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 1. 役員の選任及び会長の選定に関する件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 11月19日に開催した第10回理事会において頂いた確認事項について以下の通り報告する。 

（既に11月26日にメールにて報告済み） 

① 活動書類について 

 提出する本人確認書類は、パスポートのコピーまたは本籍地の記載のある住民票のいず

れかとする。 

 意向表明活動及び立候補活動においては、ビラ、パンフレット、ポスターの配布及び掲

示は禁止されている（ガイドライン5.5、5.6）。ビラ、パンフレット、ポスターの配布

及び掲示とは、紙媒体を物理的に配布及び掲示することをいうものとし、電子メールへ

のビラ、パンフレット、ポスターのデータの添付は認められるものとする。 

 理事・評議員へ活動書類を展開する場合の情報開示範囲は、活動書類のうち必要な部分

を理事・評議員にメールにて展開する。 

② 理事・評議員への意向表明者の情報展開・公開方法について 

以下の3チャンネルを確保する。 

 会長意向表明者及び会長立候補者が提出した活動書類のうち必要な部分を理事・評議

員にメールにて都度展開する。 

 理事・評議員の氏名、予め提供の許諾を受けた連絡先（メールアドレス、電話番号）

等の情報を、会長意向表明者及び会長立候補者に都度提供する。 

 参加を希望する理事及び評議員に対する意向表明者（希望者のみ）のプレゼンテーシ

ョンの機会を、12/23の臨時評議員会前（10～12時予定）に選出管理委員会準備室が設

定する。理事及び評議員の希望者のみ参加するため、当該プレゼンへの参加にかかる

理事及び評議員への交通費・日当は支給しない（ただし評議員会参加のための交通費

及び日当は支給する。）。 

③ 1月21日理事会での会長候補者1名の選出手続きについて 

理事からの（事前）得票数順に、会長候補者名をリストとして開示する。 

 最多得票者を理事会における選出者とすることについて、理事から異議がない場合

は、当該選出者が会長候補者となる。 

 最多得票者が複数名いる場合、又は最多得票者を理事会選出者とすることについて理

事から異議が出た場合において、それらの協議がまとまらなかったときは、無記名投

票を行い過半数を獲得した者が理事会における会長候補者となる。なお、当該無記名

投票においては、理事自身に（事前）得票があったか否かにかかわらず、全理事が1票

の投票権を有する。 

なお、理事会における選出者が確定した後、7名以上の評議員推薦を得た会長立候補者名を

開示するが、各々が具体的に得た推薦数は開示しない。 

④ 議員・首長歴について 

2015年9月度理事会及び2015年度10月臨時評議員会において、公職選挙法に定める地位にあ
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る者は、JFAの理事となることは好ましくないことが確認された。従って、活動書類の議

員・首長歴は公職選挙法に定める地位のみを記載するものとする。 

(2)会長候補者の投票用紙の交付 

① この投票は、理事１人につき会長候補者１名の無記名投票とし、次の場合は、その投票を無

効とする。 

 2016年1月6日(水) ＜必着＞を過ぎて提出があった場合 

 投票用紙に署名又は記名押印を行った場合 

 投票用紙に投票者個人を特定できる記号を記載した場合 

 投票用紙に複数名の会長候補者の氏名を記載した場合 

 投票用紙に会長候補者氏名以外の文言を記載した場合 

 本協会が交付した投票用紙以外の用紙又は方法で投票した場合 

 判読不能又は汚損された投票用紙を使用した場合 

② 投票用紙における記載の誤りは、いずれかの候補者を指すと確信を持って断定できない場合

に限り、無効とする。 

③ 必ず理事ご本人が、記入すること。 

④ 本投票用紙を茶色封筒に入れ封をする。この茶色封筒には、理事名を書かない。 

⑤ 上記④の茶封筒を灰色封筒（選出管理委員長宛）に入れる。尚、この封筒裏面には、理事名

を記入する。 

 

 2. FIFA理事会（12月2・3日開催）の件  

  12月2・3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。 

＜2016FIFAリフォーム委員会の提案＞  

 任期制限： 

FIFA会長、及び、FIFA評議会（以下参照）、コンプライアンス監査委員会、司法機関の 

全メンバーの最長就任期間を4年間3期とする。  

 政治的機能とマネジメント機能の分離： 

「政治的」機能とマネジメント機能を明確に分離。FIFA 評議会（FIFA 理事会に取って代わ

る）が組織の全体的な戦略的方向性を定める責任を負い、事務局（ジェネラル・セクレタ

リアット）はその戦略を効果的に実行するために必要なオペレーショナルで商業的な行為

を管轄。  

 総合的で高いインテグリティー・チェックを実施するFIFAレビュー委員会とともに、評議

会のメンバーはFIFAの選挙規則に定めるそれぞれの地域の加盟協会が選出。  

 大陸連盟あたり少なくとも1名の女性の代表者を評議会に選出し、サッカーのガバナンスに

おける女性の役割増加の具体的なステップとする。  

 ダイバーシティ 

さらに多様性のある決定過程の環境と文化を作り上げるため、FIFA の規約上の目的として

女性を昇進させる。  

 独立委員会メンバー： 

独立コンプライアンス監査委員会による十全の監査をうけて活動し、最少の独立メンバー

から成る、財務、ディベロップメント、ガバナンス委員会における主要な財務的決定。  
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 委員会の有効性の向上： 

