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2014年 3月 13日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014年度 第 3回理事会 

報告事項 

 1. ＡＦＣメディア＆コミュニケーションズ タスクフォースの件 

  2013 年 11 月 26 日に開催されたＡＦＣ理事会でＡＦＣにメディア・コミュニケーションズ タ

スクフォースを創設することが決定された。そのメンバーとして、2 月 14 日にコミュニケーシ

ョン部 加藤秀樹部長代理を任命した。 

 

 2. 日本サッカーミュージアムの件  

  (１)２月入場者数 

1,936人 1日平均  80.7人 

（2013年 1,894人 2012年 2,637人 2011年 8,140人 2010年 1,852人） 

(２)特別企画展示「ありがとう国立」追加イベント 

「ありがとう国立」企画展示 

開催日時： 2月 4日（火） ～ 4月 6日（日） 

会  場： 日本サッカーミュージアム 地下２階特別企画展示室 

料  金： 有料ゾーンへの入場は通常の料金がかかる。 

協  力： 独立行政法人日本スポーツ振興センター秩父宮記念スポーツ博物館 

一般社団法人共同通信社、株式会社共同通信イメージズ、 

Jリーグフォト株式会社、 

追加イベント：  

①「国立の思い出」作文コンテスト 

募集内容：「国立」と「サッカー」にまつわる作文で、テーマは自由。 

応募資格：特に問いません（国籍、性別、年齢不問。プロ、アマ問わず。但し、個人の

執筆による自作、未発表のものに限る） 

応募方法：（1）1,200字以内で、日本語で応募（原稿用紙、パソコン原稿、縦横自由。

メール可） 

（2）作品には表紙をつけ、①作品タイトル、②氏名（ふりがな）、③年齢、

④性別、⑤住所、⑥電話番号を明記 

（3）郵送又は宅配、E-mailにて応募 

応募締切 3月 14日（金）郵送の場合は当日消印有効 

各賞：・JFA賞 1名 

（賞品）キリンチャレンジカップ 2014 

SAMURAI BLUE(日本代表) vs. ニュージーランド代表＠国立競技場 

マッチボール１球 

・Jリーグ賞 1名 

（賞品）FUJI XEROX SUPER CUP 2014 

サンフレッチェ広島 vs. 横浜 F・マリノス＠国立競技場 
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マッチボール１球 

・サッカーミュージアム賞  10名 

（賞品）下記大会プログラムセット（2冊 1組） 

キリンチャレンジカップ 2014 

 SAMURAI BLUE(日本代表) vs. ニュージーランド代表＠国立競技場 

FUJI XEROX SUPER CUP 2014 

 サンフレッチェ広島 vs. 横浜 F・マリノス＠国立競技場 

発表：・各賞受賞者は、3月 20日(木)、日本サッカー協会公式ホームページ 

（http://www.jfa.or.jp/）及び日本サッカーミュージアムホームページ

（http://www.11plus.jp/）にて発表 

・受賞作は、本特別展(日本サッカーミュージアム地下２階特別企画展示室)に

て、4月 6日(日)まで掲出 

・各賞の賞品は、3月下旬に発送予定 

②「トークショー」 

「ありがとう国立」トークショー 

日 時：3月 21日（金・祝） 11:00～12:30予定 

場 所：日本サッカーミュージアム 1階ヴァーチャルスタジアム 

出 演：川淵三郎最高顧問、小倉純二名誉会長、都並敏史さん、武田修宏さん、 

    秋田豊さん、名波浩さん 

入場料：3,000円（税込/ミュージアム入館料含む） 

※発売枚数 100枚  3月 8日（土）発売  

 

 3. 海外遠征申請の件 

  （1）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 4月 11日（金）～21日（月） 

遠 征 先 ブラジリア/ブラジル 

（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 2月 16日（日）～25日（火） 

遠 征 先 ロサンジェルス/アメリカ 

（3）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 常総アイデンティ U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 26日（水）～4月 3日（木） 

遠 征 先 マインツ/ドイツ 

（4）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 4種） 

遠征期間 4月 18日（金）～25日（金） 

遠 征 先 アンタルヤ/トルコ 

（5）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

http://www.jfa.or.jp/
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チ ー ム 流通経済大付属柏高等学校 （第 2種） 

