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2015年 4月 9日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2015年度 第 4回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ理事会（3月 19日開催）の件 

  3月 19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。 

＜2022ＦＩＦＡワールドカップカタール 11月-12月に開催＞ 

 ＦＩＦＡタスクフォースが提案した 18年-24年の国際試合カレンダーを元に決議され 

た。決勝はカタール独立記念日の 12 月 18 日に決定した。またカタールにおける労働者環

境確保を必ず実施することも併せて確認された。 

＜2018ＦＩＦＡワールドカップロシア大会＞ 

開催日程が 6月 14日から 7月 15日に決定された。 

8カ国が出場するＦＩＦＡコンフェデレーションズカップ 2017には、ホスト国ロシア、  

2014ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会優勝国ドイツ、AFCアジアカップ優勝国オースト 

ラリアの出場が確定済み。 

5月 30日のＦＩＦＡ総会後にあらたな体制で行われる理事会にて、2018及び 2022ＦＩ  

ＦＡワールドカップカタールの出場スロット数が議論される予定。 

＜ＦＩＦＡワールドカップ参加によるクラブへの利益配分＞ 

欧州クラブ協会(ＥＣＡ)との連携強化が支持され､大会利益のクラブ配分増額が決議され  

た。 

＜2026ＦＩＦＡワールドカップ＞ 

2026ＦＩＦＡワールドカップ開催国招致を 2015年に開始し、2017年ＦＩＦＡ総会にて開催

国を決定する予定。 

＜女子サッカー＞ 

 ＦＩＦＡ女子ワールドカップ 2019開催国がフランスに決定された。前年に開催される U- 

20女子ワールドカップ 2018のホスト国もフランスに決定された。 

 U-20女子ワールドカップ 2016はパプアニューギニア、U-17女子ワールドカップ 2016 

はヨルダンがそれぞれ開催国となることが決定、及び、確認された。 

＜財務＞ 

 2011年から 2014年の期間（ワールドカップブラジル大会終了まで）を対象とした、ＦＩ 

ＦＡ監査レポートが承認された。 

＜国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ)＞ 

 国際サッカー評議会が決定した決定的得点機会の阻止に対する 3重の罰則（退場、ペナル 

ティ、出場停止）について、次回 5月のＦＩＦＡ理事会にて修正案を検討することとなっ 

た。 

＜政治的介入＞ 

 様々なケースにおいて、国法を尊重しながら、サッカー事項はサッカー団体の自治を尊重 

することが、あらためて強調された。 

＜その他の決議事項＞ 

 ＦＩＦＡクラブワールドカップ 2017及び 2018の開催国は、アラブ首長国連邦(ＵＡＥ)に
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決定された。 

 スリランカ協会の現体制の続行を、選挙が終了する 5月 31日まで延長する。1年以内に協 

会規約を改定することが確認された。 

※次回ＦＩＦＡ理事会は第 65 回ＦＩＦＡ総会前の 5 月 25 日・26 日にチューリッヒにて開催予

定。 

 

 2. Ｊリーグ報告の件 

  （報告）資料№1 

(１)FUJI XEROX SUPER CUP 2015開催の件 

開催日：2月 28 日(土) 13:35キックオフ 

会 場：日産スタジアム 

試 合：ガンバ大阪 2-0 浦和レッズ 

入場者数：47,666人 

(２)リーグ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(３)リーグカップ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

 

 3. 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 JFA ”JAPAN” コンセプト策定の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告）資料№2 

JFA 中期計画 2015-2022、アクションプラン 2022、ならびに業務プランを作成し推進していく上

で大きなターニングポイントと成り得る 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに対する

JFAのコンセプトをまとめた。 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 

JFA “JAPAN” コンセプト 

 

Join the DREAM ～夢を繋ごう～ 

私たちは世界の人々がオリンピックを通じて一つになるために 

 キャンプ地の人々と出場国の国際交流をサポートし、地域、チームそれぞれに活力を

もたらす環境を整えます 

 競技の運営や大会サポートの機会を活用し、今後世界に羽ばたく国際人の養成を達成

します  

Achieve the DREAM ～夢を勝ち取ろう～ 

私たちは、過去最高のオリンピック・パラリンピックを実現し、オリンピックムーブメ

ントを全国的なものとするために 

 男女日本代表は世代を超えて貫いてきたフェアプレー精神溢れるサッカーで自国にメ

ダルをもたらします 

 これまでの大会運営実績やノウハウを還元し、安全・快適な環境のもと、競技者が最
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高のパフォーマンスを発揮できる舞台を整えます  

Pass the DREAM ～夢を紡ごう～ 

私たちは健康的で活力ある社会を創造し、次の世代に引き継いでいくために 

 年齢、性別、障がい、人種などに関わりなくサッカーをプレーできる環境を整えます 

 だれもが、いつでも、どこでも、サッカーをプレーできる環境を整えます  

Access the DREAM ～夢に架けよう～ 

私たちは、パラリンピックを通じた障がい者スポーツの発展に貢献するために 

 障がいの有無に関係なくサッカーにアクセスできる環境を整えます 

 JFA、各種障がい者サッカー団体に蓄積されている様々なノウハウをつなぎあわせる

ことで、互いが高め合える環境を整えます  

“Nadeshiko” the DREAM ～夢を輝かせよう～ 

私たちは日本中のスポーツを愛する「なでしこ」たちがより美しく輝く社会を実現する

ために 

 女性がサッカーを楽しめる機会・場所を増やします 

 女性がリーダーとして活躍できる風土や文化を醸成します 

 
 

 4. 名義使用申請の件  

  申請者 ：石井幹子（竹内悌三賞運営事務局） 

事業名 ：竹内悌三賞 

主 催 ：石井幹子 

後 援 ：公益財団法人日本サッカー協会 

目 的 ：日本サッカー殿堂の掲額者でもある竹内悌三氏が兵役として参加した第二次世界大

戦が終戦 70 周年を迎えるにあたり、戦後の同氏の家族と似た境遇となる、母子家庭

の環境にありながらもサッカーに励む子どもたち、また、それらを支える家族と讃

え、支援する。 

実施方法：現在、母子家庭においてサッカー・フットサル等に励む子どもによる作文を募集

し、応募作品の中から審査により選ばれた作品を「竹内悌三賞」として表彰する。 

日 程 ：2015年 5月頃      募集開始 

     2015年 8月 31日   募集締め切り 

2015年 9月 30日   受賞作品決定・発表 

2015年 11月 21日  授賞式 

 

