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2014年 4月 10日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014年度 第 5回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ理事会（3月 20・21日開催）の件  

  3月 20・21日にＦＩＦＡ理事会がチューリッヒで開催された。 

主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜2013年の財務諸表＞ 

2013 年の財務諸表が承認された。収入は 1,386 百万ＵＳドル、支出は 1,314 百万ＵＳドル

で、72 百万ＵＳドルの黒字である。支出の 72 パーセントは、サッカーイベントとデベロッ

プメントプロジェクトに使われた。 

＜2022 ＦＩＦＡワールドカップ ホスト国カタールに於ける労働者の権利について＞ 

カタールに於ける労働者の権利および労働条件向上の一助として、実現可能且つ継続可能な

解決策を求めて引き続き関係各所と協議を続け、継続的に精査していく。 

＜非加盟協会コソボサッカー連盟との国際親善試合＞ 

ＦＩＦＡ加盟協会が非加盟協会であるコソボのクラブチームもしくは選抜チームと親善試合

を行う場合、それを国際親善試合として認める（ＦＩＦＡ緊急委員会が今年 1 月に下した同

決定を承認）。 

※ なお、コソボの国際舞台デビュー戦（対ハイチ戦）は 3/5 にミトロビツァで円滑に実

施された。 

＜イスラエルＦＡとパレスチナＦＡとの話し合い＞ 

イスラエルとパレスチナ間の人的・物質的移動を容易にする政府への働き掛けにつき、進

捗状況の報告があった。 

＜ＦＩＦＡ理事会メンバーの年齢制限・在任期間＞ 

ＦＩＦＡ理事会メンバーの年齢制限・在任期間に関する改革案を、ＦＩＦＡ総会 2014

（6/11開催予定）に諮る。 

＜ＦＩＦＡ女性特任理事の任期延長＞ 

Moya Dodd 氏（オーストラリア）と Sonia Bien-Aime 氏（タークス・カイコス諸島）の任期

の 1年間延長を、ＦＩＦＡ総会 2014に諮る。 

＜選手代理人規定＞ 

ＦＩＦＡ総会 2014 で必要なＦＩＦＡ規約の修正が承認されることを条件に、仲介人に関す

る新規定を 2015年 4月 1日に施行する。 

＜ＦＩＦＡクラブ ワールドカップ モロッコ 2014の会場＞ 

ラバット（2014 年 8 月 31 日までにスタジアム完成が条件）とマラケシュをＦＩＦＡクラブ 

ワールドカップ 2014 の会場とする。 

＜カメルーンサッカー協会の平常化委員会＞ 

カメルーンサッカー協会の平常化委員会の権限を 2014年 11月 30日まで延長する。 

＜フットサル国際カレンダー＞ 

フットサルの国際試合のカレンダーを創設する。 
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 2. ＥＡＦＦ総会（3月 31日開催）の件  

  3月 31日にＥＡＦＦ総会が北京で開催された。主な決定事項は以下の通り。 

＜理事改選（任期： 2014-2016の 2年間）＞ 

理事会メンバーが改選され、以下の 4名がそれぞれ会長・副会長（3名）に就任した。 

会 長：Zhang Jian（中国） 

副会長：Hong Martin（香港）、 田嶋幸三（日本）、 Chung Mong Gyu（韓国） 

 

 3. ＥＡＦＦ理事会（3月 31日開催）の件  

  3月 31日にＥＡＦＦ理事会が北京で開催された。主な決定事項は以下の通り。 

＜ジェネラル・セクレタリー（任期： 2014-2016の 2年間）の選任＞ 

Luo Zhao（中国）が就任した。 

 

 4. Ｊリーグ 報告の件 

  （報告）資料№1 

(１)FUJI XEROX SUPER CUP 2014開催の件 

開催日：2014年 2月 22日(土) 13:36キックオフ 

会場：東京/国立競技場 

試合：サンフレッチェ広島 2-0 横浜 F・マリノス 

入場者数：41,273人 

(２)リーグ戦 

① 順位 

② 入場者数 

(３)リーグカップ戦 

① 予選リーグ 

② 入場者数 

(４)ホームゲームにおける差別的な内容の横断幕掲出に対する制裁(浦和レッズ) 

 

 5. 名義使用申請の件 

  (1) 申請団体：アジア代表日本２０１４ 実行委員会 

事業名：「アジア代表日本２０１４」 

概 要：世界で一番のコミュニケーションツールであるサッカーの世界大会「ＦＩＦＡワ

ールドカップブラジル大会」開催に合わせ、日本とその他のアジアの代表国の

文化を紹介し、アジアの国々がひとつになって世界に発信する標を制作するワ

ークショップを開催。アジアの代表としての日本という認識を持ち、人と人の

関り合いが文化を築き上げていく 

内 容：染ものを利用し、日本と対戦する二つの国のナショナルフラッグをモチーフに

デザインし、ひとつのフラッグを制作。 

主 催：アジア代表日本２０１４ 実行委員会 

共 催：九州国立博物館、福岡文化財団、西日本新聞社、太宰府天満宮 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 
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開催期間：4月 1日（火）～7月 11日（金） 

