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2013年 7月 11日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2013 年度 第 4回理事会 

報告事項 

 1. アジア貢献事業 指導者海外派遣の件 

  （報告）資料№１ 

アジア貢献事業の一環として、指導者をアジア諸国に派遣している。当該代表チームがＡＦＣ

大会に参加し、結果は以下の通り。 

＜ＡＦＣチャレンジカップ 2014＞ 

■ＡＦＣチャレンジカップ 2014 予選 

2013年 3月に 5つのグループで開催された。 

ラオス代表（監督：木村浩吉氏、2012 年 7 月就任、技術委員長：関口潔氏、2012 年 6 月就

任）は、グループ Cで 2位となり、ＡＦＣチャレンジカップ 2014本大会への出場権を得た。 

■ＡＦＣチャレンジカップ 2014 本大会 

ＡＦＣチャレンジカップ 2014 は、8 ヵ国が参加してモルジブで開催される（開催期間：未

定）。  

予選勝ち上がり国（7）：アフガニフタン、ミャンマー、フィリピン、キルギス、 

パレスチナ、ラオス（木村浩吉監督、関口潔技術委員長） 

トルクメニスタン 

ホスト国        （1） :モルジブ 

 

ＡＦＣチャレンジカップ 2014の優勝国は、ＡＦＣアジアカップ 2015の出場権を得る。 

なお、2013 年 7月時点での、8ヵ国のＦＩＦＡランキングは以下の通り。 

アフガニフタン（140位）、ミャンマー（163位）、フィリピン（144位）、 

キルギス（137位）、パレスチナ（151位）、ラオス（173位）、 

トルクメニスタン（136位）、モルジブ（154位） 

 

＜ＡＦＣ女子アジアカップ 2014＞ 

■ＡＦＣ女子アジアカップ 2014 予選 

2013年 5月・6月に 4つのグループで開催された。 

ミャンマー女子代表（監督：熊田喜則氏、2011 年 8 月就任）とヨルダン女子代表（監督：沖

山雅彦氏、2012 年 4 月就任）は、ともに１位となり、ＡＦＣ女子アジアカップ 2014 本大会へ

の出場権を得た。 

■ＡＦＣ女子アジアカップ 2014 本大会 

ＡＦＣ女子アジアカップ 2014 は、2014 年 5 月 14 日～25 日（予定）に 8 ヵ国が参加してベト

ナムで開催される。  

予選勝ち上がり国（4）： ミャンマー（熊田喜則監督）、ヨルダン（沖山雅彦監督） 

タイ、ベトナム 

シード国        （4） :日本、韓国、中国、オーストラリア 
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ＡＦＣ女子アジアカップ 2014 は、 ＦＩＦＡ女子ワールドカップ 2015 カナダのアジア予選を兼

ね、上位 5カ国が出場権を得る。 

なお、2013 年 6月時点での 8ヵ国のＦＩＦＡランキング（女子）は以下の通り。 

日本（3位）、オーストラリア（10位）、韓国（16位）、中国（17位）、 

ベトナム（28位）、タイ（30位）、ミャンマー（43位）、ヨルダン（53位） 

 

 2. 日本人指導者海外短期派遣の件 

  トルクメニスタンサッカー連盟（ＴＦＦ）からの要請を受け、アジア貢献事業の一環として以

下の指導者を派遣した。 

派遣指導者：中村恭平（45歳） 

派遣先協会：トルクメニスタンサッカー連盟（ＴＦＦ） 

ＴＦＦ役職：トルクメニスタンフットサル代表チームアシスタントコーチ  

派遣期間 ：6月 25 日～7月 2日 

アジアインドアゲームズ 2013（於：韓国）にアシスタントコーチとして参加 

費用負担 ：[ＪＦＡ] 日当及び傷害保険料、往復航空運賃 

[ＴＦＦ] 現地滞在費用 

試合結果  :１勝１敗 (グループリーグ敗退) vs サウジアラビア  4-1 

vs  日本          2-3 

 3. ミャンマー女子代表日本キャンプ［アジア貢献事業］ 

  ミャンマーサッカー連盟からミャンマー女子代表チームが日本でキャンプを実施したいとの要

請を受け、アジア貢献事業の一環として受入れた。 

期   間 ：6月 10日～30日 

キャンプ地 ：JGREEN堺  

練習試合結果： 1勝 3敗 

6/20（木） vsC大阪レディース（U-16）      5-1 

6/22（土） vsINAC神戸レオネッサ                0-2 

6/27（木） vs伊賀 FCくノ一                     0-2 

6/29（土） vs岡山湯郷                         0-5 

費 用： ミャンマーサッカー連盟負担 

 

 4. ラオスユース選手、コーチ受け入れの件 

  アジア貢献事業の一環として、ユース選手の育成/強化及び指導者養成を目的とし、ラオスサッ

カー連盟から、Ｕ-12～Ｕ14 の選手 25 名とコーチ 5 名をＪＦＡアカデミー福島/熊本宇城にて受

け入れ、トレーニングに参加した。 

期 間：6月 18 日～30日 

詳 細：ＪＦＡアカデミー福島（時之栖） 6月 19日～30日 選手 12名、コーチ 3名 

     ＪＦＡアカデミー熊本宇城    6月 18日～29日 選手 13名、コーチ 2名  

費 用：日本での滞在費用をＪＦＡが負担 
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 5. Ｊリーグ 報告の件 

  (1)東日本大震災復興支援 2013 Ｊリーグスペシャルマッチ開催の件 

   日  時   6月 16日（日）15:00キックオフ 

会  場   国立競技場 

入場者数   41,246人 

結  果   ＴＥＡＭ ＡＳ ＯＮＥ  ＶＳ  Jリーグ選抜 

２        －          1 

得 点 者               （松井大輔）      （佐藤寿人） 

（金崎夢生） 

募 金 額      前日公開練習    647,731円 

                     試 合 当 日    2,211,720円 

                     合 計   2,859,451円 （昨年比＋370,597円） 

(2)リーグ戦 
① 順位  

② 入場者数 

（報告）資料№２① 

(3)リーグカップ戦 

    ① 順位 

    ② 入場者数 

（報告）資料№２② 

 

 6. （公財）日本オリンピック委員会役員就任の件  

  2013 年 6 月 27 日（木）に開催された（公財）日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の定時評議員

会及び同日開催の理事会で、田嶋副会長がＪＯＣ常務理事に選任された。 

 

