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報告事項 

 1 熊本地震義援金の件 

  以下の 9 月度理事会にて報告した金額に加え、ハリルホジッチ監督他、代表チームスタッフに

よる寄付があり、熊本地震義援金として 690,000円を追加で熊本県に寄付する。 

 

（9月度理事会報告内容） 

5 月 6 日より開設していた「熊本地震義援金口座」（全額を熊本県に振り込むもの）を、6 月

20 日にて閉鎖した。義援金口座には、6 月 20 日の段階で、総額 3,702,520 円の寄付が集まり、

それらに加え、JFA が各地で実施した募金活動でお預かりした寄付、チャリティーオークション

の売上、代表選手による寄付、5 月 11 日に佐賀/ベストアメニティスタジアムで開催した

「MS&AD カップ 2016 ～九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本～」の収

益を併せて、以下の通り、義援金として熊本県に寄付した。 

 

熊本地震義援金口座にお預かりした寄付金 3,702,520円 

募金活動 1,550,220円 

代表選手寄付 7,630,000円 

代表チーム監督・スタッフ寄付【今回追加分】 690,000円 

チャリティーオークション(SAMURAI BLUE、なでしこジャパン) 4,907,359円 

「MS&AD カップ 2016 ～九州 熊本震災復興支援チャリティーマ

ッチ がんばるばい熊本～」収益（収益の 2/3を義援金へ※） 
8,693,850円 

JFA による義援金（2016年 6月 1日に振込済み） 5,000,000円 

（合計） 32,173,949円 

※ 「MS&AD カップ 2016 ～九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本～」

の収益の 1/3は、サッカーファミリー復興支援金に寄付する。 

 

 2 AFC 理事会承認事項の件 

  9月 26日(月)に開催された AFC理事会は、以下の決定をした。 

 

・AFC 副会長（東ゾーン代表）のジャン・ジロン氏（中国）の辞任を受け、同職にチョン・モン

ギュ氏（韓国）を選任。 

 

 3 AFC 臨時総会 2016延期の件 

  9 月 27 日(火)に AFC 臨時総会がインド/ゴアにて開催される予定であったが、総会の議題が否

決されたことにより（賛成 1-反対 42）27分で閉会した。 

これに伴い、新たに 3 名の FIFA評議員を選任するための FIFA評議員選挙も見送られた。 

閉会後、緊急理事会が行われ、次回の AFC 総会までジャン・ジアン氏（中国）が AFC 理事会

の一員として選任された。 

新たな AFC総会の日程は、現在 AFCと FIFAが調整を行っている。 
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 4 大会役員 国際試合への派遣の件 

  【事後報告】 

以下の派遣は、直前に決定されたため事後報告。 

 

AFC カップ 2016 準決勝 

Johor Darul Ta'zim（マレーシア） vs. JSW Bengaluru（インド） 

試合日：9月 28日 

マッチコミッショナー：大谷 憲也 

 

 5 Jリーグ報告の件 

  （報告）資料№1 

 

(1)リーグ戦 

明治安田生命 J1 リーグ 1stステージ、2ndステージ 

明治安田生命 J2 リーグ 

明治安田生命 J3 リーグ 

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 

 

 6 オリンピック・オーダー授与の件 

  国際オリンピック委員会（IOC）より、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）名誉委

員である川淵三郎最高顧問に対して、オリンピック・オーダーが授与された。 

オリンピック・オーダーは、1906 年にクーベルタン男爵がオリンピズムの普及、発展に顕著

な功績を残した個人、団体に対して授与したことから始まった。 

日本の最初の受章者は、1964 年東京オリンピックの招致並びに大会成功に尽力した東龍太郎

元 IOC委員が 1975年に受章して以来、 現在まで 60名の方々が授与されている。 

なお、オリンピック・ オーダーは、トーマス・バッハ IOC 会長の来日に合わせて、昨日 19

日(水)開催された JOC 役員によるバッハ会長の歓迎会にて、バッハ会長より直接授与された。 

 