会 場：九州国立博物館 他 

(2)申請団体：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会 

事業名：日比野克彦「ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ」 

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

内 容：段ボールでサッカーゴールを、古着の Tシャツでユニフォームを作り、 

ミニサッカーゲームを行う。 

主 催：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会、公益財団法人水戸市芸術振興財団 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会、水戸市サッカー協会 

水戸ホーリーホックホームタウン推進協議会（予定） 

協 力：FC水戸、社団法人水戸青年会議所、レンゴー株式会社（予定） 

開催日：8月 30日（土）  

会 場：水戸技術劇場広場（茨木県水戸市） 

(3)申請団体：株式会社朝日新聞社 

イベント名：夢を力に 2014 日本代表戦応援イベント 

主 催：株式会社朝日新聞社 

特別協賛：アウディジャパン株式会社 

協賛(予定)：サッカー日本代表サポーティングカンパニー各社 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会  

開催日：5月 16日(金)～18日(日) 

開催時間(予定)：11:00～19:00 

会場：東京ミッドタウン(東京都港区) 

参加費：無料 

目的：「夢を力に 2014」の旗のもと、朝日新聞が主体となり“サッカー日本代表戦を応援”

し、サッカーのファン層拡大に寄与する。 

(4)申請団体：文京区 

主 催：文京区 

事業名：夢を力に 2014～がんばれ日本代表！～ジュニア交流サッカー大会（仮称） 

日 程：5月 17日（土）、18日（日）、25日（日） 

場 所：文京区小石川運動場（文京区後楽 1-8-23） 

北区赤羽スポーツの森公園競技場（北区赤羽西 5-2-27） 

目 的：2020 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成推進事業の一環として、ブラジル

で戦う日本代表を応援するとともに、子どもたちの健全な育成とサッカー競技の普

及啓発を目的として実施する。 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 

協 力：公益財団法人東京都サッカー協会 

運 営：文京区少年サッカー連盟 

参加自治体：台東区・北区・調布市・八王子市・三鷹市・府中市・町田市・日の出町 

※他、多摩市と清瀬市が参加確認中。 

出場資格：U-12（小学 6 年生以下）で構成した選抜チーム（単独チームでも可）、各自治体
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1チーム。（ただし、会場地である北区・文京区は 2チームまで可とする）。 

競技方法：予選リーグ戦（１ブロック３チーム×２、４チーム×２ 計４ブロック） 

及び決勝トーナメント戦 

 

 6. 海外遠征申請の件 

  （1）一般財団法人 福島県サッカー協会 

チ ー ム ESTRELLAS FC （第４種） 

遠征期間 5月 14日（水）～20日（火） 

遠 征 先  ニュルンベルグ/ドイツ 

（2）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム F.C. フトゥーラス エストレージャス （第 3種） 

遠征期間 3月 25日（火）～4月 3日（木） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（3）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-18 （第 2種） 

遠征期間 4月 13日（日）～21日（月） 

遠 征 先 アル・アイン/アラブ首長国連邦 

（4）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム クラブ・ドラゴンズ柏 （第 3種） 

遠征期間 5月 25日（日）～6月 3日（火） 

遠 征 先 ロバルディア州クレモナ/イタリア 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 十条フットボールクラブ （フットサル） 

遠征期間 3月 17日（月）～24日（月） 

遠 征 先 ヤンゴン/ミャンマー 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム GAフットボールクラブ （フットサル） 

遠征期間 4月 25日（金）～5月 5日（月・祝） 

遠 征 先 フィレンツェ/イタリア 

（7）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 22日（木）～25日（日） 

遠 征 先 ビンズン/ベトナム 

（8）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム FC 下越セレソン （第 3種） 

遠征期間 5月 7日（水）～13日（火） 

遠 征 先 ローマ/イタリア 

（9）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 U-15 （第 3種） 

遠征期間 5月 22日（木）～25日（日） 
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遠 征 先 ビンズン/ベトナム 

（10）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 2種） 

遠征期間 5月 19日（月）～27日（火） 

遠 征 先 ヴァルセフェルト/オランダ 

（11）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪堺ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 4月 3日（木）～6日（日） 

遠 征 先 井邑市/韓国 

 

 7. 標章使用申請の件 

  （1）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 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：社員総会資料表紙（600部） 

（3）申請団体：一般社団法人石川県サッカー協会 

使用目的：名刺 1 名分（各 100枚） 

 