より意味のある効果的な方策に全ての加盟協会が関与することを確実にしながら、有用性

を提供するフットボール委員会の関与を増加させ、26の常設委員会を 9へ減少。  

 インテグリティー・チェック： 

独立 FIFA レビュー委員会によって実施される、FIFA 常設委員会全メンバーの義務的かつ総

合的なインテグリティー・チェック。  

 より一層の透明性とより広範囲にわたるステイクホルダーの取り込み： 

プレイヤー、クラブ、リーグといったゲームにおける主要なステイクホルダーを代表する

メンバーを含む、専心的なフットボール・ステイクホルダー委員会の設立。 

＜人権へのコミットメント＞  

 FIFAが全ての国際的に認識される人権を尊重し、これらの権利のプロテクションを促進す

るために戦うということをFIFA規約に新たに追加し、これを総会に推挙することをFIFA理

事会が決定。  

＜ワールドカップの出場チーム数＞  

 ワールドカップの出場チーム数を36から40に増やすという2016FIFAリフォーム委員会から

の提案について討議。提案の決定はなされなかったが、さらに検討を行うことで合意。  

＜2018FIFAワールドカップロシア＞ 

 ともにロシアで行われる2018FIFAワールドカップロシア大会、及び、FIFAコンフェデレー

ションズカップのキックオフ時間を確認。  

＜FIFA緊急委員会＞  

 ベナンサッカー協会の正常化委員会のメンバー数を5名から7名に増員。 

 モルディブサッカー協会が選挙総会を組織できるように協会規約の登録プロセスを完了さ

せるため、同協会の正常化委員会の権限を2015年12月31日まで延長。  

＜インドネシアサッカー協会＞  

 インドネシア政府が参加すべき、インドネシアサッカー協会のための特別リフォーム委員

会の設立推挙を確認。 

＜トーゴサッカー協会＞  

 2016年2月20日までにトーゴサッカー協会の新たな規約を採択し選挙を組織することを目的

として、同協会の正常化委員会を新たに立ち上げる。 

 

 3. AFC理事会（11月27日開催）の件 

  11月27日にAFC理事会がニュー・デリーで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜競技会関連＞ 

 クラブ競技会の賞金が大幅に増額。 

 AFC競技会の開催立候補の促進を目指し財政サポートを増額。 

＜その他＞ 

 ガバナンスリフォームタスクフォースの提案を承認。 

 代行職であったダト・ウィンザー・ジョン氏が正式に専務理事に就任。 

 FIFA会長選においてAFCサルマン会長支持で一致。 
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 4. AFCアニュアルアワード2015の件 

  11月29日にインド・ニューデリーでAFCアニュアルアワード2015が開催された。 

日本の受賞者は以下の通り。 

 年間最優秀協会（インスパイリング部門）： 日本  

 ドリーム・アジア： 日本 

 年間最優秀代表チーム（女子）： なでしこジャパン（日本女子代表） 

 年間最優秀コーチ（女子）： 高倉 麻子（U-19日本女子代表監督） 

 会長表彰グラスルーツ賞： 日本 

 年間最優秀フェアプレー協会： 日本 

 年間最優秀ユースプレーヤー（女子）： 小林 里歌子（U-19日本女子代表） 

 

 5. JFAウェイの浸透・実践に向けた事務局の今後の取り組みの件  

  （報告）資料№1 

JFAウェイの浸透・実践に向け、添付資料の通り取り組みを実施する。 

 

 6. 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会 

大会名：第1回ソーシャルフットボール国際大会 

主催：特定非営利活動法人日本ソーシャルフットボール協会、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、国際ソーシャルフットボール委員会 

共催：公益社団法人日本精神保健福祉連盟、一般社団法人大阪府サッカー協会 

後援（予定）：文部科学省、厚生労働省、大阪府、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、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、一般財団法人日本フットサル連盟、 

特定非営利活動法人地域精神保健福祉機構・コンボ、株式会社ガンバ大阪、 

日本スポーツ精神医学会 

日程：2016年2月24日（水）～28日（日） 

会場：J-GREEN堺  

目的：フットボール・フォー・オールの理念のもと、国内外の精神障がい者フットボール競

技の振興、発展に寄与することを目的とし開催する。さらに、精神障がい者のフット

ボール推進を通じて、精神障がい者の社会参加の促進、並びに共生社会の実現への貢

献も目指す。  

 

 7. 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズユース （第 2種） 

遠征期間 1 月 11日～26日 

遠 征 先 グアダラハラ/メキシコ 

（2）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） 
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遠征期間 1 月 5日～12日 

遠 征 先 イズミル/トルコ 

（3）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム Forza '02 （第 3種） 

遠征期間 12月 27日～30日 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（4）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 U-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 18日～26日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（5）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 （第 1種） 

遠征期間 2 月 4日～14日 

遠 征 先 チェンマイ/タイ 

（6）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋オーシャンズ サテライト （フットサル 1種） 

遠征期間 1 月 25日～2月 1日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（7）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 （第 1種） 

遠征期間 1 月 25日～2月 3日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪ユース （第 2種） 