※1 同時に、同じく JOC 名誉委員である小野清子氏にも、オリンピック・オーダーが授与され

た。 

※2 サッカー関係者では、2012年に岡野俊一郎相談役が授与された。 

 

 7 第 96 回天皇杯全日本サッカー選手権大会 組み合わせの件 

  （報告）資料№2 

「第 96 回天皇杯全日本サッカー選手権大会」のラウンド 16 の組み合わせが、別紙の通り決定

した。 
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 8 第 38 回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 組み合わせの件 

  （報告）資料№3 

「第 38回皇后杯全日本女子サッカー選手権大会」の組み合わせが、別紙の通り決定した。 

 

 9 JFA ロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  申請者（施設所有者）：おおい町 

施設名：総合運動公園球技場（福井県大飯郡おおい町成和 2-1-1） 

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：2016年 9月 12日～2019年 9月 11日 

公認番号：第 148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。 

 

 10 JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 3 団体を「JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー」に認定した。 

 

（ ）内は賛同テーマ、序列：申込み順 

認定日：9月 16日  

(1) ストリートサッカー（補欠ゼロ） 

 

認定日：9月 30 日 

(1) ドリームチャレンジフットボールファン（補欠ゼロ） 

(2) SendaiForza（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

総申請件数 ：102件（10月 4日現在） 

総認定団体数：93団体 

「引退なし」    ： 67団体 

「補欠ゼロ」    ： 74団体 

「障がい者サッカー」： 51団体 

 

 11 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道選抜 U-12 （第 4種） 

遠征期間 11月 4日～11月 7日 

遠 征 先 韓国/ソウル 
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（2）特定非営利活動法人 山形県サッカー協会 

チ ー ム モンテディオ山形ジュニアユース U-14 （第 3 種） 

遠征期間 12月 17日～12月 26日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

 

（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-15 （第 3種） 

遠征期間 11月 26日～12月 1日 

遠 征 先 カタール/ドーハ 

 

（4）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-12 （第 4種） 

遠征期間 11月 26日～12月 1日 

遠 征 先 カタール/ドーハ 

 

（5）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 （第 3 種） 

遠征期間 11月 23日～11月 29日 

遠 征 先 UAE/ドバイ 

 

（6）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム 松本山雅 FC U-15 （第 3種） 

遠征期間 11月 20日～11月 29日 

遠 征 先 シンガポール/ウッドランズ 

 

（7）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム オイスカ FC ジュニアユース （第 3 種） 

遠征期間 12月 25日～12月 28日 

遠 征 先 韓国/水原 

 

（8）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-14 選抜 （第 3種） 

遠征期間 12月 18日～12月 26日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

 

（9）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪西 U-13 （第 3種） 

遠征期間 11月 30日～12月 5日 

遠 征 先 タイ/バンコク 
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（10） 一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 神戸フットボールクラブ ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12月 25日～12月 29日 

遠 征 先 韓国/昌寧 

 

（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～12月 29日 

遠 征 先 韓国/浦項 

 

（12）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 （第 1種） 

遠征期間 11月 14日～11月 20日 

遠 征 先 オーストラリア/シドニー 

 

（13）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム ボルク北九州 （第 1 種） 

遠征期間 11月 3日～11月 6日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

 

（14）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム アビスパ福岡 （第 2 種） 

遠征期間 12月 26日～12月 29日 

遠 征 先 韓国/釜山 

 

（15）一般社団法人 沖縄県サッカー協会 

チ ー ム 沖縄選抜 （シニア） 

遠征期間 12月 15日～12月 20日 

遠 征 先 マカオ/マカオ 

【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請。 

（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 （第 1 種） 

遠征期間 10月 3日～10月 9日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

 

（2）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム FUT6 （第 3 種） 

遠征期間 10月 7日～10月 10日 

遠 征 先 韓国/昌原 
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 12 標章使用申請の件 

  (1)公益社団法人福岡県サッカー協会 

全国高等学校サッカー選手権大会福岡県大会優勝旗 1枚 

 