 7. 名義使用申請の件 

  申請団体：日本芝草学会 

事業名：公開シンポジウム「体育・スポーツから見た芝生」 

主催：日本芝草学会 

後援(予定)：公益財団法人日本サッカー協会 

日時：8月 4日(日)10：00～17：00 

会場：国立霞ヶ丘競技場大会議室 

定員：150名 

趣旨：2002 年 FIFA ワールドカップの開催や学校における校庭芝生化の推進などにより、近

年、我が国のスポーツ界及び体育界においてスポーツターフが注目されている。しかし

ながら、我が国でのスポーツターフへの注目の中身は管理する側と使用する側とに分離

している現状があり、スポーツターフをより身近な文化とするためには、芝草の専門家

とスポーツや体育の専門家との協力が必要である。そのような認識のもと、我が国のス

ポーツターフ文化の更なるステップアップを目指し、芝草界、スポーツ界、体育界の相

互交流を図ることを目的に本シンポジウムを実施する。 
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備考：2007 年及び 2010年に開催の同事業について、日本サッカー協会で後援をしている。 

 

 8. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合等、派遣は次のとおり。 

（役員） 

① AFC U14 Championship 2014 Qualifiers 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

期 間：５月 21 日～６月４日 

場 所：ネピドー/ミャンマー 

② AFC Women’s Asian Cup 2014-Qualifiers 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：大岩 真由美 

期 間：６月１日～11日 

場 所：アンマン/ヨルダン 

③ AFC U14 Girl’s Regional Championship 2013-ASEAN 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：鮎貝 志保 

期 間：６月 11 日～24日 

場 所：ホーチミン/ベトナム 

④ 2014 FIFA World Cup Brasil Preliminary Competition Asian Zone 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：６月 16 日～19日 

場 所：ウルサン/韓国 

⑤ ＡＦＣプレジデンツカップ （会場：ネパール）  

参加国：  ネパール、モンゴル、チャイニーズ・タイペイ、バングラディシュ 

大会期間： 5月 7日（火）～11日（土） 

マッチコミッショナー： 野上 宏志 

（審判員） 

① FIFA Seminar for prospective referees for the 2014 FIFA World Cup Brazil 

審判員：西村 雄一 

期 間：５月 23 日～６月５日 

場 所：リオデジャネイロ/ブラジル 

② AFC U14 Girl’s Championship 2013-East Region 

審判員：清藤 絵里、国師 えりな 

期 間：５月 29 日～６月 10日 

場 所：北京/中国 

③ 中国スーパーリーグ 

審判員：木村 博之 

期 間：５月 31 日～６月２日 

場 所：北京/中国 

④ The Beach Soccer Championship 

審判員：櫻田 雅裕 
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期 間：６月１日～４日 

場 所：カリフォルニア/USA 

⑤ 2014 FIFA World Cup Brasil Preliminary Competition Asian Zone 

審判員：當麻 政明、大塚 晴弘、八木 あかね、飯田 淳平 

期 間：６月８日～13日 

場 所：テヘラン/イラン 

⑥ 2014 FIFA World Cup Brasil Preliminary Competition Asian Zone 

審判員：東城 穣、西尾 英明、越智 新次、山本 雄大 

期 間：６月９日～12日 

場 所：ソウル/韓国 

⑦ FIFA Confederations Cup Brasil 2013 

審判員：西村 雄一、相楽 亨、名木 利幸 

期 間：６月６日～７月２日 

場 所：リオデジャネイロ/ブラジル 

⑧ 中国スーパーリーグ 

審判員：吉田 寿光 

期 間：５月 31 日～６月２日 

場 所：北京/中国 

⑨ ４th Indoor Games & Martial Arts Games Incheon 2013 

審判員：延本 泰一、小崎 知広、小林 裕之 

期 間：６月 24 日～７月７日 

場 所：北京/中国 

 

 9. 日本サッカーミュージアムの件 

  (1)入場者数報告 

    6月 3,034 人  1日平均 116.7人 

（2012 年:3,063人 2011年:1,667人 2010年:2,577人 2009年:1,948人   

2008年：1,586人） 

(2)6月 11日（火）よりピッチ（地下 2階）に、来年ブラジルで開催される「FIFAワールドカ

ップ ブラジル 2014」に 5大会連続となる出場を決めた「SAMURAI BLUE（日本代表）」の企

画展示を開始。 

(3)6月 7日（金）より、「FIFA コンフェデレーションズカップブラジル 2013」に使用される

「競技者用ベンチ」を、AGC 旭硝子株式会社さんのご協力を頂き、ロウアー（地下 1階）屋

外に展示。 

仕様 「FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル 2013」にて実際に使用される競技

者用ベンチの三分割されたレプリカ 

      ・サイズ： 幅 2.9m × 高さ 1.9m × 奥行 1.0m 

      ・座席数： ５席 

(4)7月 23日（火）より 8月 25 日（日）まで夏季特別開館期間。期間中は無休。 

10:00～18:00の開館時間。 
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 10. 海外遠征申請の件  

  （1）公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-13 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 3日（土）～9日（金） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（2）公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-14 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 7月 11日（木）～22日（月） 

遠 征 先 ヨーテボリ/スウェーデン 

（3）公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-15 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（日）～9月 4日（水） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（4）公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-16 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 21日（水）～27日（火） 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（5）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 7月 11日（木）～22日（月） 

遠 征 先 ヨーテボリ/スウェーデン 

（6）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム スプレッド・イーグル FC 函館 （第 3種） 

遠征期間 7月 27日（土）～8月 3日（土） 

遠 征 先 高陽市/韓国 

（7）社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 仙台第二高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 4日（日）～15日（木） 

遠 征 先 ①ヘームズケルク/オランダ②ゲンゼンキルヒェン/ドイツ 

（8）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（日）～9月 4日（水） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（9）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズノルテジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（日）～9月 4日（水） 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（10）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（日）～9月 4日（水） 



報告事項 

2013/7/11 第 4回理事会 

7 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

（11）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズジュニア （第 4種） 

遠征期間 8月 21日（水）～27日（火） 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

（12）公益社団法人 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 20日（火）～23日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（13）公益財団法人 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 8月 26日（月）～30日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（14）公益財団法人 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 8月 27日（火）～9月 3日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（15）公益財団法人 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 8月 8日（木）～19日（月） 

遠 征 先 シッタート/オランダ 

（16）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-12 （第 4種） 

遠征期間 8月 2日（金）～6日（火） 

遠 征 先 江原道/韓国 

（17）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜 （第 1種） 

遠征期間 8月 12日（月）～16日（金） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（18）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜女子 （女子） 