 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とおり。 

（役員） 

① AFC Champions League 2014 Group F 

アセッサー：岡田正義 

期 間：2月 23日～26日 

場 所：ソウル/韓国 

② Women Referee Programme Seminar & tournament for women referees  

at the Algarve Cup 2014 

インストラクター：大岩真由美 

期 間：2月 27日～3月 14日 

場 所：アルガルベ/ポルトガル 

③ AFC Cup 2014 Group E 

アセッサー：上川 徹  

期 間：3月 9日～12日 

場 所：シンガポール 

④ AFC Champions League 2014 Group F 

アセッサー：廣嶋禎数 

期 間：3月 9日～12日 

場 所：北京/中国 

⑤ AFC Champions League 2014 Group H 

アセッサー：石山 昇 
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期 間：3月 10日～13日 

場 所：貴陽/中国 

⑥ AFC Champions League 2014 Group H 

アセッサー：岡田正義 

期 間：3月 17日～20日 

場 所：蔚山/韓国 

⑦ AFC Champions League 2014 Group H 

アセッサー：石山 昇 

期 間：3月 30日～4月 2日 

場 所：貴陽/中国 

⑧ AFC Champions League 2014 Group G 

アセッサー：上川 徹 

期 間：3月 31日～4月 3日 

場 所：全州/韓国 

⑨ AFCカップ 2014 

Kitchee (香港)vs. Bune FC（インドネシア） 

試合日： 3月 12日（水） 

マッチコミッショナー： 大谷 憲也 

⑩ ACL 2014 グループ G  

Jeonbuk Hyundai Motors (韓国) vs. Melbourne Victory (オーストラリア） 

試合日： 4月 22日（火） 

マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

⑪ AFC女子アジアカップベトナム 2014 

ホーチミン市、ベトナム 

大会期間： 5月 14日（水）～25日（日） 

マッチコミッショナー： 小林 美由紀 

 

（審判員） 

① AFC Project Future Referees Batch 2011 EPL Development Programme 

審判員：松田卓磨 

期 間：2月 22日～3月 2日 

場 所：ロンドン他/英国 

② AFC Champions League 2014 Group D 

審判員：東城穣、大塚晴弘、五十嵐康之 

期 間：2月 23日～27日 

場 所：ドーハ/カタール 

③ Women Referee Programme Seminar & tournament for women referees  

at the Algarve Cup 2014 

審判員：手代木直美 

期 間：2月 27日～3月 14日 
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場 所：アルガルベ/ポルトガル 

④ AFC Asian Cup Australia 2015 Group B 

審判員：山本雄大、越智新次、山内宏志、木村博之 

期 間：3月 3日～6日 

場 所：バンコク/タイ 

⑤ AFC Asian Cup Australia 2015 Group C 

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸、飯田淳平 

期 間：3月 2日～6日 

場 所：ドバイ/UAE 

⑥ AFC Champions League 2014 Group B 

審判員：佐藤隆治、大塚晴弘 

期 間：3月 8日～13日 

場 所：アフヴァーズ/イラン 

⑦ AFC Champions League 2014 Group B 

審判員：當麻政明、八木あかね、五十嵐康之 

期 間：3月 9日～13日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

⑧ FIFA U-17 Women’s World Cup Costa Rica 2014 

審判員：梶山芙紗子、千葉恵美 

期 間：3月 3日～4月 7日 

場 所：コスタリカ 

⑨ AFC Champions League 2014 Group A 

審判員：東城穣、唐紙学志 

期 間：3月 16日～20日 

場 所：リヤド/サウジアラビア 

⑩ AFC Champions League 2014 Group C 

審判員：飯田淳平、越智新次 

期 間：3月 15日～20日 

場 所：アルアイン/UAE 

⑪ AFC Champions League 2014 Group C 

審判員：山本雄大、山内宏志、木村博之 

期 間：3月 15日～19日 

場 所：ドーハ/カタール 

⑫ AFC Cup 2014 Group H 

審判員：八木あかね 

期 間：3月 17日～20日 

場 所：香港 

⑬ AFC Project Future Referees Batch 2012 3rd Development Course (SANIX Cup) 

審判員：浅田武士 

期 間：3月 19日～24日 
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場 所：福岡県 

⑭ FIFA seminar for selected referees for the 2014 FIFA World Cup Brazil 

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸 

期 間：3月 22日～30日 

場 所：スイス 

⑮ Australia League 

審判員：木村博之  

期 間：3月 21日～25日 

場 所：オーストラリア 

 

 9. 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：佐賀県佐賀市 

施設名：佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場 

施設所有者：佐賀市長 秀島 敏行(ひでしま としゆき) 

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：2014年 4月 10日～2017年 4月 9日 

公認番号：第 158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。 

2．公認申請者：和歌山県 

施設名：河西緩衝緑地西松江緑地サッカー場 

施設所有者：和歌山県知事 仁坂 吉伸(にさか よしのぶ) 