 13 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。 

 

＜インストラクター＞ 

（大会・試合） 

① AFC U-14 Regional Festival of Football 2016-EAST REGION 

期 間：8月 29日～9月 11日 

場 所：北京／中国 

インストラクター：廣嶋禎数 

② 2018 FIFA World Cup Russia Preliminary Competition Asian Zone-Final Round-Second Leg 

期 間：9月 4日～7日 

場 所：瀋陽／中国 

ｱｾｯｻｰ：石山昇 

③ FIFA Futsal World Cup Colombia 2016 

期 間：9月 4日～10月 4日 

場 所：カリ／コロンビア 

ｱｾｯｻｰ：松崎康弘 

④ Asian Beach Games 2016－Beach Soccer 

期 間：9月 22日～10 月 4日 

場 所：ダナン／ベトナム 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：櫻田雅裕 

 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① FIFA Futsal World Cup Colombia 2016 

期 間：9月 3日～10月 4日 

場 所：カリ／コロンビア 

審判員：小崎知広 

② AFC U-16 Championship India 2016 

期 間：9月 14日～28日 

場 所：ゴア／インド 

審判員：木村博之、唐紙学志 

③ AFC Project Future Referees Batch 2014－Final Development Course 

期 間：9月 14日～20日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：笠原寛貴 
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④ Asian Beach Games 2016－Beach Soccer 

期 間：9月 22日～10 月 4日 

場 所：ダナン／ベトナム 

審判員：波多野祐一、佐藤誠 

 

 14 2017 年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№4 

 

 15 2017 年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№5 

 

 16 U-15 日本女子選抜 トレーニングキャンプの件 

   

  

行事名： U-15日本女子選抜 トレーニングキャンプ 

期  間 ：10月 1日(土)～ 4日(火) 

場  所 ：大阪府堺市/J-GREEN堺 

 

［スケジュール］ 

10 月 1日(土) 集合 →トレーニング、レクチャー(フィジカル、栄養調査フィードバック)、 

ミーティング 

2日(日)  トレーニング、レクチャー、ミーティング 

3日(月)  トレーニング、レクチャー、ミーティング 

4日(火)  トレーニング、ミーティング、解散 

 

［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/ナショナルトレセンコーチサブチーフ) 

コーチ：狩野 倫久 (JFAナショナルトレセンコーチ/SAGAWA SHIGA FC) 

コーチ：西村  陽介 (JFAナショナルトレセンコーチ/医療法人雨宮病院) 

コーチ：利光  ちはる (JFAナショナルトレセンコーチ/カティオーラフットボールクラブ） 

GKコーチ：西入  俊浩 (JFAナショナルトレセンコーチ) 

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) 

フィジカルコーチ：村岡 誠 (フリーフィジカルコーチ) 

ドクター：古家 信介 (豊中市立病院) 

総務：宮崎 英津子  (JFA女子部) 

主務：奈良輪  織恵  (JFA女子部) 

 

［選手］ 

GK 

小笠原 梨紗 (東京都：日テレ・メニーナ・セリアス) 

谷口 夕姫  (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

三宅 紗優  (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18 ※JFAアカデミー堺） 
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松井 里央  (富山県：富山レディースサッカークラブ) 

伊藤 七海  (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

大矢内 陽菜 (岩手県：盛岡ゼブラレディース FC) 

FP 

武田 悠   (宮城県：FCみやぎ) 

渡辺 凜   (滋賀県：オールサウス石山 SC ※JFAアカデミー堺) 

大道  奏   (愛知県：NGU名古屋 FCレディースユース) 

及川 莉子  (宮城県：FCみやぎ） 

大澤 春花  (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

寺田 妃花  (宮崎県：旭スポーツ FCジュニアユース） 

原田 えな  (東京都：日テレ・メニーナ) 

門脇 真依  (静岡県：JFAアカデミー福島) 

