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2013年 11月 14日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2013年度 第 7回理事会 

報告事項 

 1. 日本サッカーミュージアムの件  

  (1)入場者報告 

10月 2,051人 1日平均 75.9人 

（2012年 2,514 人 2011年 3,337人 2010年 2,109人 2009年 2,032人） 

(2)開館 10周年記念イベント（予定） 

【トークショー】 1階ヴァーチャルスタジアム   

11月 30日（土）11:00～「日本サッカーの歴史を振り返る」 小倉館長/宮本国際委員 

12月 8日（日）11:00～「育成年代の体作り」 早川ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ/前田トレーナー 

12月 14日（土）14:00～「女子サッカーの魅力」 なでしこジャパン佐々木監督 

12月 15日（日）14:00～「プロサッカーの監督の仕事 SAMURAI BLUEザッケローニ監督 

※有料 1,500円（サッカーミュージアム入館料込・税込） チケット JFAのみで販売 

【スポンサーパーティー「感謝の夕べ」】 

12月 19日（木） 

17:30～ カクテル形式にてミュージアム観覧 （ピッチ/地下 2階） 

18:30～ 立食パーティー （館長挨拶、イベント） 1階ヴァーチャルスタジアム 

20:00  終了予定 

※招待者 ミュージアム協賛社、寄贈者、殿堂掲額者（故人の場合ご家族） 

(3)FIFAコンフェデレーションズカップブラジル使用ベンチ展示 

11月 2日（土）より協賛社である旭硝子(株)製の FIFAコンフェデレーションズカップブラ

ジル開幕戦で使用したチームベンチ（2013グッドデザイン賞受賞）を設置展示（11月 24

日まで） 

 

 2. 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道選抜 U-12 （第 4種） 

遠征期間 12月 6日（金）～9日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（2）一般財団法人 福島県サッカー協会 

チ ー ム JFAアカデミー福島 （女子） 

遠征期間 12月 24日（火）～2014年 1月 5日（日） 

遠 征 先 フロリダ/アメリカ 

（3）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 茨城県トレセン（U-14） （第 3種） 

遠征期間 8月 17日（土）～26日（月） 

遠 征 先 ①ザイスト/オランダ、②イモラ/イタリア 
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（4）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム VONDS 市原フットボールクラブ （第 1種） 

遠征期間 12月 6日（金）～10日（火） 

遠 征 先 ダナン/ベトナム 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都シニアサッカー連盟選抜 （シニア） 

遠征期間 11月 30日（土）～12月 2日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 奥寺スポーツアカデミー （第 2種） 

遠征期間 11月 16日（土）～26日（火） 

遠 征 先 ヴォルフスブルク・ブレーメン/ドイツ 

（7）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム AMBICIONE 松本 （第 3種） 

遠征期間 2014 年 1月 31日（金）～2月 12日（水） 

遠 征 先 バルセロナ・バレンシア/スペイン 

（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪門真ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12月 24日（火）～28日（土） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（9）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 12月 25日（水）～29日（日） 

遠 征 先 浦項市/韓国 

（10）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 神戸大学フットサル部 （フットサル） 

遠征期間 10月 22日（火）～28日（月） 

遠 征 先 ケアンズ/オーストラリア 

（11）社団法人 山口県サッカー協会 

チ ー ム レノファ山口 FC （第 1種） 

遠征期間 12月 3日（火）～5日（木） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

 

 3. 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 4名分（各 100枚） 

（2）申請団体： 公益財団法人茨城県サッカー協会 

   使用目的： バナー 2枚 

（3）申請団体： 一般社団法人長野県サッカー協会   

使用目的： 封筒 4,000部 
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 4. 日本サッカー協会認定選手エージェント 新規認定者の件 

  FIFA 選手エージェント規則（FIFA Players’ Agents Regulations）および日本サッカー協会

選手エージェント規則に基づき、以下 2 名を新たに本協会の認定選手エージェントとして認定

した。 

認定者：  

・本田 弘幸 (ほんだ ひろゆき)  

1983年 12月 10日生まれ  HEROE株式会社 

・一木 伸之 （いっき のぶゆき） 

1974年 5月 2日生まれ  株式会社ジェブエンターテイメント 

 

※上記 2 名は FIFA の指示に基づき 9 月 26 日(木)に実施された選手エージェント試験に合格し

た。また、本協会の認定に際して必要となる職業賠償責任保険への加入および職業行動規範

誓約書への署名を完了している。 

※この結果、本協会認定選手エージェントは 33名となる。 

 

 5. 第 93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦組み合わせ・会場決定の件 

  （報告）資料№1 

第 93回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、10月 20日に開催されたラウンド 16抽選会

の結果を受けて、4回戦の対戦カード、会場、キックオフ時間が以下の通り決定した。 

 

＜トーナメント表 組み合わせ＞ 

別紙参照 

＜会場/キックオフ時間＞ 

4回戦 

2013年 11月 16日（土） 

【73】13：00 柏レイソルvs.大分トリニータ       岡山/Kankoスタジアム 

【75】17：00 セレッソ大阪vs.サガン鳥栖        大阪長居スタジアム 

【77】13：00 清水エスパルス vs.ベガルタ仙台      静岡/IAIスタジアム日本平 

【78】19：00 大宮アルディージャ vs.FC東京       埼玉/NACK5スタジアム大宮 

【79】15：00 鹿島アントラーズvs.サンフレッチェ広島  茨城/県立ｶｼﾏｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ 

