタッフ) 

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グスタッフ) 

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グスタッフ) 

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 松尾谷 泰 ((財)日本サッカー協会/スポーツマッサージ・ナズー) 

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

総務 平井 徹 ((財)日本サッカー協会 代表チーム部) 8/17～ 

総務 添田 貢広 ((財)日本サッカー協会 代表チーム部) ～8/17 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス) 

 
中村 航輔 (柏レイソル U-18/柏日体高校) 
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DF 相馬 大士 (柏レイソル) 

 
遠藤 航 (湘南ベルマーレ) 

 
松原 健 (大分トリニータ) 

 
山中 亮輔 (柏レイソルユース) 

 
川口 尚紀 (アルビレックス新潟ユース) 

 
岩波 拓也 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
植田 直通 (熊本県立大津高校) 

MF 大島 僚太 (川崎フロンターレ) 

 
荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
熊谷アンドリュー (横浜 F・マリノスユース) 

 
榊 翔太 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
橋本 拳人 (F.C.東京 U-18) 

 
為田 大貴 (大分トリニータ U-18) 

 
深井 一希 (コンサドーレ札幌 U-18) 

FW 南 秀仁 (東京ヴェルディユース) 

 
高原 幹 (名古屋グランパス U18) 

 
近藤 貫太 (愛媛 FC ユース) 

 
久保 裕也 (京都サンガ F.C.U-18) 

                                 計 20 名 

 18. Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 カタール遠征の件 

  行事名：Ｕ-18（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 カタール遠征 

期 間：8月 22 日（月）～29日（月） 

場 所：カタール 

[スケジュール] 

8 月 22 日 (月) 集合、移動 

8 月 23 日 (火) 現地着、トレーニング 

8 月 24 日 (水) トレーニング 

8 月 25 日 (木) 国際親善試合 vs U-18 カタール代表 ●1-3 

8 月 26 日 (金) トレーニング 

8 月 27 日 (土) 国際親善試合 vs U-18 カタール代表 ○4-1 

8 月 28 日 (日) トレーニング 

8 月 29 日 (月) 現地発、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グスタッフ) 

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グスタッフ) 

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グスタッフ) 

ドクター 小島 岳史 (橘病院整形外科) 
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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/横浜ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

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

総務 平井 徹 ((財)日本サッカー協会 代表チーム部) 

[選  手] 

GK 池村 彰太 (JFA アカデミー福島/福島県立富岡高校) 

 
杉本 大地 (京都サンガ F.C.U-18/ウィザス ナビ高校) 

DF 櫛引 一紀 (コンサドーレ札幌) 

 
松原 健 (大分トリニータ) 

 
高橋 祐治 (京都サンガ F.C.U-18/立命館宇治高校) 

 
山中 亮輔 (柏レイソルユース/千葉県立柏南高校) 

 
佐藤 和樹 (名古屋グランパス U18/東海学園高校) 

 
工藤 将太朗 (大宮アルディージャユース/埼玉県立朝霞高校) 

 
川口 尚紀 (アルビレックス新潟ユース/開志学園高校) 

 
岩波 拓也 (ヴィッセル神戸 U-18/兵庫県立神戸高塚高校) *1 

MF 相馬 大士 (柏レイソル) 

 
田鍋 陵太 (三菱養和ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽ/東京都立練馬工業  高校)*1 

 
小野瀬 康介 (横浜 FC ユース/東京都立美原高校) *2 

 
幸野 志有人 (大分トリニータ) 

 
熊谷アンドリュー (横浜 F・マリノスユース/横須賀学院高校) 

 
廣田 隆治 (ヴィッセル神戸 U-18/神戸学院大学付属高校) 

 
榊 翔太 (コンサドーレ札幌 U-18/北海道札幌西陵高校) 

 
橋本 拳人 (F.C.東京 U-18/ウィザス高校) 

 
原川 力 (京都サンガ F.C.U-18/立命館宇治高校) 

 
野津田 岳人 (サンフレッチェ広島 F.C.ユース/広島県立吉田高校) 