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㈱ 

公認期間：2014年 4月 10日～2017年 4月 9日 

公認番号：第 159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。 

3．公認申請者：石川県かほく市 

施設名：かほく市サッカー・ラグビー競技場 

施設所有者：かほく市長 油野 和一郎(あぶらの わいちろう) 

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：2014年 4月 10日～2017年 4月 9日 

公認番号：第 160号 
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＜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。 

 

 10. 2014年度フットサル 1級審判インストラクター認定の件 

  審判委員会で認定審査を実施し、下記をフットサル 1 級審判インストラクターとして認定し

た。 

（合格者） 

潟永達治（がたなが たつじ）  関東協会・東京都   48歳 *年齢は 2014年 4月 1日現在 

 

 11. 全国ビーチサッカー大会日程変更の件 

  第 9回全国ビーチサッカー大会の日程を下記の通り変更する。 

大 会 名：第 9回全国ビーチサッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般財団法人岡山県サッカー協会 

開催期日：（変更前） 10月 3日（金）～5日（日） 

（変更後） 9月 13日（土）～15日（月・祝） 

会  場：岡山県／玉野市渋川海岸 

理  由：FIFAビーチサッカーワールドカップアジア予選会と、日程が重なることが判明し 

たため。 

 

 12. スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプの件 

①  ②  

  

行事名： スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間： 3月8日（土）～ 10日（月） 

場  所： J-STEP（静岡県静岡市） 

［スケジュール］ 

3月8日(土) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

   9日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

10日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 

［スタッフ］ 

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） 

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） 

GKｺｰﾁ ： 轟 奈都子 （JFAﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／ｾﾚｯｿ大阪） 

GKｺｰﾁ ： 影山 啓自 （JFAﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

GKｺｰﾁ ： 坂本 圭哉 （青山学院高等部） 

GKｺｰﾁ ： 大友麻衣子 （尚美学園大学女子ｻｯｶｰ部） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 水村幸之助 （静岡市立清水病院 脳神経外科） 

総務  ： 今関 葉子 （JFA女子部） 
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［選手（GK）］ 

井指  楓 （岡山県：FC吉備国際大学Charme） 

長谷 好美 （神奈川県：神奈川大学女子ｻｯｶｰ部） 

河村 有紀 （埼玉県：武蔵丘短期大学ｼｴﾝｼｱ） 

犬飼 綾乃 （大阪府：大阪桐蔭高等学校） 

渋沢 杏奈 （山梨県：日本航空高等学校） 

木付 優衣 （兵庫県：日ﾉ本学園高等学校） 

高橋 智子 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽU-18） 

宮越 絢子 （兵庫県：INAC神戸ﾚｵﾈｯｻB） 

米澤 萌香 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ･ｾﾘｱｽ） 

宝田 沙織 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ﾚﾃﾞｨｰｽ(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

田中 桃子 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

粟屋 莉菜 （山口県：萩ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

本間 珠幸 （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） 

井上 沙季 （愛知県：FCﾎｯﾂ(JFAｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

西尾 彩花 （東京都：ﾊﾞﾃﾞｨﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

小笠原梨紗 （神奈川県：FCすすき野ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

石塚 芽依 （埼玉県：戸木南ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞFC） 

林  桃歌 （広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞU-12） 

三宅 紗優 （岡山県：竜之口ｻｯｶｰ少年団） 

伊藤 三奈 （兵庫県：Criativa 尼崎） 

小川 暖果 （香川県：太田ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団） 

伊藤 七海 （千葉県：松戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞU12） 

佐藤 叶望 （千葉県：流山隼少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

鈴木 莉望 （茨城県：東小沢FCﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅ）                          計24名 

 

 13. 女子：ＧＫコーチ研修会の件 

①  ②  行事名： 女子：ＧＫコーチ研修会 

期  間： 3月 14日（金）～ 16日（日） 

場  所： J-STEP（静岡県静岡市） 

内 容： 講義・実技講習・指導実践 

インストラクター：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） 

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） 

轟 奈都子 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／ｾﾚｯｿ大阪） 

坂田  恵 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／広島文教女子大学附属高等学校） 

参加者： 23名 

 

 14. ＪＦＡエリートプログラム女子 U-14 トレーニングキャンプの件 

 ①  

  

行事名：ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 トレーニングキャンプ 

期  間：3月 25日（火）～ 28日（金） 
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場  所：和倉温泉多目的グラウンド（石川県七尾市） 

［スケジュール］ 

3月 25日(火) 集合  

→ ﾌｨｼﾞｶﾙ測定･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・ﾚｸﾁｬｰ（体幹ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ） 

 26日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ（栄養） 

 27日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾑ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 28日(金) ｹﾞｰﾑ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・七尾市周辺観光 → 解散 