遠征期間 8月 17日（土）～20日（火） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（19）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 早稲田大学ア式蹴球部 （第 1種） 

遠征期間 8月 27日（火）～29日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（20）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブユース （第 2種） 

遠征期間 8月 4日（日）～9日（金） 
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遠 征 先 高揚市/韓国 

（21）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 13日（火）～17日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（22）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 関東学院大学 （第 1種） 

遠征期間 8月 13日（火）～18日（日） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（23）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（日）～31日（土） 

遠 征 先 ヨンドク郡/韓国 

（24）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横須賀シーガルズ （女子） 

遠征期間 8月 12日（月）～16日（金） 

遠 征 先 嘉義懸・台北市/中華台北 

（25）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 神奈川県高校選抜 （第 2種） 

遠征期間 8月 26日（月）～30日（金） 

遠 征 先 京畿道/韓国 

（26）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜少年選抜サッカーチーム （第 4種） 

遠征期間 8月 5日（月）～8日（木） 

遠 征 先 仁川広域市/韓国 

（27）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム エスペランサジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 7月 31日（水）～8月 15日（木） 

遠 征 先 ブエノスアイレス/アルゼンチン 

（28）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 6日（火）～13日（火） 

遠 征 先 ウラジオストク/ロシア 

（29）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム 新潟県立新潟江南高校 （第 2種） 

遠征期間 8月 6日（火）～10日（土） 

遠 征 先 ソウル・済州市/韓国 

（30）一般社団法人 福井県サッカー協会 

チ ー ム U-12 トレーニングセンター （第 4種） 

遠征期間 8月 2日（金）～6日（火） 
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遠 征 先 慶州/韓国 

（31）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水トレセン U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 20日（火）～23日（金） 

遠 征 先 屏東市/台湾 

（32）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 20日（火）～23日（金） 

遠 征 先 屏東市/台湾 

（33）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水小学生選抜 （第 4種） 

遠征期間 8月 15日（木）～18日（日） 

遠 征 先 屏東市/台湾 

（34）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム NPO 藤枝東 FC ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 21日（水）～24日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（35）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム INOMIYA FC 93' （第 4種） 

遠征期間 8月 19日（月）～22日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（36）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム JFA アカデミー福島 （第 3種） 

遠征期間 7月 23日（火）～8月 4日（日） 

遠 征 先 コールレイン/北アイルランド 

（37）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 富士宮トレセン （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（月）～23日（金） 

遠 征 先 慶尚北道 栄州市/韓国 

（38）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 富士宮トレセン （第 4種） 

遠征期間 8月 19日（月）～23日（金） 

遠 征 先 慶尚北道 栄州市/韓国 

（39）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 袋井サッカー協会 高校選抜 （第 2種） 

遠征期間 8月 20日（火）～24日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（40）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水エスパルスジュニアユース U-14 （第 3種） 

遠征期間 8月 1日（木）～9日（金） 
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遠 征 先 マンチェスター/イギリス 

（41）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県クラブユース（U-15）選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 21日（水）～26日（月） 

遠 征 先 バンコク・チョンブリ/タイ 

（42）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 愛知フットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（月）～24日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（43）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム FC 四日市 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（月）～22日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（44）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム 一志中学校サッカー部 （第 3種） 

遠征期間 8月 19日（月）～30日（金） 

遠 征 先 コットブス/ドイツ 

（45）公益社団法人 滋賀県サッカー協会 

チ ー ム 立命館守山高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 7月 22日（月）～30日（火） 

遠 征 先 ロンドン/イギリス 

（46）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪ユース （第 2種） 

遠征期間 8月 6日（火）～15日（木） 

遠 征 先 アムステルダム・ズトフェン・アルンヘム/オランダ 

（47）一般社団法人 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 8月 5日（月）～12日（月） 

遠 征 先 ①アムステルダム/オランダ②ドルトムント/ドイツ 

（48）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪西 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 3日（土）～8日（木） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（49）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 （第 3種） 

遠征期間 8月 25日（日）～31日（土） 

遠 征 先 慶尚北道盈徳/韓国 

（50）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 芦屋 U-14 トレセン （第 3種） 

遠征期間 8月 26日（月）～30日（金） 
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遠 征 先 ビエンチャン/ラオス人民民主共和国 

（51）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島ヴォルティスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 3日（土）～9日（金） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（52）社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム 筑後トレセン （第 3種） 

遠征期間 8月 7日（水）～9日（金） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（53）社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム FUT6 （第 3種） 

遠征期間 8月 15日（木）～17日（土） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（54）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム 平戸選抜チーム （第 4種） 

遠征期間 7月 25日（木）～30日（火） 

遠 征 先 釜山/韓国 

 

 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 2名分（各 100枚） 

（2）申請団体： 一般社団法人長野県サッカー協会 

   使用目的： 名刺 1名分（100枚）、封筒 3,000部 

（3）申請団体： 一般社団法人三重県サッカー協会 

   使用目的： 名刺 5名分（各 100枚） 

 

 12. 2012年度 フットサルＢ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  2013 年度第 3 回理事会で承認を受けた 2012 年度フットサルＢ級コーチ養成講習会合格者 17 名

に、以下 1名を追加する。 

宮嶋 良丞 

 

 13. 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：学校法人法政大学 

施設名：法政大学多摩キャンパス城山地区サッカー場 

施設所有者：学校法人法政大学 施設部長 波田野 静男（はたの しずお） 

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：2012 年 6月 19 日～2015年 6月 18日 

公認番号：第 88 号 

＜特記事項＞ 
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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。 

 

 14. 検定球ロゴマーク変更の件 

 

 

 （報告）資料№３ 

2012年度第8回理事会にて、承認されたサッカーボール等の検定制度ガイドラインにおいて、検

討中であったロゴマークを別紙の通り変更する。 

 

 15. 2012年度 Ｓ級コーチライセンス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 2

名をＳ級コーチとして認定する。 

 

氏  名 ： 藤田 俊哉（ふじた としや） 

指導チーム： VVV Venlo(オランダ) 

生年月日 ： 1971 年 10 月 4日 

資  格 ：  2010 年度Ａ級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 :  2013 年 4月～現在   渋谷区トレセン  

       2013 年 8月～    VVV Venlo(オランダ) 

 

氏  名 ： 堀池 巧（ほりいけ たくみ） 

生年月日 ： 1965 年 9月 6日 

資  格 ： 2010 年Ａ級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 2008 年 ～           有度第 2スポーツ少年団 コーチ 

