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 1. ＦＩＦＡクラブワールドカップの件 

  (1) 大会結果について 

（報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№1111 

(2) チャリティ活動について 

以下にて各種活動を実施した。 

1) チャリティオークション 

各出場クラブの協力により、選手のサイン入りシャツやグッズを提供してもらい、12月 8日

から 12 月 22 日までの間、オンラインにてチャリティオークションを実施した。全 45 点が

出品され、落札された総額は 5,243,508 円に上った。これらの売り上げを義捐金として日本

赤十字社を通じて寄付する。 

2) 選手／コーチからのメッセージ 

全参加 7クラブの選手及びコーチの協力により収録された被災地への応援メッセージをスタ

ジアム大型映像やイベント会場にて露出を図った。 

3) チャリティプロジェクト公式フェイスブックサイト 

短期の開設期間にもかかわらず、5,773 人の積極的な支持者をはじめとする多くの世界中の

ファンからのアクセスを集め、サイト上で寄せられた被災地への応援メッセージをスタジア

ム大型映像やイベント会場にて露出を図った。 

4) チャリティグッズ 

本プロジェクトのスローガンである「ＲＥ－ＫＩＣＫＯＦＦ ＪＡＰＡＮ」がデザインされ

た「ＢＯＮＦＩＮ(ボンフィン)」をキーアイテムとして、関係者や一部の来場者をはじめ多

くの場面で露出を図った。 

 2. ＦＩＦＡ理事会 報告の件  

  12 月 16 日・17日にＦＩＦＡ理事会が東京で開催された。主な決定事項は以下のとおり。 

1. 独立統治委員会の創設 

＜メンバー＞ サッカー界内外から構成される。チェアマンは、国際専門家の Mark Pieth 氏。 

＜下記 4つのタスク・フォースと連携して、改革を提案していく。＞ 

� 規約改定タスク・フォース 

� ＦＩＦＡ倫理委員会タスク・フォース 

� 透明性・コンプライアンス タスクフォース（田嶋副会長がメンバーの一人） 

� フットボール 2014 タスクフォース（田嶋副会長がメンバーの一人） 

2. FC Sion/Olympique des Alpes SA 

出場資格がない選手を起用したとして、ＦＩＦＡ紛争調停委員会及びスイス連邦裁判所より

科せられた登録禁止措置をスイス協会は 2012.1.13 までに順守することを命じた。それを履

行しない場合、スイス協会は資格停止処分となる。 
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3. 新たなデベロップメントプログラムの創設 

2012-2014 の間 計 60 百万ドルを承認した。 

＜使用目的＞ 

� 加盟協会統治と組織権限強化 

� 加盟協会収入創出と多様性 

� 登録システムと国内大会管理 

� 発展、インフラ、スポーツ用具プロジェクト 

4. ＦＩＦＡクラブワールドカップ 2013・2014 のホスト国 

モロッコが指名された。 

5. 女子サッカーでのヒジャーブの着用について 

ＦＩＦＡ副会長の Prince Ali Hussein（ヨルダン）が、ＩＦＡＢ(03.03)にてプレゼンテー

ションを行うこととした。 

 3. ＦＩＦＡ委員会 出席者の件  

  2011 年 11 月、12 月、2012 年 1月のＦＩＦＡ各種委員会への出席者は以下の通り。 

11 月 29 日 透明性・コンプライアンス タスクフォース    田嶋副会長 

12 月 7 日 ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員会 田嶋副会長 

12 月 16 日 ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員会 田嶋副会長 

1 月 19 日  透明性・コンプライアンス タスクフォース   田嶋副会長 

 4. ＦＩＦＡ委員会 委員の件 

  2012 年 1月にＦＩＦＡ委員会の委員が新たにＦＩＦＡから発表された。 

ＪＦＡ関連の委員は以下の通り。 

ＦＩＦＡ委員会名 役職 （敬称略） 

加盟協会委員会 委員 小倉 純二 

クラブフットボール委員会 委員 大東 和美 

女子サッカー・女子ワールドカップ委員会 委員 土肥 美智子 

タスクフォース フットボール 2014 委員 田嶋 幸三 

透明性・コンプライアンス タスクフォース 委員 田嶋 幸三 

フットボール委員会 委員 田嶋 幸三 

医学委員会 委員 土肥 美智子 

クラブワールドカップ組織委員会 特別顧問 村上 哲哉（電通） 

クラブワールドカップ組織委員会 特別顧問 松﨑 康弘 

コンフェデレーションズカップ組織委員会 委員 小倉 純二 

Ｕ-20 女子ワールドカップ組織委員会 特別顧問 田嶋 幸三 

審判委員会（競技会担当） 委員 上川 徹 
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戦略委員会 委員 佐々木 則夫 