2013年 11月 20日（水） 

【74】19：00 横浜 F・マリノスvs.AC長野パルセイロ  神奈川/日産スタジアム 

【76】19：00 川崎フロンターレャ vs.モンテディオ山形 神奈川/等々力陸上競技場 

【80】19：00 ヴァンフォーレ甲府vs.コンサドーレ札幌 熊本/うまかな･よかなスタジアム  

 

 6. 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：佐賀県嬉野市 

施設名：嬉野総合運動公園 みゆき球技場 

施設所有者：嬉野市長 谷口 太一郎（たにぐち たいちろう） 
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ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ (XXP-62) / 住友ゴム工業㈱ 

公認期間：2013年 11月 14日～2016年 11月 13日 

公認番号：第 150号 

＜特記事項＞ 

 ハイブリッドターフ (XXP-62) / 住友ゴム工業㈱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：日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 

施設名：ＮＦグラウンド（エヌエフグラウンド） 

施設所有者：日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校 校長 小松 実（こまつ みのる） 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ (XXP-62HP) / 住友ゴム工業㈱ 

公認期間：2013年 11月 14日～2016年 11月 13日 

公認番号：第 151号 

＜特記事項＞ 

 ハイブリッドターフ (XXP-62HP) / 住友ゴム工業㈱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。 

 

 7. 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：三重県伊勢市 

施設名：伊勢フットボールヴィレッジ Dピッチ 

施設所有者：伊勢市長 鈴木 健一（すずき けんいち） 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ (PT2065) / 積水樹脂㈱ 

公認期間：2013年 10月 18日～2015年 10月 17日 

公認番号：第 061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. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合等への派遣は次の通り。 

（役員） 

①  AFC U19 Championship 2014 Qualifiers – Group H  

ｱｾｯｻｰ ：廣嶋禎数 

期 間：10月 5 日～13日 

場 所：バンコク/タイ 
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②  MA Women Referee Course 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：大岩真由美 

期 間：10月 7 日～13日 

場 所：南京/中国 

③  UEFA CORE 21 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：柏原丈二 

期 間：10月 14 日～25日 

場 所：ジュネーブ/スイス 

④  FIFA U17 World Cup UAE 2013 

ｱｾｯｻｰ：上川徹 

期 間：10月 11 日～11月 2日 

場 所：アブダビ/UAE 

⑤  MA Women Referee Course 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：大岩真由美 

期 間：10月 17 日～27日 

場 所：バングラデシュ 

 

（審判員） 

① AFC FUTSAL Championship 2014 – Qualifiers EAST Zone Group A 

審判員：延本泰一、小林裕之 

期 間：9月 30 日～10月 9日 

場 所：ホーチミン/ベトナム 

② AFC U19 Championship 2014- Qualifiers Group F  

審判員：飯田淳平、唐紙学志 

期 間：9月 30 日～10月 12日 

場 所：香港 

③ 中国スーパーリーグ 

審判員：松尾 一 

期 間：10月 3 日～6日 

場 所：済南/中国 

④ 第 6回東アジア競技大会 2013(中国) 

審判員：東城 穣、桑原里佳子 

期 間：10月 3 日～15日 

場 所：天津/中国 

⑤ AFC U19 Women’s Championship China 2013(中国) 

審判員：山岸佐知子、手代木直美 

期 間：10月 8 日～21日 

場 所：南京/中国 

⑥ 国際親善試合 

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸 
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期 間：10月 13 日～16日 

場 所：天安/韓国 

⑦ AFC Asian Cup Australia 2015 – Qualifiers Group D(マレーシア) 

審判員：佐藤隆治、大塚晴弘、五十嵐泰之、高山啓義 

期 間：10月 13 日～17日 

場 所：シャーアラム/マレーシア 

⑧ UEFA CORE 21 

審判員：荒木友輔、穴井千雅、武部陽介 

期 間：10月 14 日～25日 

場 所：ジュネーブ/スイス 

⑨ Grand prix de Futsal（フットサル代表チーム帯同） 

審判員：小崎知広 

期 間：10月 20 日～29日 

場 所：マリンガ/ブラジル 

⑩ AFC Cup 2013 - Semi-Final 2 

審判員：東城 穣、大塚晴弘、八木あかね、山本雄大 

期 間：10月 19 日～24日 

場 所：アンマン/ヨルダン 

⑪ AFC Development Group Referees Course(マレーシア) 

審判員：桑原里佳子 

期 間：10月 22 日～28日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑫ 中国スーパーリーグ Chinese Super League(中国) 

審判員：木村博之 

期 間：10月 29 日～31日 

場 所：上海/中国 

 

 9. ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-13 韓国遠征の件 

 ①  

  

行事名：ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-13 韓国遠征 

    ～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期  間：10月 17日（木）～ 22日（火） 

場  所：Paju National Football Center（韓国/坡州） 

［スケジュール］ 

10月 17日(木) 集合 → ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ → ｿｳﾙ・金浦空港へ 

 18日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 19日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ｹﾞｰﾑ：U-13日本女子選抜 0-1（前半 0-1） U-13韓国女子代表 