遠征期間 3 月 25日～4月 7日 

遠 征 先 アルアイン/UAE 

（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 26日～29日 

遠 征 先 浦項/韓国 

（10）一般社団法人 和歌山県サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪和歌山 U-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 23日～27日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（11）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム ファジアーノ岡山 U-18 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日～29日 

遠 征 先 浦項/韓国 

（12）一般社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム FC琉球 （第 1種） 
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遠征期間 2 月 16日～18日 

遠 征 先 香港/香港 

【事後申請】 

以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請分として報告する。 

（1）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 三榮不動産 FC宇都宮 （第 1種） 

遠征期間 12月 11日～13日 

遠 征 先 龍仁/韓国 

（2）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 12月 1日～10日 

遠 征 先 福建省/中国 

（3）一般社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム 比屋根ＦＣ （第 4種） 

遠征期間 12月 4日～7日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 

 8. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 一般社団法人和歌山県サッカー協会 

使用目的： 名刺 2名分（各100枚） 

 

 9. 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）：潟上市 

施設名：秋田県フットボールセンター（秋田県潟上市天王字蒲沼 92番地 1他） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62 

公認期間：2013年 12月 9 日～2016年 12月 8日 

公認番号：第 106号 

(2)申請者（施設所有者）：大山町 

施設名：夕陽の丘神田 第二多目的広場（鳥取県西伯郡大山町加茂地内） 

使用製品：クリヤマ株式会社 モンドターフ NSF Monofibre 3NX 50 AE STAR THERMO 

FTSK45 

公認期間：2015年 12月 20 日～2018年 12月 19日 

公認番号：第 133号 

(3)申請者（施設所有者）：男鹿市 

施設名：男鹿市総合運動公園球技場（秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+SSL 

公認期間：2015年 12月 20 日～2018年 12月 19日 

公認番号：第 134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
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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。 

 

 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）：堺市 

施設名：J-GREEN堺 S15（大阪府堺市堺区築港八幡町145番地） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XPJ-55HP 

公認期間：2015年12月17日～2018年12月16日 

公認番号：第181号 

(2)申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：J-GREEN堺 S16（大阪府堺市堺区築港八幡町145番地） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XPJ-55HP 

公認期間：2015年12月17日～2018年12月16日 

公認番号：第182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. 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以下の通り。 

＜役員＞ 

（大会・試合） 

① 2018 FIFA World Cup Russia TM –Preiminary Competition Asian Zone-Round 2 Match 

day 8-Group G (ミャンマー対クウェート) 

ｱｾｯｻｰ：石山昇 

期 間：11月15日～11月18日 

場 所：バンコク／タイ 

（セミナー・委員会） 

① AFC Project Future Selection 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山昇 

期 間：11月 3 日～11月 10日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② FIFA Referees Committee 

委 員：上川徹 

期 間：11月 18 日～11月 21日 

場 所：チューリッヒ／スイス 
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＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① AFC U-16 Women’s Championship China 2015 

審判員：梶山芙紗子、萩尾麻衣子 

期 間：11月1日～11月16日 

場 所：武漢／中国 

② 2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone-Round 2-Match 

day 8-Group A (マレーシアvs.UAE) 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、八木あかね、岡部拓人 

期 間：11月15日～11月19日 

場 所：セランゴール／マレーシア 

③ 2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone-Round 2-Match 

day 8-Group F (チャイニーズ・タイペイvs.イラク) 

審判員：飯田淳平、五十嵐泰之、山内宏志 

期 間：11月15日～11月18日 

場 所：高雄／チャイニーズ・タイペイ 

④ Women's World Futsal Tournament Guatemala 2015 

審判員：松尾久美子 

期 間：11月18日～12月1日 

場 所：グアテマラ 

（セミナー） 

① AFC Project Future Referees Batch 2015 

審判員：松坂樹 

期 間：11月4日～11月10日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② The AFC Seminar 2016-Part 1 Men Referees & Assistant Referees Course: Group 1 

審判員：山本雄大、當麻政明、相樂亨、名木利幸、八木あかね、山内宏志 

期 間：11月26日～12月2日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

③ The AFC Seminar 2016-Part 1 Futsal Referees Course 

審判員：小崎知広、小林裕之、藤田武志、新妻久美 

期 間：11月30日～12月5日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

④ The AFC Seminar 2016-Part 1 Men Referees & Assistant Referees Course: Group 2 

審判員：東城穣、飯田淳平、木村博之、大塚晴弘、越智新次、五十嵐泰之、唐紙学志 

期 間：12月2日～12月8日 

 

 12. 日本代表 2018FIFAワールドカップロシアTM アジア2次予選兼 AFCアジアカップUAE2019予選  

  行事名：2018FIFAワールドカップロシアTM アジア2次予選 

兼 AFCアジアカップUAE2019予選 vs.シンガポール代表戦 
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期 間：11月8日（日）～12日（木） 

場 所：シンガポール 

 

行事名：2018FIFAワールドカップロシアTM アジア2次予選 

兼 AFCアジアカップUAE2019予選 vs.カンボジア代表戦 

期 間：11月13日（金）～18日（水） 

場 所：カンボジア/プノンペン 

 

[スケジュール] 