松本 歩音  (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

平井 杏幸  (兵庫県：INAC神戸レオンチーナ ※JFAアカデミー堺) 

一法師 央佳 (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

増永 朱里  (兵庫県：INAC神戸レオンチーナ ※JFAアカデミー堺) 

月東 優季乃 (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

小野 遥香  (静岡県：JFAアカデミー福島) 

上田 佳奈  (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

齊藤 理子  (北海道：十勝フェアスカイ リトルガールズ) 

須田 麻鈴  (長崎県：NJSS） 

青木 柚香  (京都県：京都精華女子中学校サッカー部) 

前田 佳澄  (徳島県：徳島ラティーシャ ※JFAアカデミー堺） 

森本 栞梨  (香川県：FCリフォルマ) 

富岡 千宙  (静岡県：JFAアカデミー福島） 

沖野 るせり (北海道：クラブフィールズ・リンダ) 

新田 萌夏  (大阪府：ヴィスポさやま） 

山後 玲奈  (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

渡邊 那奈  (東京都：日テレ・メニーナ・セリアス） 

浅野 綾花  (大阪府：FCヴィトーリア ※JFA アカデミー堺) 

北村 美羽  (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15） 

今藏 綾乃  (愛媛県：愛媛 FCレディース MIKAN) 

野嶋 彩未  (静岡県：藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー) 

井野 梨音  (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18) 

伊藤 彩羅  (東京都：日テレ・メニーナ) 

新井 美夕  (静岡県：JFAアカデミー福島） 

原田 采世  (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

石田 千尋  (静岡県：JFAアカデミー福島） 

大熊 環   (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

森田 美紗希 （広島県：FCバイエルン ツネイシ レディース） 
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木村 日咲  (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18) 

長江 伊吹  (富山県：富山レディースサッカークラブ） 

村岡 由梨  (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

岩井 蘭   (静岡県：JFAアカデミー福島） 

計 46名 

 

 17 日本代表 アジア最終予選（Road to Russia）9月の件 

  行事名：アジア最終予選 (Road to Russia) 

期 間：8月 28日(日)～9月 6日(火) 

場 所：埼玉県、タイ 

 

[スケジュール] 

8月 28 日 (日) 集合 

9月 1日 (木) アジア最終予選 (Road to Russia) 

vs.UAE 代表 ●1－2 

9月 6日 (火) アジア最終予選 (Road to Russia) 

vs.タイ代表 ◯2－0、試合後解散 

 

[スタッフ] 

団長 西野 朗 （JFA技術委員長)  

ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 （JFA技術委員) 

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 ｴﾝｳﾞｪﾙ・ﾙｸﾞｼｯﾁ （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) 

ドクター 香取 庸一 （東京医科大学) 

ドクター 土肥 美智子 （国立スポーツ科学センター) 

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)  

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 （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)  

ﾁｰﾑ統括 湯川 和之 （JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 （JFA代表チーム部) 

主 務 秋江 昌司 （JFA代表チーム部) 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

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) 

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) 

宿泊・輸送 高橋 健一 （西鉄旅行株式会社) 

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 （株式会社 シミズオクト) 

 

[選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪)  

 西川 周作  (浦和レッズ)  

 林 彰洋 (サガン鳥栖)  

DF 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア) ※1 

 槙野 智章 (浦和レッズ) ※1 

 森重 真人 (ＦＣ東京)  

 太田 宏介 (SBVフィテッセ/オランダ)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド)  

 丸山 祐市 (ＦＣ東京) ※2 

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス)  

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/ドイツ)  

 植田 直通 (鹿島アントラーズ) ※2 

 昌子 源 (鹿島アントラーズ) ※3 

 遠藤 航 (浦和レッズ) ※2 

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 (セビージャ/スペイン)  

 山口 蛍 (セレッソ大阪)  

 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

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)  

 小林 悠 (川崎フロンターレ)  

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ)  