［スタッフ］ 

監督  ： 淀川 知治 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

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 ： 影山 啓自 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ｺｰﾁ  ： 松田  哉 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ｺｰﾁ  ： 清瀬 一剛 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ）※3月 27-28日 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 相川 敬男 （金沢大学附属病院 整形外科）※3月 25日 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 小坂 正裕 （金沢大学附属病院 整形外科）※3月 26日 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 虎谷 達洋 （金沢大学附属病院 整形外科）※3月 27日 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 大橋 義徳 （金沢大学附属病院 整形外科）※3月 29日 

総務  ： 今関 葉子 （JFA女子部） 

［選手］ 

GK  粟屋 莉菜 （山口県：萩ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

木稲 瑠那 （福岡県：広川ﾌﾗﾜｰｽﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

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） 

FP  田村 鈴香 （大阪府：FCヴｨﾄｰﾘｱ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

山田ひかり （静岡県：常葉学園橘中学校女子ｻｯｶｰ部） 

土肥穂乃香 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

新堀 華波 （徳島県：徳島ﾗﾃｨｰｼｬ） 

深井亜里紗 （秋田県：秋田 L.F.C.ﾕｰｽ） 

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） 

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） 

林  涼香 （福岡県：ｵｴｽﾃ福岡 U15） 

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） 

竹内 千璃 （北海道：ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ･ﾘﾝﾀﾞ） 

安井 結捺 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

諸岡  紬 （北海道：ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ･ﾘﾝﾀﾞ） 

水江 彩乃 （石川県：Riopedra加賀 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

武田あすみ （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

小浦まりな （佐賀県：FC ALEGRE CAMINHO） 
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船木 和夏 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

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） 

松崎 愛華 （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） 

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 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)） 

山田 優衣 （岡山県：岡山湯郷 Belle espoir） 

菅野 奏音 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

城本  歩 （愛媛県：AC.MIKAN） 

真木 悠花 （大阪府：FCヴｨﾄｰﾘｱ (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺)） 

根津 茉琴 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）                         計 33名 

 

 15. Jリーグ・アンダー22 選抜 J3リーグの件 

  

 

 

 

1節 3月 9日(日) vs.FC琉球 ●0-3 (沖縄県総合運動公園陸上競技場） 

2節 3月 16日(日) vs.藤枝 MYFC ○4-2 (藤枝総合運動公園サッカー場) 

3節 3月 23日(日) vs.グルージャ盛岡 ●1-6 (盛岡南公園球技場） 

4節 3月 30日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ○2-1 (秋田市八橋運動公園球技場） 
 

 16. U-21日本代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-21日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：3月 24日(月)～26日(水) 

場 所：東京都北区 

[スケジュール] 

3月 24日(月) 

 

AM 集合 

PM トレーニング 

3月 25日(火) 

 

AM トレーニング 

PM トレーニング 

3月 26日(水) 

 

AM トレーニングマッチ vs.U-19日本代表候補 ○4-2 

PM 解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 手倉森 誠    (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) 

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) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 寺門 大輔    (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

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 ： 前田 弘     (JFA) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 菊島 良介    (JFA) 

総 務    ： 池辺 友和     (JFA代表チーム部) 
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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・ジャパン株式会社) 

[選 手]  

GK 櫛引 政敏 （清水エスパルス）            ※3 

 
杉本 大地 （京都サンガ F.C.） 

 
永井 堅梧 （松本山雅 FC） 

DF 伊東 幸敏 （鹿島アントラーズ） 

 
西野 貴治 （ガンバ大阪） 

 
植田 直通 （鹿島アントラーズ） 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） 

 
遠藤 航 （湘南ベルマーレ） 

 
安在 和樹 （東京ヴェルディ） 

 
亀川 諒史 （湘南ベルマーレ） 

 
松原 健 （アルビレックス新潟） 

 
高橋 祐治 （京都サンガ F.C.） 

 
田鍋 陵太 （名古屋グランパス）            ※1 

 
山中 亮輔 （ジェフユナイテッド千葉）         ※1 

MF 原川 力 （愛媛 FC） 

 
矢島 慎也 （浦和レッズ） 

 
野澤 英之 （FC東京） 

 
中島 翔哉 （カターレ富山） 

 
豊川 雄太 （鹿島アントラーズ）                 ※1 

 
吉野 恭平 （東京ヴェルディ） 

 
前田 直輝 （東京ヴェルディ） 

 
大島 僚太 （川崎フロンターレ）            ※3 

 
金森 健志 （アビスパ福岡）              ※2 

FW 荒野 拓馬 （コンサドーレ札幌） 

 
後藤 優介 （大分トリニータ）   

 
浅野 拓磨 （サンフレッチェ広島） 

 
野津田 岳人 （サンフレッチェ広島） 

 
鈴木 武蔵 （アルビレックス新潟） 

※1参加辞退  ※2追加招集 ※3 途中離脱                              以上 28名 

 

