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2013年 5月 16日(木) 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2013 年度 第 2回理事会 

報告事項 

 1. 小倉名誉会長 2013年春の叙勲受章の件  

  小倉純二名誉会長が 2013年春の褒章・叙勲で旭日中綬章を受章した。文部科学省関係の受章者

に対する勲章伝達式は 5/13に行われ、小倉名誉会長は旭日中綬章受章者を代表して勲章を受け

取った。 

＜参考：サッカーにおける旭日章受章者＞ 

2004年 旭日中綬章             長沼健   JFA元会長 

岡野俊一郎 JFA元会長 

2009年 旭日重光章              川淵三郎  JFA元会長 

2009年 旭日小綬章（外国人叙勲）クリストファー・マクドナルド JFA元顧問 

旭日大綬章（外国人叙勲）ジョセフ・S・ブラッター FIFA会長 

2012年 旭日小綬章（外国人叙勲）サー・ボビー・チャールトン 

元イングランド代表、同サッカー殿堂掲額者 

＊2002年 8月の閣議決定「栄典制度の改革について」により旭日章の等級は 6つに整理され、

勲一等などの数字が廃止。上記は 2003年以降の旭日章受章者となる。 

 

 2. 2013年春の褒章・叙勲 サッカー関係者の受章の件 

  2013年春の褒章・叙勲において、以下のサッカー関係者が受章した。 

① 日中綬章    佐藤 修氏/日本クラブユースサッカー連盟 名誉会長 

② 瑞宝中綬章   吉澤茂弘氏/栃木県サッカー協会 元副会長 

③ 旭日単光章   大川 健氏/新潟県サッカー協会 顧問 

④ 旭日双光章   室 紀男氏/和歌山県サッカー協会 顧問 

⑤ 瑞宝中綬章   田中純二氏/愛媛県サッカー協会 顧問 

⑥ 瑞宝双光章   遠山和美氏/熊本県サッカー協会 副会長 

⑦ 藍綬褒章    福丸敬朗氏/鹿児島県サッカー協会 幼児委員会委員長 

 

 3. ＡＦＣ選挙 2013報告の件  

  5月 2日にＡＦＣ臨時総会 2013がマレーシアにて開催され、以下のポストが改選された。 

ポスト 任期 就任者 

ＡＦＣ会長(1名) 2013-2015（2年） 
Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa 

(バーレーン) 

ＦＩＦＡ理事(1名) 2013-2017（4年） 
Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa 

(バーレーン) 

ＡＦＣ女性副会長(1名) 2013-2015（2年） 
Moya Dodd 

(オーストラリア) 

ＡＦＣ女性理事(2名) 2013-2015（2年） 

Susan Shalabi Molano 

(パレスチナ) 

Han Un-gyong 

(朝鮮民主主義人民共和国) 



報告事項 

2013/5/16 第 2回理事会 

2 

1. ＡＦＣ会長とＦＩＦＡ理事は、選挙を実施した。投票結果は以下の通り。 

＜ＡＦＣ会長＞ 

Shaikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (バーレーン)  33票 

Dato’ Worawi Makudi (タイ)              7票 

Yousuf Al Serkal (ＵＡＥ)               6票 

＜ＦＩＦＡ理事＞ 

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (バーレーン)  28票 

Hassan Al Thawadi (カタール)             18票 

2. ＡＦＣ女性副会長とＡＦＣ女性理事は、改選ポストと立候補者が同数であったため、 

選挙を実施せずに就任が決定した。 

 

 4. ＡＦＣ総会 2013報告の件 

  5月 3日にＡＦＣ通常総会 2013がマレーシアで開催された。主な決定事項は以下の通り。 

1. 2010-2012の財務報告書が承認された。 

2. 2013-2016の予算が承認された。 

3. ＡＦＣ規約を修正した。 

4. 外部監査法人を Ernst & Youngに指名した。 

 

 5. ＡＦＣ功労賞の件 

  月 3日にマレーシアで開催されたＡＦＣ総会にてＡＦＣ功労賞が授与された。日本からの受賞

者は以下の通り。 

ゴールドスターアワード（30年賞）： 浅見 俊雄 顧問 

シルバースターアワード（20年賞）： 小倉 純二 名誉会長 

ブロンズスターアワード（10年賞）： 小幡 真一郎 審判委員会副委員長 

 

過去のダイヤモンド オブ アジア、ゴールドスターアワード受章者は、以下の通り。 

 ダイヤモンド オブ アジア： 2005年 川淵 三郎 最高顧問 

2008年 長沼 健 氏（故人） 

ゴールドスターアワード（30年賞）： 2002年 村田 忠男 氏（故人） 

2009年 藤田 一郎 元国際委員 

2010年 大畠 襄 顧問 

 

 6. 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）は、第 38 回東アジアサッカー連盟理事会を開催した。会議