遠征期間 4月 21日（月）～5月 3日（土） 

遠 征 先 グラディスカ/イタリア 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 慶應義塾体育会ソッカー部 （第 1種） 

遠征期間 3月 9日（日）～17日（月） 

遠 征 先 ベネフ/ドイツ 

（7）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 3月 22日（土）～31日（月） 

遠 征 先 アーネム/オランダ 

（8）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-15 深川・むさし選抜 （第 3種） 

遠征期間 4月 14日（月）～22日（火） 

遠 征 先 エーペ/オランダ 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-15 深川・むさし選抜 （第 3種） 

遠征期間 4月 14日（月）～22日（火） 

遠 征 先 サンス/フランス 

（10）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 神奈川県立湘南高等学校 （第 2種） 

遠征期間 3月 21日（金・祝）～4月 1日（火） 

遠 征 先 マドリッド・ビルバオ/スペイン 

（11）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム ヴェルディ SS相模原ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3月 22日（土）～4月 2日（水） 

遠 征 先 イトゥー/ブラジル 

（12）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 大豆戸 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3月 29日（土）～4月 2日（水） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（13）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム TOKYU Sports system Reyes FC YOKOHAMA （第 3種） 

遠征期間 3月 26日（水）～4月 3日（木） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（14）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3月 26日（水）～4月 2日（水） 

遠 征 先 釜山・浦項・大邱・蔚山/韓国 

（15）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 
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チ ー ム U-12 小田原選抜 （第 4種） 

遠征期間 3月 27日（木）～30日（日） 

遠 征 先 済州特別自治道/韓国 

（16）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15 （第 3種） 

遠征期間 3月 27日（木）～4月 4日（金） 

遠 征 先 アンタルヤ/トルコ 

（17）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム グランセナ新潟 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 4月 14日（月）～22日（火） 

遠 征 先 バルセロナ・パラモス/スペイン 

（18）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム ジュビロ磐田 U-18 （第 2種） 

遠征期間 3月 15日（土）～24日（月） 

遠 征 先 ①デュッセルドルフ/ドイツ②フェンロ/オランダ 

（19）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪教育大学サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 3月 14日（金）～21日（金・祝） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（20）社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム FC泡瀬 （第 4種） 

遠征期間 3月 7日（金）～11日（火） 

遠 征 先 江蘇省海門市/中国 

（21）社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム divertir ジュニアユース （第 4種） 

遠征期間 3月 7日（金）～11日（火） 

遠 征 先 江蘇省海門市/中国 

 

 4. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 一般社団法人石川県サッカー協会 

使用目的： 賛助会員用メンバーズカード（100枚） 

（2）申請団体： 一般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） 

 

 5. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  （新規） 

公認申請者：大阪府高槻市（たかつきし） 

施設名：高槻市立青少年運動広場 

施設所有者：高槻市長 濱田 剛史(はまだ たけし) 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ(XPJ-55HP) / 住友ゴム工業㈱ 
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公認期間：2014年 3月 13日～2017年 3月 12日 

公認番号：第 157号 

＜特記事項＞ 

 ハイブリッドターフ(XPJ-55HP) / 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。 

 

 6. 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：大分県杵築市（きつきし） 

施設名：フットボールセンター大分きつき 

施設所有者：杵築市長 八坂 恭介（やさか きょうすけ） 

ロングパイル人工芝：モンドターフ NSF (Monofibre 12 60 AE STAR FTS) / クリヤマ㈱ 

公認期間：2014年 3月 17日～2017年 3月 16日 ※更新 1回目 

公認番号：第 109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：岡山県新見市（にいみし） 

施設名：新見市防災公園サッカー場 

施設所有者：新見市長 石垣 正夫（いしがき まさお） 

ロングパイル人工芝：ビッグターフ (65-M) / 日本フィールドシステム㈱ 

公認期間：2014年 4月 14日～2017年 4月 13日 ※更新 1回目 

公認番号：第 110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。 

 

 7. 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 The AFC Refereeing Seminar 2014-New Referee Instructor 