 17. U-19日本代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：3月 24日(月)～26日(水) 
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場 所：千葉県市原市、東京都北区 

 [スケジュール] 

3月 24日(月) 

 

AM 集合 

PM トレーニング 

3月 25日(火) 

 

AM トレーニング 

PM トレーニングマッチ vs.VONDS市原 FC ◯2-1 

3月 26日(水) 

 

AM トレーニングマッチ vs.U-21日本代表候補 ●2-4 

PM 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   ： 諸岡 孝俊  (兵庫医科大学病院) 

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 （SC相模原） 

 
吉丸 絢梓 （ヴィッセル神戸） 

 
高木和 徹 （清水エスパルス） 

DF 三浦 弦太 （清水エスパルス） 

 
内田 裕斗 （ガンバ大阪） 

 
内山 裕貴 （コンサドーレ札幌） 

 
広瀬 陸斗 （水戸ホーリーホック） 

 
宮原 和也 （サンフレッチェ広島 F.C） 

 
三竿 健斗 （東京ヴェルディユース）           ※2 

 
山口 真司 （ヴィッセル神戸 U-18） 

 
進藤 亮佑 （コンサドーレ札幌 U-18）           ※1 

 
茂木 力也 （浦和レッズユース） 

 
藤谷 壮 （ヴィッセル神戸 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） 

 
関根 貴大 （浦和レッズ） 

 
小屋松 知哉 （名古屋グランパス） 

 
大山 啓輔 （大宮アルディージャ）                 ※1 

 
小川 直毅 （ガンバ大阪） 

 
川辺 駿 （サンフレッチェ広島 F.C） 
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高木 大輔 （東京ヴェルディ） 

 
中野 雅臣 （東京ヴェルディユース）           ※2 

 
奥川 雅也 （京都サンガ F.C.U-18）                ※1 

FW 南野 拓実 （セレッソ大阪） 

 
金子 翔太 （清水エスパルス） 

 
田村 亮介 （京都サンガ F.C.） 

 
越智 大和 （産業能率大学） 

 
北川 柊斗 （筑波大学） 

 
宮市 剛 （湘南ベルマーレ） 

※1参加辞退  ※2追加招集                                              以上 29名 

 

 18. U-17日本代表サニックス杯国際ユースサッカー大会の件 

  行事名：U-17日本代表サニックス杯国際ユースサッカー大会 

期 間：3月 18日(火)～23日(日) 

場 所：福岡県宗像市 

[スケジュール] 

3月 18日(火)  PM 集合 トレーニング 

3月 19日(水)  AM トレーニング  PM トレーニング 

3月 20日(木)  グループリーグ第 1戦 vs.U-17タイ代表 ◯2-0 

グループリーグ第 2戦 vs.ディナモベルナバウル ◯6-0 

3月 21日(金・祝)グループリーグ第 3戦 vs.杭州緑城ユース ●0-1 

3月 22日(土)  決勝トーナメント 1回戦 vs.アビスパ福岡 U-18 ◯2-2（PK9-8） 

準決勝 vs.市立船橋高校 ◯2-0 

3月 23日(日)  決勝 vs．横浜 F・マリノスユース ●0-2  終了後、解散 

 [スタッフ]  

監 督    ： 内山 篤   (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) 

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 小島 亨介 （名古屋グランパス U18） 
 

 
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） 

 

 
中山 雄太 （柏レイソル U-18） 

 

 
伊藤 克尚 （サンフレッチェ広島 F.Cユース） 

 

 
佐久間 理央 （アルビレックス新潟ユース） 
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吹ヶ 徳喜 （名古屋グランパス U18） 

 

 
町田 浩樹 （鹿島アントラーズユース） 

 

 
庄司 朋乃也 （セレッソ大阪 U-18） 

 

 
大桃 海斗 （帝京長岡高校） 

 
MF 浦田 樹 （ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18） 

 

 
小川 紘生 （浦和レッズユース） ※2 

 
鈴木 徳真 （前橋育英高校） 

 

 
鎌田 啓義 （アルビレックス新潟ユース） 

 

 
岩本 和希 （ガンバ大阪ユース） 

 

 
長沼 洋一 （サンフレッチェ広島 F.C ユース） ※2 

 
市丸 瑞希 （ガンバ大阪ユース） 

 

 
杉山 雄太 （コンサドーレ札幌 U-18） 

 

 
縄 靖也 （ベガルタ仙台ユース） 

 
FW 杉森 考起 （名古屋グランパス） 

 

 
岸本 武流 （セレッソ大阪 U-18） 

 

 
髙木 彰人 （ガンバ大阪ユース） 

 

 
邦本 宜裕 （浦和レッズユース） ※1 

※1参加辞退  ※2追加招集                                             以上 23名 

 

 

 19. 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：3月 21日(金・祝)～24日(月) 