 20日(日) 韓国ﾁｰﾑと合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・観光 

 21日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ｹﾞｰﾑ：U-13日本女子選抜 1-2（前半 1-0） U-13韓国女子代表 
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 22日(火) 東京・羽田空港へ → 解散 

［スタッフ］ 

監督     大部 由美 （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） 

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） 

ドクター   三平  整 （近畿大学医学部堺病院 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  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） 

川名みのり （大阪府：FC ｳﾞｨﾄｰﾘｱ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

鈴木 陽奈 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

神門 泰奈 （広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's） 

遠藤  純 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

竹内 千璃 （北海道：ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ･ﾘﾝﾀﾞ） 

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） 

小浦まりな （佐賀県：FC ALEGRE CAMINHO） 

田澤友梨奈 （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-13） 

轡田  歩 （埼玉県：浦和ﾚｯ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 萌愛 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

田中 麻帆 （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-13） 

根津 茉琴 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

村上 奈央 （福島県：FC BLOOM）                   

計 20名 

 10. 中学校女子サッカー部フェスティバル の件 

 ②  

  

行事名： “Live Your Goals” Girls Festival 中学校女子サッカー部フェスティバル 

期  間： 11月 2日（土）～ 4日（月） 

場  所： 時之栖スポーツセンター（静岡県御殿場市・裾野市） 

＜参加チーム＞ 

① プリティー310（茨城県）          選手 13人 

② OYAMA-LFC（栃木県）            選手 11人 

③ 江東区立中学校女子サッカー部（東京都）  選手 14人 

④ マレーザ Kiso（長野県）          選手 10人 

⑤ TOYAMA-M6U15（富山県）          選手 14人 
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⑥ 神戸市立中学校女子サッカー部（兵庫県）  選手 14人 

⑦ 岩国エンジェルス（山口県）        選手 15人 

⑧ 豊見城中学校女子サッカー部        選手 15人 

内 容： 

11月 2日（土）午後 集合 → チーム対抗戦 

 夜  オープニング：参加チーム紹介 

4 月 3日（日）午前 トレーニング・ゲーム（チームごとに） 

 午後 トレーニング・ゲーム（シャッフルチームで） 

 夜  リスペクト・ワークショップ 

4月   4日（月）午前 FIFAグラスルーツ方式フェスティバル 

 昼  クロージング：各チームから参加した感想を発表 → 解散 

 

 11. 公認フットサルＢ級コーチ養成講習会 開催要項の件  

  （報告）資料№2 
 

 12. 2014年度公認 GK-A級、GK-B級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  （報告）資料№3 

2014年度公認 GK-A級、GK-B級コーチ養成講習会の受講者を別紙の通り決定した。 

 

 13. 2014年度 公認 S級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№4 
 

 14. 地域強化育成資金 交付要項の件 

 

 

 

 （報告）資料№5 

2014年度より、従来トレセン支援金として支給していた補助金を地域強化育成資金に包括し

て交付することにより、地域実情の反映と地域主体性の確保を促し、地域における一貫指導体

制構築をさらに推進する。 

【包括となる事業】 

・地域強化育成資金 

・9地域指導スタッフ研修会支援制度 

・地域リーグ支援制度 

・地域 GKキャンプ支援制度 

 

 15. 日本代表 海外遠征 10月の件 

  行事名：日本代表 海外遠征 10月 

期 間：10月 6日（日）～17日（木） 

場 所：セルビア/ノビサッド、ベラルーシ/ミンスク 

[スケジュール] 

10月 6日 （日） 集合、移動 
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10月 7日 （月） トレーニング 

10月 8日 （火） トレーニング 

10月 9日 （水） トレーニング 

10月 10日 （木） 公式練習 

10月 11日 （金） 
国際親善試合 2013 

セルビア代表 vs．日本代表 ●2－0（0－0） 

10月 12日 （土） トレーニング、移動 

10月 13日 （日） トレーニング 

10月 14日 （月） 公式練習 

10月 15日 （火） 
国際親善試合 2013 

ベラルーシ代表 vs. 日本代表 ●1－0（1－0） 

10月 16日 （水） 移動 

10月 17日 （木） 帰国後解散 

[スタッフ] 

技術委員長 原 博実 (JFA技術委員長) 

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 加藤 晴康 (JFAスポーツ医学委員会/立教大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFA) 

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 西澤 和剛 (JFAコミュニケーション部)  

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) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン/BOTTOM UP) 

シェフ 西 芳照 (Dream24) 

 [選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リエージュ(ベルギー)) 

 西川 周作 (サンフレッチェ広島) 
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 権田 修一 (FC東京) 

DF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 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)) 

 森重 真人 (FC東京) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イングランド)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ)) 

 酒井 高徳 (VfBシュツットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 長谷部 誠 (1．FCニュルンベルク（ドイツ）) 

 細貝 萌 (ヘルタ・ベルリン(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ（ロシア）) 

 山口 螢 (セレッソ大阪) 

FW 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(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(ドイツ)) 

 香川 真司 (マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)） 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 柿谷 曜一朗 (セレッソ大阪) 

 齋藤 学 (横浜 F・マリノス) 

 以上 23名 

 16. U-20日本代表 第 6回東アジア競技大会の件 

  行事名：U-20日本代表 第 6回東アジア競技大会 

期 間：9月 30日（月）～10月 15日（火） 

場 所：東京都、中国/天津 

 [スケジュール] 