での協議・決定事項は下記の通り。 

第 38回東アジアサッカー連盟臨時理事会 

日時：4月 16日（火）16：00～18：00 

会場：Tokyo Dome Hotel（東京） 

(1) 競技委員会の提案を受けて、EAFF 東アジアカップ・EAFF 女子東アジアカップ 2013 決勝

大会のレギュレーションが承認された。 
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(2) 財務委員会の報告を受けて、2012年の決算および 2013年の予算が承認された。 

(3) ＡＦＣ選挙について 

次期会長につき、1 人の候補者を支持することを満場一致で決定した。また、朝鮮民主主

義人民共和国の女性候補についても、全面的に支持することで合意した。 

 

 7. 日本サッカーミュージアムの件 

  1.入場者数報告 

    4月 2,111人  1 日平均 78.2人 

 （2012年:2,485人 2011年:810人 2010年:1,453人 2009年:2,081人） 

2.ゴールデンウィーク企画  4月 27日（土）～5 月 6日（振休） 

(1)SAMURAI BLUEを体験しよう！ 

①スタジアムに掲出するバナー等の掲示 

②「キリンチャレンジカップ」の展示 

③競技場内記者会見場の設置 

④表彰式に使用する副賞ボードの展示 

⑤フラッシュインタビュー用バックスクリーンの設置 

⑥選手が実際に着用するユニフォームやウエア等の展示､貸出(撮影用):1,129 人の方が利用 

⑦「アルカリイオンの水」試飲コーナー 

⑧選手パネルの設置 

⑨フットボールパーク：1,277人の方が参加 

⑩カラッペ・カララ来館  ※5月 4日（土）、5日（日）のみ 

(2)こどもの日（5月 5日） 小中学生 入館無料：210人の小中学生が来館 

(3)ゴールデンウィーク特別開館期間 期間中無休 10：00～18:00の特別開館 

4月 27日（土）より 5月 6日（振休）まで 2,238人が来館 

3.新宿区立角筈図書館「FOOTBALL×LIBRARY」（5/1～5/31）に J リーグ開幕に関連する収蔵品

を貸出 

4.J リーグフォト「J リーグ 20 周年記念写真展」（5/11～5/26：東京タワー1 階特設会場）に

「J リーグチャンピオンシャーレレプリカ」（所有者：J ヴィレッジ）と「1 万ゴール」ブー

スを貸出（5/7～5/31） 

   

 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 AFC U14 Girls’ Regional Championship 2013-West Asia 

ｱｾｯｻｰ：大岩 真由美 

期 間：2013年３月 25日～４月７日 

場 所：ドーハ／カタール 

② AFC Champions League 2013 Group E 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：2013年３月 31日～４月３日 
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場 所：南京／中国 

③ AFC Champions League 2013 Group H 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：４月 28 日～５月１日 