11月8日 （日） 集合 

11月12日 （木） vs.シンガポール代表戦 ○(3-0) 

11月17日 （火） vs.カンボジア代表戦 ○(2-0) 

11月18日 （水） 帰国 解散 

[スタッフ] 

団長 田嶋 幸三 (JFA副会長) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 久保田 武晴 (くぼたスポーツ接骨院) 

通訳 樋渡 群 (JFA) 

通訳 羽生 直行 (JFA) 

通訳 茂木 哲也 (Emi TRAVEL PARIS) 

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) 

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) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 渡邉 大 (JFAテクニカルハウス)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン株式会社) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (株式会社BOTTOM UP) 

ｼｪﾌ 西 芳照 (株式会社Dream24) 

ｼｪﾌ 酒井 壮一郎 (株式会社Dream24) 
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宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

[選  手] 

GK 西川 周作  (浦和レッズ) 

 六反 勇治 (ベガルタ仙台) 

 林 彰洋 (サガン鳥栖) 

DF 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア） 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 森重 真人 (FC東京) 

 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) 

 丸山 祐市 (FC東京) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96/ドイツ) 

MF 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ） 

 柏木 陽介 (浦和レッズ） 

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ） 

 清武 弘嗣 (ハノーファー96/ドイツ) 

 山口  蛍 (セレッソ大阪) 

 遠藤  航 (湘南ベルマーレ) 

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド） 

 本田 圭佑 (ACミラン/イタリア） 

 金崎 夢生 (鹿島アントラーズ) 

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ） 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

 武藤 嘉紀 (1.FSVマインツ05/ドイツ） 

 南野 拓実 (ザルツブルク/オーストリア） 

計23名 

 

 13. U-22日本代表候補 強化合宿の件 

  行事名：U-22日本代表候補 強化合宿 

期 間：11月23日（月・祝）～26日（木） 

場 所：神奈川県 

[スケジュール] 

11月23日 (月・祝) 集合 

11月26日 (木) トレーニングマッチ vs.湘南ベルマーレ △1-1、試合後解散 

[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 (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 (JFA) 
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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 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 ジャパン株式会社) 

[選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス）  

 杉本 大地 (京都サンガF.C.)  

 牲川 歩見 (ジュビロ磐田) ※2 

DF 櫛引 一紀 (コンサドーレ札幌) ※1 

 松原 健 (アルビレックス新潟)  

 高橋 祐治 (カマタマーレ讃岐)  

 山中 亮輔 (柏レイソル)  

 佐藤 和樹 (名古屋グランパス) ※2 

 伊東 幸敏 (鹿島アントラーズ) ※2 

 奈良 竜樹 (FC東京) ※2 

 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) ※2 

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)  

 野津田 岳人 (サンフレッチェ広島) ※2 

 中島 翔哉 (FC東京) ※2 

 秋野 央樹 (柏レイソル) ※2 

 前田 直輝 (松本山雅FC)  

 川辺 駿 (ジュビロ磐田) ※2 

FW 伊東 純也 (ヴァンフォーレ甲府) ※2 

 荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌) ※1 

 鈴木 武蔵 (水戸ホーリーホック)  

 オナイウ 阿道 (ジェフユナイテッド千葉) ※2 

 鈴木 優磨 (鹿島アントラーズ) ※1 

 鎌田 大地 (サガン鳥栖)  

※1参加辞退 ※2 追加招集                     計28名 
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 14. 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FC ●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) 

4節 4月5日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-2(とりぎんバードスタジアム) 

5節 4月12日(日) vs.グルージャ盛岡 ○2-1(盛岡南公園球技場) 

6節 4月19日(日) vs.藤枝MYFC △1-1(藤枝総合運動公園サッカー場) 

7節 4月26日(日) vs.FC町田ゼルビア ●0-6(町田市立陸上競技場) 

8節 4月29日(水・祝) vs.Y.S.C.C.横浜 △0-0(ニッパツ三ツ沢球技場) 

9節 5月3日(日・祝) 開催なし  

10節 5月6日(水・振休) vs.長野パルセイロ ●0-2(南長野運動公園総合球技場) 

11節 5月10日(日) vs.カターレ富山 ●1-2(富山県総合運動公園陸上競技場) 

12節 5月17日(日) vs.福島ユナイテッドFC ○4-1(とうほう・みんなのスタジアム) 

13節 5月24日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ●0-1(あきぎんスタジアム) 

14節 5月31日(日) vs.レノファ山口FC ●0-3(下関市営下関陸上競技場) 

15節 6月 7 日(日) vs.ガイナーレ鳥取 △1-1(とりぎんバードスタジアム) 

16節 6 月14日(日) vs.FC琉球 ●1-2(沖縄県総合運動公園陸上競技場) 

17節 6 月21日(日) vs.カターレ富山 △0-0(富山県総合運動公園陸上競技場) 

18節 6月28日(日) vs.福島ユナイテッドFC △1-1(とうほう・みんなのスタジアム) 

19節 7月5日(日) vs.グルージャ盛岡 ●0-5(盛岡南公園球技場) 

20節 7月12日(日) vs.SC相模原  ◯2-1 (相模原ギオンスタジアム） 

21節 7月19日(日) vs.FC町田ゼルビア ●1-3(町田市立陸上競技場) 