9月 30日 （月） 集合、トレーニング 

10月 1日 （火） トレーニング 

10月 2日 （水） トレーニングマッチ vs.東京ヴェルディ △2-2（2-0） 

10月 3日 （木） 移動 

10月 4日 （金） トレーニング 

10月 5日 （土） トレーニング 

10月 6日 （日） vs.朝鮮民主主義人民共和国代表 ●1-2（1-2） 

10月 7日 （月） トレーニング 

10月 8日 （火） vs.韓国代表 ○5-2（3-1） 

10月 9日 （水） トレーニング 

10月 10日 （木） vs.香港代表 △0-0（0-0） 

10月 11日 （金） トレーニング 
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10月 12日 （土） vs.中国代表 ○2-0（2-0） 

10月 13日 （日） トレーニング 

10月 14日 （月） トレーニング、表彰式 

10月 15日 （火） 移動 

 [スタッフ] 

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 上田 栄治 (JFA女子委員長) 

監 督 霜田 正浩 (JFA技術委員) 

コーチ 松本 直也 (桃山学院大学) 

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 高木 博 (昭和大学藤が丘病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 藤本 栄雄 (エスティームスポーツマッサージ) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 橋倉 剛 (アディダスジャパン) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 (JFAコミュニケーション部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 (JFA) 

総 務 小野 仁久 (JFA代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 福島 春樹 (専修大学) 

 杉本 大地 (京都サンガ F.C.) 

 ﾎﾟｰﾌﾟ ｳｨﾘｱﾑ 
(東京ヴェルディ)            

※1 

DF 高橋 祐治 (京都サンガ F.C.) 

 三鬼 海 (FC町田ゼルビア) 

 新井 一耀 (順天堂大学) 

 植田 直通 (鹿島アントラーズ) 

 鈴木 隆雅 
(ジェフユナイテッド千葉)        

※5 

 佐藤 和樹 (名古屋グランパス) 

 山越 康平 (明治大学) 

 櫛引 一紀 
(コンサドーレ札幌)           

※5 

MF 田鍋 陵太 (名古屋グランパス) 

 喜田 拓也 (横浜 F・マリノス) 

 原川 力 (京都サンガ F.C.) 

 榊 翔太 (コンサドーレ札幌) 

 長谷川 竜也 (順天堂大学) 

 橋本 拳人 
(ロアッソ熊本)             

※2 

 秋野 央樹 (柏レイソル) 

 矢島 慎也 (浦和レッズ) 

 和泉 竜司 (明治大学) 
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 野津田 岳人 
(サンフレッチェ広島)          

※3 

FW 浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島) 

 鈴木 武蔵 
(アルビレックス新潟)          

※4 

※1 チーム事情により参加辞退  ※2 ケガのため途中離脱 

※3 ケガおよびチーム事情により 10/6に合流 

※4 チーム事情により 10/6に再合流 ※5 チーム事情により 10/7に再合流 

（※4、※5については 9/30～10/3国内トレーニングキャンプには参加） 

以上 22名  

 17. U-18日本代表 AFC U-19選手権 2014予選 直前キャンプの件 

  行事名：U-18日本代表 AFC U-19選手権 2014予選 直前キャンプ 

期 間：9月 29日(日)～10月 4日(金) 

場 所：熊本県熊本市 

[スケジュール] 

9月 29日(日) PM集合、トレーニング 

9月 30日(月)  AM/PMトレーニング 

10月 1日(火) AM/PM トレーニング 

10月 2日(水) AMトレーニング PM vs.ロアッソ熊本 ○3-1（1-2）（1-0）（1-0） 

10月 3日(木) AM/PM トレーニング 

10月 4日(金) AMトレーニング、PM移動（熊本→福岡→上海→嘉興） 

[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 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) 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

 [選 手] 

GK 阿波加 俊太 (コンサドーレ札幌) 
 

 
高木和 徹 (清水エスパルスユース) 

 

 
田口 潤人 (横浜 F・マリノスユース) 

 
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) 

 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18) 

 

 
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) 
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広瀬 陸斗 (浦和レッズユース) 

 
MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 

 

 
松本 昌也 (大分トリニータ) ※1 

 
谷村 憲一 (モンテディオ山形) ※2 

 
田村 翔太 (湘南ベルマーレ) ※2 

 
深井 一希 (コンサドーレ札幌) ※1 

 
関根 貴大 (浦和レッズユース) ※1 

 
小屋松 知哉 (京都橘高校) 

 

 
金子 翔太 (JFAアカデミー福島) 

 

 
大山 啓輔 (大宮アルディージャユース) ※2 

 
小川 直毅 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
川辺 駿 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
FW 越智 大和 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 

 
北川 柊斗 (名古屋グランパス U18) 

 

 
宮市 剛 (中京大中京高校) 

 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 

 
※1参加辞退 ※2 追加招集 

 以上 25名 

 18. U-18日本代表 AFC U-19選手権 2014予選の件 

  行事名：U-18日本代表 AFC U-19選手権 2014予選 

期 間：10月 5日(土)～13日(日) 

場 所：中国/嘉興市 

 [スケジュール] 