 宇佐美 貴史 (アウクスブルク/ドイツ)  

 武藤 嘉紀 (1.FSVマインツ 05/ドイツ)  

 浅野 拓磨 (VfBシュツットガルト/ドイツ)  

※1不参加 ※2選手変更 ※離脱  

 

                                     計 27名 

 

 18 日本代表 アジア最終予選（Road to Russia）10月の件 
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  行事名：アジア最終予選 (Road to Russia) 

期 間：10月 2日(日)～11日(火) 

場 所：埼玉県、オーストラリア 

 

[スケジュール] 

10月 2日 (日) 集合 

10月 6日 (木) アジア最終予選 (Road to Russia)  

vs.イラク代表 ○2－1 

10月 11 日 (火) アジア最終予選 (Road to Russia) 

Vs.オーストラリア代表 △1－1、試合後解散 

 

[スタッフ] 

団長 西野 朗 (JFA技術委員長) 

ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (JFA技術委員) 

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 手倉森 誠 (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 ｴﾝｳﾞｪﾙ・ﾙｸﾞｼｯﾁ (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) 

ドクター 香取 庸一 (東京医科大学) 

ドクター 土肥 美智子 (国立スポーツ科学センター) 

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)  

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 後関 慎司 (東京ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

通訳 樋渡 群 (JFA)  

通訳 羽生 直行 (JFA)  

通訳 茂木 哲也 (Emi TRAVEL PARIS)  

ﾁｰﾑ統括 湯川 和之 (JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部) 

主 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) 

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) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 (株式会社 シミズオクト) 

[選  手] 
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GK 川島 永嗣 (FCメス/フランス)  

 東口 順昭 (ガンバ大阪)  

 西川 周作  (浦和レッズ)  

DF 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア) ※3 

 槙野 智章 (浦和レッズ)  

 森重 真人 (ＦＣ東京)  

 太田 宏介 (フィテッセ/オランダ)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド)  

 丸山 祐市 (ＦＣ東京)  

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス) ※3 

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/ドイツ)  

 植田 直通 (鹿島アントラーズ)  

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)  

 永木 亮太 (鹿島アントラーズ)  

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ)  

 清武 弘嗣 (セビージャ/スペイン)  

 山口 蛍 (セレッソ大阪)  

 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

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)  

 小林 悠 (川崎フロンターレ)  

 齋藤 学 (横浜 F･マリノス) ※2 

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ)  

 宇佐美 貴史 (FCアウクスブルク/ドイツ） ※1 

 武藤 嘉紀 (1.FSVマインツ 05/ドイツ) ※1 

 浅野 拓磨 (VfBシュツットガルト/ドイツ)  

※1不参加 ※2選手変更 ※離脱                           

計 27名 

 

 19 U-19 日本代表 海外遠征の件 

  行事名：U-19日本代表 海外遠征 

期 間：8月 28日(日)～9月 8日(木) 

場 所：フランス、UAE 

 

 [スケジュール] 

8月 28 日 (日) 集合、出発 

8月 31 日 (水) 国際親善試合第 1戦 vs.U-19フランス代表 ○3-0 

9月 3日 (土) 国際親善試合第 2戦 vs.U-19フランス代表 ●1-4  
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9月 7日 (水) 国際親善試合第 3戦 vs.U-19UAE代表 ○4-2 

9月 8日 (木) 帰国、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 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 小粥 智浩 (JFAナショナルコーチングスタッフ/流通経済大学) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 (JFA) 

ドクター 諸岡 孝俊 (兵庫医科大学病院) 

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) 
 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

 

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
DF 中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ) 

 

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-18) 

 
MF 坂井 大将 (大分トリニータ) ※1 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 

 
原 輝綺 (市立船橋高校) 

 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) ※2 

FW 垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 
 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1不参加 ※2選手変更                          計 24名 
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 20 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：9月 25日(日)～26日(月) 

場 所：東京都内 

 

 [スケジュール] 