22節 7月26日(日) vs.藤枝MYFC ●0-2(藤枝総合運動公園サッカー場) 

23節 7月29日(水) 開催なし  

24節 8月2日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 △0-0(あきぎんスタジアム) 

25節 8月9日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ◯3-0(ニッパツ三ツ沢球技場) 

26節 8月16日(日) vs.長野パルセイロ ◯1-0(南長野運動公園総合球技場) 

27節 9月6日(日) vs.FC琉球 ●0-6(沖縄県総合運動公園陸上競技場) 

28節 9月13日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ●0-4(ニッパツ三ツ沢球技場) 

29節 9月20日(日) vs.SC相模原  ●2-3(相模原ギオンスタジアム） 

30節 9月23日(水・祝) vs.FC町田ゼルビア ●0-1(町田市立陸上競技場) 

31節 9月27日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ●0-1(あきぎんスタジアム) 

32節 10月4日(日) vs.グルージャ盛岡 ●0-1(盛岡南公園球技場) 

33節 10月 11 日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ◯1-0(とりぎんバードスタジアム) 

34節 10月18日(日） vs.カターレ富山 ●1-2 (富山県総合運動公園陸上競技場) 

35節 10月25日(日) vs.藤枝MYFC ◯4-1(エコパスタジアム) 

36節 11月1日(日) vs.長野パルセイロ ●1-2(南長野運動公園総合球技場) 

37節 11月8日(日) vs.福島ユナイテッドFC ●0-3(とうほう・みんなのスタジアム) 

38節 11月14日(土) vs.レノファ山口FC △0-0(維新百年記念公園陸上競技場) 
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39節 11月23日(月・祝) 開催なし  
 

  7勝7分22敗12位で終了 

 

 15. なでしこジャパン（日本女子代表）オランダ遠征の件 

  行事名：なでしこジャパン オランダ遠征 

期 間：11月22日（日）～12月1日（火） 

場 所：オランダ／フォーレンダム 

[スケジュール] 

11月22日 （日） 集合 

11月23日 （月・祝） オランダへ移動 

11月26日 （木） トレーニングマッチ vs.オランダ女子代表 ●0－2 

11月29日 （日） 国際親善試合 vs.オランダ女子代表 ●1－3 

12月1日 （火） 帰国 

[スタッフ] 

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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 岡本 隆吾 (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) 

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) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 三ツ木 将吾 (アディダス ジャパン株式会社)  

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 山根 恵里奈 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース） 

 山下 杏也加 （日テレ・ベレーザ） 

DF 岩清水 梓 （日テレ・ベレーザ）         ※1 

 鮫島 彩 （INAC神戸レオネッサ）        ※2 

 有吉 佐織 （日テレ・ベレーザ） 

 坂井 優紀 （ベガルタ仙台レディース） 

 長船 加奈 （浦和レッズレディース） 

 高良 亮子 （ベガルタ仙台レディース）      ※1 

 熊谷 紗希 （オリンピック・リヨン/フランス） 

 村松 智子 （日テレ・ベレーザ）         ※2 

MF 宮間 あや （岡山湯郷Belle） 

 阪口 夢穂 （日テレ・ベレーザ） 
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 宇津木 瑠美 （モンペリエHSC/フランス） 

 川村 優理 （ベガルタ仙台レディース） 

 中島 依美 （INAC神戸レオネッサ） 

 杉田 亜未 （伊賀フットボールクラブくノ一） 

 増矢 理花 （INAC神戸レオネッサ） 

FW 大儀見 優季 （1. FFCフランクフルト/ドイツ） 

 有町 紗央里 （ベガルタ仙台レディース） 

 菅澤 優衣香 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース） 

 横山 久美 （AC長野パルセイロ・レディース） 

 田中 美南 （日テレ・ベレーザ） 

※1参加辞退 ※2 追加招集                     計22名 

 

 16. U-23日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-23日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：11月23日（月・祝）～26日（木） 

場 所：静岡県清水市 

[スケジュール] 

11月23日 (月・祝) 集合 

11月25日 (水) トレーニングマッチ vs.清水エスパルスユース ●0-9 

11月26日 (木) 解散 

[スタッフ] 

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ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFAアカデミー堺) 

ドクター 梶原 将也 (筑波大学附属病院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐瀬 由紀子 (学校法人花田学園) 

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) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 林﨑 萌維 (AC長野パルセイロ・レディース) 

 井上 ねね (日本体育大学) 

DF 佐々木 繭 (ベガルタ仙台レディース) 

 櫻井 麻友佳 (日本体育大学) 

 上野 紗稀 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 石井 咲希 (浦和レッズレディース) 

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ) 

 土光 真代 (日テレ・ベレーザ) 

MF 高木 ひかり (早稲田大学)              ※2 

 吉見 夏稀 (ノジマステラ神奈川相模原) 

 千葉 園子 (ASハリマアルビオン) 
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 加藤 千佳 (浦和レッズレディース) 

 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

 葛馬 史奈 (アンジュヴィオレ広島) 

 中里 優 (日テレ・ベレーザ) 

 大矢 歩 (愛媛FCレディース) 

 伊藤 美紀 (INAC神戸レオネッサ) 