10月 5日(土)  AMトレーニング 

10月 6日(日)  AMトレーニング 

10月 7日(月)   PMトレーニング 

10月 8日(火)  AMトレーニング PM 第 1戦 vs.U-18マカオ代表 ◯6-0（4-0） 

10月 9日(水)  AMトレーニング  

10月 10日(木) AMトレーニング PM 第 2戦 vs.U-18マレーシア代表 ◯5-1（2-1）  

10月 11日(金) AMトレーニング 

10月 12日(土) AMトレーニング PM 第 3戦 vs.U-18中国代表 △1-1（0-0） 

10月 13日(日) AM 移動（嘉興→上海→成田）PM解散 

[スタッフ] 

団 長 原 博実 (JFA技術委員長) 

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) 



報告事項 

2013/11/14 第 7回理事会 

14 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部)  

 [選 手] 

GK 阿波加 俊太 (コンサドーレ札幌) 
 

 
高木和 徹 (清水エスパルスユース) 

 

 
田口 潤人 (横浜 F・マリノスユース) 

 

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) 

 

 
鴨池 陽希 (FC東京 U-18) 

 

 
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) 

 
MF 望月 嶺臣 (名古屋グランパス) 

 

 
松本 昌也 (大分トリニータ) ※1 

 
谷村 憲一 (モンテディオ山形) ※2 

 
田村 翔太 (湘南ベルマーレ) ※2 

 
深井 一希 (コンサドーレ札幌) ※1 

 
関根 貴大 (浦和レッズユース) ※1 

 
小屋松 知哉 (京都橘高校) 

 

 
金子 翔太 (JFAアカデミー福島) 

 

 
大山 啓輔 (大宮アルディージャユース) ※2 

 
小川 直毅 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
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) ※1 

 
越智 大和 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 

 
北川 柊斗 (名古屋グランパス U18) 

 

 
宮市 剛 (中京大中京高校) 

 

 
高木 大輔 (東京ヴェルディ) 

 
※1参加辞退 ※2 追加招集 

 以上 26名 

 19. U-17日本代表 FIFA U-17 World Cup UAE 2013 直前キャンプの件 

  行事名：U-17日本代表 FIFA U-17 World Cup UAE 2013 直前キャンプ 

期 間：10月 6日(日)～14日(月・祝) 

場 所：ヨルダン/アンマン 

[スケジュール] 

10月 6日(日) PM集合  

10月 7日(月) 出発、現地着 PMトレーニング 

10月 8日(火) AM/PM トレーニング 
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10月 9日(水) AM/PM トレーニング 

10月 10日(木) AM トレーンング  

10月 11日(金) AM トレーニング PMvs. Al Faisaly Club of Amman ○3-0(1-0) 

10月 12日(土) AM トレーニング 

10月 13日(日) 休息日 

10月 14日(月) AM 移動、PM UAE着、トレーニング 

 

[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 三澤 辰也 (総合南東北病院) 

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 白岡ティモシィ (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
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 茂木 力也 (浦和レッズユース) 

 
宮原 和也 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
佐々木 渉 (FC東京 U-18) 

 
石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
三竿 健斗 (東京ヴェルディユース) 

 
坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

MF 会津 雄生 (柏レイソル U-18) 

 
鈴木 徳磨 (前橋育英高校) 

 
水谷 拓磨 (清水エスパルスユース) 

 
仲村 京雅 (ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18) 

 
斎藤 翔太 (浦和レッズユース) 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ U-18) 

FW 杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
小川 紘生 (浦和レッズユース) 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 
瓜生 昴勢 (筑陽学園高校) 

 
永島 悠史 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
渡辺 凌磨 (前橋育英高校) 

以上 21名 
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 20. U-17日本代表 FIFA U-17 World Cup UAE 2013の件 

  行事名：U-17日本代表 FIFA U-17 World Cup UAE 2013  

期 間：10月 14日(月・祝)～30日(水) 

場 所：UAE/シャルジャ 

[スケジュール] 

10月 14日(月) AM 移動、PM UAE着、トレーニング  

10月 15日(火) AM/PM トレーニング 

10月 16日(水) AM トレーニング 

10月 17日(木) PM トレーニング 

10月 18日(金) グループリーグ第 1戦 vs.ロシア ○1-0(1-0) 

10月 19日(土) AM トレーニング  

10月 20日(日) AM トレーニング 

10月 21日(月) グループリーグ第 2戦 vs.ベネズエラ ○3-1(2-1) 

10月 22日(火) AM トレーニング 

10月 23日(水) AM トレーニング 

10月 24日(木) グループリーグ第 3戦 vs.チュニジア ○2-1(0-1) 

10月 25日(金) AM トレーニング  

10月 26日(土) AM トレーニング 

10月 27日(日) AM トレーニング 

10月 28日(月) Round 16 vs.スウェーデン ●1-2(0-2) 

10月 29日(火) PM 移動 

10月 30日(水) AM UAE発、PM成田着、解散 

 [スタッフ] 

団 長 原 博実 (JFA技術委員長) 

ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員) 

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整形外科) 

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)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 (JFAコミュニケーション部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダス ジャパン) 

 [選 手]  

GK 白岡ティモシィ (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
林 瑞輝 (ガンバ大阪ユース) 
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阿部 航斗 (アルビレックス新潟ユース) 

DF 茂木 力也 (浦和レッズユース) 

