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2013年 1月 17日(木) 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2012 年度 第 10 回理事会 

報告事項 

 1. 東アジアサッカー連盟理事会の件  

  東アジアサッカー連盟（ＥＡＦＦ）第 36回理事会での協議・決定事項は以下の通り。 

日時：2012 年 12 月 8日（土）16：00～17：30 

会場：Regal Hong Kong Hotel （香港） 

(1)2012 年の活動報告 

第 8回競技委員会（5月 8日、ソウル） 

第 21回財務委員会（5月 11日、東京） 

EAFF東アジアカップ、EAFF女子東アジアカップ 2013予選大会ラウンド 1 

（7月 17日～22日、グアム） 

EAFF女子東アジアカップ 2013予選大会ラウンド 2（11月 20日～24日、中国・シンセン） 

EAFF東アジアカップ 2013 予選大会ラウンド 2（12月 1日～9日、香港） 

 (2)常任委員会のメンバー変更が承認された。 

(3)決勝大会（男女共同開催）について 

大会名称：EAFF 東アジアカップ 2013決勝大会 

EAFF女子東アジアカップ 2013決勝大会 

（英語表記）：EAFF East Asian Cup 2013 Final Competition 

EAFF Women’s East Asian Cup 2013 Final Competition 

大会期間：2013 年 7月 20 日～28日 

会場：韓国 

出場チーム(男子)：韓国、中国、日本、オーストラリア（招待国及び予選大会の勝者） 

出場チーム(女子)：韓国、中国（予選大会の勝者）、日本、朝鮮民主主義人民共和国 

 

 2. Ｊリーグ 報告の件 

  （報告）資料№1 

(1) リーグ戦 

 ① 順位 

② 入場者数 

(2) リーグカップ戦 

 ① 決勝トーナメント 

 ② 入場者数 

(3) Jリーグアウォーズ 2012 

(4) Jユースカップ 

(5) チェアマン総括（報道資料） 
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 3. 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し、2013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 

※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け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 

※2013 年度は、都道府県サッカー協会、各種連盟からの推薦は受け付けないこととする。 

（ＪＦＡ推薦のみ受付） 

 4. 日本サッカーミュージアムの件 

  (1)入場者数報告 

  12 月 2,257 人  1日平均 83.6人 

 （2011年:2,918人 2010年:1,638人 2009年:1,695人 2008年:2,978人） 

(2)メンテナンス休館 

  1月 15 日（火）～1月 21日（月）をメンテナンス休館とする。 

(3)「ヨコハマ・フットボール映画祭 2013」への協力 

日時 2013 年 2月 11 日（月、祝）、16日（土）、17日（日） 

場所 ブリリア・ショートショート・シアター 

主催 ヨコハマ・フットボール映画祭実行委員会 

共催 NPO横浜スポーツコミュニケーションズ、 

NPOハマトラ・横浜フットボールネットワーク、株式会社オン・ザ・コーナー 

後援 横浜市文化観光局、横浜市体育協会、株式会社ビジュアルボイス、 

サッカーキング、Goal.com 

協賛 横浜マリノス株式会社 

協力 公益社団法人日本プロサッカーリーグ、日本サッカーミュージアム、サロン 2002、 

チケットぴあ、株式会社フィールドワークス、ビバ！サッカー研究会 

料金 シングル券：前売 1,200円 当日 1,500円  1日共通券：前売当日 4,000円 

シニア・学生・障がい者割引（当日のみ）1,000円 ※全席自由、消費税込み 

上映作品 フットボール・アンダーカバー（2008/ドイツ）、ソカ・アフリカ（2010）、 

ザンクトパウリ・スタジアム（2011/ドイツ）、 

ユナイテッド ミュンヘンの悲劇（2011/イギリス）、 

コッホ先生と僕らの革命（2011/ドイツ）、 

ローカル・サッカー・クラブのヒーロー（1970/イタリア）、 

勝利への脱出（1981/アメリカ） 

内容 2011 年から国内初となるサッカー映画を集めた映画フェスティバルとして始まり、

今回で 3 回目。3 日間、7 作品を上映。日本サッカーミュージアムは下記の協力を

行い、映画祭来場者へのミュージアム来館を促す。 

・上映映画に関連する日本サッカーミュージアム収蔵品の展示 

      ・映画祭半券提示で日本サッカーミュージアム入館料金 100円割引（3/31まで） 

      ・日本サッカーミュージアムの紹介、パンフレット配付 
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 5. 海外遠征申請の件 