 5. 2014年度ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジの件 

  （報告）資料№3 

Ⅰ．2014年度ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）について 

１）ＳＭＣ本講座 

2014 年度ＪＦＡスポーツマネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）本講座は、18 名が受講し、全
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員が修了した。 

２）ＳＭＣサテライト講座 

2014 年度ＳＭＣサテライト講座は、16 ヶ所で実施し、計 288 名が受講した（補講中を含

む）。 

 

 6. 大会役員 国際試合への派遣の件 

  ＜ＡＦＣカップ 2015 グループステージ＞ 

Al Shabab (サウジアラビア) Vs. Naft Tehran (イラン) 

試合日： 4月 7 日（火） 

 マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

＜ＡＣＬ 2015 グループステージ＞ 

FC Seoul (韓国) Vs. Guangzhou Evergrande (中国) 

試合日： 4月 21日（火） 

 マッチコミッショナー： 青木 克史 

＜ＡＦＣカップ 2015 グループステージ＞ 

Lao FC (ラオス) Vs. New Radiant SC (モルディブ) 

試合日： 5月 13日（水） 

 マッチコミッショナー： 大谷 憲也 

＜ＡＦＣカップ 2015 グループステージ＞ 

Global FC (フィリピン) Vs. Pahang FA (マレーシア) 

試合日： 5月 13日（水） 

 マッチコミッショナー： 青木 克史 

 

 7. 委員会委員 退任の件 

  以下の 2名が、評議員就任に伴いそれぞれ以下の委員会委員を退任した。 

① 術委員会 ： 久米 一正 委員（辞任日：3月 19日） 

② フットサル委員会 ： 大立目 佳久 委員（辞任日：3月 24日） 

 

 8. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 公益財団法人茨城県サッカー協会 

使用目的： 茨城県高等学校総合体育大会優勝旗 

（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： 一般社団法人和歌山県サッカー協会 

使用目的： 協会事務所窓広告（1,800mm×1,000mm） 

 

 9. 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 10日（日）～19日（火） 
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遠 征 先 ①レーゲンスブルグ/ドイツ②レーアウ/チェコ 

（2）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム イデア FC 真岡 U-15 （第 3種） 

遠征期間 7月 24日（金）～28日（火） 

遠 征 先 仁川/韓国 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッズレディース （女子） 

遠征期間 5月 20日（水）～27日（水） 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

（4）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッズジュニア （第 4種） 

遠征期間 5月 23日（土）～6月 2日（火） 

遠 征 先 ①バルセロナ/スペイン②アンドラ/アンドラ 

（5）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 22日（金）～6月 2日（火） 

遠 征 先 クレモナ/イタリア 

（6）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-18 （第 2種） 

遠征期間 5月 12日（火）～21日（木） 

遠 征 先 シュチェチン/ポーランド 

（7）一般社団法人 福井県サッカー協会 

チ ー ム 丸岡ＲＵＣＫレディース （フットサル ） 

遠征期間 6月 16日（火）～23日（火） 

遠 征 先 アゴラ/ポルトガル 

【事後申請】 

 以下の遠征は、事前申請されていなかったため、事後申請分として報告。 

（1）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 3月 24日（火）～4月 2日（木） 

遠 征 先 アルアイン/アラブ首長国連邦 

（2）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム SCH FC （3種） 

遠征期間 3月 30日（月）～4月 11日（土） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

【申請取下げ】 

 以下海外遠征は、申請を取り上げた旨、報告。 

（1）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-18 （第 2種） 

遠征期間 3月 20日（金）～27日（金） 
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遠 征 先 ネッタール/ドイツ 

 

 10. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  1．申請者（施設所有者）：学校法人 十文字学園 

  施設名 ：学校法人 十文字学園女子大学 サッカーグラウンド 

      （埼玉県新座市管沢 2-1-28 十文字学園女子大学内） 

  使用製品 ：積水樹脂株式会社／ドリームターフ PT2065RS+ 

  公認期間 ：2015年 4月 9日～2018年 4月 8日 

  公認番号 ：第 174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。 

 

 11. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  1．申請者（施設所有者）：文京区 

  施設名 ：文京区小石川運動場グラウンド（東京都文京区後楽 1-8-23） 

  使用製品 ：住友ゴム工業株式会社／ハイブリットターフ ET-62HP 

  公認期間 ：2015年 3月 15日～2018年 3月 14日 

  公認番号 ：第 118号 

2．申請者（施設所有者）：松江市 

  施設名 ：松江市営補助競技場（島根県松江市上乃木 10-4-1）  

  使用製品 ：住友ゴム工業株式会社／ハイブリットターフ XXP-62 

  公認期間 ：2015 年 4月 13日～2018年 4月 12日 

  公認番号 ：第 039号 

3．申請者（施設所有者）：つくば市 

  施設名 ：フットボールスタジアムつくば（茨城県つくば市山木 1566-1 外） 

  使用製品 ：積水樹脂株式会社／ドリームターフ MX2065 

  公認期間 ：2015年 4月 9日～2017年 4月 8日 

  公認番号 ：第 082号 

4．申請者（施設所有者）：島原市 

  施設名 ：島原市営平成町人工芝グラウンド（長崎県フットボールセンター） 

      （長崎県島原市平成町 1-1） 

  使用製品 ：積水樹脂株式会社／ドリームターフ MSpro2055ACS80 

  公認期間 ：2015年 4月 12日～2018年 4月 11日 

  公認番号 ：第 120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。 
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 当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく現地検査（フィールドテス

ト）を実施し、基準を満たしている。 

 

 12. 2014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 

 

 13. 2014年度 Ａ級コーチ U-12ライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№5 

 

 14. 2014年度 Ｂ級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№6 

 

 15 2014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№7 

 

 16. 2015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№8 

 