FW 三根 和起 (京都サンガ F.C.U-18/立命館宇治高校) 

 
南 秀仁 (東京ヴェルディユース/神奈川県立上鶴間高校) 

 
高原 幹 (名古屋グランパス U18/岡崎城西高校) 

 
近藤 貫太 (愛媛 FC ユース/愛媛県立今治西高校) 

 *1:ケガのため不参加  *2：追加招集 

                                    計 22 名 

 19. Ｕ-16（Ｕ-20 ワールドカップ 2015）日本代表 第 12 回豊田国際ユースサッカー大会の件 

  行事名：Ｕ-16(Ｕ-20 ワールドカップ 2015)日本代表第 12回豊田国際ユースサッカー大会 

期 間：8月 1日（月）～7日（日） 

場 所：愛知県豊田市 

 [スケジュール] 

 8 月 1 日(月) PM 集合・PMトレーニング 

 8 月 2 日(火) AM トレーニング・PM練習試合 vs 東海学園大学 ○1-0 
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 8 月 3 日(水) AM トレーニング 

 8 月 4 日(木) 第 1 戦 vs Ｕ-16 韓国代表 ○1-1 PK4-3 

 8 月 5 日(金)  AM トレーニング 

 8 月 6 日(土)  第 2 戦 vs Ｕ-16 名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ・愛知県・豊田市選抜 ●0－2 

 8 月 7 日(日)  第 3 戦 vs Ｕ-16 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ代表 ○2－0・試合後解散 

 [スタッフ] 

監 督 池内 豊 ((財)日本サッカー協会 ナショナルトレセンコーチ) 

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グスタッフ)

GK コーチ 大橋 昭好 ((財)日本サッカー協会 ナショナルコーチングスタッフ)

ドクター 高松 浩一 (トヨタ記念病院) 

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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 濵田 勇太 (JFA アカデミー熊本宇城) 

総 務 小野 仁久 ((財)日本サッカー協会代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 中村 圭吾 (山梨学院大学付属高校) ※怪我による辞退 

 
高村 弘尚 (ジュビロ磐田 U-18) ※追加招集 

 
田口 潤人 (横浜 F・マリノスジュニアユース) 

DF 中島 大貴 (筑陽学園高校) 

 
ﾊｰﾌﾅｰ ﾆｯｷ (名古屋グランパス U18) 

 
鴨池 陽希 (FC 東京 U-18) 

 
内山 裕貴 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
光永 祐也 (アビスパ福岡 U-18) 

MF 森 勇人 (名古屋グランパス U18) 

 
安東 輝 (JFA アカデミー福島) 

 
田村 亮介 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
菅嶋 弘希 (東京ヴェルディユース) 

 
川上 翔平 (FC 東京 U-18) 

 
早坂 翔 (横浜 F・マリノスユース) 

 
三島 頌平 (帝京大学可児高校) 

 
丸岡 満 (セレッソ大阪 U-18) 

FW 北川 柊斗 (名古屋グランパス U18) 

 
武 颯 (横浜 F・マリノスユース) 

 
大津 耀誠 (セレッソ大阪 U-18) 

計 18 名 

 20. Ｕ-15 日本代表 ラオス・タイ遠征（ヴィエンチャン・バンコク）の件（田嶋副会長） 

  行事名：Ｕ-15 日本代表 ラオス・タイ遠征 

期 間：7月 21 日(木)～29 日(金) 
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場 所：ラオス／ヴィエンチャン、タイ／バンコク 

 [スケジュール] 

 7 月 21 日(木) AM 集合 PMトレーニング 

 7 月 22 日(金) 移動 

 7 月 23 日(土) AM トレーニング PM トレーニング 

 7 月 24 日(日) PM 国際親善試合 vsU-15 ラオス代表２－１○ 

 7 月 25 日(月) AM トレーニング PM 移動 

 7 月 26 日(火) PM 国際親善試合 vsU-15 タイ代表３－０○ 

 7 月 27 日(水) AM トレーニング PM トレーニング 

 7 月 28 日(木) PM 国際親善試合 vsU-15 タイ代表２－２△ 

 7 月 29 日(金) AM 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) 