 
宮原 和也 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
三竿 健斗 (東京ヴェルディユース) 

 
坂井 大将 (大分トリニータ U-18) 

MF 会津 雄生 (柏レイソル U-18) 

 
鈴木 徳磨 (前橋育英高校) 

 
水谷 拓磨 (清水エスパルスユース) 

 
仲村 京雅 (ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18) 

 
斎藤 翔太 (浦和レッズユース) 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ U-18) 

FW 杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
小川 紘生 (浦和レッズユース) 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 
瓜生 昴勢 (筑陽学園高校) 

 
永島 悠史 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
渡辺 凌磨 (前橋育英高校) 

 
中野 雅臣 (東京ヴェルディユース) 

以上 21名 

 21. U-23日本女子代表 第 6回東アジア競技大会の件 

  行事名：U-23日本女子代表 第 6回東アジア競技大会 

期 間：10月 1日（火）～12日（土） 

場 所：千葉県、中国/天津 

[スケジュール] 

10月 1日 （火） 集合、トレーニング 

10月 2日 （水） トレーニング 

10月 3日 （木） トレーニング 

10月 4日 （金） トレーニング 

10月 5日 （土） 移動・トレーニング 

10月 6日 （日） トレーニング 

10月 7日 （月） vs. チャイニーズタイペイ女子代表 ○8-2（5-1） 

10月 8日 （火） トレーニング 

10月 9日 （水） vs. 中国女子代表 ●0-2（0-1） 

10月 10日 （木） トレーニング 

10月 11日 （金） vs.朝鮮民主主義人民共和国女子代表 ●0-2（0-2） 

10月 12日 （土） 帰国・解散 

 [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) 



報告事項 

2013/11/14 第 7回理事会 

18 

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 大岩 孝子 (静岡赤十字病院) 

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) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (アディダスジャパン) 

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 船田 麻友 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)  

 山根 恵里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 河村 有紀 (武蔵丘短期大学)  

DF 千野 晶子 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)              

 小林 海咲 (日テレ・ベレーザ)  

 齊藤 夏美 (バニーズ京都 SC)   

 中村 ゆしか (関東学園大学)  

 小林 海青 (日テレ・ベレーザ)  

 髙木 ひかり (早稲田大学)   

 鈴木 里奈 (浦和レッズレディース)  

MF 乃一 綾 (伊賀フットボールクラブくノ一)                   

 嶋田 千秋 (日本体育大学) ※1 

 左山 桃子 (静岡産業大学磐田ボニータ) 

 齊藤 あかね (浦和レッズレディース)  

 浜田 遥 (スペランツァ FC大阪高槻) ※2    

 仲田 歩夢 (INAC神戸レオネッサ)           

FW 菅澤 優衣香 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)                  

 吉良 知夏 (浦和レッズレディース)                   

 西川 明花 (FC吉備国際大学 Chaeme)  ※2        

 植村 祥子 (日本体育大学) 

※1 ケガのため 10/2 離脱  ※2 ケガのため辞退 

以上 20名 

 22. U-19日本女子代表 AFCU-19女子選手権 2013の件 

  行事名：U-19日本女子代表 AFCU-19女子選手権 2013 

期 間：直前合宿 10月 4日（金）～5日（土） 

本大会  10月 6日（日）～21日（月） 

場 所：直前合宿 静岡県御殿場市 

    本大会  中国/南京 

 [スケジュール] 

10月 4日 （金） PM集合、トレーニング 

5日 （土） トレーニングマッチ vs日大三島高校 ○4-2（2-0/0-1/2-1） 
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夜成田へ移動 

6日 （日） 移動（成田→北京→南京） 

7日 （月） トレーニング 

8日 （火） トレーニング 

9日 （水） トレーニング 

10日 （木） トレーニング 

11日 （金） 16:30 第 1戦 vsミャンマー ○7-0（5-0） 

12日 （土） トレーニング 

    13日 （日） 14:00 第 2戦 vsオーストラリア ○2-0（0-0） 

14日 （月） トレーニング 

    15日 （火） 14:00 第 3戦 vs韓国 ●0-2（0-0） 

    16日 （水） トレーニング 

  17日 （木） トレーニング 

  18日 （金） 16:30 第 4戦 vs中国 △2-2（1-1） 

  19日 （土） トレーニング 

  20日 （日） 14:00 第 5戦 vs朝鮮民主主義人民共和国 △0-0（0-0） 

  21日 （月） 帰国、解散 

※大会 4位となり、来年の FIFA U-20女子ワールドカップへの出場権は得られませんでした。 

[スタッフ] 

団 長 上田 栄治 (JFA女子委員長)※10/13～ 

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 小林 忍 (JFAアカデミー福島) ※10/4～10/5 

GKコーチ 川島 透 (JFAナショナルコーチングスタッフ) ※10/7～ 

ドクター 中村 香織 (東京医科歯科大学大学院)※10/3～10/6 

ドクター 山本 祐司 (弘前大学大学院)   

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 貞清 健一 (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

テクニカルスタッフ 寺口 謙介 (筑波大学大学院) ※10/7～ 

総 務 宮崎 英津子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 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) 

 平尾 知佳 (JFAアカデミー福島) 

DF 上野 紗希 (ジェフユナイテッド市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) ※1 

 三宅 史織 (JFAアカデミー福島) ※1 

 乗松 瑠華 (JFAアカデミー福島) 

