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2015年 1月 15日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2015年度 第 1回理事会 

報告事項 

 1. Ｊリーグ 報告の件 

  （報告）資料№1 

(１)リーグ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(２)リーグカップ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(３)Ｊ１昇格プレーオフ 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(４)Ｊ２・Ｊ３入れ替え戦 

第 1戦：2014年 11月 30日(日) 12:33キックオフ 

長野運動公園総合運動場陸上競技場 

AC長野パルセイロ 0-0 カマタマーレ讃岐 

入場者数：8,944人 

第 2戦：2014年 12月 7日(日) 12:33キックオフ 

      香川県丸亀競技場 

      カマタマーレ讃岐 1-0 AC長野パルセイロ 

          入場者数：6,170人 

※讃岐がＪ２残留 

(５)Ｊリーグアウォーズ２０１４ 

(６)２０１４Ｊユースカップ 

(７)２０１４Ｊリーグチェアマン総括（報道資料） 

 

 2. 海外遠征申請の件 

  （1）全国高等専門学校サッカー連盟 

チ ー ム 全国高専サッカー選抜 （第 1種） 

遠征期間 3月 16日（月）～25日（水） 

遠 征 先 ライムズバッハ/ドイツ 

（2）一般社団法人 群馬県サッカー協会 

チ ー ム 東洋大学体育会女子サッカー部 （女子） 

遠征期間 3月 9日（月）～12日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（3）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県西部高校選抜 （第 2種） 

遠征期間 3月 20日（金）～29日（日） 

遠 征 先 パリ/フランス 
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（4）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋グランパス U-12 （第 2種） 

遠征期間 3月 16日（月）～25日（水） 

遠 征 先 ブリアナ/スペイン 

（5）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-18 （第 2種） 

遠征期間 2月 1日（日）～15日（日） 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

（6）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-18 （第 2種） 

遠征期間 3月 5日（木）～14日（土） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（7）一般社団法人 佐賀県サッカー協会 

チ ー ム サガン鳥栖 （第 1種） 

遠征期間 2月 20日（金）～24日（火） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

 

 3. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  申請者（施設所有者）：弘前市 

施 設 名 ：弘前市運動公園球技場（青森県弘前市豊田 2 丁目地内）  

使用製品 ：住友ゴム工業株式会社／ハイブリッドターフ XXP-62 

公認期間 ：2015年 1月 15日～2018年 1月 14日（3年間） 

公認番号 ：第 170号 

＜特記事項＞ 

 使用製品はＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を 

完了している。 

 当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく 2回の現地検査 

（フィールドテスト）を実施し、基準を満たしている。 

 

 4. 2014年度新規１級審判員認定の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審判委員会で 2014年度の新規 1級審判員の認定審査を実施し、次の 15名を 1級審判員として

認定した。 

① 千葉直史（ちば なおふみ）  東北／宮城県  26歳 

② 辛島宗烈（からしま かずよし）東北／福島県  24歳（レフェリーカレッジ 10期生） 

③ 鶴岡泰樹（つるおか たいき）  関東／東京都  33歳 

④ 酒井達矢（さかい たつや）    関東／東京都  27歳 

⑤ 國吉真吾（くによし しんご）  関東／山梨県  30歳 

⑥ 上原直人（うえはら なおと） 北信越／新潟県 24歳（レフェリーカレッジ 10期生） 

⑦ 小出貴彦（こいで たかひこ） 北信越／長野県 24歳（レフェリーカレッジ 10期生） 

⑧ 中澤 涼（なかざわ りょう）  東海／三重県  25歳 
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⑨ 谷本 涼（たにもと りょう）  関西／大阪府  26歳 

⑩ 花川雄一（はなかわ ゆういち）関西／和歌山県 32歳 

⑪ 西村隆宏（にしむら たかひろ）関西／京都府  31歳 

⑫ 渡辺康太（わたなべ こうた） 関西／大阪府  24歳 

⑬ 松本 大（まつもと だい）  中国／岡山県  29歳 

⑭ 笠原寛貴（かさはら ひろき） 九州／福岡県  25歳（レフェリーカレッジ 10期生） 

⑮ 上田隆生（うえだ たかお）  九州／熊本県  31歳 

※1 リストは地域・都道府県順。年齢は 2015年 1月 1日現在（平均年齢 27.4歳）。 

※2 レフェリーカレッジ 10期生：2014年 12月修了 

 