（委員会名の記載順：アルファベット順に記載しています） 

 5. 2011 年度 公認指導者養成講習会受講者の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№2222 

2011 年度 公認指導者養成講習会の受講者を別紙のとおり決定した。 

 ① 公認 GK-A 級コーチ 

 ② 公認 GK-B 級コーチ 

※ 受講申込受付期間：9月～11 月 

 6. 日本フットサルリーグ所属クラブ退会の件 

  日本フットサルリーグ実行委員会及び一般財団法人日本フットサル連盟理事会で審議した結果、

リーグ要項の以下の条項が遵守されていないと判断し、2012 年シーズンから退会とした。 

● 日本フットサルリーグ要項 第 25条（クラブの資格要件） 

 クラブは、以下の各号の要件をそなえるものでなければならない。 

   （１） Ｆリーグの公式試合を充分に行えるだけの運営体制を有すること。 

   （４） 健全な財政運営を継続的に行っていること。 

法人名「株式会社 ステラミーゴスポレクコム」 （クラブ名：「ステラミーゴいわて花巻」） 

 7. ＪＦＡマッチコミッショナー認定制度改正の件 

  標記認定制度について以下の通り改訂の上、2012 年度マッチコミッショナーの養成を実施する。 

① 推薦 

［改正前］ 都道府県サッカー協会、各種連盟、JFA より推薦 

※2011 年度は、都道府県サッカー協会、各種連盟からの推薦は受付けない

こととする。（JFA 推薦のみ受付）    

［改正後］ 都道府県サッカー協会、各種連盟、JFA より推薦 

※2012 年度は、都道府県サッカー協会、各種連盟からの推薦は受付けない

こととする。（JFA 推薦のみ受付）    

 8. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合派遣は次のとおり。 

（役員）   

① Disney Showcase 

   ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：廣嶋 禎数 

   期 間：12月 29 日～2012 年 1月 6日 

場 所：フロリダ/アメリカ 

（審判員） 

① Disney Showcase 

審判員：須永 久美、樽本 好美、坊薗 真琴 

期 間：12月29日～2012年1月6日 

場 所：フロリダ/アメリカ 

② AFC Project Future Referees –First Development Course 

審判員：松田 卓磨 

期 間：2012 年 2月 10 日～17 日 
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場 所：クアラルンプール/マレーシア 

③ AFC Futsal Championship 2012 ASEAN Zone 

審判員：小崎 知広、宮谷 直樹 

期 間：2012 年 2月 18 日～28 日 

場 所：バンコク/タイ 

 9. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

    12 月 2,918 人  1 日平均 108.5 人 

 （2010 年 1,638 人 2009 年 1,695 人 2008 年 2,978 人 2007 年 2,327 人） 

2011 年度 52,476 人 1 日平均 238.5 人 

２）冬季特別開館 

  12月 27日（月）～1月 9日（祝/月）冬季特別開館として 10:00より 18:00まで開館。 

３）メンテナンス休館 

  1月 10日（火）～1月 16日（月）をメンテナンス休館とする。 

 10. 海外遠征申請の件 

  （1）全国高等専門学校サッカー連盟 

チ ー ム 全国高専サッカー選抜 （第 1種） 

遠征期間 2012 年 3 月 17 日（土）～26日（火） 

遠 征 先 ライムズバッハ/ドイツ 

（2）(財)北海道サッカー協会 

チ ー ム コンサドーレ札幌 （第 1種） 

遠征期間 2012 年 1 月 25 日（水）～2月 9日（木） 

遠 征 先 グアム/米国 

（3）(財）埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ （第 1種） 

遠征期間 2012 年 1 月 30 日（月）～2月 10日（金） 

遠 征 先 グアム/アメリカ合衆国 

（4）（財）東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京ヴェルディユース （第 2種） 

遠征期間 2012 年 1 月 19 日（木）～24日（火） 

遠 征 先 モンタバウア/ドイツ 

（5）（一財）静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水エスパルス （第 1種） 

遠征期間 2012 年 1 月 21 日（土）～27日（金） 

遠 征 先 香港/香港 

（6）(社）大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-18 （第 2種） 

遠征期間 2012 年 1 月 5日（木）～17日（火） 

遠 征 先 パリ/フランス 

（7）（社）大阪府サッカー協会 
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チ ー ム 河内長野市サッカー連盟 （第 4種） 