       2009 年 ～2010 年  JFAナショナルトレセンコーチ/東海 

        2009 年 ～      NPO法人 藤枝東 FC コーチ 

        2010 年 ～2011 年   NPO法人 藤枝東 FC 監督       

        2012 年 ～現在    JFAナショナルトレセンコーチ/東海 

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：373名（上記 2名含む） 

※ 2012年度公認 S級コーチライセンス認定者数：7名/20名中  

 

 16. Ｕ-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：6月 29 日(土)～7月 3日(水) 

場 所：大阪府堺市/J-Green堺 

[スケジュール] 

6月 29 日(土)   PM 集合 

6月 30 日(日)  AM トレーニング  

PM トレーニングマッチ vsセレッソ大阪ジュニアユース ●0-5 

7月 1日(月)  AM/PM トレーニング  
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7月 2日(火)    AM トレーニング  PM トレーニングマッチ vs興國高校 ●0-11 

7月 3日(水)    AM トレーニング  PM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 ： 三井 弘子    (矢島整形外科) 

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） 

総 務    ： 宮崎 英津子   (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 石野 妃芽佳 (スフィーダ世田谷 FCユース) 

 

浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) ※2 

 

福永 絵梨香 (セレッソ大阪堺レディース) ※2 

 
スタンボー 華 (JFAアカデミー福島) 

DF 橋沼 真帆 (JFAアカデミー福島) ※2 

 

中條 結衣 (JFAアカデミー福島) 

 

樫原 まゆ (常盤木学園高等学校) 

 

宮川 麻都 (日テレ・メニーナ)  

 

市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校)  

 

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) ※2 

 
立花 葉 (JFAアカデミー福島)  

 
三浦 成美 (日テレ・メニーナ)  

 
東原 彩帆 (常葉学園橘高等学校)※1 

 
平田 舞 (JFAアカデミー福島) 

 

西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 

今井 裕里奈 (浦和レッズレディースユース)  

 

長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース)  

FW 入口 菜之花 (追手門学院高等学校) ※1 

 
小林 里歌子 (常盤木学園高等学校)  

 
植田 悠莉子 (JFAアカデミー福島) 

 
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) 

 
大熊 良奈 (JFAアカデミー福島) ※2 

※1：6/29～7/1 まで ※2：7/1～                   以上 26名 

 17. ＪＦＡエリートプログラム女子 U-14 中国遠征の件 

   行事名：ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 中国遠征 
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  U-14日本女子選抜 AFC U-14 Girls' Regional Championship 2013 

期  間：6月 1日（土）～ 10日（月） 

場  所：神奈川県川崎市、中国北京 

［スケジュール］ 

6月 1日(土)  集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 2日(日) 中国に移動 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 3日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

AFC U-14 Girls' Regional Championship 2013 

   4日(火)  U-14日本女子選抜 1-3 U-14朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

5日(水)    U-14日本女子選抜 7-0 U-14チャイニーズ･ﾀｲﾍﾟｲ女子代表 

6日(木)    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

7日(金)    準決勝：U-14日本女子選抜 2-4 U-14中国女子代表 

8日(土)    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・北京市内観光 

9日(日)   3位決定戦：U-14日本女子選抜 1-2 U-14韓国女子代表 

10日(月)  帰国 → 解散 

※大会結果  優 勝：中国    

準優勝：朝鮮民主主義人民共和国 

       第 3位：韓国   

第 4位：日本 

       フェアプレー賞：日本 

［スタッフ］ 

監督  ： 吉田  弘 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ｺｰﾁ  ： 大谷 未央 （大阪学芸高等学校／ｾﾚｯｿ大阪） 

GK ｺｰﾁ ： 西入 俊浩 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 伊藤 恵理 （慶應義塾大学病院 ｽﾎﾟｰﾂ医学総合ｾﾝﾀｰ）※6/1-2 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 塚原 由佳 （北里大学 北里研究所 整形外科） 

総務  ： 今関 葉子 （JFA女子部） 

［選手］ 

GK  米澤 萌香 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ･ｾﾘｱｽ） 

田中 桃子 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

FP  野島 咲良 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

前野 乃愛 （鹿児島県：太陽ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ U-15） 

高橋萌々香 （徳島県：ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ徳島ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ・JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

千葉玲海菜 （福島県：ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城） 

塚本 夏希 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

植木 理子 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ･ｾﾘｱｽ） 

内藤 夏鈴 （北海道：ﾊﾞｰﾓｽ恵庭ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

曽根 七海 （千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16） 

宮本 華乃 （熊本県：ﾛｱｯｿ熊本ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

平田  朋 （滋賀県：YASU club U-15） 
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加藤  希 （広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's） 

牛島 理子 （熊本県：ﾛｱｯｿ熊本ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

小嶋 星良 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

山﨑 涼帆 （香川県：F.C.ｺｰﾏﾚﾃﾞｨｰｽｱｻﾞﾚｱ） 

川北 美空 （三重県：楠ｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

高橋 はな （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）   計 18名 

 

 18. ＪＦＡエリートプログラム女子 U-13 トレーニングキャンプの件 

  行事名：ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-13 トレーニングキャンプ 

期  間：6月 28 日（金）～ 7月 1日（月） 

場  所：大阪府堺市/J-GREEN堺 

［スケジュール］ 

6月 28日(金) 集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 29日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

7月  1日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾑ・面談 

  2日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

［スタッフ］ 

監督  ： 吉田  弘 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ｺｰﾁ  ： 浮田あきな （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／釧路ﾘﾍﾞﾗﾙﾃｨ） 

ｺｰﾁ  ： 大部 由美 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ）※6/28-29 

GK ｺｰﾁ ： 小林  忍 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 増田 研一 （関西医療大学 大学院） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 森本 将太 （兵庫医科大学 整形外科） 

総務  ： 今関 葉子 （JFA女子部） 

［選手］ 

GK  伊能 真弥 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

山下 莉奈 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

FP  青木 春佳 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

三条 理緒 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

柴山 史菜 （愛知県：NGU名古屋 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

軍司 美玖 （茨城県：MITO EIKO FC 茨城 ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

川名みのり （大阪府：FCヴｨﾄｰﾘｱ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

鈴木 陽奈 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

木川 胡桃 （岡山県：FFC ｳｪﾈｽ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

遠藤  純 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

原  海七 （兵庫県：INAC神戸ﾚｵﾈｯｻ U-15） 

広岡 里菜 （徳島県：徳島ﾗﾃｨｰｼｬ） 

渡  ユキ （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

田中  萌 （滋賀県：おおつヴｨｸﾄﾘｰｽﾞｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

武田あすみ （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 
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小浦まりな （佐賀県：FC ALEGRE CAMINHO） 