FW 浜田 遥 (ベガルタ仙台レディース) 

 植村 祥子 (日本体育大学) 

 道上 彩花 (INAC神戸レオネッサ)          ※1 

 三橋 眞奈 (大阪体育大学)             ※2 

 井上 綾香 (ベガルタ仙台レディース) 

※1参加辞退 ※2 追加招集                     計22名 

 

 17. U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：11月30日（月）～12月3日（木） 

場 所：宮崎県宮崎市 

[スケジュール] 

11月30日 (月) 集合 

12月2日 (水) トレーニングマッチ vs.鵬翔高等学校 ●1-7 

12月3日 (木) 解散 

[スタッフ] 

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 渡邉 英豊 (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) 

ドクター 山口 奈美 (宮崎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 (学校法人花田学園) 

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) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース)  

 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 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース)  

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 畑中 美友香 (伊賀フットボールクラブ くノ一)  

 小島 美玖 (アルビレックス新潟レディース)  

 大賀 理紗子 (日本体育大学)  

 北川 ひかる (JFAアカデミー福島)  

 市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校)  
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 南 萌華 (浦和レッズレディースユース)  

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  

 島村 友妃子 (日本体育大学)  

 大久保 舞 (岡山湯郷Belle)  

 三浦 桃 (日本体育大学)  

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ)  

 杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ)  

 三浦 成美 (日テレ・メニーナ)  

 西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) ※1 

 林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース)  

FW 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ)  

 鳥海 由佳 (日テレ・ベレーザ)  

 白木 星 (浦和レッズレディース) ※1 

 園田 瑞貴 (武蔵丘短期大学)  

 齋原 みず稀 (アンジュヴィオレ広島)  

※1 途中離脱                               計25名 

 

 18. U-16日本女子代表 AFC U-16女子選手権の件 

  行事名：U-16日本女子代表 AFC U-16女子選手権中国2015 国内直前合宿 

期 間：10月27日（火）～11月1日（日） 

場 所：静岡県御殿場市 

 

行事名：U-16日本女子代表 AFC U-16女子選手権中国2015  

期 間：11月1日（日）～16日（月） 

場 所：中国/武漢 

 

[スケジュール] 

10月27日 (火) 集合 

11月1日 (日) 武漢へ移動 

11月5日 (木) AFC U-16女子選手権中国2015 第1戦 

vs.U-16ウズベキスタン女子代表 ◯4-0 

11月7日 (土) 第2戦 vs.U-16チャイニーズ・タイペイ女子代表 ◯6-0 

11月9日 (月) 第3戦 vs.U-16朝鮮民主主義人民共和国女子代表 △1-1 

11月12日 (木) 準決勝 vs.U-16タイ女子代表 ◯8-0 

11月15日 (日) 決勝 vs.U-16朝鮮民主主義人民共和国女子代表 ●0-1 

11月16日 (月) 帰国 

[スタッフ] 

団 長 野田 朱美 (JFA特任理事/女子委員長)  

監 督 楠瀬 直木 (JFAﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/FC町田ゼルビア)  
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コーチ 岡本 三代 (JFAﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/セレッソ大阪)  

GKコーチ 小林 忍 (JFAﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/川崎フロンターレ)  

ドクター 中村 香織 (東京医科歯科大学附属病院) ※1 

ドクター 齊藤 雅彦 (東邦大学医療センター佐倉病院)  ※2 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 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) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

※1 10/27～31、※2 10/31～ 

[選  手] 

GK 小暮 千晶 (前橋育英高等学校) 

 米澤 萌香 (日ノ本学園高等学校) 

 田中 桃子 (日テレ・メニーナ) 

DF 金勝 里央 (浦和レッズレディースユース) 

 小野 奈菜 (日テレ・メニーナ) 

 脇阪 麗奈 (セレッソ大阪堺レディース) 

 金平 莉紗 (日ノ本学園高等学校) 

 市瀬 千里 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18) 

 高平 美憂 (JFAアカデミー福島) 

 牛島 理子 (日ノ本学園高等学校) 

 宝田 沙織 (セレッソ大阪堺レディース) 

 森中  陽菜 (セレッソ大阪堺レディース) 

MF 長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

 米井 朋香 (JFAアカデミー福島) 

 井芹 夏稀 (JFAアカデミー福島) 

 唐橋 万結 (アルビレックス新潟レディースU-18) 

 菅野 奏音 (日テレ・メニーナ) 

FW 植木 理子 (日テレ・メニーナ) 

 宮澤 ひなた (星槎国際高等学校湘南) 

 小嶋 星良 (浦和レッズレディースユース) 

 高橋 はな (浦和レッズレディースユース) 

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島) 

 三浦 晴香 (浦和レッズレディースユース) 

計23名 

 

 19. フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ11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 

期 間：11月9日(月)～11日(水) 

場 所：愛知県名古屋市 

[スケジュール] 

11月9日 (月) 集合 
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11月10日 (火) トレーニングマッチ vs.フットサルウズベキスタン代表 ◯3-0 

11月11日 (水) トレーニングマッチ vs.フットサルウズベキスタン代表 △4-4 

解散 

[スタッフ] 

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリーフィジカルコーチ) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 立石 智彦 (同愛記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  大岡 茂 (株式会社R-body project) 