遠征期間 12 月 23 日（金）～26日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（8）（社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム INAC 神戸レオネッサ （女子） 

遠征期間 2012 年 1 月 30 日（月）～2月 8日（日） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

 11. 標章使用申請の件   

  （1）申請団体： 特定非営利活動法人山形県サッカー協会 

使用目的： 名刺作製 1 名分 各 100 枚 

 12. 2012 年度サッカー１級、女子１級審判員認定の件 

  （報告）（報告）（報告）（報告）資料№資料№資料№資料№3333 

別紙の審判員はいずれも 1級審判員、女子 1級審判員としての技量があると判断されたので、

1 級審判員は 2011 年 12 月 23 日付け、女子 1 級審判員は 2011 年 11 月 20 日付けの審判委員会を

もって認定した。 

 13. Ｕ-13 日本選抜 ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業の件 

  行事名：Ｕ-13 日本選抜トレーニングキャンプＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業   

期  間：12 月 17 日(土)～22 日(木) 

場  所：静岡県/時之栖スポーツセンター 

［スケジュール］ 

12 月 17 日(土) 集合・トレーニング 

12 月 18 日(日) トレーニング  

12 月 19 日(月) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13 韓国選抜 △ １－１ 

12 月 20 日(火) トレーニング 

12 月 21 日(水) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13 韓国選抜 〇 ３－０ 

12 月 22 日(木) トレーニング・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 ：猿澤 真治（(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） 

ＡＴ ：松田 拓也（JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：藤田 聖吾（筑波大学大学院） 

［選手］ 

 ＧＫ 渡辺 優三       神奈川県 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15 

    井上 聖也       高知県  大方中学校 

 ＦＰ 鍬形 美月       岩手県  RENUOVENS OGASA FC 

    田中 虎之介      香川県  FC ﾘﾌｫﾙﾏ 

    川尻 龍司       北海道  ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15 
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    川原田 湧       神奈川県 横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    田中 洸太朗      愛知県  名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U-15 

    村瀬 悠介       大阪府  ｾﾚｯｿ大阪 U-15 

    高 宇洋        神奈川県 川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-15 

    川上ﾃﾞﾄﾞｵｼﾞｮﾝ智慧    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 

    関口 正大       新潟県  FC 五十嵐ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    西田 一翔       大阪府  ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    岩崎 悠人       福島県  JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島 

    西本 卓申       熊本県  ｱﾙﾊﾞﾗﾝｼｱ熊本 FC 

    崎村 祐丞       福岡県  ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15 

    中間 俊亘       広島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    平田 竜士       東京都  東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    渡辺 皓太       東京都  東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    冨安 健洋       福岡県  ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15 

    松岡 大智       富山県  ｶﾀｰﾚ富山 U-15   以上 20 名 

 14. Ｕ-14 日本選抜トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ－14 日本選抜トレーニングキャンプ 

期  間：12 月 18 日(日)～22 日(木) 

場  所：高知県/春野県立春野総合運動公園 

［スケジュール］ 

12 月 18 日(日) 集合・トレーニング 

12 月 19 日(月) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 明徳義塾高等学校 ●４－５ 

12 月 20 日(火) トレーニング 

12 月 21 日(水) トレーニング 

12 月 22 日(木) 試合 Ｕ－13 日本選抜 対 土佐高等学校 △４－４ 

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 ：佐藤 一樹（(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 ：岸本 浩右（JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城） 