 ＧＫコーチ  : 大橋 昭好  ((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   ： 結城 新   (東京医科歯科大学整形外科) 

 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) 

 総 務    ： 池辺 友和  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 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 長沢 祐弥 (ACN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津) 

 
林 瑞輝 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪 s ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 
白岡 ティモシィ (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

DF 中島 賢星 (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15) 

 
安立 大輝 (ACN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津) 

 
石田 崚真 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 U-15) 

 
高山 和真 (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
鈴木 拳士郎 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 U-15) 

 
高木 彰人 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)   

 
大西 拓真 (FC 東京 U-15 深川) 

 
佐藤 昴洋 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-15) 

MF 宮本 航汰 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
阿部 良季 (ｶﾃｨｵｰﾗ FC) 

 
北川 航也 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
和田 昌士 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
手塚 竣一朗 (ながいﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

 
横山 航河 (UKI-C FC/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城) 

 
佐々木 渉 (FC 東京 U-15 むさし) 
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中谷 進之介 (柏ﾚｲｿﾙ U-18)    

FW 大島 康樹 (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

 
鎌田 啓義 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
大西 勇輝 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-15) 

 
戸髙 裕登 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ U-15)       

                           以上 23 名 

 21. Ｕ-15 日本代表 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-15 日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 22 日(月)～29 日(月) 

場 所：新潟県十日町市 

[スケジュール] 

 7 月 22 日(月) AM 集合 PMトレーニング      

 7 月 23 日(火) AM トレーニング PM トレーニング 

 7 月 24 日(水) AM トレーニング PM 練習試合 vs 帝京長岡高校１－７● 

 7 月 25 日(木) AM トレーニング 

 7 月 26 日(金) AM 練習試合 vs 帝京長岡高校５－３○ 

 7 月 27 日(土) AM トレーニング PM トレーニング 

 7 月 28 日(日) AM 練習試合 vs アルビレックス新潟ユース５－３○ PM トレーニング 

 7 月 29 日(月) AM トレーニング /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) 

 ＧＫコーチ  : 大橋 昭好  ((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   ： 高松 晃   (名古屋大学医学部附属病院整形外科) 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 金成 仙太郎 (スポーツ医科学研究所) 

 総 務    ： 池辺 友和  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 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 長沢 祐弥 (ACN ｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津) 

 
田口 潤人 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 
白岡 ティモシィ (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

DF 中島 賢星 (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15) 

 
酒井 高聖 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ)   ※追加招集 

 
宮本 航汰 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
石田 崚真 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 U-15) 

 
伊藤 克尚 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
山口 慶希 (太陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ熊本玉名 U-15) 

 
高木 彰人 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)  ※怪我により辞退 
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大西 拓真 (FC 東京 U-15 深川) 

 
斎藤 海 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) ※怪我による辞退 

 
中谷 進之介 (柏ﾚｲｿﾙ U-18)    

 
大西 勇輝 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-15)   ※怪我により途中離脱 

MF 宮本 航汰 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
北川 航也 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
宮原 和也 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽ)    ※追加招集 

 
水谷 拓磨 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
中原 輝 (ﾙｰﾃﾙ学院中学校) 

 
手塚 康平 (柏ﾚｲｿﾙ U-15)    

 
会津 雄生 (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

 
岡村 吾朗 (図南 FC 群馬) 

 
姫野 宥弥 (HOYO AC ERAN 大分 U-15) 

 
小林 岩魚 (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
中村 文哉 (ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ岐阜 VAMOS) 

 
三好 康児 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15) 

FW 岸 幹太 (FC 東京 U-18)      ※怪我により途中離脱 

 
藤本 裕豪 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
鎌田 啓義 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 
阿部 良季 (ｶﾃｨｵｰﾗ FC) 

                           以上 23 名 

 22. Ｕ-19 日本女子代表候補 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 トレーニングキャンプ 