 17. ＦＩＦＡ女子ワールドカップ 2015、ＦＩＦＡ Ｕ-20ワールドカップ 2015への審判員指名の件 

  ＦＩＦＡより以下の大会に日本人審判が審判員候補として指名された。 

＜ＦＩＦＡ女子ワールドカップ 2015カナダ （大会期間：6月 6日～7月 5日）＞ 

  氏 名                  登録地     生 年 月 日 

山岸 佐知子（やまぎし さちこ） 主審  関東/千葉県  1973年 10月 21日 

手代木 直美（てしろぎ なおみ） 副審  北海道     1980年 9月 12日 

［補足］ 

(1) 山岸主審、手代木副審とも、ＦＩＦＡ女子ワールドカップに候補して指名されたのは初

めてである。 

(2) ＦＩＦＡ女子ワールドカップ 2015 カナダに指名された審判員数は、主審 29 名（内 7 名

はサポート主審）、副審 44 名である。アジアからは、主審 5 名（内 1 名はサポート主

審）、副審 8名である。 

＜ＦＩＦＡ U-20ワールドカップ 2015ニュージーランド（大会期間：5月 30日～6月 20日）＞ 

氏 名                  登録地    生 年 月 日 

佐藤 隆治（さとう りゅうじ）  主審  東海/愛知県  1977年 4月 16日 

八木 あかね（やぎ あかね）   副審  北信越/新潟県 1974年 1月 14日 

山内 宏志（やまうち ひろし）  副審  関東/東京都  1979年 1月 20日 

 

 18. 審判交流プログラム（オーストラリア）実施の件 

  （報告）資料№9①② 

下記のとおりオーストラリアと審判交流プログラムを実施し、日本人審判員 2名を派遣し、 
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オーストラリア審判員 2名を招聘する。 

■派遣（2名） 

１．派遣審判員：山本雄大 

派 遣 期 間：3月 6日～3月 13日 

担 当 試 合：Hyundai A-League 

２．派遣審判員：榎本一慶 

派 遣 期 間：3月 26日～4月 4日 

担 当 試 合：Hyundai A-League 

■招聘（2名） 

１．招聘審判員：Christopher BEATH、Jarred GILLETT 

招 聘 機 関：4 月 27日～5月 4日 

担 当 試 合：J1リーグ 

 

 19. 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 Cup 2015 Group G 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：3月 9日～3月 12日 

場 所：パハン／マレーシア 

② AFC Men Refereeing Recruiting 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：石山昇 

期 間：3月 13日～3月 16日 

場 所：香港 

③ 2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone Round 1 Second 

Leg 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：3月 15日～3月 18日 

場 所：ウランバートル／モンゴル 

④ AFC Champions League 2015 Group H 

ｱｾｯｻｰ：上川徹 

期 間：3月 16日～3月 19日 

場 所：ソウル／韓国 

⑤ Women's Olympic Football Tournament Rio 2016  

Preliminary Competition Asian Zone-Group 1 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：深野悦子 

期 間：3月 18日～3月 25日 

場 所：タイペイ／チャイニーズ・タイペイ 

⑥ AFC U-23 Championship Qatar 2016 Qualifiers Group E 
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ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：廣嶋禎数 

期 間：3月 24日～4月 2日 

場 所：ダッカ／バングラデシュ 

 

＜審判員＞ 

① AFC Champions League 2015 Group C 

審判員：佐藤隆治、相楽亨、八木あかね 

期 間：3月 2日～3月 6日 

場 所：タシケント／ウズベキスタン 

② 審判交流プログラム（オーストラリア） 

審判員：山本雄大 

期 間：3月 6日～3月 13日 

場 所：ブリスベン・アデレード／オーストラリア 

③ AFC Cup 2015 Group F 

審判員：木村博之、大塚晴弘、五十嵐泰之 

期 間：3月 8日～3月 11日 

場 所：コルカタ／インド 

④ Women’s Olympic Football Tournament Rio 2916 Preliminary Competition Asian Zone 

審判員：梶山芙紗子、坊薗真琴 

期 間：3月 8日～3月 17日 

場 所：アンマン／ヨルダン 

⑤ Women’s Olympic Football Tournament Rio 2016 Preliminary Competition Asian Zone 

審判員：今泉奈美、萩尾麻衣子 

期 間：3月 9日～3月 17日 

場 所：マンダレイ／マレーシア 

⑥ AFC Champions League 2015 Group A 

審判員：飯田淳平、名木利幸、唐紙学志、岡部拓人 

期 間：3月 15日～3月 18日 

場 所：タシケント／ウズベキスタン 

⑦ AFC Champions League 2015 Group A 

審判員：佐藤隆治、相楽亨、越智新次 

期 間：3月 14日～3月 19日 

場 所：リヤド／サウジアラビア 

⑧ FIFA Beach Soccer World Cup Portugal 2015-Asian Qualifiers 

審判員：櫻田雅裕 

期 間：3月 18日～3月 29日 

場 所：ドーハ／カタール 

⑨ AFC U-23 Championship Qatar 2016 Group A 

審判員：山本雄大、八木あかね 

期 間：3月 19日～4月 2日 
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場 所：マスカット／オマーン 

⑩ AFC U-23 Championship Qatar 2016 Group F 

審判員：東城穣、山内宏志 

期 間：3月 24日～4月 1日 

場 所：高雄市／チャイニーズ・タイペイ 

⑪ AFC U-23 Championship Qatar 2016 Group H 

審判員：飯田淳平、唐紙学志 

期 間：3月 24日～4月 2日 

場 所：ジャカルタ／インドネシア 

⑫ AFC U-23 Championship Qatar 2016 Group J 

審判員：木村博之、大塚晴弘 

期 間：3月 24日～4月 2日 

場 所：ビエンチャン／ラオス 

⑬ 国際親善試合（韓国 vs．ウズベキスタン） 

審判員：佐藤隆治、相楽亨、名木利幸 

期 間：3月 25日～3月 28日 

場 所：ソウル／韓国 

 

 20. 2015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、以下の者をフットサル 1級審判インストラクターとして認定

した。 

＜フットサル 1級審判インストラクター＞ 

 芝村 洋一（しばむら よういち）   関西協会/京都府   41歳（2015年 4月 1日現在） 

※上記 1名を含み、フットサル 1級審判員インストラクターは 4月 1日時点で 30名となる。 

 

 21. 2015年度ナショナル GKキャンプの件 

 

 

 

 行事名：ナショナル GKキャンプ 2015 

期  間：2月 27日(金)～3月１日(日) 