 土光 真代 (日テレ・ベレーザ) ※1 
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 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 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) 

 中里 優 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 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) 

 井上 綾香 (ベガルタ仙台レディース) 

 伊藤 美紀 (常盤木学園高等学校) 

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 西川 彩華 (常盤木学園高等学校) 

 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) ※1 

FW 田中 美南 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 道上 彩花 (INAC神戸レオネッサ)  

 白木 星 (常盤木学園高等学校) 

※1 10/5 成田より合流 

以上 23名 

 23. U-16日本女子代表 AFCU-16女子選手権 2013の件 

  行事名：U-16日本女子代表 AFCU-16女子選手権 2013 

期 間：直前合宿 9月 19日（木）～21日（土） 

本大会  9月 22日（日）～10月 7日（月） 

場 所：直前合宿 静岡県御殿場市 

    本大会  中国/南京 

 [スケジュール] 

9月 19日（木）             PM集合、トレーニング 

   20日（金）       トレーニング 

   21日（土）       トレーニングマッチ vs暁秀中学校 ○7-2（2-1/3-0/2-1） 

夜成田へ移動 

   22日（日）       移動（成田→北京→南京） 

   23日（月）       トレーニング 

   24日（火）       トレーニング 

   25日（水）       トレーニング 

   26日（木）       14:00 グループリーグ第 1戦 vsグアム ○19-0（9-0） 

   27日（金）       トレーニング 

   28日（土）       トレーニング 

   29日（日）       トレーニング 

   30日（月）       14:00 グループリーグ第 2戦 vsイラン ○9-0（6-0） 

10月 1日（火）       トレーニング 

    2日（水）       トレーニング 
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    3日（木）       19:00 準決勝 vsタイ ○6-0（2-0） 

    4日（金）       トレーニング 

    5日（土）       トレーニング 

    6日（日）       19:00 決勝 vs朝鮮民主主義人民共和国  

○1-1（0-0/1-1/PK6-5） 

   7日（月）               帰国、解散 

 

[スタッフ] 

団 長 上田 栄治 (JFA女子委員長)※10/3～10/7 

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)   

トレーナー 佐瀬 由紀子 (花田学園)  

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 寺口 謙介 (筑波大学大学院) 

総 務 宮崎 英津子 (JFA代表チーム部)※9/21～9/27 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

 [選  手] 

GK 森田 有加里 (大阪桐蔭高等学校) 

 福永 絵梨香 (セレッソ大阪堺レディース)  

 松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

DF 安部 由希子 (聖和学園高等学校) 

 工藤 真子 (日テレ・メニーナ) 

 松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 橋沼 真帆 (JFAアカデミー福島) 

 中條 結衣 (JFAアカデミー福島) 

 宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

 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) 

 作間 琴莉 (村田女子高等学校)※1 

 立花 葉 (JFAアカデミー福島) 

 三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 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) 

 神田 若帆 (広島文教女子大学付属高等学校) 

 長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

 今井 裕里奈 (浦和レッズレディースユース)※2 

FW 北川 ひかる (JFAアカデミー福島) 
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 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 U18) 

 児野 楓香 (藤枝順心高等学校) 

※1 ケガのため 9/21 離脱  ※2 9/22追加招集 

以上 24名 

 24. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 9月の件（松崎常務理事） 

  行事名：フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 9月 

期 間：9月 30日(月)～10月 2日(水) 

場 所：静岡県袋井市 

 [スケジュール] 

9月 30日(月) PM集合、トレーニング 

10月 1日(火) AM/PM トレーニング 

10月 2日(水) AMトレーニング、PM解散 

 [スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

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/東急スポーツシステム) 

ドクター 土井 俊 (すずかけセントラル病院) 

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

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) 

 

村上 哲哉 (シュライカー大阪) 

 
北原 亘 (名古屋オーシャンズ) 

 

稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 

小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 
星 翔太 (バルドラール浦安) 

 
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 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
白方 和秀 (名古屋オーシャンズ) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
室田 祐希 (名古屋オーシャンズ) 

以上 17名 
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 25. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 10月の件 

  行事名：フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 10月 

期 間：10月 7日(月)～9日(水) 

場 所：兵庫県神戸市 

[スケジュール] 

10月 7日(月) PM集合、トレーニング 

10月 8日(火) AM/PM トレーニング 

10月 9日(水) AMトレーニング、PM解散 

 [スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

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/東急スポーツシステム) 

ドクター 原口 貴久 (東京医科大学) 

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

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 村上 哲哉 (シュライカー大阪) 

 
北原 亘 (名古屋オーシャンズ) 

 

稲葉 洸太郎 (バルドラール浦安) 

 

小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 
星 翔太 (バルドラール浦安) 

 
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 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
白方 和秀 (名古屋オーシャンズ) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
室田 祐希 (名古屋オーシャンズ) 

以上 16名 

 26. フットサル日本代表 グランプリ・デ・フットサル 2013の件 

  行事名：フットサル日本代表 ブラジル遠征 グランプリ・デ・フットサル 2013 

期 間：10月 16日(水)～29日(火) 

場 所：ブラジル/パラナ州マリンガ 

 [スケジュール] 