  （1）社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ （第 1種） 

遠征期間 2013 年 1月 28 日（月）～2月 7日（木） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（2）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪 （第 1種） 

遠征期間 2013 年 1月 30 日（水）～2月 9日（土） 

遠 征 先 グアム/アメリカ 

 6. 標章使用申請の件  

  申請団体： 社団法人三重県サッカー協会 

使用目的： 3種委員会総会資料表紙 150冊 

 7. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  （更新） 

公 認 申 請 者：山梨県昭和町 

施 設 名：押原公園人工芝グランド 

施 設 所 有 者：昭和町長 角野 幹男 (スミノ ミキオ) 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ(F65E-fil) / 積水樹脂㈱ 

公 認 期 間：2013 年 3月 8日～2016年 3月 7日 

公 認 番 号：第 49 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。 

 8. 2012年度 1級審判員認定の件 

  審判委員会で認定審査を実施し、次の 16名を 1級審判員として認定した。 

（合格者） 

① 山岡 良介 （ヤマオカ リョウスケ）東北・秋田県  31歳 

② 川俣  秀 （カワマタ シュウ）  関東・茨城県  30歳 

③ 鶴岡 将樹 （ツルオカ マサキ）  関東・東京都  29歳 

④ 俵  元希 （タワラ ゲンキ）    関東・東京都  25歳 

⑤ 大坪 博和 （オオツボ ヒロカズ） 関東・神奈川県 33歳  

⑥ 高寺 恒如 （タカテラ ノブユキ） 関東・神奈川県 33歳 

⑦ 大矢  充 （オオヤ ミツル）   北信越・新潟県 30歳 

⑧ 熊谷 幸剛 （クマガイ ユキタカ） 北信越・新潟県 25歳 

⑨ 鈴木 規志 （スズキ ノリユキ）   東海・三重県  27歳 

⑩ 大原 謙哉 （オオハラ ケンヤ）  関西・大阪府  24歳 

⑪ 野村  修 （ノムラ オサム）   関西・兵庫県  23歳 

⑫ 角田 裕之 （スミタ ヒロユキ）  中国・島根県  34歳 

⑬ 堀  格郎 （ホリ カクロウ）    中国・岡山県  27歳  

⑭ 内田 康博 （ウチダ ヤスヒロ）  中国・山口県  31歳 
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⑮ 池田 一洋 （イケダ カズヒロ）  四国・愛媛県  28歳 

⑯ 津野 洋平 （ツノ ヨウヘイ）    九州・長崎県  27歳  

年齢は 2013年 1月 15日現在。名簿は地域・都道府県順。 

 9. 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：  2012 年 12 月 14 日（金） ～ 17日（月） 

【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 80 名 

      （北海道 14名／東北 14名／関東 31名／北信越 14名／JFAアカデミー福島 7名） 

      指導者講習会受講者 50名 

【西日本】 

場  所：J-GREEN堺（大阪府堺市） 

 参加者数：選手 87名 

（東海 18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 5名） 

      指導者講習会受講者 22名 

 10. JFA エリートプログラム U-13 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業の件 

  行事名：JFAエリートプログラム U-13 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業   

期  間：2012年 12月 15日(土)～20日(木) 

場  所：大分県/大分スポーツ公園 

［スケジュール］ 

12月 15 日(土) 集合・トレーニング 

12月 16 日(日) トレーニング  

12月 17 日(月) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13韓国選抜 △２－２ 

12月 18 日(火) 日韓合同トレーニング 

12月 19 日(水) トレーニング 

試合 Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13韓国選抜 △０－０ 

12月 20 日(木) トレーニング・解散 

［スタッフ］ 

監 督 ：池内 豊  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ ：猿澤 真治（JFAナショナルトレセンコーチ） 

ＧＫコーチ ：川俣 則幸（JFAナショナルトレセンコーチ） 

ドクター  ：松本 善企（大分市医師会立アルメイダ病院)12/15～16 

ドクター  ：松田 貴雄（国立病院機構西別府病院スポーツ医学センター）12/16～17 

ドクター  ：中島 秀彰（公立大学法人九州歯科大学外科）12/17 

［選手］ 

ＧＫ 大迫 敬介     （鹿児島県：FELICIDOD FOOTBALL CLUB） 

   櫻庭 立樹     （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 
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ＦＰ 杉本 崇太朗    （愛知県：名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15）  