 5. 2014年度新規女子 1級審判員認定の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審判委員会で新規女子 1級審判員の認定審査を実施し、下記の 4名を女子 1級審判員として認

定した。 

① 三浦なみか（みうら なみか） 関東／神奈川県 24歳 

② 浦島智美（うらしま ともみ） 北信越／富山県 34歳 

③ 柳村彩乃（やなぎむら あやの）関西／京都府  28歳 

④ 小野田伊佐子（おのだ いさこ）九州／熊本県  31歳 

※ リストは地域・都道府県順。年齢は 2015年 1月 1日現在（平均年齢 29.3歳）。 

 

 6. 2014年度新規フットサル 1級審判員認定の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審判委員会で新規フットサル 1級審判員の認定審査を実施し、下記の 5名をフットサル 1級審

判員として認定した。 

① 田畑隆之（たはた たかゆき） 東北／秋田県  27歳 

② 櫻井伸也（さくらい しんや） 北信越／新潟県 35歳 

③ 大矢 翼（おおや つばさ）  東海／三重県  30歳 

④ 吉田 愛（よしだ あい）   関西／京都府  43歳 

⑤ 柿本大吾（かきもと だいご） 中国／広島県  39歳 

※ リストは地域・都道府県順。年齢は 2015年 1月 1日現在（平均年齢 34.8歳）。 

 

 7. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次のとおり。 

＜役員＞ 

（国際試合・大会） 

① AFC U-16 Women’s Championship China 2015 Qualifiers-Group B 

ｱｾｯｻｰ：深野悦子 

期 間：12月 19日～27日 

場 所：マナマ／バーレーン 

＜審判員＞ 

（国際試合・大会） 
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① 国際親善試合（中国 vs.キルギス、中国 vs.パレスチナ） 

審判員：山本雄大、木村博之、大塚晴弘、田中利幸 

期 間：12月 15日～22日 

場 所：広州／中国 

 

 8. 2014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 5名を S級コーチとして認定する。 

氏  名 ：大石 篤人（おおいし あつと） 

指導チーム：藤枝 MYFC 

生年月日 ：1976年 10月 24日 

資  格 ：2013年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2000年 ～ 2001年 群馬 FCホリコシ 選手権コーチ 

      2000年 ～ 2001年 FC前橋ジュニア コーチ 

    2000年 ～ 2007年 前橋育英高等学校サッカー部 コーチ 

   2007年 ～ 2009年 大阪学院大学体育会サッカー部 コーチ 

    2009年 ～ 2014年 第一学院高等学校サッカー部 監督 

    2014年 ～  現在 藤枝 MYFC ヘッドコーチ 

 

氏  名 ：藤吉 信次（ふじよし しんじ） 

指導チーム：なし 

生年月日 ：1970年 4月 3日 

資  格 ：2012年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2010年 ～2011年 ギラヴァンツ北九州 TOPチームコーチ   

      2011年 ～2012年 ギラヴァンツ北九州 U－18監督       

      2012年 ～2013年 ギラヴァンツ北九州 Ù－15監督  

       

氏  名 ：間瀬 秀一（ませ しゅういち）         

指導チーム：ブラウブリッツ秋田 

生年月日 ：1973年 10月 22日 

資  格 ：2011年 A級ライセンス取得 

指 導 歴 ：2003年 ～2006年 ジェフ千葉 トップチーム 監督通訳    

      2007年 ～2009年 ジェフ千葉 トップチーム コーチ      

      2010年 ～2012年 ファジアーノ岡山 トップチーム コーチ    

      2013年       東京ヴェルディ トップチーム コーチ     

       

氏  名 ：眞中 幹夫（まなか みきお）         

指導チーム：ファジアーノ岡山 

生年月日 ：1969年  5月  22日 

資  格 ：2007年 A級ライセンス 
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指 導 歴 ：2005年 ～2006年 横浜 FCユースコーチ  

      2006年 ～2007年 JFAナショナルトレセンコーチ       

      2007年 ～2009年 横浜 FCトップチームコーチ     

      2010年 ～2012年 ファジアーノ岡山ネクスト監督兼トップチームコーチ       

      2013年 ～現在  ファジアーノ岡山トップチームコーチ  

 

氏  名 ：吉田 康弘(よしだ やすひろ)        