インストラクター：深野悦子 

期 間：2月 5日～2月 14日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

② The AFC Refereeing Seminar 2014-Referee Instructor/Assessor 

インストラクター：大岩真由美、廣嶋禎数、西村志保 

期 間：2月 6日～2月 14日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 
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③ The AFC Refereeing Seminar 2014-Referee Assessor 

インストラクター：上川徹、岡田正義 

期 間：2月 10日～2月 14日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

④ The AFC Refereeing Seminar 2014-Futsal Referee/Instructor 

インストラクター：五十川和也、平野伸一 

期 間：2月 15日～2月 20日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

 

（審判員） 

① AFC Cup 2014 Play-Off 

審判員：山本雄大、相楽亨、名木利幸 

期 間：1月 30日～2月 4日 

場 所：パレスチナ 

② AFC Champions League 2014-Play-Off 

審判員：飯田淳平、大塚晴弘、唐紙学志、木村博之 

期 間：1月 31日～2月 3日 

場 所：シンガポール 

③ The AFC Refereeing Seminar 2014-Women Referees & Assistant Referees 

審判員：今泉奈美、山岸佐知子、梶山芙紗子、桑原里佳子、高橋早織、千葉恵美、 

大畠千枝、手代木直美 

期 間：2月 6日～2月 12日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

④ AFC Champions League 2014-Play-Off 

審判員：東城穣、越智新次、大塚晴弘 

期 間：2月 5日～2月 10日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

⑤ FIFA Seminar for Selected Referees for the 2014 FIFA World Cup Brazil 

審判員：西村雄一 

期 間：2月 9日～2月 15日 

場 所：グランカナリア島/スペイン 

⑥ The AFC Refereeing Seminar 2014-Futsal Referees 

審判員：延本泰一、小崎知広、小林裕之 

期 間：2月 5日～2月 10日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑦ AFC Champions League Play-Off 

審判員：佐藤隆治、大塚晴弘、唐紙学志 

期 間：2月 12日～2月 17日 

場 所：ドーハ/カタール 

⑧ AFC Champions League 2014-Play-Off 
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審判員：當麻政明、相楽亨、名木利幸、木村博之 

期 間：2月 12日～2月 16日 

場 所：メルボルン/オーストラリア 

⑨ A.League 

審判員：岡部拓人 

期 間：2月 14日～2月 17日 

場 所：ブリスベン/オーストラリア 

 

 8. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2014の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2014 

期 間：3月 3日（月）～5日（水） 

場 所：東京都 

[スケジュール] 

3月 3日 （月） 集合、トレーニング 

3月 4日 （火） 公式練習 

3月 5日 （水） キリンチャレンジカップ 2014 

日本代表 vs. ニュージーランド代表 4－2（4－1） 

試合後解散 

[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) 

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 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) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リージュ(ベルギー)) 
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 西川 周作 (浦和レッズ) 

 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) 

 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) 

 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シュツットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 細貝 萌 (ヘルタ・ベルリン（ドイツ）) 

 本田 圭佑 (A.C.ミラン(イタリア)) 

 香川 真司 (ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ(ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)） 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 齋藤 学 (横浜 F･マリノス) 

 山口 蛍 (セレッソ大阪) 

FW 豊田 陽平 (サガン鳥栖)            ※2 

 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05(ドイツ)) 

 柿谷 曜一朗 (セレッソ大阪)           ※1 

 工藤 壮人 (柏レイソル) 

 大迫 勇也 (TSV 1860ミュンヘン(ドイツ)) 

※1 不参加  ※2 追加招集      以上 24名 

 

 9. 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：2月 7日(金)～11日(火・祝) 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

2月 7日(金) 

 

AM集合 

PMトレーニング 

2月 8日(土) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニングマッチ vs興國高校 ●2-3（0-2） 

2月 9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 U-18 ●2-3（1-2） 

2月 10日(月) AMトレーニング 

PMトレーニング 

2月 11日(火・祝) 

 

AM トレーニングマッチ vsガンバ大阪ユース ●0-8（0-2） 

PM 解散 
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[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  :  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   ： 酒井 清考  (筑波大学大学院) 