場 所：貴陽／中国 

④ AFC Champions League 2013 Group E 

ｱｾｯｻｰ：石山 昇 

期 間：４月 29 日～５月２日 

場 所：ソウル／中国 

⑤ AFC Champions League 2013 Group F 

ｱｾｯｻｰ：岡田 正義 

期 間：４月 29 日～５月２日 

場 所：広州／中国 

（審判員） 

① フットサル日本代表スペイン遠征帯同 

審判員：原田弘之 

期 間：３月 30 日～４月６日 

場 所：マドリッド／スペイン 

② AFC Cup 2013 Group G 

審判員：飯田淳平、山本雄大 

期 間：３月 31 日～４月３日 

場 所：コタバル／マレーシア 

③ AFC Champions League 2013 Group B 

審判員：東城穣、相楽徹、大塚晴弘 

期 間：３月 31 日～４月５日 

場 所：ドバイ／UAE 

④ AFC Champions League 2013 Group B 

審判員：當麻政明、八木あかね、唐紙学志 

期 間：３月 31 日～４月５日 

場 所：ドーハ／カタール 

⑤ AFC Champions League 2013 Group D 

審判員：佐藤隆治、西尾英明、越智新次 

期 間：３月 31 日～４月５日 

場 所：アルアイン／UAE 

⑥ 審判交流プログラム 

審判員：千葉恵美、坊薗真琴 

期 間：４月５日～17日 

場 所：イングランド 

⑦ AFC Futsal Club Championship 2013 Qualifiers Zone 2 

審判員：小林裕之 
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期 間：４月８日～18日 

場 所：シャーアラム／マレーシア 

⑧ AFC U14 Championship 2014-East Region 

審判員：笠原寛貴、辛島宗烈 

期 間：４月 14 日～27日 

場 所：北京／中国 

⑨ FIFA Seminar for prospective AFC and OFC referees and assistant referees for 

2014 FIFA World Cup Brazil TM 

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸 

期 間：４月 19 日～26日 

場 所：ドバイ／UAE 

⑩ AFC Cup 2013 Group F 

審判員：山本雄大、越智新次 

期 間：４月 22 日～25日 

場 所：香港 

⑪ AFC Champions League 2013 Group A 

審判員：佐藤隆治、大塚晴弘、五十嵐泰之 

期 間：４月 21 日～26日 

場 所：ドーハ／カタール 

⑫ AFC Champions League 2013 Group B 

審判員：高山啓義、八木あかね 

期 間：４月 21 日～26日 

場 所：ダンマン／サウジアラビア 

⑬ 中国スーパーリーグ 

審判員：扇谷健司、松尾一 

期 間：４月 26 日～28日 

場 所：大連・広州／中国 

⑭ AFC Cup 2013 Group H 

審判員：山本雄大 

期 間：４月 28 日～５月 1日 

場 所：シンガポール 

⑮ AFC Champions League 2013 Group D 

審判員：東城穣、西尾英明、越智新次 

期 間：４月 27 日～５月１日 

場 所：ドーハ／カタール 

⑯ AFC Champions League 2013 Group D 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、八木あかね 

期 間：４月 27 日～５月１日 

場 所：アルアイン／UAE 

⑰ 中国スーパーリーグ 
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審判員：今村義郎、中村太 

期 間：５月３日～６日 

場 所：上海・北京／中国 

 

 9. 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会  

事業名：日比野克彦「ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ」 

主 催：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会 

後援（予定）：公益財団法人日本サッカー協会 

協力（予定）：株式会社レンゴー 

開催日：8月 17日（土） 

会 場：水戸芸術館広場（茨城県水戸市） 

目 的：スポーツとアートの融合した現代社会において、新たなる表現形態の提案をする。 

内 容：段ボールにてサッカーゴールを、古着のＴシャツにてユニフォームを作り、ミニサ

ッカーゲームを行う。 

 

 10. 海外遠征申請の件  

  （1）一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

チ ー ム 全日本大学選抜 （第 1種） 

遠征期間 6月 14日（金）～20日（金） 

遠 征 先 カザン/ロシア 

（2）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学体育局サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 5月 16日（木）～22日（水） 

遠 征 先 オストラッハ/ドイツ 

（3）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズ （第 1種） 

遠征期間 6月 2日（日）～5日（水） 

遠 征 先 ハノイ/ベトナム 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノス （第 1種） 

遠征期間 5月 26日（日）～29日（水） 

遠 征 先 ソウル及び近郊/韓国 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム OSAレイア FC （女子） 

遠征期間 5月 18日（土）～26日（日） 

遠 征 先 イズミル/トルコ 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ （第 1種） 

遠征期間 5月 30日（木）～6月 3日（月） 
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遠 征 先 ビンズン/ベトナム 

（7）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪府選抜 U-18 （女子） 

遠征期間 7月 6日（土）～11日（木） 

遠 征 先 忠清北道報恩郡/韓国 

（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪府選抜 U-16 （第 2種） 

遠征期間 7月 16日（火）～20日（土） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（9）社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム サガン鳥栖 （第 1種） 

遠征期間 6月 5日（水）～15日（土） 

遠 征 先 木浦市・大邱市/韓国 

 

 11. 標章使用申請の件  

  （1）申請団体： 一般社団法人長崎県サッカー協会 

   使用目的： 協会旗 1 枚 

（2）申請団体： 一般社団法人大分県サッカー協会 

   使用目的： 名刺 4名分 各 100枚 

 

 12. プレジデンツ・ミッションの件 

  Ⅰ．2013年度 47都道府県協会訪問会議について 

（報告）資料№1 

 

 13. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  （新規） 

1．公認申請者：石川県七尾市 

施設名：七尾市能登島グラウンド 

施設所有者：七尾市長 不嶋豊和（ふしま とよかず） 

ロングパイル人工芝：アストロピッチ DS (N-45 AL) / ㈱アストロ 

公認期間：2013年 5月 16日～2016年 5月 15日 

公認番号：第 144号 

＜特記事項＞ 

 アストロピッチ DS (N-45 AL) / ㈱アストロは製品検査（ラボテスト）を完了し、ＪＦＡ

ロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 公認規程に基づき 2 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。 

2．公認申請者：学校法人関東学園 / 群馬県 

施設名：関東学園大学 サッカー場 

施設所有者：学校法人関東学園 理事長 松平順一（まつだいら じゅんいち） 
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ロングパイル人工芝：ドリームターフ(MSpro2065) / 積水樹脂㈱ 

公認期間：2013年 5月 16日～2016年 5月 15日 

公認番号：第 145号 

＜特記事項＞ 

 ドリームターフ(MSpro2065) / 積水樹脂㈱は製品検査（ラボテスト）を完了し、ＪＦＡ

ロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 公認規程に基づき 2 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。 