場  所：大分県/大分スポーツ公園 

[スケジュール］ 

2月 27日(金) PM トレーニング（大分スポーツ公園） 

2月 28日(土) AM トレーニング（大分スポーツ公園） 

        PM トレーニング（大分スポーツ公園） 

3月 1日(日)  AM  トレーニング（大分スポーツ公園） 

[スタッフ］ 

川俣 則幸（JFA ナショナルトレセンコーチ） 

大橋 昭好（JFA ナショナルトレセンコーチ） 

武田 亘弘（JFA ナショナルトレセンコーチ） 

斎藤 武志（JFA ナショナルトレセンコーチ） 

野田 晶生（JFA ナショナルトレセンコーチ） 
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[選 手］ 

立川 小太郎 (初芝橋本高等学校) 

羽野 匡哉  (ガンバ大阪ユース) 

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) 

辻 周吾   (ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18) 

中村 将   (ヴァンフォーレ甲府 U-18) 

オビ・パウエル・オビンナ (JFAアカデミー福島) 

市川 泰成  (東海大学付属翔洋高等学校) 

廣末 陸   (青森山田高等学校) 

山ノ井 拓己 (静岡学園高等学校) 

鴨川 寛也  (コンサドーレ旭川 U-15) 

吉田 ディアンジェロ (名古屋グランパス U15) 

前川 廉   (コンサドーレ札幌 U-15) 

松田 亮   (FC佐伯 S-play・MINAMI) 

大内 一生  (横浜 FCジュニアユース) 

岸本 鉄矢  (ハジャスフットボールクラブ) 

下川 武哉  (FC バイエルンツネイシ) 

林 祥太郎  (セレッソ大阪 U-15) 

北條 大地  (カマタマーレ讃岐 U-15) 

小田垣 皓己 (クラブ レジェンド熊谷) 

 

 22. 日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2015、JAL CHALLENGE CUP 2015の件 

  行事名：日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2015 

期 間：3月 23日（月）～27日（金） 

場 所：大分県 

 

行事名：日本代表 JAL CHALLENGE CUP 2015 

期 間：3月 28日（土）～31日（火） 

場 所：東京都 

[スケジュール] 

3月 23日 （月） 集合 

3月 27日 （金） キリンチャレンジカップ 2015 

日本代表 vs.チュニジア代表     ○2－0 

3月 28日 （土） 移動 

3月 31日 （火） JALチャレンジカップ 2015 

日本代表 vs.ウズベキスタン代表 ○5－1 試合後解散 

[スタッフ]    

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (ＪＦＡ特任理事/技術委員長) 

監 督 ｳﾞｧｲｯﾄﾞ・ﾊﾘﾙﾎｼﾞｯﾁ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 
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コーチ ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾞﾇﾍﾞｰ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｼﾘﾙ・ﾓﾜﾝﾇ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾘｶﾙﾄﾞ・ﾛﾍﾟｽ (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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 香取 庸一 (東京医科大学) 

ドクター 御園生 剛 (筑波学園病院) 

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 池内  誠 (ＪＦＡ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 久保田 武晴 (ＪＦＡ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 (ＪＦＡ)  

通訳 樋渡  群 (ＪＦＡ) 

通訳 羽生 直行 (ＪＦＡ) 

総 務 津村 尚樹 (ＪＦＡ代表チーム部)  

副 務 秋江 昌司 (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) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 渡邉  大 (ＪＦＡテクニカルスタッフ)  

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) 

ｾｷｭﾘﾃｨｰ 後藤 貴広 (シミズオクト) 

宿泊・輸送 田山 義高 (西鉄旅行) 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リエージュ/ベルギー) 

 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 水本 裕貴 (サンフレッチェ広島) 

 森重 真人 (FC東京) 

 太田 宏介 (FC東京) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04/ドイツ） 

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド) 

 藤春 廣輝 (ガンバ大阪) 

 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) 

 昌子  源 (鹿島アントラーズ) 

MF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 香川 真司 (ボルシアドルトムント/ドイツ) 
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 清武 弘嗣 (ハノーファー96/ドイツ) 

 山口  蛍 (セレッソ大阪) 

 柴崎  岳 (鹿島アントラーズ) 

FW 岡崎 慎司 (1.FSVマインツ 05/ドイツ) 

 本田 圭佑 (A.C.ミラン/イタリア) 

 興梠 慎三 (浦和レッズ)            ※1 

 乾  貴士 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 

 大迫 勇也 (1.FCケルン/ドイツ) 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

 武藤 嘉紀 (FC東京) 

 川又 堅碁 (名古屋グランパス) 

※1 途中離脱                             計 30名 

 

 23. Jリーグ・アンダー22選抜 J3リーグの件 

  

 

 

 

 

 

1節 3月 15日（日） vs.SC相模原  ●0-3 (相模原ギオンスタジアム） 

2節 3月 21日(土･祝) vs.レノファ山口 ●0-8 (維新百年記念公園陸上競技場) 

3節 3月 29日(日) vs.FC琉球 ●1-2 (沖縄県総合運動公園陸上競技場) 
 

 24. U-22日本代表 国際親善試合・AFC U-23選手権 2016予選の件  

  行事名：U-22日本代表 国際親善試合・AFC U-23選手権 2016予選 

期 間：3月 9日(月)～4月 2日(木) 

場 所：千葉県千葉市、マレーシア/クアラルンプール 

[スケジュール] 

3月 9日(月) 集合  

3月 11日(水) 国際親善試合 vs.U-22ミャンマー代表 ◯9-0 試合終了後一旦解散 

3月 15日(日) 再集合 

3月 16日(月) 移動、マレーシア/クアラルンプール着 

3月 20日(金) 練習試合 vs. Real Mulia FC      ◯4-0 

3月 21日(土・祝) 国際親善試合 vs. Sime Darby FC    ◯3-1 

3月 27日(金) AFC U-23選手権 2016予選 グループ I   

 
第 1戦 vs.U-22マカオ代表       ◯7-0 

3月 29日(日) 第 2戦 vs.U-22ベトナム代表      ◯2-0 

3月 31日(火) 第 3戦 vs.U-22マレーシア代表     ◯1-0 

4月 1日(水) 現地発 

4月 2日(木) 帰国、解散 

※上記大会結果により、U-22日本代表は AFC U-23選手権 2016の出場権を獲得。 
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[スタッフ]    

団 長 木村 浩吉 (ＪＦＡ技術委員) 

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 (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (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 (日本スポーツ振興センター マルチサポート事業) 

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)            国内のみ帯同 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  菊島 良介 (ＪＦＡ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山浦 伊吹 (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 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) 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス)  

 

牲川 歩見 (ジュビロ磐田)  

 

中村 航輔 (アビスパ福岡)  

DF 松原 健 (アルビレックス新潟)  

 

亀川 諒史 (アビスパ福岡) ※1 

 

山中 亮輔 (柏レイソル)  

 

奈良 竜樹 (FC東京)  

 

室屋 成 (明治大学) ※2 

 

岩波 拓也 (ヴィッセル神戸) ※1 

 

西野 貴治 (ガンバ大阪) ※2 

 

安在 和樹 (東京ヴェルディ) ※2 

 

植田 直通 (鹿島アントラーズ)  

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 (京都サンガ F.C.)  