期 間：8月 15 日（月）～18日（木） 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

8月15日 （月） 集合、トレーニング（午後） 

8月16日 （火） トレーニング（午前・午後） 

8月17日 （水） トレーニング（午前・午後） 

8月18日 （木） トレーニング（午前）、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 本田 美登里 ((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 手塚 貴子  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/栃木 SC) 

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 大岩 孝子 (静岡赤十字病院) 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 能仲 太司 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

総 務 宮崎 英津子 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

  
 

[選  手] 

GK 武仲 麗依 (INAC 神戸レオネッサ) 

 三田 一紗代 (早稲田大学) 

 望月 ありさ (日テレ・メニーナ) 

DF 坂本 理保 (浦和レッズレディース) 

 中村 ゆしか (関東学園大学) 

 浜田 遥 (スペランツァ FC 高槻) 

 和田 奈央子 (JFA アカデミー福島) 

 高木 ひかり (常葉学園橘高等学校) 

 鈴木 里奈 (常盤木学園高等学校) 

 佐藤 比香理 (大阪桐蔭高等学校) 

MF 藤田 のぞみ (浦和レッズレディース) 

 柴田 華絵 (浦和レッズレディース) 

 齋藤 あかね (浦和レッズレディース) 

 田中 陽子 (JFA アカデミー福島) 

 仲田 歩夢 (常盤木学園高等学校) 

 松川 智 (大阪桐蔭高等学校) 

 加藤 千佳 (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽﾕｰｽ) 

 川島 はるな (JFA アカデミー福島) 

 猶本 光 (福岡 J・アンクラス) 

FW 横山 久美 (十文字高等学校) 

 京川 舞 (常盤木学園高等学校) 

 田中 美南 (日テレ・メニーナ) 

 道上 彩花 (常盤木学園高等学校) 

計 23 名 

 23. Ｕ-16 日本女子代表 海外遠征（アメリカ）の件 

  行事名：U-16 日本女子代表 海外遠征（アメリカ） 

期 間：8月 22 日（月）～31日（水） 

場 所：アメリカ合衆国、ロサンゼルス 

 [スケジュール] 

8月22日 （月） 集合・出発、PM トレーニング 

8月23日 （火） AM/PM トレーニング 

8月24日 （水） PM トレーニング 



報告事項報告事項報告事項報告事項    

2011/9/8 第 5回理事会 

21 

8月25日 （木） AM トレーニング PM 国際親善試合 vsU-17 アメリカ女子代表 △2-2 

8月26日 （金） AM トレーニング PM 国際親善試合 vsU-16 カナダ女子代表 ○2－1 

8月27日 （土） AM トレーニング  

8月28日 （日） AMトレーニング PM国際親善試合vsU-17アメリカ女子代表 ○2－1 

8月29日 （月） AM トレーニング PM 国際親善試合 vsU-16 カナダ女子代表 

8月30日 （火） 出発 

8月31日 （水） 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 髙倉 麻子 ((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 手塚 貴子  ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/栃木 SC) 

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) 

ドクター 中村 香織 (佐久総合病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 ((株)新潟アルビレックスランニングクラブﾞ) 

総 務 宮崎 英津子 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

  
 

[選  手] 

GK 井上 ねね (JFA アカデミー福島) 

 染矢 海優 (日ノ本学園高等学校) 

 平尾 知佳 (JFA アカデミー福島) 

DF 松原 有沙 (大商学園高等学校) 

 長町 優里 (岡山湯郷ベル) 

 三宅 史織 (JFA アカデミー福島) 

 土光 真代 (日テレ・メニーナ) 

 清水 梨紗 (日テレ・メニーナ) 

 万屋 美穂 (FC ヴィトーリア) 

MF 井上 綾香 (河内 SC ジュベニール) 

 成宮 唯 (JFA アカデミー福島) 

 中村 みづき (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽﾕｰｽ) 

 伊藤 美紀 (常盤木学園高等学校) 

 入江 未希 (日ノ本学園高等学校) 

 平田 美紀 (常盤木学園高等学校) 

 隅田 凜 (日テレ・メニーナ) 