ドクター   ： 小林 拓馬  (札幌医科大学整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 秋山 良範  (コンディショニングルーム AKI) 

総 務    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 光藤 諒也 （セレッソ大阪 U-15） 

 
大迫 敬介 （FELICIDOD FOOTBALL CLUB）         ※1 

 
櫻庭 立樹 （コンサドーレ札幌 U-15） 

DF 加藤 潤 （新潟明訓高校） 

 

阿部 雅志 （星稜高校） 

 
梶山 幹太 （FC五十嵐ジュニアユース） 

 

下口 稚葉 （JFAアカデミー福島 U15） 

 
イヨハ 理 ヘンリー （FC.フェルボール愛知）           ※1 

 
宮本 英治 （JFAアカデミー福島 U15）          ※2 

 
鶴崎 大詩 （宇城市立松橋中学校） 

 
橋岡 大樹 （浦和レッドダイヤモンズジュニアユース） 

 
伊藤 駿光 （清水エスパルスジュニアユース）       ※2 

 
中川 創 （柏レイソル U-15） 

MF 伊藤 涼太郎 （作陽高校） 

 
西本 卓申 （アルバランシア熊本） 

 
長谷川 元希 （大宮アルディージャジュニアユース） 

 
新井 光 （AC長野パルセイロ JrY） 

 
此島 頼勇 （FC岐阜 U-15） 

 
山原 怜音 （JFAアカデミー福島 U15） 

 
坂井 剛 （FCレグノウァ） 

 
曽根 大和 （NPO藤枝東 FCジュニアユース） 

 
吉田 峻 （清水エスパルスジュニアユース） 

 
滝 裕太 （清水エスパルスジュニアユース） 

FW 菅 大輝 （コンサドーレ札幌 U-15） 

 
西川 公基 （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

 
田中 陸 （柏レイソル U-15） 

 
杉浦 文哉 （名古屋グランパス U15） 

※1参加辞退  ※2追加招集   以上 25名 

 

 10. U-17日本女子代表 2014 U-17 Women's NTC Invitationalの件 
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  行事名：U-17日本女子代表 2014 U-17 Women's NTC Invitational 

期 間：2月 2日(日)～11日(火・祝) 

場 所：アメリカ／ロサンゼルス 

[スケジュール] 

2月 2日(日)  PM集合・移動 成田→ロサンゼルス 

2月 3日(月)   AM/PMトレーニング 

2月 4日(火)  AM/PMトレーニング 

2月 5日(水)  第 1 戦 vs.ニュージーランド ○5-0（3-0） 

2月 6日(木)  AM/PMトレーニング 

2月 7日(金)  第 2 戦 vs.中国 △0-0（0-0） 

2月 8日(土)  AM/PMトレーニング 

2月 9日(日)  第 3 戦 vs.アメリカ ●1-2（1-1） 

2月 10日(月) AM移動 ロサンゼルス→成田 

2月 11日(火) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

監 督 髙倉 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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (筑波大学大学院/チーム「ニッポン」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ドクター 塚原 由佳  (北里大学 北里研究所病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐瀬 由紀子 (花田学園) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

[選 手] 

GK 浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) 

 
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) 

 
國武 愛美 (日ノ本学園高等学校) 

 
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) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

 
佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 
南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

MF 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 
杉田 妃和 (藤枝順心高等学校) 

 
立花 葉 (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) 
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FW 山下 史華 (藤枝順心高等学校) 

 
北川 ひかる (JFAアカデミー福島) 

 
小林 里歌子 (常盤木学園高等学校) 

 
斉原 みず稀 (アンジュヴィオレ広島) 

 
児野 楓香 (藤枝順心高等学校) 

以上 21名 

 

 11. U-17日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-17日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2月 21日(金)～23日(日) 

場 所：千葉県千葉市 

[スケジュール] 

2月 21日(金)  PM集合、トレーニング 

2月 22日(土)   AM/PMトレーニング 

2月 23日(日)  AMトレーニングマッチ vs.ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

        △1-1（1-0/0-1/0-0） 

 [スタッフ] 

監 督 髙倉 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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (筑波大学大学院/チーム「ニッポン」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ドクター 鈴木 朱美  (山形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 (花田学園) 