 

矢島 慎也 (ファジアーノ岡山)  

 

中島 翔哉 (FC東京)  

 

豊川 雄太 (鹿島アントラーズ)  

 

野津田 岳人 (サンフレッチェ広島)         

 

吉野 恭平 (サンフレッチェ広島)     ※1 

 

秋野 央樹 (柏レイソル) ※1 

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/スイス)  

 

鈴木 武蔵 (アルビレックス新潟)  

 

南野 拓実 (ザルツブルグ/オーストリア)  
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浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島)  

※1 怪我による途中離脱 ※2 追加招集                                   計 26名 

 

 25. 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：3月 24日(火)～28日(土) 

場 所：大分県大分市 

[スケジュール] 

3月 24日(火) 集合 

3月 25日(水) 練習試合 vs.ヴェルスパ大分 ◯4-2 

3月 26日(木) 練習試合 vs.大分トリニータ ●1-2 

3月 28日(土) 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 大橋 昭好 (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 (流通経済大学) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (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 秋山 良範 (コンディショニングルームＡＫＩ) 

総 務 本間 一憲 (ＪＦＡ代表チーム部) 

[選  手] 

GK 小島 亨介 (早稲田大学) ※1 

 
阿部 航斗 (アルビレックス新潟 U-18) ※1 

 
加藤 有輝 (大宮アルディージャユース) ※2 

 
脇野 敦至 (東福岡高校) ※2 

DF 坂井 大将 (大分トリニータ) 
 

 
板倉 滉 (川崎フロンターレ) 

 

 
浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ U-18) 

 

 
森下 龍矢 (ジュビロ磐田 U-18) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

 
岡野 洵 (ジェフユナイテッド千葉 U-18) 

 
MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 

 

 
増山 朝陽 (ヴィッセル神戸) 
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三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島ユース) 

 

 
末木 裕也 (ヴァンフォーレ甲府 U-18) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
瀬古 樹 (三菱養和 SCユース) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ユース) 

 
FW 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) ※3 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
小川 航基 (桐光学園) 

 

 
邦本 宜裕 (アビスパ福岡) 

 

 
吉平 翼 (大分トリニータ U-18) ※2 

※1辞退 ※2追加招集 ※3離脱                                          計 27名 

 

 26. U-17日本代表 サニックス杯国際ユースサッカー大会 2015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 2015 

期 間：3月 17日(火)～22日(日) 

場 所：福岡県宗像市 

[スケジュール] 

3月 17日(火) 集合 

3月 19日(木) グループリーグ第 1戦 vs.U-17韓国代表  ●1－1(PK2－4) 

 
グループリーグ第 2戦 vs.杭州緑城ユース ◯5－0 

3月 20日(金) グループリーグ第 3戦 vs.カヴェンデッシュロードステードハイス

クール ◯13－0 

3月 21日(土・祝) 決勝トーナメント 1回戦 vs.国見高校 ◯1－0 

 
準決勝 vs．青森山田高校 ●0－1 

3月 22日(日) 3位決定戦 vs．三菱養和 SCユース ◯4－0 

 
解散 

[スタッフ] 

技術委員 木村 浩吉 (ＪＦＡ技術委員) 

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) 

サポートコーチ 森山 佳郎 (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 (流通経済大学) 

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) 
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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 本間 一憲 (ＪＦＡ代表チーム部) 

[選  手] 

GK 鶴田 海人 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
井上 聖也 (セレッソ大阪 U-18) 

DF 舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 
梅村 豪 (清水エスパルスユース) 

 
西本 卓申 (鹿島アントラーズユース) 

 
麻田 将吾 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
森下 怜哉 (セレッソ大阪 U-18) 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-18) 

 
森岡 陸 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
田中 康介 (京都サンガ F.C.U-18) 

MF 佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 
梶山 幹太 (名古屋グランパス U18) 

 
永澤 竜亮 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
渡邊 陽 (浦和レッズユース) 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) 

 
齊藤 未月 (湘南ベルマーレユース) 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-15) 

 
藤本 寛也 (東京ヴェルディジュニアユース) 

FW 伊藤 涼太郎 (作陽高校) 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
崎村 祐丞 (アビスパ福岡 U-18) 

 
田川 亨介 (サガン鳥栖 U-18) 

                                                                 計 22名 

 

 27. U-15日本代表候補 トレーニングキャンプ 西日本の件 

  行事名：U-15日本代表候補 トレーニングキャンプ 西日本 

期 間：2月 20日（金）～23日（月） 

場 所：大阪府堺市 

 [スケジュール] 

2月 20日(金) 集合 

2月 22日(日) AMトレーニングマッチ vsガンバ大阪ユース  ○3-2（2-2） 

PM トレーニングマッチ vsセレッソ大阪 U-18 ●1-3（0-2） 

2月 23日(月) 解散 

 [スタッフ] 
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技術委員 木村 浩吉 (JFA技術委員) 

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ／清水エスパルス) 

コーチ（U-18） 内山 篤 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ（U-18） 木村 康彦 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (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 戸祭 正喜 (医療法人川崎病院) 

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

主務 池辺 友和 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK       緒方 翔平 (スマイス・セレソン U-15) 
 

 
長江 裕真 (名古屋グランパス U15) 

 

 
藤元 瑞樹 (サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース) 

 

 
谷 晃生 (カンバ大阪ジュニアユース) ※1 

DF 徳永 悠大 (ジュビロ磐田 U-15) 
 