 

 14. 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：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 第二球技場 

施設所有者：東京都知事 猪瀬直樹 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ（PT2040RS+ ACS65）/ 積水樹脂㈱ 

公認期間：2013年 4月 7日～2016年 4月 6日 

公認番号：第 14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。 

2．公認申請者：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場 

施設所有者：東京都知事 猪瀬直樹 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ（PT2040RS+ ACS65）/ 積水樹脂㈱ 

公認期間：2013年 4月 7日～2016年 4月 6日 

公認番号：第 15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。 

3．公認申請者：社団法人宮城県サッカー協会 

施設名：社団法人宮城県サッカー協会 松島フットボールセンター 

施設所有者：社団法人宮城県サッカー協会 会長 大久保芳雄（おおくぼ よしお） 

ロングパイル人工芝：セーフティターフ（MF-200）/ 泉州敷物㈱ 

公認期間：2013年 2月 10日～2016年 2月 9日 

公認番号：第 98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。 

4．公認申請者：山口県山口市 

施設名：やまぐちサッカー交流広場 
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施設所有者：山口市長 渡辺純忠（わたなべ すみただ） 

ロングパイル人工芝：アストロピッチ-SP（FCN-4525）/ ㈱アストロ 

公認期間：2013年 5月 20日～2016年 5月 19日 

公認番号：第 104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。 

 

 15. 2012年度 Ｓ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  全てのコースを修了し、筆記試験・口頭試験・指導実践・レポート全てにおいて合格した以下

１名をＳ級コーチとして認定する。 

氏  名 ：星川 敬（ほしかわ けい） 

生年月日 ：1976年 5月 29 日 

資  格 ：2010年 Ａ級コーチジェネラル 

指 導 歴 ：2005年～2006年 東京ヴェルディ普及・育成コーチ 

      2007年～2008年 日テレ・ベレーザ コーチ  

        2009年～2010年 日テレ・ベレーザ 監督 

       2010年～2012年 INACレオネッサ 監督 

※ 現Ｓ級コーチライセンス保持者数：371名（上記 1名含む） 

※ 2012年度Ｓ級コーチ認定者数：5名/20名中 

 

 16. 2012年度 Ｂ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  （報告）資料№2 

※ 2012年度合格者  4月 415名報告済み 合計：419名 

 

 17. 2012年度 ゴールキーパーＢ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  （報告）資料№3 

※ 2012年度合格者  4月 22名報告済み 合計：32名 

 

 18. 2013年度 指導者養成講習会受講者決定の件 

  （報告）資料№4①～④ 

2013年度の、以下の指導者養成講習会の受講者は、別紙の通り。 

① Ａ級コーチジェネラル 

②②Ａ級コーチ U-12 

③Ｂ級コーチ 

④ゴールキーパーＣ級コーチ 

 

 19. U-13日本選抜 AFC U-14選手権 2014予選の件 

  行事名：AFC U-14選手権 2014予選 

期  間：4月 9日（火）～17日（水） 
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場  所：香港 

［スケジュール］ 

4月 9日(火)  出発 

4月 10日(水) トレーニング 

4月 11日(木) トレーニング 

試合 

Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13マカオ選抜 ○12－０ 

4月 12日(金) トレーニング 

4月 13日(土) トレーニング 

 試合  

Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13朝鮮民主主義人民共和国選抜 ●１－３ 

4月 14日(日) トレーニング 

 試合  

Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13モンゴル選抜 ○４－０ 

4月 15日(月) トレーニング 

4月 16日(火) トレーニング 

 試合  

Ｕ－13日本選抜 対 Ｕ－13香港選抜 ○２－０ 

4月 17日(水) 帰国・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 ：橋川 和晃   （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 ：後藤 達広   （親和ｸﾘﾆｯｸ） 

テクニカルスタッフ：酒井 清考（筑波大学 大学院） 

総 務   ：本間 一憲    （JFA代表チーム部） 

［選手］ 

ＧＫ 吉田 ﾃﾞｨｱﾝｼﾞｪﾛ （愛知県：名古屋グランパス U15） 

    谷 晃生    （大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

ＦＰ 池髙 暢希   （静岡県：JFAアカデミー福島） 

渡邉 俊介   （埼玉県：大宮アルディージャジュニアユース） 

石田 健真   （香川県：FCリフォルマ） 

上栗 一将   （山口県：SSS山口 FC） 

平川 怜    （東京都：FC東京 U-15 むさし） 

伊藤 綾汰   （宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

南 太陽    （宮崎県：日章学園中学校） 

鈴木 冬一   （大阪府：セレッソ大阪 U-15） 

高島 舜介   （北海道：コンサドーレ札幌 U-15） 

瀬古 歩夢   （大阪府：セレッソ大阪 U-15） 

福岡 慎平   （京都府：京都サンガ F.C. U-15） 
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堀 博昭    （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉） 