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) 

 
浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

DF 國武 愛美 (日ノ本学園高等学校) 

 
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) 

 
遠藤 優 (浦和レッズレディースユース) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

 
佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 
南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

MF 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 
杉田 妃和 (藤枝順心高等学校) 

 
立花 葉 (JFAアカデミー福島) 
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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) 

 
平塚 万貴 (西南フットボールクラブ U-15) 

 
長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

FW 北川 ひかる (JFAアカデミー福島) 

 
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) 

 
斉原 みず稀 (アンジュヴィオレ広島) 

 
大熊 良奈 (JFAアカデミー福島) 

以上 23名 

 

 12. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 鈴木 義宜 

     （所属歴：広瀬サッカースポーツ少年団→宮崎日本大学中学校サッカー部→宮崎日

本大学高等学校→宮崎産業経営大学体育会サッカー部） 

所属元： 宮崎産業経営大学体育会サッカー部 

受入先： 大分トリニータ 

承認日： 2014年 2月 25日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名： 大武 峻 

     （所属歴：BUDDY・FC→筑陽学園中学校→筑陽学園高等学校→福岡大学サッカー部） 

所属元： 福岡大学サッカー部 

受入先： 名古屋グランパス 

承認日： 2014年 2月 25日 

 

 13. 2013年度 Ｓ級コーチ養成講習会判定結果の件 

  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

下の 3名を S級コーチとして認定する。 

氏  名 ： 加藤 慎一郎（かとう しんいちろう） 

指導チーム： 清水エスパルスジュニアユース 

生年月日 ： 1968年 4月 17日 

資  格 ：  2004年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  1995年      清水エスパルスジュニアユースコーチ 

         1996年      清水エスパルスユースコーチ 

         1997年      清水エスパルス U-21コーチ 

         1998年      清水エスパルスユースコーチ 

         1999年～2000年  清水エスパルスユースコーチ/ジュニアユースコーチ 

         2001年      清水エスパルス U-13監督    

       2002年～2004年  清水エスパルスジュニアユース監督    
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      2005年      清水エスパルス U-13監督       

       2006年      清水エスパルス U-14監督      

       2006年      清水エスパルス U-15監督 

2007年～現在     清水エスパルスジュニアユース テクニカルディレクター 

氏  名 ：長谷部 茂利（はせべ しげとし） 

指導チーム：ヴィッセル神戸 

生年月日 ：1971年 4月 23日 

資  格 ：2009年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2006年 ～ 2007年  ヴィッセル神戸 U-21アシスタントコーチ 

2007年 ～ 2008年  ヴィッセル神戸 U-13監督 

2008年 ～ 2009年  ヴィッセル神戸 U-15コーチ 

2009年 ～ 2011年  ヴィッセル神戸 U-18コーチ 

2011年 ～ 現在    ヴィッセル神戸トップチームコーチ 

氏  名 ：鬼木 達（おにき とおる） 

指導チーム：川崎フロンターレ 

生年月日 ：1974年 4月 20日 

資  格 ：2012年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴  : 2007年 ～2008年  川崎フロンターレ U－12コーチ・ 

       2008年 ～2010年  川崎フロンターレ U－18コーチ 

       2010年 ～現在   川崎フロンターレトップチームコーチ  

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：390名（上記 3名含む） 

※ 2013年度 S級コーチ認定者数：4名/21名中 

 

 14. 2014年度 Ａ級コーチジェネラル養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№1 

 

 15. 2014年度 Ａ級コーチＵ12養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№2①② 

 

 16. 2014年度 Ｂ級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№3 

 

 17. 2014年度 ＧＫ-Ｃ級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№4 

※ 2014年度 GK-A級、GK-B級コーチ養成講習会については 4月理事会にて報告予定 

 

 18. キッズ関連インストラクター研修会の件 

  ■趣  旨： 

小学校体育の授業でサッカーが取り入れられて久しく、このことは普及において大きな意味

を持っている。しかし、サッカー経験のない教員にとってサッカーの授業の実施は難しい場
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合があり、また多くの科目を担当する日常で、教材研究に時間をかけることも厳しい状況が