ＡＴ ：中條 智志（JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ：大島  琢（筑波大学大学院） 

［選手］ 

 ＧＫ 松村 優太郎   長崎県  国見町立国見中学校 

    指崎 尚大    神奈川県 横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ追浜 

 ＦＰ 杉森 考起    愛知県  名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15 

    斎藤 宏太    山形県  山形 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    神谷 雄太    東京都  東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    野中 優之介   福岡県  ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-15 
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    高嶋 由哉    福井県  ALPHARD FC 

    吉岡 樹利也   熊本県  ｿﾚｯｿ熊本（JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城） 

    久保田 成悟   北海道  ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15 

    藤井 陸     福島県  ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F･C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    松井 輝純    福島県  ﾗｯｾﾙ郡山 FC 

    森 晃太     愛知県  名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15 

    立石 爽志    埼玉県  大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    杉山 雄太    北海道  ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15 

    川田 拳登    埼玉県  大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    津留 卓麿    長崎県  V･ﾌｧｰﾚﾝ長崎 U-15 

    郡 大夢     東京都  東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

    福井 悠陽    香川県  F．C．ｺｰﾏﾗﾝﾄ 

    花田 佑     神奈川県 横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ追浜 

    藤谷 壮     兵庫県  ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-15 

    丸岡 悟     徳島県  徳島市川内中学校 

    佐々木 匠    宮城県  ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ     以上 22 名 

 15. スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプの件 

行事名：スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間：11 月 25 日（金）～ 27 日（日） 

場  所：中伊豆ワイナリーヒルズ（静岡県伊豆市） 

［スケジュール］ 

11 月 25 日(金) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 26 日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 27 日(日) 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） 

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 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／常葉学園橘高校女子ｻｯｶｰ部） 

GK ｺｰﾁ ： 池田 敏晃 （藤枝順心ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

GK ｺｰﾁ ： 宇津江智保 （群馬県立太田女子高校ｻｯｶｰ部） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 内田 繕博 （清泉ｸﾘﾆｯｸ整形外科） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 女子部） 

［選手（GK）］ 

大宮司晴菜  北海道  ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ･ﾘﾝﾀﾞ 

清水  栞  埼玉県  浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽﾕｰｽ 

池尻 凪沙  熊本県  MELSA 熊本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｿﾋｰｱ 

高橋 智子  新潟県  ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18 

浅野 菜摘  神奈川県 横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ JOY 

芦 はづき  兵庫県  宝塚ｴﾙﾊﾞｲﾚ LFC 

福永絵梨香  大阪府  高槻ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 
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戸田 梨瑚  北海道  旭川女子ｱﾁｰﾎﾞ 

西中 麻穂  滋賀県  おおつｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

鈴木佐和子  埼玉県  浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

芝 ひより  京都府  ﾊﾞﾆｰｽﾞ京都 SC ｶﾞﾗｼｬ 

藤田 みあ  奈良県  ﾃﾞｨｱﾌﾞﾛｯｻ高田 FC ｿﾋｨｰｿﾞ 

高井由衣奈  福井県  武生ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ･ﾚﾃﾞｨｰｽ 

若林 祐衣  大分県  大分ﾄﾘﾆｰﾀ ﾚﾃﾞｨｰｽ          計 14 名 

 16. ナショナルトレセン女子 U-15 の件 

行事名：ナショナルトレセン女子 U-15 

期 間：12 月 15 日（木） ～ 18 日（日） 

【東日本】 

場  所：時之栖スポーツセンター（静岡県裾野市） 

参加者数：選手 81 名 

     （北海道 14名／東北 14名／関東 22 名／東海 18名／JFA アカデミー福島 13 名） 

【西日本】 

場所：  アスコ ザ パーク TANBA（兵庫県丹波市） 

参加者数：選手 84 名（北信越 14名／関西 18 名／中国 14名／四国 14 名／九州 18名／ 

 JFA アカデミー福島 6名） 

     指導者講習会受講者 25 名 

 17. U-22（ﾛﾝﾄﾞﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 2012）日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-22（ﾛﾝﾄﾞﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 2012）日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：12 月 25 日（日）～27 日（火） 

場 所：千葉県千葉市 

 [スケジュール] 

 12 月 25 日(日)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 12 月 26 日(月)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 12 月 27 日(火)   ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸ、終了後解散 

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

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

 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ｸﾞｽﾀｯﾌ) 

 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 菊島 良介  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

 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  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

[選 手] 
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 GK      増田 卓也  (流通経済大学) 