場 所：神奈川県横浜市 

[スケジュール] 

3月 21日(金・祝) 

 

AM集合 

PMトレーニング 

3月 22日(土) 

 

AMトレーニング 

PM トレーニング 

3月 23日(日) 

 

AMトレーニングマッチ vs横浜 F・マリノスユース ●0-1 

PM トレーニング 

3月 24日(月) 

 

AM トレーニング 

PM 解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉武 博文  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 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   ： 松永 怜   (東京医科大学病院) 
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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 鶴田 海人 （ヴィッセル神戸伊丹 U-15） 

 
井上 聖也 （黒潮町立大方中学校） 

 
染谷 大河 （柏レイソル U-15） 

 
千田 奎斗 （横浜 F・マリノスジュニアユース追浜） 

DF 三上 孝太 （青森山田高校） 

 

阿部 雅志 （星稜高校） 

 
梶山 幹太 （FC五十嵐ジュニアユース） 

 

斧澤 隼輝 （長崎南山中学校） 

 
イヨハ 理 ヘンリー （FC.フェルボール愛知） 

 
渡辺 皓太 （東京ヴェルディジュニアユース）        ※1 

 
青山 夕祐 （名古屋グランパス U15） 

 
中川 創 （柏レイソル U-15） 

MF 佐々木 匠 （ベガルタ仙台ユース） 

 
西本 卓申 （アルバランシア熊本） 

 
根本 圭輔 （横浜 F・マリノスジュニアユース追浜）     ※1 

 
麻田 将吾 （アルフット安曇野 JY） 

 
藤川 虎太朗 （サガン鳥栖 U-15） 

 
小野 湧哉 （ブレイズ熊本/JFAアカデミー熊本宇城） 

 
尾上 翔也 （神村学園中等部） 

 
半谷 陽介 （FC東京 U-15深川） 

 
田中 康介 （京都サンガ F.C.U-15） 

 
佐藤 颯汰 （日章学園中学校）               ※2 

 
吉田 峻 （清水エスパルスジュニアユース） 

 
杉田 将宏 （Nagoya S.S.）                 ※2 

FW 黒川 淳史 （大宮アルディージャユース） 

 
菅 大輝 （コンサドーレ札幌 U-15） 

 
渡邊 陽 （浦和レッドダイヤモンズジュニアユース） 

 
長谷川 元希 （大宮アルディージャジュニアユース） 

 
坂井 剛 （FCレグノウァ） 

 
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 28名 

 

 20. なでしこジャパン（日本女子代表）アルガルベカップ 2014の件  

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）アルガルベカップ 2014 

期 間：2月 24日(月)～3月 14日(金) 

場 所：千葉県、ポルトガル 

[スケジュール] 
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2月 24日(月) PM 集合･トレーニング 

2月 25日(火) AMトレーニング PMトレーニング 

2月 26日(水) AMトレーニング PMトレーニング 

2月 27日(木) AMトレーニング PMトレーニング 

2月 28日(金) AMトレーニング 夜 移動 

3月  1日(土) AM移動 PMトレーニング 

3月  2日(日) AMトレーニング PMトレーニング 

3月  3日(月) AMトレーニング PMトレーニング 

3月  4日(火) AMトレーニング  

3月  5日(水) グループステージ vs アメリカ女子代表 

3月  6日(木) AMトレーニング  

3月  7日(金) グループステージ vs デンマーク女子代表 

3月  8日(土) AMトレーニング  

3月  9日(日) AMトレーニング  

3月 10日(月) グループステージ vs スウェーデン女子代表 

3月 11日(火)  AMトレーニング 

3月 12日(水) 順位決定戦 vs ドイツ女子代表 

3月 13日(木) 移動 

3月 14日(金) 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ｸﾞｽﾀｯﾌ) 

監 督 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ｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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 倉田  あや (倉田クリニック)※2/24-2/28 

ドクター 渥美 覚 (三重大学附属病院) ※2/28-3/14 

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 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 川北 裕之 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ/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) 

 山根 恵里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

DF 近賀 ゆかり (Arsenal Ladies) 

 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 鮫島  彩 (Houston Dash) ※1 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 北原 佳奈 (アルビレックス新潟レディース) 
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 熊谷 紗希 (Olympique Lyonnais) 

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ) 

MF 澤 穂希 (INAC神戸レオネッサ) 

 安藤 梢 (1. FFC Frankfurt) 

 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) 

 田中 明日菜 (1. FFC Frankfurt) 

 宇津木 瑠美 (Montpellier HSC) 

 木龍 七瀬 (日テレ・ベレーザ) 

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ) 

FW 大野 忍 (Arsenal Ladies) 

 大儀見 優季 (CHELSEA LADIES) 

 髙瀬 愛実 (INAC神戸レオネッサ) 

 岩渕  真奈 (1899 Hoffenheim) 