ある。さらに、現在、必ずしもサッカーを選択しなくても良い状況にもなりつつある。教材

としてのサッカーの価値を有効に生かしてもらうために、教員による授業の実施を教材と研

修会によってサポートする。 

■目    的： 

小学校教員による体育における「サッカーの授業のサポート」を推進していくべく、各都道

府県サッカー協会単位でインストラクターを養成し、各都道府県サッカー協会内での普及、

研修会の実施、研修後のフォロー等を行うことを目的に実施する。 

■主    催：公益財団法人 日本サッカー協会 

■受講資格： 

以下の（１）～（４）すべてを満たす方 

（１）小学校教員または小学校教員経験者（47FAインストラクターであることが望ましい） 

（２）本研修会に全日程参加できること 

（３）都道府県サッカー協会技術委員会の推薦を受けた者 

（４）本取り組みを各 FA内で推進できる者 

■受講者数：47名（各都道府県サッカー協会１名） 

■受講申込： 

（１）推薦母体である都道府県サッカー協会は所定の申込書に必要事項をご記入ご捺印の上、

日本サッカー協会へ申し込む。 

（２）申込み締切りは、2014年3月16日（日）必着とする。 

■開催期間：3月 29日（土）～30日（日） 1泊 2日 

■開催場所： 

静岡県／清水ナショナルトレーニングセンター 

〒424-0105 静岡県静岡市清水区山切 1487-1 

TEL：054-371-9000 FAX：054-367-7911 

■講  師：JFAインストラクター 

■費  用：無料（※交通費・宿泊費を JFAにて負担） 

 

 19. 2014年度 ナショナルトレセン U-14・U-12開催要項の件 

 

 

 （報告）資料№5①② 

2014年度のナショナルトレセン U-14ならびに U-12の開催要項を別紙資料の通りとする。 

 

 20. 2014年度 U-12モデル地区トレセン 実施要項の件 

  （報告）資料№6 

2014年度の U-12モデル地区トレセンの実施要項を別紙資料の通りとする。 

 

 21. ＪＦＡアカデミー福島 2013年度卒校生の件 

  2013年度卒校生（3期生）17名 

〔男子〕12名 （ ）内は卒校後進路 

浅岡 大貴 （筑波大学 体育専門学群） 
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金子 翔太 （清水エスパルス） 

平岡 将豪 （AC長野パルセイロ） 

石川 朝貴 （神奈川大学 経済学部） 

西川 智史 （桃山学院大学 経済学部） 

前田 拓海 （近畿大学 経営学部） 

宮園 栄人 （立教大学 コミュニティ福祉学部） 

安東 輝  （湘南ベルマーレ：福島ユナイテッド FCへ期限付移籍中） 

小池 龍太 （レノファ山口） 

木下 諒  （早稲田大学 社会科学部） 

早坂 武流 （明海大学 外国語学部） 

橋田 慎太郎（国士舘大学 21世紀アジア学部） 

 

〔女子〕5名 

井上 ねね （日本体育大学 体育学部） 

増矢 理花 （INAC神戸レオネッサ） 

三宅 史織 （INAC神戸レオネッサ） 

乗松 瑠華 （浦和レッズレディース・人間総合科学大学 人間科学部） 

門井 恵美 （神奈川大学 経営学部（予定）） 

 

 22. ＪＦＡアカデミー熊本宇城 2013年度卒校生の件  

 

 

 

 

 

 2013年度卒校生（3期生）18名 （ ）内は卒校後進路 

岩下 航  （群馬県：前橋育英高校） 

上村 祐貴 （鹿児島県：鹿児島実業高校） 

小田 健聖 （福岡県：東福岡高校） 

小野 湧哉 （熊本県：東海星翔高校） 

小材 浩彰 （福岡県：東福岡高校） 

近藤 謙太 （鹿児島県：鹿児島実業高校） 

坂田 悠希 （熊本県：東海星翔高校） 

佐藤 和高 （未定） 

杉野 龍  （福岡県：東海第五高校） 

瀧上 優  （熊本県：東海星翔高校） 

田尻 京太郎（福岡県：東福岡高校） 

田中 智弥 （福岡県：東福岡高校） 

豊川 佳祐 （熊本県：大津高校） 

南里 慧斗 （福岡県：筑陽学園高校） 

飛鷹 啓介 （静岡県：三島長陵高校 JFAアカデミー福島に編入） 

福永 剣也 （福岡県：東福岡高校） 

増田 季也 （鹿児島県：鹿児島実業高校） 

本村 涼馬 （鹿児島県：鹿児島実業高校） 
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 23. ＪＦＡアカデミー福島 2014年度入校生選考試験の件 