井上  萌 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

轡田  歩 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

三浦 晴香 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

十川 ゆき （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

中村明日葉 （兵庫県：CALDIO Football Club (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

大沼寿々歩 （北海道：釧路ﾘﾍﾞﾗﾙﾃｨ） 

山上ひとみ （岡山県：岡山湯郷 Belle espoir） 

根津 茉琴 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

平田ひなの （大阪府：FCヴｨﾄｰﾘｱ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)）    計 25名 

 

 19. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2013の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2013 

期 間：5月 26 日（日）～31日（金） 

場 所：愛知県豊田市 

[スケジュール] 

5月 26 日 （日） 集合(海外クラブ所属選手)、トレーニング 

5月 27 日 （月） 集合(J リーグクラブ所属選手)、トレーニング 

5月 28 日 （火） トレーニング 

5月 29 日 （水） 公式トレーニング 

5月 30 日 （木） 
キリンチャレンジカップ 2013 

日本代表 vs. ブルガリア代表 ●0－2（0－1） 

5月 31 日 （金） トレーニング、移動 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFAスポーツ医学委員会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

チーム運営統括 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  
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チームカメラマン 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行(株)) 

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 (スタンダール・リージュ(ベルギー)) 

 西川 周作 (サンフレッチェ広島) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 駒野 友一 (ジュビロ磐田) 

 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 栗原 勇蔵 (横浜 F・マリノス) 

 伊野波 雅彦 (ジュビロ磐田) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04(ドイツ))  

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イギリス)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 中村 憲剛 (川崎フロンターレ) 

 長谷部 誠 (VfLヴォルフスブルグ(ドイツ)) 

 細貝  萌 (バイエル・レバークーゼン(ドイツ)) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

FW 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 ハーフナーマイク (SBVフィテッセ(オランダ)) 

 乾 貴士 (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ）) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(ｲｷﾞﾘｽ)） 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 工藤 壮人 (柏レイソル) 

 東 慶悟 (FC東京) 

以上 23名 

 20. 2014FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選 ホーム vsオーストラリア代表の件 

  行事名：日本代表 ワールドカップブラジルアジア最終予選 ホーム vsオーストラリア代表 

期 間：5月 31 日（金）～6月 5日（水） 

場 所：埼玉県さいたま市 

[スケジュール] 

5月 31 日 （金） 移動 

6月 1日 （土） トレーニング 

6月 2日 （日） トレーニング 

6月 3日 （月） 公式トレーニング 

6月 4日 （火） 2014FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選  
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日本代表 vs オーストラリア代表 △1-1（0-0） 

6月 5日 （水） 記者会見、解散 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ドクター 島田 和典 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFAスポーツ医学委員会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

チーム運営統括 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

チームカメラマン 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行(株)) 

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 (スタンダール・リージュ(ベルギー)) 

 西川 周作 (サンフレッチェ広島) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 駒野 友一 (ジュビロ磐田) 

 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 栗原 勇蔵 (横浜 F・マリノス) 

 伊野波 雅彦 (ジュビロ磐田) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04(ドイツ))  

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イギリス)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ)) 

 酒井 高徳 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 中村 憲剛 (川崎フロンターレ) 

 長谷部 誠 (VfLヴォルフスブルグ(ドイツ)) 
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 細貝  萌 (バイエル・レバークーゼン(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ(ロシア)) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

FW 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 岡崎 慎司 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

 ハーフナーマイク (SBVフィテッセ(オランダ)) 

 乾 貴士 (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ）) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(ｲｷﾞﾘｽ)) 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 工藤 壮人 (柏レイソル) 

 東 慶悟 (FC東京) 

以上 26名 

 21. 2014FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選 アウェイ vsイラク代表の件 

  行事名：日本代表 ワールドカップブラジルアジア最終予選 アウェイ vsイラク代表 

期 間：6月 6日（木）～11日（火） 

場 所：カタール・ドーハ 

[スケジュール] 

6月 6日 （木） 集合、ドーハ移動 

6月 7日 （金） 移動、トレーニング 

6月 8日 （土） トレーニング 

6月 9日 （日） トレーニング 

6月 10 日 （月） 公式トレーニング 

6月 11 日 （火） 
2014FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選  

日本代表 vs イラク代表 ○1-0（0-0） 

[スタッフ] 

団 長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

技術委員長 原 博実 (JFA技術委員会) 

ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員会) 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ｼﾞｬﾝﾊﾟｵﾛ・ｺﾗｳｯﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ドクター 島田 和典 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) ※6/10～11 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFAスポーツ医学委員会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

チーム運営統括 平井 徹 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

チームカメラマン 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行(株)) 

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) 

シェフ 西 芳照 ((株)Dream24) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リージュ(ベルギー)) 

 西川 周作 (サンフレッチェ広島) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 栗原 勇蔵 (横浜 F・マリノス) 

 伊野波 雅彦 (ジュビロ磐田) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04(ドイツ))  

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イギリス)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ)) 

 酒井 高徳 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 中村 憲剛 (川崎フロンターレ) 

 長谷部 誠 (VfLヴォルフスブルグ(ドイツ)) 

 細貝  萌 (バイエル・レバークーゼン(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ(ロシア)) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

FW 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 岡崎 慎司 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

 ハーフナーマイク (SBVフィテッセ(オランダ)) 

 乾 貴士 (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ）) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(ｲｷﾞﾘｽ)) 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

以上 23名 

 22. FIFAコンフェデレーションズカップブラジル 2013の件 

  行事名：日本代表 FIFAコンフェデレーションズカップブラジル 2013 

期 間：6月 12 日（水）～25日（火） 
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場 所：ブラジル/ブラジリア、レシフェ、ベロリゾンチ 

[スケジュール] 

6月 12 日 （水） 移動、トレーニング 

6月 13 日 （木） トレーニング 

6月 14 日 （金） 公式トレーニング 

6月 15 日 （土） 
FIFAコンフェデレーションズカップブラジル 2013 

日本代表 vs ブラジル代表 ●0-3（0-1） 

6月 16 日 （日） トレーニング 

6月 17 日 （月） トレーニング、レシフェ移動 

6月 18 日 （火） 公式トレーニング 

6月 19 日 （水） 
FIFAコンフェデレーションズカップブラジル 2013 

日本代表 vsイタリア代表 ●3-4（2-1） 

6月 20 日 （木） トレーニング、ベロリゾンチ移動 

6月 21 日 （金） 公式トレーニング 

6月 22 日 （土） 
FIFAコンフェデレーションズカップブラジル 2013 

日本代表 vsメキシコ代表 ●1-2（0-0） 

6月 23 日 （日） 移動 

6月 24 日 （月） 移動 

6月 25 日 （火） 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

技術委員長 原 博実 (JFA技術委員会) 

ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員会) 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ｼﾞｬﾝﾊﾟｵﾛ・ｺﾗｳｯﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ドクター 島田 和典 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFAスポーツ医学委員会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

チーム運営統括 平井 徹 (JFA代表チーム部) 



報告事項 

2013/7/11 第 4回理事会 

22 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 西澤 和剛 (JFAコミュニケーション部部長)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

チームカメラマン 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行(株)) 

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) 

シェフ 西 芳照 ((株)Dream24) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リージュ(ベルギー)) 

 西川 周作 (サンフレッチェ広島) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 栗原 勇蔵 (横浜 F・マリノス) 

 伊野波 雅彦 (ジュビロ磐田) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04(ドイツ))  

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イギリス)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ)) 

 酒井 高徳 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 中村 憲剛 (川崎フロンターレ) 

 長谷部 誠 (VfLヴォルフスブルグ(ドイツ)) 

 細貝  萌 (バイエル・レバークーゼン(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ(ロシア)) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

FW 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 岡崎 慎司 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

 ハーフナーマイク (SBVフィテッセ(オランダ)) 

 乾 貴士 (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ）) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(ｲｷﾞﾘｽ)) 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

以上 23名 

 23. 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：6月 9日(日)～13 日(木) 

場 所：千葉県習志野市/秋津サッカー場、他 

[スケジュール] 

6月  9日(日) PM集合・トレーニング 

6月 10 日(月) AMトレーニング 
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 PM トレーニングマッチ vs 順天堂大学 △1-1 

6月 11 日(火) 
AMトレーニング 

PMトレーニング 

6月 12 日(水) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニングマッチ vs ジェフユナイテッド千葉 ●1-3 

6月 13 日(木) 

 

AMトレーニングマッチ vs 流通経済大学 ◯7-2 

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) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 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 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 井澤 敏明 (九州大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

[選 手]  

GK 置田 竣也 (中央大学) 

 
田中 雄大 (青森山田高校)            ※途中離脱 

 
高木和 徹 (清水エスパルスユース)           ※追加招集 

DF 三浦 弦太 (清水エスパルス) 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18)           ※途中離脱 

 
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) 

 
北谷 史孝 (興國高校) 

 
広瀬 陸斗 (浦和レッズユース) 

 
飯泉 涼矢  (三菱養和 SCユース) 

 
高橋 壮也 (立正大学淞南高校) 

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)        ※途中離脱 

 
関根 貴大 (浦和レッズユース) 

 
小屋松 知哉 (京都橘高校) 

 
梅村 晴貴 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
川上 翔平 (FC東京 U-18) 

 
川辺 駿 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

FW 南野 拓実 (セレッソ大阪) 

 
矢島 輝一 (FC東京 U-18)                     ※追加招集 

 
金子 翔太 (JFAアカデミー福島) 
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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)         ※不参加 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 

以上 26名 

 24. U-17日本代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-17日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：6月 16 日(日)～19日(水) 

場 所：京都府城陽市 

[スケジュール] 

6月 16 日(日) PM集合  

6月 17 日(月) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

6月 18 日(火) AMトレーニング 

トレーニングマッチ vs 立命館大学 ●0-1 

トレーニングマッチ vs 京都サンガ F.C.    ●1-5 

6月 19 日(水) 

 

AM トレーニング 

終了後、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 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) 

アシスタントコーチ 木村 康彦 (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 結城 新 (東京医科歯科大学病院) 

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 永石 拓海 (高川学園高校) 

 
林 瑞輝 (ガンバ大阪ユース) 

 
阿部 航斗 (アルビレックス新潟ユース) 

DF 松原 后 (浜松開誠館高校) 

 
野口 航 (熊本県立大津高校) 

 
宮原 和也 (サンフレッチェ広島) 

 
石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
青山 景昌 (名古屋グランパス U18) 

 
三竿 健斗 (東京ヴェルディユース) 

 
茂木 力也 (浦和レッズユース) 

 
坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

 
浦田 樹 (ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18) 
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MF 瓜生 昂勢 (筑陽学園高校) 

 
土居 柊太 (浜松開誠館高校)  

 
水谷 拓磨 (清水エスパルスユース) 

 
井上 潮音 (東京ヴェルディユース) 

 
中野 雅臣 (東京ヴェルディユース) 

 
須藤 駿介 (静岡学園高校) 

 
小川 紘生 (浦和レッズユース) 

 
中山 雄太 (柏レイソル U-18) 

 
前川 大河 (セレッソ大阪 U-18)   ※追加招集 

FW 杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
山口 真司 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
会津 雄生 (柏レイソル U-18) 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 
森 晃太 (名古屋グランパス U18)  ※追加招集 

 
大島 康樹 (柏レイソル U-18)    ※参加辞退 

以上 27名 

 25. Ｕ-16日本代表 アゼルバイジャン遠征（カスピアンカップ 2013）の件 

  行事名：Ｕ-16日本代表 アゼルバイジャン遠征（カスピアンカップ 2013） 

期 間：5月 27 日(月)～6月 7日(金) 

場 所：アゼルバイジャン・バクー 

[スケジュール] 

5月 27 日(月) PM集合、移動（成田→ドーハ→バクー） 

5月 28 日(火) PM到着、トレーニング 

5月 29 日(水) AM/PM トレーニング 

5月 30 日(木) AMトレーニング PM vs.U-17タジキスタン代表 ○3-1 

5月 31 日(金) AM/PM トレーニング 

6月 1日(土) AMトレーニング PM vs.U-17ウルグアイ代表 ○2-1 

6月 2日(日) AM/PM トレーニング 

6月 3日(月) AM トレーニング PM vs.U-17トルコ代表 ●0-1 

6月 4日(火) AM/PM トレーニング 

6月 5日(水) AMトレーニング PM vs.U-17グルジア代表 △0-0 PK5-3 

6月 6日(木) AM トレーニング PM移動（バクー→ドーハ） 

6月 7日(金） 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) 
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ドクター   ： 齊藤 雅彦  (東邦大学医療センター 佐倉病院) 

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    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 坂本 大地 (セレッソ大阪 U-15) 