指導チーム：横河武蔵野 FC 

生年月日 ：1969年 7月 14 日 

資  格 ：2012 年 A級ライセンス 

指 導 歴 ：2011年 ～2012年 明治大学サッカー部 コーチ  

      2011年 ～2012年 横河武蔵野 FC コーチ       

      2012年 ～2013年 横河武蔵野 FC ヘッドコーチ      

      2013年 ～現在  横河武蔵野 FC 監督   

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：412名（上記 5名含む） 

※ 2014年度 S級コーチ認定者数： 5名/20名中 

 

 9. 2015年度 公認Ｓ級コーチ養成講習会受講者の件 

  （報告）資料№2 

 

 10. ナショナルトレセン女子 U-15の件 

①  ②  行事名： ナショナルトレセン女子 U-15 

期 間： 2014年 12月 12日（金） ～ 15日（月） 

【東日本】 

場  所：鹿島ハイツスポーツプラザ（茨城県鹿嶋市） 

参加者数：選手 82 名（北海道 13名／東北 14名／関東 27名／東海 18名／ 

JFAアカデミー福島 10名） 

      指導者講習会受講者 23名 

【西日本】 

場  所：J-GREEN堺（大阪府堺市） 

 参加者数：選手 86名（北信越 14名／関西 21名／中国 14名／四国 15名／九州 18名／ 

 JFAアカデミー福島 4名） 

      指導者講習会受講者 18名 

 

 11. AFCフィットネスコースレベル 1＜part1＞の件 

  行事名：AFC Fitness Coaching Certificate Course Level 1〈Part1〉  

期  間：2014年 12月 15日(月)～20日(土) 

場  所：大阪府/JGREEN堺 

※Level 1〈Part2〉は 2015年開催予定 
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［スケジュール］ 

12月 15日(月)  集合・講義・トレーニング 

12月 16日(火)  講義・トレーニング 

12月 17日(水)  講義・トレーニング 

12月 18日(木)  講義・トレーニング 

12月 19日(金)  講義・トレーニング 

12月 20日(土)  講義・トレーニング・解散 

［インストラクター］ 

Jens Bangsbo 氏（AFC フィットネスインストラクター） 

［アシスタントインストラクター］ 

安松 幹展氏（JFA フィジカルフィットネスプロジェクト/立教大学） 

広瀬 統一氏（JFA フィジカルフィットネスプロジェクト/早稲田大学） 

［受講者］※所属は申込時のものです 

津越 智雄    (京都サンガ FC) 

岡本 隆吾    (大宮アルディージャ) 

鎌田 豊     (早稲田ユナイテッド) 

喜熨斗 勝史   (名古屋グランパス トップチーム) 

髙橋 一隆    (横浜Ｆ・マリノス) 

山崎 亨     (FC 東京) 

篠田 洋介    (横浜 F・マリノス) 

菅野 淳     (FC ソウル) 

生駒 武志    (大宮アルディージャ) 

早川 直樹    (公益財団法人 日本サッカー協会) 

村岡 誠     (フリーフィジカルコーチ) 

大塚 慶輔    (FC 町田ゼルビア) 

谷 真一郎    (ヴァンフォーレ甲府) 

中谷 昌弘    (姫路日ノ本短期大学 女子サッカー部) 

中馬 健太郎   (ジュビロ磐田) 

土屋 潤二    (SC 相模原) 

矢野 由治    (FC 東京) 

國保 塁     (V・ファーレン長崎) 

石井 孝典    (モンテディオ山形) 

大塚 俊介    (ジェフユナイテッド市原・千葉 )                          

以上 20名 

 12. ＪＦＡエリートプログラム U-13 国内キャンプの件 

  行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-13国内キャンプ  

期  間：2014年 12月 17日(水)～21日(日) 

場  所：大分県/ 大分スポーツ公園 

［スケジュール］ 

12月 17日(水) 集合・トレーニング 
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12月 18日(木) トレーニング・練習試合 対大分トリニータ U16（30分×3） 

12月 19日(金) トレーニング 

12月 20日(土) トレーニング・練習試合 対大分トレセン U15（30分×3） 

12月 21日(日) トレーニング・解散 

［スタッフ］ 

監 督 池内 豊  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ 橋川 和晃 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

GKコーチ 川俣 則幸 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

［選手］ 

GK   志賀 一允   (柏レイソル U－15) 

GK   浅野 太郎   (セレッソ大阪 U-15) 

FP   岩井 龍翔司  (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

FP   佐藤 唯斗   (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

FP   鈴木 雄万   (コンサドーレ札幌 U-15) 

FP   生井澤 呼範  (鹿島アントラーズジュニアユース) 