 乗松 瑠華 (JFA アカデミー福島) 

 籾木 結花 (日テレ・メニーナ) 

FW 佐々木 美和 (常盤木学園高等学校) 
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 増矢 理花 (JFA アカデミー福島) 

 野口 彩佳 (十文字高等学校) 

 鳥海 由佳 (日テレ・メニーナ) 

 白木 星 (ノルディーア北海道) 

                                計 23 名 

 24. ユニバーシアード日本代表 第 26回ユニバーシアード競技大会 2011/深圳の件 

  行事名：ユニバーシアード日本代表 第 26回ユニバーシアード競技大会 2011/深圳 

期 間：8月 7日（日）～24日（日） 

場 所：中国深圳市 

 [スケジュール] 

8 月 7日 (日) 集合、JOC 選手団結団式出席 

8 月 8日 (月) 移動、トレーニング 

8 月 9日 (火) トレーニング 

8 月 10 日 (水) トレーニング 

8 月 11 日 (木) グループステージ 第 1戦 vs. ガーナ △2-2 

8 月 12 日 (金) トレーニング、開会式出席 

8 月 13 日 (土) トレーニング 

8 月 14 日 (日) グループステージ 第 2戦 vs. カナダ ○6-1 

8 月 15 日 (月) トレーニング 

8 月 16 日 (火) グループステージ 第 3戦 vs. イギリス ○1-0 

8 月 17 日 (水) トレーニング 

8 月 18 日 (木) 準々決勝 vs. 中国 ○3-0 

8 月 19 日 (金) トレーニング 

8 月 20 日 (土) 準決勝 vs. ロシア ○4-1 

8 月 21 日 (日) トレーニング 

8 月 22 日 (月) 決勝 vs. イギリス ○2-0 

8 月 23 日 (火) 閉会式出席 

8 月 24 日 (水) 現地発、帰国、解散 

 [スタッフ] 

チームリーダー 中野 雄二 (流通経済大学) 

監督 大平 正軌 (流通経済大学) 

コーチ 黒田 雄司 (阪南大学) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 井田 征次郎 (ファジアーノ岡山) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 内田 靖之 (関西医療大学) 

ドクター 長尾  雅史 (順天堂大学 医学部附属 練馬病院) 

総務 吉村 雅文 (順天堂大学) 

技術スタッフ 古賀 初 (学校法人東京電機大学) 
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 [選  手] 

GK 増田 卓也 (流通経済大学) 

 
高木 駿 (明治大学) 

DF 丸山 祐市 (明治大学) 

 
櫻内 渚 (関西大学) 

 
林堂 眞 (駒澤大学) 

 
谷口 彰悟 (筑波大学) 

 
大岩 一貴 (中央大学) 

 
比嘉 祐介 (流通経済大学 

MF 山村 和也 (流通経済大学) 

 
湯澤 洋介 (駒澤大学) 

 
河本 明人 (通経済大学) 

 
宮阪 政樹 (明治大学) 

 
椎名 伸志 (流通経済大学) 

 
河井 陽介 (慶應義塾大学) 

MF 中里 崇宏 (流通経済大学) 

 
八反田 康平 (筑波大学) 

 
六平 光成 (中央大学) 

FW 富山 貴光 (早稲田大学) 

 
赤﨑 秀平 (筑波大学) 

 
瀬沼 優司 (筑波大学) 

                              計 20 名 

 25. ユニバーシアード日本女子代表 第 26回ユニバーシアード競技大会 2011/深圳の件 

  行事名：ユニバーシアード日本女子代表 第 26回ユニバーシアード競技大会 2011/深圳 

期 間：7月 31 日（日）～8月 22日（月） 

場 所：静岡県御殿場市、中国深圳市 

 [スケジュール] 

7月 31日 (日) 集合、国内トレーニング 

8 月 1日 (月) トレーニング 

8 月 2日 (火) トレーニング 

8 月 3日 (水) トレーニング 

8 月 4日 (木) トレーニング 

8 月 5日 (金) トレーニング、移動 

8 月 6日 (土) 移動、トレーニング 

8 月 7日 (日) トレーニング 

8 月 8日 (月) トレーニング 

8 月 9日 (火) トレーニング 
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8月 10日 (水) トレーニング 