 
鶴田 海人 (ヴィッセル神戸伊丹 U-15) 

DF 町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) ※3 

 

庄司 朋乃也 (セレッソ大阪 U-18) 

 
三上 孝太 (青森山田高校) 

 

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) 

 
イヨハ 理 ヘンリー (FC.フェルボール愛知) 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-15) 

MF 鈴木 徳真 (前橋育英高校) ※1 

 
杉山 雄太 (コンサドーレ札幌 U-18) ※2 

 
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) 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ジュニアユース) 

 
崎村 祐丞 (アビスパ福岡 U-15) 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディジュニアユース)  

 
田中 陸 (柏レイソル U-15)  

FW 梶山 幹太 (FC五十嵐ジュニアユース)  

 
松岡 大智 (カターレ富山 U-15) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 ※3 途中離脱          

以上 18名 

 26. なでしこジャパン（日本女子代表） キリンチャレンジカップ 2013の件 

  行事名：なでしこジャパン キリンチャレンジカップ 2013 

期 間：6月 17 日（月）～21日（金） 

場 所：佐賀県鳥栖市 

[スケジュール] 

6月 17 日 （月） 集合、トレーニング 

6月 18 日 （火） トレーニング 

6月 19 日 （水） トレーニング 

6月 20 日 （木） 
キリンチャレンジカップ 2013 

なでしこジャパン vs. ニュージーランド女子代表 △1－1（1－0） 

6月 21 日 （金） トレーニング、移動 

[スタッフ] 

監 督 佐々木 則夫 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 中村 順 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 
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GKコーチ 前田 信弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ 広瀬 統一 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学) 

ドクター 原  邦夫 (社会保険京都病院) 

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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業/JAPAN ｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)/(株)BOTTOM UP) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 (JFAコミュニケーション部) 

総 務 山田   薫 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 福元 美穂 (岡山湯郷 Belle) 

 海堀 あゆみ (INAC神戸レオネッサ) 

 天野 実咲 (ベガルタ仙台レディース) 

 山根 恵里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

DF 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 長船 加奈 (ベガルタ仙台レディース) 

 田中 明日菜 (INAC神戸レオネッサ) 

 宇津木 瑠美 (Montpellier HSC (フランス)) 

 坂井 優紀 (ベガルタ仙台レディース) 

 渡辺 彩香 (INAC神戸レオネッサ) 

 熊谷 紗希 (1.FFC Frankfurt (ドイツ)) 

MF 澤 穂稀 (INAC神戸レオネッサ) 

 安藤 梢 (1.FFC Frankfurt (ドイツ))  

 宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 川澄 奈穂美 (INAC神戸レオネッサ) 

 上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 木龍 七瀬 (日テレ・ベレーザ) 

 山崎 円美 (アルビレックス新潟レディース) 

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ) 

FW 大野 忍 (Olympque Lyonnais (フランス)) 

 大儀見 優季 (1.FFC Turbine Potsdam (ドイツ)) 

 丸山 桂里奈 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 岩渕 真奈 (TSG 1899 Hoffenheim (ドイツ)) 

以上 25名 

 27. なでしこジャパン（日本女子代表） 欧州遠征の件 

  行事名：なでしこジャパン 欧州遠征 

期 間：6月 22 日（土）～7月 1日（月） 

場 所：イングランド・バートンアポントレント 、 ドイツ・ミュンヘン 
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[スケジュール] 

6月 22 日 （土） 移動 

6月 23 日 （日） トレーニング 

6月 24 日 （月） トレーニング 

6月 25 日 （火） トレーニング 

6月 26 日 （水） 国際親善試合 vs. イングランド女子代表 △1-1（1-0） 

6月 27 日 （木） トレーニング、移動 

6月 28 日 （金） 公式トレーニング 

6月 29 日 （土） 国際親善試合 vs. ドイツ女子代表 ●2-4（1-1） 

6月 30 日 （日） トレーニング、移動 

7月 1日 （月） 到着、解散 

[スタッフ] 

団 長 上田 栄治 (JFA女子委員長) 

監 督 佐々木 則夫 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 中村 順 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

GKコーチ 前田 信弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ 広瀬 統一 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学) 

ドクター 原  邦夫 (社会保険京都病院) 

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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業/JAPAN ｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)/(株)BOTTOM UP) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 (JFAコミュニケーション部) 

総 務 山田   薫 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 福元 美穂 (岡山湯郷 Belle) 

 海堀 あゆみ (INAC神戸レオネッサ) 

DF 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 長船 加奈 (ベガルタ仙台レディース) 

 田中 明日菜 (INAC神戸レオネッサ) 

 宇津木 瑠美 (Montpellier HSC (フランス)) 

 熊谷 紗希 (1.FFC Frankfurt (ドイツ)) 

MF 安藤 梢 (1.FFC Frankfurt (ドイツ))  

 宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 川澄 奈穂美 (INAC神戸レオネッサ) 

 上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ) 
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FW 大野 忍 (Olympque Lyonnais (フランス)) 

 大儀見 優季 (1.FFC Turbine Potsdam (ドイツ)) 

 丸山 桂里奈 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 岩渕 真奈 (TSG 1899 Hoffenheim (ドイツ)) 

以上 18名 

 28. Ｕ-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ（静岡）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（静岡） 

期 間：6月 22 日(土)～26日(水) 

場 所：静岡県御殿場市/御殿場高原時之栖 

[スケジュール] 

6月 22 日(土) 

 

PM集合･トレーニング 

6月 23 日(日) 

 

AMトレーニング  PMトレーニング 

6月 24 日(月) 

 

AMトレーニング  PMトレーニング 

6月 25 日(火) 

 

AM練習試合 vs ユニバーシアード日本女子代表 ○3－1 

  

PMトレーニング 

6月 26 日(水) 

 

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   ： 大岩 孝子  (静岡赤十字病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 山口 由美子 (関西医療大学) 

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 Belle) 

 

井上 ねね (JFAアカデミー福島)  

 

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)※1 

 

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)  

 

清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 

畑中 美友香 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 

小島 美玖 (JFAアカデミー福島) 

 

万屋 美穂 (日ノ本学園高等学校) 

MF 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

 
北川 紗希 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 
栗島 朱里 (浦和レッズレディース)  

 
濱本 まりん (FC吉備国際大学 Charme) 

 

隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  
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籾木 結花 (日テレ・ベレーザ) 

 

長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ)  

FW 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)  

 
道上 彩花 (INAC神戸レオネッサ)  

 
巴月 優希 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 
佐々木 美和 (常盤木学園高等学校) 