FP   江上 陽太   (スクエア富山) 

FP   松田 詠太郎  (横浜 Fマリノス追浜) 

FP   井上 樹    (ヴァンフォーレ甲府) 

FP   塚元 大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP   谷川 麟太朗  (アビスパ福岡 U―15) 

FP   森 夢真    (ＡＦＥＲＲＡＲＳＥ四日市 U－15) 

FP   本間 洋平   (コンサドーレ札幌 U-15) 

FP   塩崎 彰    (愛媛 FCジュニアユース) 

FP   西島 隆斗   (清水エスパルスジュニアユース) 

FP   田中 博貴   (ＦＣバイエルン ツネイシ) 

FP   松本 凪生   (セレッソ大阪 U-15) 

FP   谷内田 哲平  (長岡ジュニアユースフットボールクラブ) 

FP   植中 朝日   (JFAアカデミー福島) 

FP   山本 理仁   (東京ヴェルディ) 

FP   下川 太陽   (セレッソ大阪 U-15) 

FP   本田 修也  （アルビレックス新潟 U-15） 

                                以上 22名 

 13. 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：2014年 12月 6日(土)～10日(水) 

場  所：高知県/ 春野総合運動公園 

［スケジュール］ 

12月 6日(土) 集合・トレーニング 

12月 7日(日) トレーニング・練習試合 対高知商業高校（40分×3） 

12月 8日(月) トレーニング 
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12月 9日(火) トレーニング・練習試合 対高知中央高校（40分×3） 

12月 10日(水) トレーニング・解散 

［スタッフ］ 

監 督 木村 浩吉 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ 星原 隆昭 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

GKコーチ  大橋 昭好 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

［選手］ 

GK      大内 一生    (横浜 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

GK      谷 晃生     (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP      篠永 雄大    (FUT6) 

FP      平川 怜     (FC東京 U-15むさし) 

FP      福島 隼斗    (松橋中学校ｻｯｶｰ部) 

FP      五十嵐 新    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 U-15) 

FP      作田 龍太郎   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-15) 

FP      大桃 伶音    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP      鈴木 冬一    (ｾﾚｯｿ大阪 U-15) 

FP      工藤 蒼生    (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP      瀬古 歩夢    (ｾﾚｯｿ大阪 U-15) 

FP      三国 ケネディ エブス   (青森山田中学校) 

FP      菅原 由勢    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

FP      棚橋 尭士    (横浜 F･ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP      吉岡 涼斗    (ｿﾚｯｿ熊本／JFAアカデミー熊本宇城) 

FP      森田 晃樹    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP      若月 輝     (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 U-15) 

FP      遠藤 正志    (ｱﾝﾌｨﾆ MAKI.FC) 

FP      渡邊 創太    (愛媛 FC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP      桂 陸人     (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FP      池田 蓮     (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15) 

FP      粟野 健翔    (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)            以上 22名 

 

 14. U-21日本代表 海外遠征の件 

  行事名：U-21日本代表 海外遠征 

期 間：2014年 12月 10日(水)～20日(土) 

場 所：タイ/バンコク、バングラデシュ/ダッカ 

[スケジュール] 

12月 10日 (水) 集合 

12月 11日 (木) 移動、タイ/バンコク着 

12月 14日 (日) 国際親善試合 vs.U-21タイ代表 ◯2-0 

12月 16日 (火) 移動、バングラデシュ/ダッカ着 
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12月 18日 (木) 国際親善試合 vs.バングラデシュ代表 ◯3-0 

12月 20日 (土) 帰国、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 秋葉 忠宏 (ザスパクサツ群馬)  

GKコーチ リカルド・ロペス (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) 

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) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩 (ＪＦＡﾌｨｼﾞｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ/流通経済大学) 

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 加藤 晴康 (ＪＦＡ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  菊島 良介 (ＪＦＡ)  

チーム統括 湯川 和之 (ＪＦＡ代表チーム部) 

総 務 池辺 友和 (ＪＦＡ代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 高埜 尚人 (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 

 

牲川 歩見 ジュビロ磐田 

 

吉丸 絢梓 ヴィッセル神戸 

DF 松原 健 アルビレックス新潟 

 

山中 亮輔 ジェフユナイテッド市原・千葉 

 

亀川 諒史 湘南ベルマーレ 

 

奈良 竜樹 コンサドーレ札幌 

 

室屋 成 明治大学 

 

岩波 拓也 ヴィッセル神戸 

 