   齋藤 耀之介    （宮城県：ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

   坂本 一真     （徳島県：徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

   新井 光      （長野県：AC長野パルセイロＪｒY） 

   大屋 敬太郎    （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

   高橋 大悟     （鹿児島県：神村学園中等部ｻｯｶｰ部） 

   佐藤 颯汰     （宮崎県：日章学園中学校） 

   田中 陸      （千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15） 

   中村 駿太     （千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15） 

   落合 陸      （千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15） 

   藤村 怜      （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

   吉田 峻      （静岡県：清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

   与那覇 航平    （沖縄県：那覇市立小禄中学校） 

   本山 鐘現     （神奈川県：横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

   山本 修平     （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

   橋本 尽      （京都府：京都ｻﾝｶﾞ F.C．U-15） 

   小林 哲平     （大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

   谷川 勇磨     （兵庫県：ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-15） 

   川井 歩      （広島県：ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

   住田 将      （愛知県：名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15） 

                                以上 22名 

 11. FIFA／AFC ゴールキーピング・インストラクターズ・ワークショップの件 

  行事名：FIFA／AFC ゴールキーピング・インストラクターズ・ワークショップ   

期  間：2012年 12月 9日(日)～13日(木) 

場  所：静岡県／ヤマハリゾート つま恋 

［スケジュール］ 

12月 ９日(日) 集合・開講式・講義 FCWC視察（豊田スタジアム） 

※前々日より適宜集合 

12月 10 日(月) 講義・実技  

12月 11 日(火) 講義・実技 

12月 12 日(水) 講義・実技・FCWC視察（豊田スタジアム） 

12月 13 日(木) 実技・講義 離日 ※一部受講生は、翌日離日 

［インストラクター］ 

FIFAインストラクター：ALEXANDER VENCEL 

AFC インストラクター：JOSE CARPIO 

［参加者］ 

・DEAN KENNETH MAY（オーストラリア） 

・JALAL BASHARZAD MAHBOUBI（イラン） 

・川俣 則幸（日本 ナショナルトレセンコーチ） 

・加藤 好男（日本 チョンブリ FC） 
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・KHALDOON ISSAM ABEDALAZIZ ALRSHAIDAT（ヨルダン） 

・PARK YOUNG SOO（韓国） 

・HAMAD AMER A ALYAMI（サウジアラビア） 

・JASSIM MOHAMMED JASSIM ALHARBI（サウジアラビア） 

・LIM CHUAN CHIN（マレーシア） 

・YONG WAI HWANG（マレーシア） 

・MAHER BERKDAR（シリア） 

・CHAIYONG KHUMPIAM（タイ） 

 12. 2013年度 公認Ｓ級コーチ養成講習会受講者の件 

  （報告）資料№2 

 13. Ｕ-17日本代表 UAE遠征の件 

  行事名：Ｕ-17日本代表ＵＡＥ遠征 

期 間：2013年 1月 1日(火)～9日(水) 

場 所：ＵＡＥ（アル・アイン） 

 [スケジュール] 

1月 1日(火) PM集合、出発 

2日(水) AM移動 PMトレーニング 

3日(木) AMトレーニング 

4日(金) 国際親善試合 vs.Ｕ－17ＵＡＥ代表 △3-3 

5日(土) AMトレーニング 

6日(日) 国際親善試合 vs.Ｕ－17チェコ代表 ○3-1 

7日(月) AMトレーニング 

8日(火) 国際親善試合 vs.Ｕ－17チュニジア代表 ✕1-2 

9日(水) AM現地発 PM帰国、解散 

[スタッフ]  

団 長    ： 原 博実    (JFA技術委員長) 

監 督    ： 吉武 博文  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 木村 康彦  (JFAナショナルトレセンコーチ) 

ＧＫコーチ  : 大橋 昭好  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 田島 一樹  (JFAテクニカルハウス) 

ドクター   ： 三澤 辰也   (総合南東北病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 金成 仙太郎 (国際スポーツ医科学研究所) 

統 括    ： 平井 徹   (JFA代表チーム部) 