8月11日 (木) グループステージ 第 1戦 vs. エストニア ○3-0 

8月 12日 (金) トレーニング、開会式出席 

8月13日 (土) グループステージ 第 2戦 vs. ブラジル ●1-3 

8月 14日 (日) トレーニング 

8月15日 (月) グループステージ 第 3戦 vs. フランス ○2-0 

8月 16日 (火) トレーニング 

8月17日 (水) 準々決勝 vs. カナダ ○6-0 

8月 18日 (木) トレーニング 

8月19日 (金) 準決勝 vs. フランス ○3-2 

8月 20日 (土) トレーニング 

8月21日 (日) 決勝 vs.中国 ●1-2 

8月 22日 (月) 現地発、帰国、解散 

 [スタッフ] 

監 督 堀野 博幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/早稲田大学) 

コーチ 太田 真司 (吉備国際大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

GK コーチ 黒澤 尚 (仙台大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

ドクター 山口 奈美 (宮崎大学医学部整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 島田 真梨子 (JFA アカデミー福島) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 大脇 友里佳 (早稲田大学大学院) 

総 務 岩崎 陸 (慶應義塾大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

 [選  手] 

GK 船田 麻友 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース/東洋大学) 

 
池田 咲紀子 (浦和レッドダイヤモンズレディース/日本体育大学) 

DF 田中 麻里菜 (スフィーダ世田谷 FC) 

 
田子 亜貴 (AS エルフェン狭山 FC) 

 
臼井 理恵 (早稲田大学) 

 
高橋 千帆 (吉備国際大学) 

 
櫻本 尚子 

(ジェフユナイテッド市原・千葉レディース/ 

帝京平成大学) 

 
竹山 裕子 (浦和レッドダイヤモンズレディース/埼玉大学) 

 
左山 桃子 (静岡産業大学) 

MF 筏井 りさ 
(ジェフユナイテッド市原・千葉レディース/ 

筑波大学大学院) 

 
高畑 志帆 (早稲田大学) 

 
乃一 綾 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

 
杉山 貴子 (武蔵丘短期大学) 
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岸川 奈津希 (浦和レッドダイヤモンズレディース/早稲田大学) 

 
杉田 亜未 (吉備国際大学) 

FW 中出 ひかり (伊賀フットボールクラブくノ一) 

 
久保田 麻友 (日本体育大学) 

 
鈴木 薫子 (AS エルフェン狭山 FC) 

 
大滝 麻未 (早稲田大学) 

 
長田 いづみ (神奈川大学) 

                                   計 20 名 

 26. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手制度の件 

選手：  上福元 直人 

（所属歴： ← 順天堂大学蹴球部←船橋市立船橋高等学校←千葉サッカークラブ・美浜

←フットボールクラブ若葉←北貝塚フットボールクラブ） 

所属元： 順天堂大学 

受入先： 大分トリニータ 

承認日： 8月3日 

選手：  田中 達也 

（所属歴： ← 九州産業大学学友会体育会サッカー部←東福岡高等学校←アビスパ福岡

U-15←Y-EAST） 

所属元： 九州産業大学 

受入先： ロアッソ熊本 

承認日： 8月10日 

選手:  武田 大 

（所属歴： ← 東京学芸大学蹴球部←桐蔭学園高等学校←横浜F・マリノスジュニアユー

ス←横浜F・マリノスプライマリー） 

所属元： 東京学芸大学 

受入先： ギラヴァンツ北九州 

承認日： 8月10日 

選手:  杉田 哲司 

（所属歴： ← 青山学院大学体育会サッカー部←湘南ベルマーレユース（U-18）←横浜

市立浜中学校サッカー部←大崎サッカークラブ） 

所属元： 青山学院大学 

受入先： ザスパ草津 

承認日： 8月24日 

 