 
福島 隼斗 (松橋中学校) 

 

 
作田 龍太郎 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 

 
河井 哲太 (カンバ大阪ジュニアユース) 

 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスジュニアユース) 

 
MF 河原 淳 (日章学園中学校) 

 

 
篠田 憲政 (アビスパ福岡 U-15) 

 

 
船越 大夢 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 

 
鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-15) 

 

 
工藤 蒼生 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U15) 

 

 
喜田 陽 (セレッソ大阪 U-15) 

 

 
吉岡 涼斗 (ソレッソ熊本／ＪＦＡアカデミー熊本宇城) 

 

 
出口 大瑶 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

 
渡邊 創太 (愛媛 FCジュニアユース) 

 

 
石川 聖人 (愛媛 FC新居浜ジュニアユース) 

 

 
粟野 健翔 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

 

 
成瀬 竣平 (名古屋グランパス U15) 

 
FW 石井 快征 (サガン鳥栖 U-15)  

 篠永 雄大 (FUT6)  

 日高 智也 (大分トリニータ U-15)  

 三国 ケネディ (青森山田中学校)  
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エブス 

 服部 航平 (京都サンガ F.C.U-15)  

 桂 陸人 (サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース)  

※1 体調不良により 2/21途中離脱                     計 28名 

 

 28. U-15日本代表候補 トレーニングキャンプ 東日本の件 

  行事名：U-15日本代表候補 トレーニングキャンプ 東日本 

期 間：2月 27日（金）～3月 2日（月） 

場 所：神奈川県平塚市 

[スケジュール] 

2月 27日(金) 集合 

3月 1日(日) 
AMトレーニングマッチ vs湘南ベルマーレユース ●0-1（0-0) 

PM トレーニングマッチ vs厚木北高校           ◯1-0（1-0) 

3月 2日(月) 解散 

[スタッフ] 

技術委員 木村 浩吉 (JFA技術委員) 

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ/清水エスパルス) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (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 山本 祐司  (青森県立中央病院) 

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

トレーナー 砂川 憲彦 (帝京平成大学) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK       高田 侑真 (宇治 FCジュニアユース) 
 

 
青木 心 (JFAアカデミー福島 U15) 

 

 
石井 僚 (上州フットボールクラブ高崎) 

 

 

小久保  玲央 

ブライアン 
(柏レイソル U-15) 

 

DF 新井 秀明 (川崎フロンターレ U-15) 
 

 
渡辺 俊介 (大宮アルディージャジュニアユース) 

 

 
大桃 伶音 (浦和レッズジュニアユース) 

 

 
草住 晃之介 (FC東京 U-15深川) 

 

 
武 眞大 (東京ヴェルディジュニアユース) 

 

 
若月 輝 (アルビレックス新潟 U-15) 

 

 
本間 至恩 (アルビレックス新潟 U-15) 

 

 
白土 大貴 (浦和レッズジュニアユース) 
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池田 蓮 (コンサドーレ札幌 U-15) 

 
MF 江口 輝 (Honda FC) 

 

 
平川 怜 (FC東京 U-15むさし) 

 

 
町田 福人 (Nagoya S.S.) 

 

 
栗原 秀輔 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

 

 
五十嵐 新 (アルビレックス新潟 U-15) 

 

 
鈴木 駿之助 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

 

 
森田 晃樹 (東京ヴェルディジュニアユース) 

 
 田村 祐二朗 (JFAアカデミー福島 U15)  

 遠藤 正志 (アンフィニ MAKI.FC)  

FW 池髙 暢希 (SSSジュニアユース)  

 山保 璃空 (コンサドーレ札幌 U-15)  

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-15)  

 山谷 侑士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース)  

                    計 28名 

 

 29. U-15日本代表 Sport for Tomorrow 日本・中央アジア交流大会の件 

  行事名：U-15日本代表 Sport for Tomorrow 日本・中央アジア交流大会 

期 間：3月 23日（月）～29日（日） 

場 所：大阪府堺市  

 [スケジュール] 

3月 23日(月) 集合 

3月 25日(水) グループリーグ第 1戦 vs．U-15ウズベキスタン代表 ○4－0(2－0) 

3月 26日(木) グループリーグ第 2戦 vs．U-15イラン代表 ●1－2(0－1) 

3月 27日(金) 
グループリーグ第 3戦 vs．U-15アフガニスタン代表 △0－0(0－0) 

グループリーグ第 4戦 vs．U-15京都サンガ F.C.U-15 ○2－0(1－0) 

3月 29日(日) 3位決定戦 vs．U-15キルギス代表 ○7－0(6－0)、 解散 

[スタッフ] 

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (JFA ナショナルトレセンコーチ／ＪＦＡアカデミー熊本宇城) 

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 池川 直志  (柏市立柏病院) 

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総務 上田 達也 (ＪＦＡ代表チーム部) 

[選  手] 
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GK       高田 侑真 (宇治 FCジュニアユース) 
 

 
谷 晃生 (カンバ大阪ジュニアユース) 

 

 
徳永 悠大 (ジュビロ磐田 U-15) ※2 

DF 作田 龍太郎 (ヴィッセル神戸 U-15) 
 

 
河井 哲太 (カンバ大阪ジュニアユース) 

 

 
大桃 伶音 (浦和レッズジュニアユース) 

 

 
工藤 蒼生 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

 
白圡 大貴 (浦和レッズジュニアユース) ※3 

 
桝谷 岳良 (川崎フロンターレ U-15) ※2 

 
平川 怜 (FC東京 U-15むさし) ※3 

MF 菅原 由勢 (名古屋グランパス U15) 
 

 
本間 至恩 (アルビレックス新潟 U-15) 

 

 
遠藤 正志 (アンフィニ MAKI.FC) ※2 

 
桂 陸人 (サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース) 

 

 
粟野 健翔 (ベガルタ仙台ジュニアユース) 

 

 
成瀬 竣平 (名古屋グランパス U15) ※1 

 山谷 侑士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜)  

 
三国  ケネデ

ィ エブス 
(青森山田中学校)  

FW 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

※1辞退 ※2追加招集 ※3離脱                         計 20名 

 