総 務    ： 池辺 友和  (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 永石 拓海 (高川学園高校) 

 

吉丸 絢梓 (ヴィッセル神戸 U-18) 

DF 丸岡 満 (セレッソ大阪 U-18) 

 
鈴木 準弥 (清水エスパルスユース) 

 
石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) 
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松原 后 (浜松開誠館高校) 

 

茂木 力也 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 

青山 景昌 (名古屋グランパス U18) 

 
垣田 裕暉 (鹿島アントラーズジュニアユース) 

MF 水谷 拓磨 (清水エスパルスユース) 

 

中井 英人 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
小野 雅史 (大宮アルディージャユース) 

 
斎藤 翔太 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ U-18) 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪ジュニアユース） 

 
杉山 雄太 (コンサドーレ札幌 U-15) 

FW 山下 優人 (青森山田高校) 

 
奥川 雅也 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
小川 紘生 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス U15) 

以上 20名 

 14. Ｕ-16日本代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-16日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2012年 12月 12日(水)～16日(日) 

場 所：沖縄県国頭郡本部町 

 [スケジュール] 

12 月 12 日(水) AM 集合 PM トレーニング 

13日(木) AMトレーニング PMトレーニング 

14日(金) AMトレーニング PMトレーニング 

15日(土) AMトレーニング PMトレーニング 

16日(日) AMトレーニング PM解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉武 博文  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 江尻 篤彦  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ＧＫコーチ  : 大橋 昭好  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 田島 一樹  (JFAテクニカルハウス) 

ドクター   ： 尾辻 正樹   (川口工業病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 並木 磨去光 (JFA/スポーツマッサージ・ナズー) 

総 務    ： 池辺 友和  (JFA代表チーム部) 

[選 手]  

GK 高丘 陽平 (横浜 FCユース) 

 

齋藤 和希 (セレッソ大阪 U-18) 

 

杉本 広貴 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

DF 鈴木 準弥 (清水エスパルスユース) 

 
松島 奨真 (桐生第一高校) 
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田邉 真之介 (前橋育英高校) 

 

佐々木 哲也 (東海大学付属第三高校) 

 

山下 優人 (青森山田高校) 

 

上原 勘七 (那覇西高校) 

 
松原 后 (浜松開誠館高校) 

 

垣田 裕暉 (鹿島アントラーズジュニアユース) 

 

町田 浩樹 (鹿島アントラーズつくばジュニアユース) 

 

大桃 海斗 (長岡ジュニアユースフットボールクラブ) 

MF 中井 英人 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

前田 尚輝 (湘南ベルマーレユース(U-18)) 

 
小野 雅史 (大宮アルディージャユース) 

 
山本 隼平 (北越高校) 

 
斎藤 翔太 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 
中山 雄太 (柏レイソル U-18） 

 
福原 昭 (スプレッド・イーグル FC函館) 

 
川島 洋斗 (石垣市立石垣中学校) 

 
岩武 克弥 (大分トリニータ U-18) 

 
杉山 雄太 (コンサドーレ札幌 U-15) 

 
永島 悠史 (京都サンガ F.C.U-18) 

FW 奥川 雅也 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
高田 和弥 (セレッソ大阪 U-18) 

 
藤本 裕豪 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
樋口 雄太 (サガン鳥栖 U-18) 

以上 28名 

 15.  ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2012年 12月 26日(水)～29日(土) 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

12月 26 日 (水) PM集合、トレーニング 

12月 27 日 (木) トレーニング 

12月 28 日 (金) トレーニング 

12月 29 日 (土) AM トレーニング PM 解散  

 

[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFA) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFA) 

ドクター 新城 宏隆 (琉球大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総 務 添田 貢広 (JFA 代表チーム部) 
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[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

 
後藤 将斗 (プラシア山口) 

FP 河原塚 毅 (ソーマプライア) 

 
中村 律臣 (FC URUMA) 

 
牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
新垣 隆 (ソーマプライア) 

 
尾田 博文 (東京レキオス BS) 

 
當間 正人 (ソーマプライア) 

 
小牧 正幸 (SPOSiC SHIZUOKA) 

 
鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
松田 圭祐 (AVANTE OSAKA) 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 
野田 那緒弥 (プラシア山口) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ 北九州) 

以上 18名 

 