総 務 関口 豪 (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 稲葉 洸太郎 (フウガドールすみだ)   

 酒井 ﾗﾌｧｴﾙ 良男 (名古屋オーシャンズ)  

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪)  

 佐藤 亮 (シュライカー大阪)  

 西谷 良介 (フウガドールすみだ)  

 渡邉 知晃 (大連元朝足球倶楽部/中国)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 中村 友亮 (名古屋オーシャンズ) ※2 

 諸江 剣語 (フウガドールすみだ)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 芝野 創太 (バサジィ大分) ※1 

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 室田 祐希 (エスポラーダ北海道)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ)  

※1辞退 ※2追加招集                           計17名 

 

 20. フットサル日本代表欧州遠征の件 

  行事名：フットサル日本代表 欧州遠征 

期 間：11月24日(火)～12月9日(水) 

場 所：クロアチア／ヴァラジュディン、オシエク 

チェコ／ホムトフ、カダン 

 [スケジュール] 

11月24日 (火) 集合 

11月25日 (水) クロアチアへ移動 

11月29日 (日) 国際親善試合第1戦 vs.フットサルクロアチア代表 ●3-4 
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12月1日 (火) 国際親善試合第2戦 vs.フットサルクロアチア代表 ●0-4 

12月2日 (水) チェコへ移動 

12月6日 (日) 国際親善試合第1戦 vs.フットサルチェコ代表 ◯5-4 

12月7日 (月) 国際親善試合第2戦 vs.フットサルチェコ代表 ◯3-2 

12月9日 (水) 帰国 

[スタッフ] 

団 長 松崎 康弘 (JFA常務理事) 

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリーフィジカルコーチ) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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  吉田 成仁 (帝京平成大学) 

総 務 関口 豪 (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)  

 田中 俊則 (府中アスレティックFC)  

FP 森岡 薫 (名古屋オーシャンズ)  

 稲葉 洸太郎 (フウガドールすみだ)   

 酒井 ラファエル 良男 (名古屋オーシャンズ)  

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪)  

 佐藤 亮 (シュライカー大阪)  

 西谷 良介 (フウガドールすみだ)  

 渡邉 知晃 (大連元朝足球倶楽部/中国)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 中村 友亮 (名古屋オーシャンズ)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 吉川 智貴 (マグナ・グルペア/スペイン) ※2 

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 室田 祐希 (エスポラーダ北海道) ※1 

 逸見 勝利 ラファエル (SLベンフィカ/ポルトガル) ※2 

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

※1参加辞退 ※2追加招集                                       計17名 

 

 21. フットサル日本女子代表 直前合宿及び世界女子フットサルトーナメント2015の件 

  行事名：世界女子フットサルトーナメント2015 直前合宿 

期 間：11月18日（水）～ 20日（金） 

場 所：大阪府堺市 
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行事名：世界女子フットサルトーナメント2015 

期 間：11月21日（土）～ 12月1日（火） 

場 所：グアテマラ/グアテマラシティ 

 

[スケジュール] 

11月18日(水) 集合 

11月21日(土) グアテマラへ移動 

11月23日(月・祝) 公式トレーニング 

11月24日(火) グループステージ第1選 vs. フットサルグアテマラ女子代表 ●1-2 

11月25日(水) グループステージ第2選 vs. フットサルスペイン女子代表 ●2-5 

11月26日(木) グループステージ第3選 vs. フットサルロシア女子代表 ●0-2 

11月27日(金) 7・8位決定戦 vs. フットサルイラン女子代表 ●1-2 

12月1日(火) 帰国 

[スタッフ] 

監督 在原 正明 (東急スポーツシステム株式会社)  

コーチ 福角  有紘 (多摩大学)  

GK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 杉山 友朗 (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 (Amarelo/峰FC) 

 
FP 堀田 えり子 (SAICOLO) 

 

 
東山 真依子 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 

 
櫻田 未来 (LEOGRASTA) 

 

 
中島 詩織 (ブレア・ペスカドス・ルベン／スペイン） 

 

 
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) 

 

 
網城 安奈 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 

 
吉林 千景 (VEEX TOKYO Ladies) 

 

 
藤田 実桜 (府中アスレティックFCプリメイラ) 

 

 
北川 夏奈 (丸岡RUCKレディース) 

 
 高尾 茜利 (丸岡RUCKレディース)  

 佐藤 絵里 (SWHレディースフットサルクラブ) ※1 

 江川 涼 (バルドラール浦安ラス・ボニータス) ※1 

※1 直前合宿のみの参加                           計16名 
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 22. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名 ： 米村 尚也（よねむら なおや） 

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 

承認日 ： 2015年11月14日 

 

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

  行事名：JFAエリートプログラムU-14国内トレーニングキャンプ   

期  間：12月2日(水)～6日(日) 

場  所：鹿児島/インターナショナルゴルフリゾート京セラ 

[スケジュール］ 

12月2日(水) PM：集合/トレーニング 

12月3日(木) AM：トレーニング 

PM：練習試合 U-14日本選抜 ●2-6 神村学園高等部 

12月4日(金) AM：トレーニング 

PM：オフザピッチプログラム 

12月5日(土) AM：トレーニング 

       PM：練習試合 U-14日本選抜 ○6-2 出水中央高等学校 

12月6日(日) AM：トレーニング 

       PM：解散 

[スタッフ］ 

監 督：星原 隆昭  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ：片渕 浩一郎（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  小畑 裕馬（宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