 
白木 星 (常盤木学園高等学校) 

※1 途中離脱（6/25）                      

以上 23名 

 29. フットサル日本代表  第 4回アジアインドア＆マーシャルアーツゲームズの件 

  行事名：フットサル日本代表   

第 4回アジアインドア＆マーシャルアーツゲームズ（2013/仁川） 

期 間：6月 23 日(日)～7月 7日(日) 

場 所：韓国/仁川 

[スケジュール] 

6月 23 日(日)   PM 集合  

6月 24 日(月)  AM 移動（羽田→金浦） PM トレーニング  

6月 25 日(火)  トレーニング  

6月 26 日(水)  トレーニング 

6月 27 日(木)  vs.フットサルサウジアラビア代表 ○3-0（1-0） 

6月 28 日(金)  トレーニング 

6月 29 日(土)  トレーニング 

6月 30 日(日)  トレーニング 

7月 1日(月)   vs.フットサルトルクメニスタン代表 ○3-2（2-0） 

7月 2日(火)    トレーニング 

7月  3日(水)  準々決勝 vs.フットサルウズベキスタン代表 ○5-4（3-2） 

7月 4日(木)  準決勝 vs.フットサルクウェート代表 ○6-4（2-1） 

7月 5日(金)  トレーニング 

7月 6日(土)  決勝 vs.フットサルイラン代表 ●2-5（1-0） 

7月 7日(日)  AM 移動（金浦→羽田）、帰国後解散 

[スタッフ]  

団 長    ： 松崎  康弘      (JFAフットサル委員長) 

監 督    ： ミゲル・ロドリゴ    (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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/東急スポーツシステム㈱） 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ   ： 村岡  誠        (フリー) 

ドクター   ： 土井 俊        (浜松南病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 後関 慎司       (東京スポーツ・レクリエーション) 

総 務    ： 倉田 研太郎     (JFA代表チーム部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ： 杉山 友朗       (アディダスジャパン㈱/㈱BOTTOM UP) 
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 [選 手]  

GK 冨金原 徹  (デウソン神戸) 

 

清家 大葵 (シュライカー大阪) 

 

関口 優志  (エスポラーダ北海道) 

FP 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) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  ※途中離脱 

 
丹野 聡士 (バルドラール浦安) 

 
内村 俊太 (湘南ベルマーレ) 

 
逸見 勝利ﾗﾌｧｴﾙ (Al Wasl（UAE）) 

以上 14名 

 30. フットサル日本女子代表  第 4回アジアインドア＆マーシャルアーツゲームズの件 

  行事名：フットサル日本女子代表   

第 4回アジアインドア＆マーシャルアーツゲームズ（2013/仁川） 

期 間：6月 23 日(日)～7月 6日(土) 

場 所：東京都、韓国/仁川 

[スケジュール] 

6月 23 日(日)  PM 集合 トレーニングマッチ vs武蔵丘短期大学 

6月 24 日(月)  AM 移動（羽田→金浦） PM トレーニング  

6月 25 日(火)  AM/PM トレーニング  

6月 26 日(水)  vs.フットサルウズベキスタン女子代表 ◯8－0（4－0） 

6月 27 日(木)  AM/PM トレーニング 

6月 28 日(金)  AM トレーニング 

         vs.フットサル中国女子代表 ◯5－2（4－1） 

6月 29 日(土)  AM/PM トレーニング 

6月 30 日(日)  vs.フットサルインドネシア女子代表 ○5-0（2-0） 

7月 1日(月)  AM/PM トレーニング 

7月 2日(火)    AM/PM トレーニング 

7月  3日(水)  準決勝 vs.フットサルタイ女子代表 ○2-1（0-0） 

7月 4日(木)  AM/PM トレーニング 

7月 5日(金)  決勝 vs.フットサルイラン女子代表 ○2-1（0-1） 

7月 6日(土)  AM 移動（金浦→羽田）、帰国後解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 在原 正明    (東急スポーツシステム㈱) 

コーチ    ： 石森 由紀    (東京都フットサル連盟) 
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ドクター   ： 絹笠 友則    (いちはら病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 岡田 瞳      (フリー) 

総 務    ： 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 本多 さかえ (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 

秋元 麻陽 (arco-iris KOBE)  

 

齋田 由貴 (ベガルタ仙台レディース) 

FP 井野 美聡 (arco-iris KOBE) 

 

小出 夏美 (VEEX TOKYO Ladies) 

 

中島 詩織 (Diamante Logrono （スペイン）) 

 

坂田 睦 (SWHレディースフットサルクラブ)  

 

芝原 夏奈 (カフリンガボーイズ東久留米)  

 

関灘 美那子 (arco-iris KOBE) 

 
青山 実苗 (VEEX TOKYO Ladies)  

 
北川 夏奈 (丸岡 RUCK Ladies) 

 
北隅 春菜 (BORBOLETA FUTSAL)  

 
四宮 由美子 (VEEX TOKYO Ladies)  

 
吉林 千景 (VEEX TOKYO Ladies) 

以上 14名 

 31. 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：6月 24 日(月)～27日(木) 

場 所：沖縄県宜野湾市 

[スケジュール] 

6月 24 日(月) PM集合・トレーニング 

6月 25 日(火) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

6月 26 日(水) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

6月 27 日(木) 

 

AM トレーニング 

終了後、解散 

[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (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 本間 一憲 (JFA代表チーム部) 

 

[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) 
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後藤 将斗 (ドルソーレ北九州) 

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 (東京レキオス BS) 

 
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) 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 

 
坂口 健人 (プラシア山口) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

以上 19名  

 32. JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名：金子 翔太 

所属歴：今市第三カルナヴァル→JFAアカデミー福島 

所属元：JFAアカデミー福島 

受入先：清水エスパルス 

承認日：2013年 6月 11日 

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

選手名：田中 達也 

所属歴：Y-EAST フットボールクラブ→アビスパ福岡 U-15→東福岡高校→ 

九州産業大学学友会体育会サッカー部 

所属元：九州産業大学学友会体育会サッカー部 

受入先：ロアッソ熊本 

承認日：2013年 6月 11日 

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

選手名：工藤 光輝 

所属歴：厚真少年サッカークラブ→FC苫小牧選抜→厚真中学校サッカー部→ 

あつまスポーツクラブ U-15→コンサドーレ札幌ユース U-18→阪南大学サッカー部 

所属元：阪南大学サッカー部 

受入先：コンサドーレ札幌 

承認日：2013年 6月 11日 

 

 