        安藤 駿介  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

 DF      薗田 淳   (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

        比嘉 祐介  (流通経済大学) 

        大岩 一貴  (中央大学) 

        鈴木 大輔  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

        吉田 豊   (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府) 

        酒井 高徳  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

        高橋 祥平  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

 MF      山本 康裕  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

        山村 和也  (流通経済大学) 

        東  慶悟  (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

        登里 享平  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)  

        高木 善朗  (ﾕﾄﾚﾋﾄ/ｵﾗﾝﾀﾞ)  ※ 

 FW      山崎 亮平  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

        大迫 勇也  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

        大津 祐樹  (ﾎﾞﾙｼｱ MG/ﾄﾞｲﾂ)  ※ 

        指宿 洋史  (ｾﾋﾞﾘｱ・ｱﾄﾚﾁｺ/ｽﾍﾟｲﾝ)  ※ 

        宇佐美 貴史 (ﾊﾞｲｴﾙﾝ・ﾐｭﾝﾍﾝ/ﾄﾞｲﾂ)  ※ 

                        計 19 名 

 ※12 月 26 日のﾐｰﾃｨﾝｸﾞのみ参加 

 18. Ｕ-18（Ｕ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2013 トルコ）日本代表 ｲｽﾗｴﾙ遠征の件 

  行事名：Ｕ-18（Ｕ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2013 ﾄﾙｺ）日本代表 ｲｽﾗｴﾙ遠征 

期 間：12 月 8 日（木）～17日（土） 

場 所：ｲｽﾗｴﾙ/ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ  

 [スケジュール] 

 12 月  8 日(木) PM 集合 

     9 日(金) AM ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ PM 出発 

    10 日(土) PM ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    11 日(日) AM ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ PM ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    12 日(月) Traditional Winter Tournament2011 

          vs.U-18 ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ代表 ●1-2（0-2） 

    13 日(火) Traditional Winter Tournament2011 

          vs.U-18 ﾄﾞｲﾂ代表 ●0-2（0-1） 

    14 日(水) AM/PM ｴﾙｻﾚﾑ市内観光 

    15 日(木) Traditional Winter Tournament2011 

          vs.U-18 ｲｽﾗｴﾙ代表 ○6-3（3-3） 

    16 日(金) 現地発 

    17 日(土) 帰国/解散 

 [スタッフ] 
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団 長     松田 薫二  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部部長） 

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

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    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    深井 厚   (関東労災病院) 

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     小野 仁久  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

主 務     添田 貢広  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

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） 

[選  手] 

GK       山田 元気      (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18） 

GK        中村 航輔      (柏ﾚｲｿﾙ U-18） 

DF       室屋 成       (青森山田高校） 

GK        川口 尚紀      (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ） 

GK        諸石 健太      (桐光学園高校） 

GK        秋野 央樹      (柏ﾚｲｿﾙ U-18） 

GK        新井 純平      (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ） 

GK        田口 翔太郎     (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

GK        ハーフナー ニッキ  (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U18） 

MF       早川 史哉      (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ） 

GK        平澤 俊輔      (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

GK        溝田 光       (三重県立津工業高校） 

GK        小林 祐介      (柏ﾚｲｿﾙ U-18） 

GK        中川 寛斗      (柏ﾚｲｿﾙ U-18） 

GK        松本 昌也      (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

GK        三島 頌平      (帝京大学可児高校） 

FW       鈴木 武蔵      (桐生第一高校） 

GK        木下 康介      (横浜 FC ﾕｰｽ） 

GK        南野 拓実      (ｾﾚｯｿ大阪 U-18） 

GK        田村 亮介      (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18）      計 20 名 

 19.  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：12 月 19 日（月）～21 日（水） 

場 所：大分県杵築市 

 [スケジュール] 

 12 月 19 日(月) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 12 月 20 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 12 月 21 日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs.ﾊﾞｻｼﾞｨ大分 

         解散 

[スタッフ] 
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 監 督     ミゲル・ロドリゴ（(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

 コーチ兼通訳  在原 正明   （(財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ(株)） 

 ドクター    赤木 龍一郎  （千葉大学） 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  大岡 茂    （(株)R-body project） 

 総 務     倉田 研太郎  （(財)日本ｻｯｶｰ協会技術部） 

[選  手] 