10月 16日(水)  PM 集合、移動 

10月 17日(木)  PM 現地着 
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10月 18日(金)  AM/PMトレーニング 

10月 19日(土)  AM/PMトレーニング 

10月 20日(日)  AM/PMトレーニング 

10月 21日(月)  AM/PMトレーニング 

10月 22日(火)  18:45 グループリーグ第 1戦 ブラジル代表戦 ●2-7(1-6) 

10月 23日(水)  21:00 グループリーグ第 2戦 イラン代表戦 ●1-3(0-2) 

10月 24日(木)  20:15 グループリーグ第 3戦 アルゼンチン代表戦 ●1-2(1-1) 

10月 25日(金)  18:30 順位決定戦 セルビア代表戦 ●4-7(1-1) 

10月 26日(土)  AM 準決勝視察 

10月 27日(日)  AM 決勝視察、PM移動 

10月 28日(月)  移動 

10月 29日(火)  PM 帰国、解散 

 [スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

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/東急スポーツシステム) 

ドクター 原口 貴久 (東京医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 大岡 茂 (R-body project) 

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) 

 
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) 

 

村上 哲哉 (シュライカー大阪) 

 
北原 亘 (名古屋オーシャンズ) 

 

小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 
佐藤 亮 (ウマコン・サラゴサ/スペイン) 

 
星 翔太 (バルドラール浦安) 

 
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) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ) 

 
逸見 勝利 ﾗﾌｧｴﾙ (SLベンフィカ/ポルトガル) 

以上 14名 

 27. ＦＩＦＡビーチサッカーコーチングコース 2013の件 

  行事名：ＦＩＦＡビーチサッカーコーチングコース 

期  間：10月 15日(火)～20日(日) 

場  所：沖縄県宜野湾市トロピカルビーチ（実技） / ラグナガーデンホテル（講義） 
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［スケジュール］ 

10月 15日(火)  集合 

10月 16日(水)  講義・実技  

10月 17日(木)  講義・実技 

10月 18日(金)  講義・実技・全国ビーチサッカー大会視察 

10月 19日(土)  講義・全国ビーチサッカー大会視察 

10月 20日(日)  講義・全国ビーチサッカー大会視察・クロージングセレモニー 

［スタッフ］ 

インストラクター：Angelo Schirinzi（FIFAインストラクター） 

  運営サポート（通訳）：久保 颯一朗（沖縄国際大学） 

［受講者］ 

長野県    成田 和彦 

新潟県    藤本 晴久 

新潟県    滝本 啓志 

静岡県    澤田 達哉 

愛知県    清水 俊博 

大阪府    若林 邦広 

兵庫県    西脇 一行 

滋賀県    藤澤 克至 

福岡県    伊藤 寛之 

熊本県    光永 誠司 

沖縄県    亀﨑 鮎太 

沖縄県    島袋 一志 

沖縄県    中村 律臣 

ＪＦＡ    合澤 正裕（審判ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 

                          以上 14名 

 28. ナショナル GKキャンプ延期の件 

 

 

 

 標題キャンプを、下記理由により延期した。なお、U-15 は選手の再招集が困難なため中止と

し、U-18は代替日程にて開催すべく調整中。 

【理由】 

台風 27号・28号の接近に伴い、選手の集合・解散の安全確保およびグラウンド状態の不良に

よるトレーニングキャンプのコンディション確保が困難と判断したため。 

 

行事名：ナショナル GKキャンプ 

期  間：10月 25日(金)～27日(日) 

場  所：静岡/時之栖スポーツセンター 

［スタッフ］ 

川俣 則幸       JFAナショナルトレセンコーチ 

河野 和正       JFAナショナルトレセンコーチ 

慶越 雄二       JFAナショナルトレセンコーチ 
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浜野 征哉       JFAナショナルトレセンコーチ/ナショナルコーチングスタッフ 

阿江 孝一       JFAナショナルトレセンコーチ 

楠本 晃義       JFAナショナルトレセンコーチ 

佐々木 理       JFAナショナルコーチングスタッフ 

［選 手］ 

塚田 匡壮       三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 

川地 颯馬       帝京大学可児中学校 

田渕 佑        名古屋グランパスＵ１５ 

波多野 豪       ＦＣ東京Ｕ－１５むさし 

安田 惟太郎      カティオーラフットボールクラブＵ－１５ 

中野 颯大       Ｒｉｏｐｅｄｒａ加賀ＦＣＵ－１５ 

真木 晃平       ハジャスフットボールクラブ 

染谷 大河       柏レイソルＵ－１５ 

伊藤 隆介       松山市立小野中学校 

中田 健介       コンサドーレ札幌Ｕ－１５ 

吉田 裕也       高崎市立高崎経済大学附属高等学校 

上村 侑大       大津高等学校 

吉丸 絢梓       ヴィッセル神戸Ｕ－１８ 

川島 大輝       アビスパ福岡Ｕ―１８ 

種村 優志       コンサドーレ札幌Ｕ－１８ 

長坂 恭樹       サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃユース 

堀口 皓平       徳島ヴォルティスユース 

加藤 有輝       大宮アルディージャユース 

下野 和哉       鹿児島城西高等学校サッカー部 

ｵﾋﾞ ﾊﾟｳｴﾙ ｵﾋﾞﾝﾅ     JFAアカデミー福島 

 

 