※1 途中離脱                                                           以上 23名 

 

 21. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 玉川 健太 

     （所属歴：明和フットボールクラブ→松坂 JFC→明和フットボールクラブ→ 

FC松坂ジュニアユース→梅村学園三重高等学校→山梨学院大学サッカー部） 

所属元： 山梨学院大学サッカー部 

受入先： ヴァンフォーレ甲府 

承認日： 2014年 3月 18日 

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

選手名： 福田 晃斗 

     （所属歴：内部リバーズ→四日市ＪＦＣ→名古屋グランパスエイト U15→ 

三重県立四日市中央工業高等学校→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： サガン鳥栖 

承認日： 2014年 3月 25日 

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

選手名： 山崎 凌吾 

     （所属歴：江西サッカー少年団→瀬戸サッカースポーツ少年団→ヒーロ備前→ 

ヒーロ備前ジュニアユース→岡山県立玉野光南高等学校→福岡大学サッカー部） 

所属元： 福岡大学サッカー部 

受入先： サガン鳥栖 

承認日： 2014年 3月 25日 
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 22. 女子：特別指定選手の件 

  選手名： 平尾 知佳 

    （所属歴：六実サッカークラブ→松戸フットボールクラブ→ＪＦＡアカデミー福島） 

所属元： ＪＦＡアカデミー福島 

受入先： 浦和レッドダイヤモンズレディース 

承認日： 2014年 3月 31日 

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

選手名： 小島 美玖 

     （所属歴：FC Tips サッカー少年団→ＪＦＡアカデミー福島） 

所属元： ＪＦＡアカデミー福島 

受入先： アルビレックス新潟レディース 

承認日： 2014年 3月 31日 

 

 23. ＪＦＡエリートプログラム U-14 国内キャンプの件 

①  ②  

  

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 U18（45分×2） 

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（35分×4） 

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］ 

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） 

大屋 敬太郎（コンサドーレ札幌 U−15） 

      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） 
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      橋本 尽  （京都サンガ U－15） 

      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 

                          

 24. 2014年度 キッズリーダー チーフインストラクター研修会 

  （報告）資料№2 

 

 25. 2014年度 キッズリーダー インストラクター研修会 

  （報告）資料№3 

 26. 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 ：冨樫 剛一（とがし こういち）        

指導チーム：東京ヴェルディユース 

生年月日 ：1971年 7月 15日 

資  格 ：2008年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1998年 ～1999年 ヴェルディ川崎サテライト、ユースコーチ  

      2000年 ～2001年 日テレ・ベレーザコーチ      

        2002年 ～2003年 コンサドーレ札幌コーチ 

コンサドーレ札幌ジュニアユースコーチ 

      2003年 ～2006年 東京ヴェルディユースコーチ      

      2006年 ～2008年 東京ヴェルディジュニアユース監督       

      2008年 ～2010年 東京ヴェルディユースコーチ、監督      

    2010年 ～2012年 東京ヴェルディヘッドコーチ       

   2012年 ～現在   東京ヴェルディユース監督       

氏  名 ：戸田 光洋（とだ みつひろ） 

指導チーム：立正大学 

生年月日 ：1977年 9月 10日 

資  格 ：2012年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2009年～現在  立正大学サッカー部・コーチ 

 

氏  名 ：村田 達哉（むらた たつや）       
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指導チーム：日テレ・ベレーザ 

生年月日 ：1972年 8 月 8 日 

資  格 ：2009 年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2005年 ～2006年 CHIEVO VERONA Allievi Nazionali   

      2006年 ～2007年 CHIEVO VERONA Giovanissimi Nazionali       

      2007年 ～2008年 CHIEVO VERONA Allievi Nazionali      

      2008年 ～2009年 コンサドーレ札幌 強化部       

      2010年 ～2012年 コンサドーレ札幌 トップチームコーチ       

    2013年      コンサドーレ札幌 U-15 コーチ        

    2014年 ～ 現在  日テレ・ベレーザ コーチ     

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：393名（上記 3名含む） 

※ 2013年度 S級コーチ認定者数：7名/21名中 

 

 27. 2013年度 Ａ級コーチジェネラルライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№4 

 28. 2013年度 Ｂ級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№5 

 

 29. 2013年度 ゴールキーパーＣ級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№6 

 

 30. 2014年度 ゴールキーパーＢ級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№7 

 

 31. プレジデンツ・ミッション(ＰＨＱ) の件 

  (1)2013年度 JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）について 

①SMC本講座 

2013年度 JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）本講座は、25名が受講し、うち 23名が 

修了した。 

②SMCサテライト講座 

2013 年度 SMC サテライト講座は、16 ヶ所で実施し、計 309 名が受講した（補講中を含

む）。 

（報告）資料№8 

 (2)2013年度ＪＦＡ登録者数について 

（報告）資料№9 

 

 