 GK       川原 永光     （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

 GK       冨金原 徹     （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

 GK       藤原 潤      （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

 FP       木暮 賢一郎    （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ）※1 

 FP       上澤 貴憲     （府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC） 

 FP       完山 徹一     （府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC） 

 FP       小宮山 友祐    （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

 FP       村上 哲哉     （シュライカー大阪） 

 FP       高橋 健介     （バルドラール浦安） 

 FP       松宮 充義     （ｼｭﾗｲｶｰ大阪） 

 FP       北原 亘      （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

 FP       稲葉 洸太郎    （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

 FP       原田 浩平     （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

 FP       小曽戸 允哉    （ﾊﾞｻｼﾞｨ大分） 

 FP       渡邉 知晃     （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ）※1 

 FP       滝田 学      （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田） 

 FP       吉川 智貴     （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

 FP       逸見 勝利ラファエル（名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

                              計 18 名 

※1：体調不良のため不参加 

 20.  フットサル日本女子代表 海外遠征の件 

  行事名：ﾌｯﾄｻﾙ日本女子代表 第 2回世界女子ﾌｯﾄｻﾙﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

期 間：11 月 27 日（月）～12 月 13 日（金） 

場 所：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾌｫﾙﾀﾚｰｰｻﾞ 

 [スケジュール] 

 11 月 27 日(日) 集合（三島駅新幹線口） 

 11 月 28 日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 11 月 29 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 11 月 30 日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・成田空港に移動 

 12 月 01 日(木) 成田空港発、移動 

 12 月 02 日(金) 現地着、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 12 月 03 日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 12 月 04 日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 12 月 05 日(月) 16:00 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 1 戦 vs.ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ  ●0-4(0-3) 
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 12 月 06 日(火) 14:00 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 2 戦 vs.ﾛｼｱ  ●0-1(0-1) 

 12 月 07 日(水) 18:00 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 3 戦 vs.ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ  △1-1(0-1) 

 12 月 08 日(木) 14:00 順位決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ vs.ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ  ○5-2(2-0) 

 12 月 09 日(金) 15:00 5/6 位決定戦 vs.ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ  ○3-2(1-0) 

 12 月 10 日(土) 3/4 位決定戦、決勝戦観戦 

 12 月 11 日(日) 現地発、移動、 

 12 月 12 日(月) 移動 

 12 月 13 日(火) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

 監 督     在原 正明 (東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ(株)) 

 コーチ     石森 由紀 (東京都ﾌｯﾄｻﾙ連盟) 

 ドクター     土井 俊   (医療法人社団 綾和会 浜松南病院 整形外科)※1 

 ドクター    中島 秀彰 (九州歯科大学)※2 

 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) 

 総 務     山田 薫  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 レフリー    芝村 洋一 (国際審判員) 

 [選  手] 

 GK       本多 さかえ (Aventura 川口) 

 GK       森 知美   (ﾌｧﾝﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

 GK       山下 美幸  (Amaralo 峰 FC) 

 FP       江口 なおみ (SWH LADIES) 

 FP       大澤 三恵子 (Estrela Novo Saitama) 

 FP       中野 絵美  (arco-iris) 

 FP       井野 美聡  (arco-iris) 

 FP       渡辺 夏奈  (ｶﾌﾘﾝｶﾞﾎﾞｰｲｽﾞ東久留米) 

 FP       若林 エリ  (arco-iris) 

 FP       間瀬 亜希子 (ｾｳﾊﾟﾚｰﾀ) 

 FP       小出 夏美  (ﾌｧﾝﾌｯﾄｻﾙｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ) 

 FP       中島 詩織  (ATLETICO MADRID NAVALCARNERO) 

 FP       坂田 睦   (SWH LADIES) 

 FP       青山 実苗  (golrira shizuoka) 

 FP       佐藤 楓   (HOYO ｽｶﾗﾌﾞ FC) 

                                 計 15 名 

   ※1：11/27～11/30 の参加 

   ※2：12/1～12/30 の参加 
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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 9999 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（当日配付）（当日配付）（当日配付）（当日配付）    

 1. 海外遠征申請の件 

  （1）(社)千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル（第 1種） 

遠征期間 2 月 10 日（金）～20 日（月） 

遠 征 先 グアム/米国 

 