大森 涼    （兵庫県：ヴィッセル神戸 U-15） 

前田 泰良   （茨城県：鹿島アントラーズつくばジュニアユース） 

本間 至恩   （新潟県：アルビレックス新潟ジュニアユース） 

田村 祐二朗  （静岡県：JFAアカデミー福島） 

山下 雄大   （千葉県：柏レイソル U-15） 

早川 海瑠   （奈良県：奈良 YMCAサッカークラブジュニアユース） 

手嶋 秀    （愛知県：名古屋グランパス U15） 

                              以上 21名 

 20. U-18日本代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-18日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2013年 3月 26日(火)～4月 2日(火) 

場 所：大阪/堺市 

[スケジュール] 

3月 26日(火) PM 集合 トレーニング 

3月 27日(水) AM トレーニング、PM トレーニング 

3月 28日(木) AM トレーニング、PM トレーニング 

3月 29日(金) AM トレーニング、PM トレーニング 

3月 30日(土) AM トレーニング 

3月 31日(日) トレーニングマッチ vs 阪南大学  ◯7-1 

4月 1日(月) AM トレーニング 

4月 2日(火) 

 

トレーニングマッチ vs 関西大学  ●3-4 

終了後、解散 

[スタッフ] 

監 督 鈴木 政一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 内山 篤 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 浜野 征哉 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

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 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

代表ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員)  

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 渋谷 飛翔 横浜 FC 

 
阿波加 俊太 コンサドーレ札幌  ※3 

 
高木和 徹 清水エスパルスユース 

 
志村 滉 市立船橋高校 

DF ハーフナー・ニッキ 名古屋グランパス 

 
三浦 弦太 清水エスパルス 
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大戸 岬 藤沢清流高校／専修大学進学 

 
鴨池 陽希 FC東京 U-18  ※3 

 
内田 裕斗 ガンバ大阪ユース 

 
内山 裕貴 コンサドーレ札幌 U-18 

 
畠中 槙之輔 東京ヴェルディユース 

 
広瀬 陸斗 浦和レッズユース 

 
光永 祐也 アビスパ福岡 U-18 

 
丸岡 満 セレッソ大阪 U-18  ※2 

MF 望月 嶺臣 名古屋グランパス 

 
松本 昌也 大分トリニータ 

 
谷村 憲一 モンテディオ山形 

 
深井 一希 コンサドーレ札幌  ※3 

 
大山 啓輔 大宮アルディージャユース 

 
菅嶋 弘希 東京ヴェルディユース 

 
川上 翔平 FC東京 U-18 

 
渡辺 夏彦 国学院大学久我山高校 

 
汰木 康也 横浜 F・マリノスユース 

 
前 寛之 コンサドーレ札幌 U-18 

FW 南野 拓実 セレッソ大阪  ※3 

 
金子 翔太 JFAアカデミー福島 

 
田村 亮介 京都サンガ F.C.U-18 

 
越智 大和 サンフレッチェ広島 F.Cユース 

 
宮市 剛 中京大中京高校 

 
大津 耀誠 セレッソ大阪 U-18 

 
高木 大輔 東京ヴェルディユース   ※3、※4(3/30) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 ※4 再招集       以上 31名 

 

 21. U-16日本代表 第 10回 Delle Nazioni国際大会の件 

  行事名：U-16日本代表 第 10回 Delle Nazioni国際大会の件 

期 間：4月 28日(日)～5 月 7日(火) 

場 所：トリエステ/イタリア 

[スケジュール] 

4月 28日(日) 集合 

4月 29日(月) イタリアへ移動 

4月 30日(火) トレーニング 

5月 1日(水) グループステージ第 1戦 vs U-16イスラエル代表 △2-2 

5月 2日(木) グループステージ第 2戦 vs U-16 メキシコ代表 ○1-0 

5月 3日(金) グループステージ第 3戦 vs U-16 カザフスタン代表 ○2-0 

5月 4日(土) 準決勝 vs U-16メキシコ代表 ○1-0 
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5月 5日(日) 決勝 vs U-16クロアチア代表 ○2-0【優勝】 

5月 6日(月) 現地発 

5月 7日(火) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

団 長 原 博実 (JFA理事) 

監 督 吉武 博文 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 高畠 勉 (JFAナショナルコーチングスタッフ/川崎フロンターレ) 

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 オビ･パウエル･オビンナ (JFAアカデミー福島) 

 
阿部 航斗 (アルビレックス新潟ユース) 

DF 坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

 

髙木 彰人 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) 

 
庄司 朋ノ也 (セレッソ大阪 U-18) 

MF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18) 

 
小川 紘生 (浦和レッドダイヤモンズユース)  

 
鈴木 徳真 (前橋育英高校)  

 
サイ･ゴダード (トッテナム･ホットスパー(イングランド)) 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪ジュニアユース) 

 
川上･ｴﾄﾞｵｼﾞｮﾝ･智慧 (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース) 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

 
西本 卓申 (アルバランシア熊本)  

FW 齋藤 功佑 (横浜 FCユース)  

 
鎌田 啓義 (アルビレックス新潟ユース)  

 
杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 
川田 拳登 (大宮アルディージャユース) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 ※4 再招集    以上 18名 

 

 22. Ｕ-15日本代表 東南アジア遠征の件 

  行事名：Ｕ-15日本代表 東南アジア遠征 

期 間：4月 17日(水)～25 日(木) 

場 所：ミャンマー/ヤンゴン 

[スケジュール] 

4 月 17日(水) PM集合 

18日(木) AMトレーニング 



報告事項 

2013/5/16 第 2回理事会 

14 

PM 移動（成田→仁川→ヤンゴン） 

19日(金) AM/PM トレーニング 

20日(土) AMトレーニング PM vs.U-18ミャンマー代表 ○1-0 

21日(日) AMトレーニング PM vs.U-16ミャンマー代表 ○5-0 

22日(月) AM/PM トレーニング 

23日(火) PM vs.U-18ミャンマー代表 ○2-1 

24日(水) AM vs.U-18ミャンマー代表 ●3-4 PM移動（ヤンゴン→仁川→成田） 

25日(木） PM成田帰国、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    ： 木村 康彦  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ   ： 森山 佳郎  (JFAナショナルコーチングスタッフ/サンフレッチェ広島) 

ＧＫコーチ  :  佐々木 理  (JFAナショナルコーチングスタッフ/名古屋グランパス) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 湯浅 理平  (JFA代表チーム部) 

ドクター   ： 小林 拓馬  (札幌医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 秋山 良範  (マッサージルーム AKI) 

総 務    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 上田 朝都 (横浜 F・マリノスユース) 

 
塚田 邦匡 (三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース) 

DF 三上 孝太 (青森山田高校) ※1 

 

加藤  潤 (新潟明訓高校) 

 
中川 如哉 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 

上田 駿斗 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 
下口 稚葉 (JFAアカデミー福島 U15) ※2 

 
中畑 雄太 (別府フットボールクラブ．ミネルバ) 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-15) 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-15) 

MF 黒川 淳史 (大宮アルディージャユース) 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

 
川原田 湧 (横浜 F・マリノスジュニアユース) 

 
山田 優介 (CASCAVEL SAPPORO U-15) 

 
斧澤 隼輝 (長崎南山中学校) 

 
西本 卓申 (アルバランシア熊本)  

 
堂安 律 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディジュニアユース)  

 
安井 拓也 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 
田中 陸 (柏レイソル U-15) 

FW 川上 ｴﾄﾞｵｼﾞｮﾝ 智慧 (浦和レッドダイヤモンズジュニアユース) 

 
赤間 勇斗 (長崎ドリーム FC) 
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杉本 崇太朗 (名古屋グランパス U15) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 ※4 再招集      以上 22名 

 

 23. Ｕ-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ（大阪）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（大阪） 

期 間：4月 8日(月)～12日(金) 

場 所：J-Green堺/大阪 

[スケジュール] 

4 月  8日(月) PM 集合･トレーニング 

9 日(火) AMトレーニング、PMトレーニング 

10 日(水) AMトレーニング、PM練習試合 vs堺西高校（男子）●0－2 

                     （30分 2本の変則マッチ） 

11 日(木）AM トレーニング、PM自主トレーニング 

12 日(金) AMトレーニング、PM 解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉田 弘   (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 岡本 三代  (JFAナショナルコーチングスタッフ/セレッソ大阪) 

ＧＫコーチ  : 川島 透   (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター   ： 山本 祐司  (弘前大学大学院) 

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     ： 見汐 翔太  （JFAアカデミー福島/筑波大学大学院） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ     ： 貞清 健一  （JAPANサッカーカレッジ） 

総 務    ： 宮崎 英津子 (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 林﨑 萌維 (岡山湯郷ベル) 

 

井上 ねね (JFAアカデミー福島) ※1 

 

山下 杏也加 (村田女子高等学校) 

DF 上野 紗希 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)※3 

 

三宅 史織 (JFAアカデミー福島) 

 

乗松 瑠華 (JFAアカデミー福島) 

 

土光 真代 (日テレ・ベレーザ) ※3 

 

清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 

万屋 美穂 (日ノ本学園高等学校) 

MF 加藤 千佳 (浦和レッズレディース) ※1 

 
猶本 光 (浦和レッズレディース) ※3 

 
平野 里菜 (INAC神戸レオネッサ)  

 
布志木 香帆 (岡山湯郷ベル) ※3 

 
井上 綾香 (ベガルタ仙台レディース) 

 