高山 汐生（神奈川県：湘南ベルマーレU-15平塚） 

ＦＰ  田邉 光平（愛知県：名古屋グランパスU15） 

石黒 尚 （北海道：コンサドーレ札幌U-15） 

山田 太翔（宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

食野 壮磨（大阪府：ガンバ大阪ジュニアユース） 

三原 秀真（愛媛県：帝人サッカースクール） 

谷内田 哲平（新潟県：長岡ジュニアユースフットボールクラブ） 

松本 凪生（大阪府：セレッソ大阪U-15） 

佐野 陸人（静岡県：清水エスパルスジュニアユース） 

佐藤 唯斗（宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

栗田 悠巨（神奈川県：川崎フロンターレU-15） 

阿部 渓哉（新潟県：アルビレックス新潟U-15） 

川本 梨誉（静岡県：清水エスパルスジュニアユース） 
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山本 理仁（東京都：東京ヴェルディジュニアユース） 

久保 征一郎（鹿児島県：太陽スポーツクラブU-15） 

與那覇 航和（沖縄県：小禄中学校） 

山内 日向汰（神奈川県：川崎フロンターレU-15） 

吉馴 空矢（大阪府：セレッソ大阪U-15） 

狩野 奏人（静岡県：ＪＦＡアカデミー福島U15） 

吉田 晴稀（新潟県：長岡ジュニアユースフットボールクラブ） 

佐藤 幸生（広島県：サンフレッチェびんごジュニアユースフットボールクラブ） 

                                  以上 22名 

 

 24. Jヴィレッジ再生計画の件 

  Jヴィレッジは、2011年3月に発生した東日本大震災により営業を停止し、現在は原子力発電所

事故の収束拠点として東京電力株式会社に使用許諾している。 

2015年1月、福島県、地元自治体、東京電力、Jヴィレッジ、そしてJFAで組織した「Jヴィレッ

ジ復興プロジェクト委員会」により『新生Ｊヴィレッジ復興・再整備計画』が採択され、再生

の青写真が出来上がった。 

既に東京電力株式会社では、2017年度末のJヴィレッジからの完全退去を決定し、これにより復

興再生の道筋が示されたところである。2015年6月には、再整備計画を取り纏めるコンサルタン

ト会社が決定し、10月には基本設計を行う設計事務所のコンペも終了、新生Jヴィレッジの基本

設計が開始されている。そして、来年3月までには基本設計も終了し、4月には実施設計並びに

実際の建設を行うゼネコンの公募が計画されている。 

今後、生まれ変わるJヴィレッジでは、新たに120室規模の新ホテル棟やサッカーピッチ一面を

収容する全天候型サッカー場を建設する予定で、2018年7月の一部営業再開、2019年4月の全面

再開に向け、現在はセンターハウスの除染作業を行っているところである。なお、今後の原状

回復工事は東京電力株式会社の責任において実施されるが、新ホテル棟と全天候型サッカー場

は、福島県及び一般財団法人電源地域振興センターが施工主となる。 

 

 25. サッカーファミリー登録料免除措置の件 

  2014 年第 11 回理事会の決定どおり、東日本大震災の影響により被災した登録者に対する登録料

免除並びに資格の休止措置対応等の措置を、震災発生から 5 年間が経過したことを区切りと

し、2015 年度を以て終了するものとする。但し、審判登録料については以下のとおり、2015 年

度から 2016年度に更新する者の 2016年度の審判登録料は免除する。 

なお、「サッカーファミリー復興支援金」を財源とした復興支援活動は継続して実施する。 

１）チーム登録料：2015年度で免除終了 

２）機関紙購読料：2015年度で免除終了 

３）監督登録料：2015年度で免除終了 

４）選手登録料：2015年度で免除終了 

５）審判登録料：2015年度から 2016年度に更新する者の 2016年度審判登録料は免除する。 

※但し、免除範囲・免除実施等の運用は各都道府県サッカー協会の裁量に基づく。 

６）指導者登録料：2015年度で免除終了 



報告事項 

2015/12/17 第 11回理事会 

 

７）役員登録料：2015年度で免除終了 

※補足：2011 年度第 1 回理事会の決定に基づき、審判以外の登録料の免除は、2011 年度から 5

年間実施した。一方、審判の登録料は 2012 年度から実施した。従い、審判登録料の免除も 5

年間とする考えで上記のとおりとする。 

［5年間の登録料免除実績］ 

 サッカー フットサル 
審判 指導者 役員 

免除額 

（千円） チーム 監督 選手 チーム 選手 

2011 293 138 9,338 - 1,226 1,177 1,820 9 22,667 

2012 333 150 9,411 - 1,318 8,295 797 6 36,757 

2013 322 180 9,200 - 1,300 3,454 741 6 23,409 

2014 227 131 6,622 7 238 2,833 716 6 20,863 

2015 223 59 6,124 10 246 1,970 743 6 15,729 

※2015年度は 11月末日時点の数字。 

 

 