 30. なでしこジャパン（日本女子代表）ポルトガル遠征の件 

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）ポルトガル遠征 

期 間：2月 23日(月)～3月 13日(金) 

場 所：千葉県、ポルトガル 

[スケジュール] 

2月 23日(月) 集合 

2月 26日(木) 移動 

2月 27日(金) ポルトガル/アルガルベ着 

3月 4日(水) グループステージ vs デンマーク女子代表 ●1-2（1-1） 

3月 6日(金) グループステージ vs ポルトガル女子代表 ○3-0（1-0） 

3月 9日(月) グループステージ vs フランス女子代表 ●1-3（1-0） 

3月 11日(水) 順位決定戦 vs アイスランド女子代表 ○2-0（0-0） 

3月 12日(木) 移動 

3月 13日(金） 帰国、解散 

[スタッフ] 
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団 長 上田 栄治 (JFA女子副委員長/強化担当)  

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グスタッフ/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グスタッフ/早稲田大学) 

ドクター 中村 香織 (東京医科歯科大学附属病院) 

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 (日本スポーツ振興センター マルチサポート事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (日本スポーツ振興センター マルチサポート事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (日本スポーツ振興センター マルチサポート事業) 

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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)    *2/23-2/26帯同 

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 (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) 

 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

 川村 優理 (ベガルタ仙台レディース) 

 熊谷 紗希 (オリンピック・リヨン/フランス)    *3/1合流 

MF 安藤 梢 (1.FFCフランクフルト/ドイツ)     *3/2合流 

 宮間 あや (岡山湯郷 Belle) 

 川澄 奈穂美 (INAC神戸レオネッサ) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) 

 上辻 佑実 (日テレ・ベレーザ) 

 田中 明日菜 (INAC神戸レオネッサ) 

 宇津木 瑠美 (モンペリエ HSC/フランス)       *3/2合流 

 永里 亜紗乃 (1.FFCトゥルビーネ・ポツダム/ドイツ)*3/2合流 

FW 大野 忍 (INAC神戸レオネッサ) 

 大儀見 優季 (VfLヴォルフスブルク/ドイツ)        *2/28合流 

 菅澤 優衣香 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 髙瀬 愛実 (INAC神戸レオネッサ) 

 横山 久美 (AC長野パルセイロレディース) 

 
 

計 23名 

練習生 (2/23-2/26帯同) 
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GK 久野 吹雪 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

DF 薊 理絵 (ASエルフェン埼玉) 

MF 後藤 三知 (浦和レッズレディース) 

  

 31. U-23日本女子代表 ラ・マンガ U-23女子国際大会の件  

  行事名：U-23日本女子代表 ラ・マンガ U-23女子国際大会 

期 間：2月 23日(月)～3月 4日(水) 

場 所：千葉県、スペイン 

[スケジュール] 

2月 23日(月) 集合、移動 

2月 26日(木) 第 1戦 vs.U-23アメリカ女子代表   ●0-1（0-0） 

2月 28日(土) 第 2戦 vs.U-23スウェーデン女子代表 ●2-3（0-2） 

3月 2日(月) 第 3戦 vs.U-23ノルウェー女子代表   ◯1-0（0-0） 

3月 3日(火) 移動 

3月 4日(水) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 野田 朱美 (JFA特任理事/女子委員長) 

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 西入 俊浩 (JFAナショナルコーチングスタッフ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺) 

ドクター 赤木 龍一郎 (総合病院国保旭中央病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 江口 陽子 (まごころ治療院) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 武仲 麗依 (ベガルタ仙台レディース) 

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ) 

DF 齊藤 夏美 (INAC神戸レオネッサ) 

 中村 ゆしか (関東学園大学) 

 田中 真理子 (スフィーダ世田谷 FC) 

 石井 咲希 (浦和レッズレディース)         ※2 

 村松 智子 (日テレ・ベレーザ) 

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ)  

MF 杉田 亜未 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

 柴田 華絵 (浦和レッズレディース) 

 高木 ひかり (早稲田大学) 

 京川 舞 (INAC神戸レオネッサ) 

 加藤 千佳 (浦和レッズレディース)         ※1 

 井上 綾香 (ベガルタ仙台レディース) 
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 入江 未希 (ベガルタ仙台レディース) 

FW 浜田 遥 (ベガルタ仙台レディース) 

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ) 

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ)  

 横山 久美 (AC長野パルセイロレディース)      ※2 

 白木 星 (常盤木学園高等学校)          ※1 

 
  

※1追加招集 ※2途中離脱                         計 21名 

 

 32. フットサル日本女子選抜 トリムカップの件 

  行事名：フットサル日本女子選抜 トリムカップ 

期 間：3月 26日（木）～29日（日） 

場 所：宮城県仙台市 

 [スケジュール] 

3月 26日(木) 集合 

3月 27日(金) 16:40 第 1戦 vs福井県選抜 ●1-7 

3月 28日(土) 12:40 第 2戦 vs宮城県選抜 ◯2-1 

16:40  第 3戦 vs北海道選抜 ◯2-1 

3月 29日(日) 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 橋谷 英志郎 (バルドラール浦安) 

ドクター 相川 敬男  (金沢大学附属病院) 

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 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 
山下 美幸 (Amaralo/峰 FC) 

 
佐藤 有利子 (CANA CRAVO) 

FP 高橋 麻衣子 (バルドラール浦安ラスボニータス) 

 
加藤 沙織 (バルドラール浦安ラスボニータス) 

 
関 かおり (ASTRO) 

 
田中 千尋 (バルドラール浦安ラスボニータス) 

 
和泉 沙季 (バルドラール浦安ラスボニータス) 

 
上本 唯由 (ヴェイル寝屋川レディース) 

 
西林 里恵 (山梨大学) 

 
藤田 美桜 (東京国際大学) 

 
八幡 あすか (山梨大学) 
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金塚 咲恵 (京都精華女子高校) 

 
石川 結菜 (golrira shizuoka) 

 
沖野 くれあ (クラブフィールズ・リンダ) 

 
松永 未衣奈 (徳島ラティーシャ) 

 
蔵田 あかり (十文字女子中学校) 

 
佐藤 珠実 (十文字女子中学校) 

 
小林 一歩 (十文字女子中学校) 

 平田 ひなの (FCヴィトーリア/ＪＦＡアカデミー堺) 

                    計 20名 

 