中村 みづき (浦和レッズレディースユース) 

 

隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) ※3 
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西川 彩華 (常盤木学園高等学校) 

 
長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) ※3 

FW 田中 美南 (日テレ・ベレーザ) ※3 

 
道上 彩花 (INAC神戸レオネッサ) ※3 

 
川原 奈央 (早稲田大学) 

 
小島 美玖 (JFAアカデミー福島) 

 
白木 星 (常盤木学園高等学校) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 ※4 再招集     以上 23名 

 

 24. Ｕ-16日本女子代表 INTERNATIONAL U-17 WOMEN’S CUP COSTA RICA 2013の件 

  行事名：Ｕ-16日本女子代表 INTERNATIONAL U-17WOMEN’S CUP COSTA RICA 2013 

期 間：4月 20日(土)～5 月 1日(水) 

場 所：コスタリカ/サンホセ 

[スケジュール] 

4 月 20日(土) PM 集合 

21日(日)  移動（成田→ニューヨーク→サンホセ） 

22日(月)  AM/PM トレーニング  

23日(火)  AM/PM トレーニング 

24日(水)  18:00  vs.U-16コスタリカ女子代表 ○6-0 

25日(木)  AM/PM トレーニング 

26日(金)  15:00  vs.U-16メキシコ女子代表    ○2-0 

27日(土)  AM オフ PM トレーニング 

28日(日)  15:00  vs.U-16アメリカ女子代表   ○4-1【優勝】 

29日(月)  移動（サンホセ→ニューヨーク→成田） 

30日(火)  PM 羽田到着、後泊 

5 月  1日(水)  解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 高倉 麻子    (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 大部 由美    (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ＧＫコーチ  : 川島 透     (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター   ： 山口 奈美    (宮崎大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 佐瀬 由紀子   (学校法人花田学園) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ     ： 貞清 健一   (JAPANサッカーカレッジ） 

総 務    ： 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

主 務    ： 宮崎 英津子   (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) 

 

福永 絵梨香 (セレッソ大阪レディース)  

 

中井 宝子 (大阪桐蔭高等学校) 

DF 橋沼 真帆 (JFAアカデミー福島) 
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樫原 まゆ (常盤木学園高等学校) 

 

宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

 

秦 美結 (FCヴィトーリア)  

 

南 萌華 (浦和レッズレディースユース)  

MF 杉田 妃和 (藤枝順心高等学校) 

 
北川 ひかる (JFAアカデミー福島)  

 
黒﨑 優香 (藤枝順心高等学校) 

 
立花 葉 (JFAアカデミー福島)  

 
三浦 成美 (日テレ・メニーナ)  

 
市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 

神田 若帆 (広島文教女子大学付属高等学校) 

 

平田 舞 (JFAアカデミー福島)  

 

大熊 良奈 (JFAアカデミー福島) 

 
長野 風花 (浦和レッズレディースユース)  

FW 小林 里歌子 (常盤木学園高等学校)  

 
鴨川 実歩 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)  

 
児野 楓香 (藤枝順心高等学校) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 ※4 再招集    以上 21名 

 

 25. ユニバーシアード日本女子代表候補 トレーニングキャンプ（鹿嶋）の件 

 

 

 行事名：ユニバーシアード日本女子代表候補 トレーニングキャンプ（鹿嶋） 

期 間：4月 15日(月)～18 日(木) 

場 所：鹿島ハイツスポーツプラザ/茨城 

[スケジュール] 

4月 15日(月) AM 集合後バス移動 PMトレーニング 

4月 16日(火) 
AM トレーニング PM練習試合 vs鹿島高校（男子）●1－7 

                   （30分 4本の変則マッチ） 

4月 17日(水) 
AM トレーニング PM練習試合 vs鹿島高校（男子）●0－7 

                   （30分 4本の変則マッチ） 

4月 18日(木） 
AM トレーニング PM 解散/派遣手続きのスタッフ・選手は JISSへ移

動 

 [スタッフ] 

監 督 堀野 博幸 (JFAナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

コーチ 川本 竜史 (大東文化大学/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 飯嶋 優子 (横須賀市立市民病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三宅 明子 (ASエルフェン狭山 FC) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 三輪 由衣 (筑波大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ/総務 中瀬 晴彦 (尚美学園大学/全日本大学女子サッカー連盟)  
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 [選 手]  

GK 高橋 美春 (静岡産業大学) 

 

杉本 葵 (大阪体育大学) 

 

平尾 恵理 (筑波大学) 

DF 櫻本 尚子 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース/帝京平成大学卒) 

 

小島 未愛 (大東文化大学) 

 

石田 みなみ (早稲田大学) 

 

中村 楓 (アルビレックス新潟レディース/新潟医療福祉大学) 

 

竹山 裕子 (浦和レッドダイヤモンズレディース/埼玉大学)  ※1 

 