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 232名 

2013年 9月 14日（土） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2013年 9月 15日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2013年 9月 16日（月・祝） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2013年 9月 21日（土） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2013年 9月 22日（日） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

■2次選考試験：受験者数 116名 

2013年 10月 19日（土） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2013年 10月 20日（日）しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2013年 10月 26日（土）しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2013年 10月 27日（日）J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■3次選考試験：受験者数 59名 

2013年 11月 9日（土）～10日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2013年 11月 16日（土）～17日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 34名 

2013年 12月 7日（土）～8日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■第 2回目募集選考試験：受験者数 16名 

2013年 12月 13日（金）～15日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

16名 

 

〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 125名 

2013年 8月 19日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2013年 8月 23日（金） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2013年 8月 31日（土） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

■2次選考試験：受験者数 46名 

2013年 10月 5日（土）～6日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 18名 

2013年 11月 2日（土）～4日（月・振休） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

6名 

 

 24. ＪＦＡアカデミー熊本宇城 2014年度入校生選考試験の件  

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 
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■1次選考試験：受験者数 44名 

2013年 9月 29日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2013年 10月 6日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■最終選考試験：受験者数 23名 

2013年 11月 15日（金）～17日（日）  

宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■第 2回目募集選考試験：受験者数 16名 

2013年 12月 13日（金）～15日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

18名 

 

 25. ＪＦＡアカデミー堺 2014年度入校生選考試験の件 

 

 

 〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 64名 

2013年 8月 19日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2013年 8月 20日（火） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2013年 8月 26日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■2次選考試験：受験者数 47名 

2013年 9月 21日（土）～22日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■最終選考試験：受験者数 31名 

2013年 10月 25日（金）～27日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

②最終合格者 

12名 

 

 26. ＪＦＡエリートプログラム U-14 国内キャンプの件 

  行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-14国内キャンプ  

期  間：3月 12日(水)～16日(日) 

場  所：大分県/ 大分スポーツ公園 

［スケジュール］ 

3月 12日(水) 集合・トレーニング 

3月 13日(木) トレーニング・練習試合 対大分トリニータ U15（予定） 

3月 14日(金) トレーニング 

3月 15日(土) トレーニング・練習試合 対大分西高校（予定） 

3月 16日(日) トレーニング・解散 

［スタッフ］ 

監 督 山橋 貴史 （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 須永 純  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

［選手］ 
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GK  長谷川 凌 （順蹴フットボールアカデミー） 

   牧  孝  （愛知 FC庄内） 

FP  堀  研太 （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

    塩澤 隼人 （FC東京 U－15むさし） 

    佐藤 颯汰 （日章学園中学校） 

    渡邊 泰基 （アルビレックス新潟ジュニアユース） 

    佐藤 悠太 （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

    藤村 怜  （コンサドーレ札幌 U−15） 

    増田 周大 （愛南町立城辺中学校） 

    佐藤 昴  （長岡 JYFC） 

    山本 修平 （コンサドーレ札幌 U−15） 

    橋本 尽  （京都サンガ U－15） 

    川村 航哉 （伊達市立伊達中学校） 

    芝本 蓮  （ガンバ大阪ジュニアユース） 

    谷川 勇磨 （ヴィッセル神戸 U-15） 

    千葉 奨  （ベガルタ仙台ジュニアユース） 

    鈴木 魁人 （清水エスパルスジュニアユース） 

    仙波 大志 （サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース） 

    秋山 駿  （セレッソ大阪 U－15） 

    荒井 秀賀 （ベガルタ仙台ジュニアユース） 

    杉田 将宏 （Nagoya S.S.） 

    金澤 哲流 （FCディアモ）                以上 22名 

 

 