植田 直通 鹿島アントラーズ 

 

三浦 弦太 清水エスパルス 

MF 大島 僚太 川崎フロンターレ 

 

遠藤 航 湘南ベルマーレ 

 

原川 力 愛媛 FC 

 

矢島 慎也 浦和レッズ 

 

中島 翔哉 FC東京 

 

豊川 雄太 鹿島アントラーズ 

 

井手口 陽介 ガンバ大阪 

FW 荒野 拓馬 コンサドーレ札幌 

 

久保 裕也 BSCヤングボーイズ 

 

鈴木 武蔵 アルビレックス新潟 

 

浅野 拓磨 サンフレッチェ広島 

 

南野 拓実 セレッソ大阪 

                                                        計 23名 
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 15. フットサル日本代表 国際親善試合 12月の件 

  行事名：フットサル日本代表 国際親善試合 12月 

期 間：2014年 12月 14日(日)～20日(土) 

場 所：東京都、兵庫県 

[スケジュール] 

12月 14日 (日) 集合 

12月 18日 (木) 国際親善試合 vs.フットサルクロアチア代表 △1-1 

12月 20日 (土) 国際親善試合 vs.フットサルクロアチア代表 ◯5-2 

試合後解散 

[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 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)  

 
小曽戸 允哉 (バサジィ大分) 

 

佐藤 亮 (シュライカー大阪) 

 
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) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  

 

前鈍内  マティアス 

エルナン (名古屋オーシャンズ) 

 
加藤 竜馬 (バルドラール浦安) 

計 14名 

 16. フットサル日本女子代表 第 5回世界女子フットサルトーナメント及び国際親善試合の件 

  行事名：フットサル女子代表 第 5回世界女子フットサルトーナメント及び国際親善試合 

期 間：2014年 12月 5日(金)～20日(土) 

場 所：コスタリカ/サンホセ、兵庫県神戸市 

[スケジュール] 

12月 5日 (金) 集合、コスタリカ着 
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12月 7日 (日) トレーニングマッチ vs.フットサルコスタリカ女子代表 ◯2-1 

12月 10日 (水) グループステージ第 1戦 vs.フットサルポルトガル女子代表 ●0-4 

12月 11日 (木) グループステージ第 2戦 vs.フットサルロシア女子代表 ◯3-2 

12月 12日 (金) グループステージ第 3戦 vs.フットサルブラジル女子代表 ●0-6 

12月 14日 (日) 5位決定戦 vs.フットサルグアテマラ女子代表 ●1-2 

12月 16日 (火) 移動 

12月 17日 (水) 日本着 

12月 20日 (土) 
国際親善試合 vs.フットサルチャイニーズ・タイペイ女子代表◯3-1 

試合後解散 

[スタッフ] 

監 督 在原 正明 (東急スポーツシステム㈱) 

コーチ 福角  有紘 (多摩大学) 

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 (株式会社アレナトーレ) 

総 務 大富部 佳奈子 (ＪＦＡ代表チーム部) 

[選  手] 

GK 山本 彩加 (フットサルクラブヴェイル寝屋川レディース) 

 佐藤 麻陽 (MEMBER OF THE GANG) 

FP 中野 絵美 (arco-iris KOBE) 

 堀田 えり子 (SAICOLO) 

 小出 夏美 (VEEX TOKYO Ladies) 

 中島 詩織 (Burela Pescados Ruben/スペイン)     ※1 

 藤田 靖香 (arco-iris KOBE) 

 加藤 沙織 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 関灘 美那子 (arco-iris KOBE)  

 坂田 睦 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 春山 愛 (arco-iris KOBE) 

 横山 純子 (フウガドールすみだレディース) 

 吉林 千景 (Universidad de Alicante/スペイン) 

 園田 瑞貴 (京都精華女子高校) 

※1 12/16離脱                               計 14名 

 17. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 藤山 翔太 

所属元： ヴォスクオーレ仙台サテライト 

受入先： ヴォスクオーレ仙台 

承認日： 2014年 12月 9日 

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

選手名： 田村 友貴 

所属元： シュライカー大阪サテライト 

受入先： シュライカー大阪 



報告事項 

2015/1/15 第 1回理事会 

12 

承認日： 2014年 12月 22日 

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

選手名： 青山 竜也 

所属元： フウガドールすみだバッファローズ 

受入先： フウガドールすみだ 

承認日： 2014年 12月 22日 

 

 