左山 桃子 (静岡産業大学) 

 
齊藤 夏美 (バニーズ京都 SC/武蔵丘短期大学卒)  

 
村松 真冬 (FC吉備国際大学 Charme/吉備国際大学) 

 
高木 ひかり (早稲田大学)  

 
須永 愛海 (仙台大学)  

MF 加賀 孝子 (仙台大学) 

 

南野 亜里沙 (関東学園大学) 

 

大宮 玲央奈 (早稲田大学)  

 

杉田 亜未 (FC吉備国際大学 Charme/吉備国際大学) 

 
西川 明花 (FC吉備国際大学 Charme/吉備国際大学)  

 
木下 栞 (日テレ・ベレーザ/駒沢女子大学)  

 
中村 ゆしか (関東学園大学)  

 
児玉 桂子 (アルビレックス新潟レディース/新潟医療福祉大学) 

 
和田 奈央子 浦和レッドダイヤモンズレディース/早稲田大学) 

 
山守 杏奈 (筑波大学) 

FW 高橋 千帆 (FC吉備国際大学 Charme/吉備国際大学卒) 

 
嶋田 千秋 (日本体育大学) 

 
瀬口 七海 (早稲田大学) 

 
植村 祥子 (日本体育大学) 

 
後藤 亜弥 (日本体育大学) 

 
川原 奈央 (早稲田大学) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 ※4 再招集    以上 29名 

 

 26. フットサル日本代表 スペイン遠征の件 

  行事名：フットサル日本代表 スペイン遠征の件 

期 間：2013年 3月 29日(金)～4月 12日(金) 

場 所：セゴビア、トゥデラ、ナバーラ、サラゴサ/スペイン 

[スケジュール] 

3月 29日(金) 集合 

3月 30日(土) 出発、現地着 

3月 31日(日) トレーニング 
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4月 1日(月) トレーニング 

4月 2日(火) トレーニングマッチ vs.カルニセール・トレホン ●4-5 

4月 3日(水) トレーニングマッチ vs.カハ・セゴビア     ◯3-2 

4月 4日(木) トレーニングマッチ vs.ナバラガメージャ    ◯4-3 

4月 5日(金) トレーニングマッチ vs.シウダ・デ・ビノ    ◯4-1 

4月 6日(土) トレーニング 

4月 7日(日) トレーニング 

4月 8日(月) トレーニングマッチ vs.リオス・レノバブレス  ●2-5 

4月 9日(火) トレーニングマッチ vs.トリマン・ナバーラ   ●5-6 

4月 10日(水) トレーニングマッチ vs.ウマコン・サラゴサ   △5-5(PK2-3) 

4月 11日(木) 現地発 

4月 12日(金) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

監 督 
ミゲル・ロドリ

ゴ 
(JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリー) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ㈱) 

ドクター 土井 俊 (浜松南病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 大岡 茂 (㈱R-body project) 

審 判 原田 弘之 (公益社団法人山形市シルバー人材センター) 

総 務 倉田 研太郎 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 冨金原 徹  (デウソン神戸) 

 
藤原 潤 (バルドラール浦安) 

 
関口 優志 (エスポラーダ北海道) 

FP 森岡 薫 (名古屋オーシャンズ) 

 

佐藤 亮 (シュライカー大阪)  

 
西谷 良介  (デウソン神戸) 

 
渡邉 知晃 (名古屋オーシャンズ) 

 

滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 
皆本 晃 (FS Ciudad del Vino/スペイン)  

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 
永井 義文 (シュライカー大阪) 

 
白方 秀和 (バサジィ大分) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
前鈍内 マティアス エルナン (名古屋オーシャンズ) 

 
室田 祐希 (エスポラーダ北海道) 

 
逸見 勝利 ラファエル (名古屋オーシャンズ) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱 ※4 再招集    以上 16名 
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 27. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手制度の件 

①  ②  

  

選手名：坂田 良太 

所属歴：熊本ユナイテッド SC ブローテ→熊本ユナイテッド SC（U-12）→熊本ユナイテッド SC

→大津高校→鹿屋体育大学サッカー部 

所属元：鹿屋体育大学サッカー部 

受入先：ロアッソ熊本 

承認日：2013年 4月 10日 

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

選手名：赤﨑 秀平 

所属歴：串木野 FC→江内サッカースポーツ少年団→パルティーダ U-12→パルティーダ U-15 

→佐賀東高校サッカー部→筑波大学蹴球部 

所属元：筑波大学蹴球部 

受入先：鹿島アントラーズ 

承認日：2013年 4月 16日 

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

選手名：松田 陸 

所属歴：大阪セントラル FC→立正大学淞南高等学校→びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部 

所属元：びわこ成蹊スポーツ大学 

受入先：FC東京 

承認日：2013年 4月 16日 

 

 