 33. 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：3月 7日(土)～10日(火) 

場 所：沖縄県金竹町 

[スケジュール] 

3月 7日(土) 集合 

3月 10日(火) 解散 

[スタッフ] 

監督 マルセロ・メンデス (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ パウロ・ホシャ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 中河 昌彦 (国士舘大学) 

ドクター 新城 宏隆 (バークレーじのん整形外科) 

トレーナー 田中 祐介  (三宅スポーツマッサージ) 

通訳 新垣 セレマン エベルトン 
 

総務 杉山 友朗 (ＪＦＡ代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア)                 ※1         

 
杉田 哲司 (湘南 SPREAD1545) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS)                ※2                         

FP 牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
尾田 博文 (東京レキオス BS) 

 
後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 
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) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

 
赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 
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※1参加辞退 ※2追加招集                                                  計 13名 

 

 34. ビーチサッカー日本代表 AFCビーチサッカー選手権 2015直前キャンプ及び本大会の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 AFCビーチサッカー選手権 2015直前キャンプ 

期 間：3月 16日(月)～21日(土・祝) 

場 所：アラブ首長国連邦／ドバイ 

 

行事名：ビーチサッカー日本代表 AFCビーチサッカー選手権カター2015 

（FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル 2015予選） 

期 間：3月 22日(日)～30日(月) 

場 所：カタール／ドーハ 

 [スケジュール] 

3月 16日(月) 集合、移動、ドバイ着 

3月 19日(木) トレーニングマッチ vs.アゼルバイジャン代表  ◯3-1 

3月 21日(土・祝) 移動、ドーハ着 

3月 23日(月) 
AFCビーチサッカー選手権  

グループステージ第 1戦 vs.クウェート代表   ◯5-3 

3月 24日(火) グループステージ第 2戦 vs.ベトナム代表   ◯3-2 

3月 25日(水) グループステージ第 3戦 vs.中国代表      ◯5-0 

3月 26日(木) 準々決勝 vs.バーレーン代表          ◯5-2 

3月 27日(金) 準決勝 vs.イラン代表             ◯5-4 

3月 28日(土) 決勝 vs. オマーン代表            ●1-1延長 PK2-3 

3月 30日(月) 移動、解散 

※上記大会結果により、ビーチサッカー日本代表は FIFA ビーチサッカーワールドカップポルト

ガル 2015の出場権を獲得。 

[スタッフ] 

監督 マルセロ・メンデス (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 
 

コーチ パウロ・ホシャ (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 
 

GKコーチ 中河 昌彦  (国士舘大) 
 

ドクター 植村 健太 (筑波大学付属病院) 
 

トレーナー 田中 祐介 (三宅スポーツクリニック) 
 

通訳 
新垣セレマン エベル

トン   

総務 杉山 友朗 (ＪＦＡ代表チーム部) 
 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 
 

 
杉田 哲司 (湘南 SPREAD1545) 

 
FP 尾田 博文 (東京レキオス BS) 

 

 
牧野 真二 (LEON福岡) 

 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 
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松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 

 
後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

 

 
赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 
                                       計 12名 

 

 35. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 野田 裕喜 

     （所属歴：ブレイズ熊本 U-11→ブレイズ熊本ジュニア 

→ルーテル学院中学校サッカー部→ブレイズ熊本→大津高等学校サッカー部） 

所属元： 大津高等学校サッカー部 

受入先： ロアッソ熊本 

承認日： 2015年 3 月 2日 

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

選手名： 中島 大貴 

     （所属歴：市川 Bayフットボールクラブ→横浜 F・マリノスプライマリー追浜→ 

横浜 F・マリノスジュニアユース追浜→アビスパ福岡 U-15→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： サガン鳥栖 

承認日： 2015年 3 月 11日 

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

選手名： 西山 雄介 

     （所属歴：東京・久留米ひばりサッカークラブ→ 

NPO法人ワセダクラブＦｏｒｚａ‘０２→横河武蔵野フットボールクラブユース→ 

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： 2015年 3 月 18日 

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

選手名： 村下 将梧 

     （所属歴：京都パープルサンガジュニア→FC香里→杉 FC→東海大付属仰星高等学校 

→関西学院大学体育会サッカー部） 

所属元： 関西学院大学体育会サッカー部 

受入先： セレッソ大阪 

承認日： 2015年 3 月 24日 
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 36. 「日本サッカーリーグ（JSL）発足 50年記念パーティ」 開催の件 

  1. 日時：6月 9日(火) 12:00受付開始／12:30開場／13:00開宴／14:30中締め 

※当日 11:00キックオフ女子ワールドカップ・スイス戦(バンクーバー)は会場にて放映可能 

※会食を兼ねた昼のパーティ（ドレスコードは平服） 

2. 会場：品川プリンスホテル アネックス 5階 プリンスホール（2,046㎡） 

3. 主催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（共催） 

4. 参加費：5,000円 ※ご同伴者は無料 ※お土産を用意 

5. ご案内先：※4月中旬にご案内状を発送予定（約 2,000名） 

  （1）JSL1部（全 22チーム）選手、スタッフ、役員 ※各チーム OB会名簿による 

  （2）JSL1部 担当審判員 

  （3）JSL歴代総務主事、常任運営委員（本部、支部）、総務委員、JSL 事務局員 

  （4）JSL当時のメディア、サプライヤー 

  （5）JFA歴代会長、評議員、理事、特任理事、監事 

  （6）Jリーグ歴代チェアマン、理事、特任理事、監事、参与、Jクラブ実行委員 

  （7）JFA、Jリーグ関係者、報道関係者（現役） 

6. 招待主賓：JSL発足時の常任運営委員(殿堂表彰者を除く)下記 5名（敬称略） 

（1）西村 章一 （1965-1967 総務主事 古河） 

（2）耳野 篤広 （1965-1976 常任委員 日立） 

（3）西本 八寿雄（1965-1966、1970-1976 常任委員 古河） 

（4）本間 良一 （1965-1969 常任委員 三菱） 

  ※重松 良典  （1965-1967常任委員、1968-1971総務主事 東洋工業）→ ご欠席 

※ご出席の 4 名を会場で顕彰。 

7. 内容：「最初で最後の大同窓会」としての懇親会 

8. 予算：JFAと Jリーグ各々、500万円を上限として負担。  

 

 