9月 25 日 (日) 集合 

9月 26 日 (月) 練習試合 vs.日本体育大学 ○3-2 

  
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 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 寺門 大輔 (JFA) 

ドクター 諸岡 孝俊 (兵庫医科大学病院) 

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) 
 

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) ※1 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) ※2 

DF 板倉 滉 (川崎フロンターレ) 
 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
小島 雅也 (ベガルタ仙台) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 

 
古賀 太陽 (柏レイソル U-18) 

 
MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 

 

 
坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) 

 

 
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) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
原 輝綺 (市立船橋高校) 

 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) 

 
FW 垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) ※1 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 
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中村 駿太 (柏レイソル U-18) ※1 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪) ※2 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) ※2 

※1は※2に選手変更                          計 22名 

 

 21 U-16 日本代表 AFC U-16選手権インド 2016の件 

  行事名：U-16日本代表 AFC U-16選手権インド 2016 

期 間：9月 7日(水)～10月 1日(土) 

場 所：茨城県、インド/ゴア 

 

 [スケジュール] 

9月 7日 (水) 集合 

9月 9日 (金) 練習試合 vs. 鹿島アントラーズユース ◯1-0 

練習試合 vs. 水戸ホーリーホックユース △3-3 

9月 11 日 (日) 移動   

9月 16 日 (金) グループステージ 第 1戦 vs. U-16ベトナム代表 ◯7-0  

9月 19 日 (月・祝) グループステージ 第 2戦 vs. U-16キルギス代表 ◯8-0 

9月 22 日 (木・祝) グループステージ 第 3戦 vs. U-16オーストラリア代表 ◯6-0 

9月 25 日 (日) 準々決勝 vs. U-16 UAE代表 ◯1-0 

9月 29 日 (木) 準決勝 vs. U-16イラク代表 ●2-4 

10月 1日 (土) 帰国、解散 

 

 [スタッフ] 

団長 西野 朗 (JFA技術委員長) 

ﾕｰｽﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 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) 

GKコーチ 高桑 大二朗 (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) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 中馬 健太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ／ジュビロ磐田) 

ドクター 戸祭 正喜 (医療法人川崎病院) 

ドクター 山本 祐司 (弘前大学医学部附属病院) 

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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 杉山 友朗 (JFA代表チーム部) 

 

 [選  手] 

GK 青木 心 (JFA アカデミー福島 U18) 
 

 
大内 一生 (横浜 FCユース) 
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谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

 
DF 作田 龍太郎 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

 
菊地 健太 (JFA アカデミー福島 U18) 

 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスユース) 

 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U18) 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-18) ※1 

 
関川 郁万 (流通経済大学付属柏高校) ※2 

 
桂 陸人 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
 西尾 隆矢 (セレッソ大阪 U-15) ※3 

MF 平川 怜 (FC 東京 U-18)  

 鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-18)  

 福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-18)  

 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18)  

 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C. U-18)  

 瀬畠 義成 (JFA アカデミー福島 U18) ※1 

 谷本 駿介 (セレッソ大阪 U-18)  

 松本 凪生 (セレッソ大阪 U-15) ※4 

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪 U-18)  

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスユース)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース)  

 久保 建英 (FC 東京 U-18)  

※1離脱 ※2は※3に選手変更 ※3は※4に選手変更                             

計 25名 

 

 22 日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：9月 4日(日)～7日(水) 

場 所：千葉県 

 

[スケジュール] 

9月 4日 (日) 集合 

9月 6日 (火) 練習試合 vs.江戸川大学（男子） ●0-4 

9月 7日 (水) 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 大橋 昭好  (JFAナショナルトレセンコーチ) 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (早稲田大学) 

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 中野 江利子 (JFA) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三宅 明子 (筑波大学 スポーツ R＆コア) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

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 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)  

総務 池田 千佳子 (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 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）  

 中村 楓 （アルビレックス新潟レディース） ※1 

 佐々木 繭 （ベガルタ仙台レディース）  

 高木 ひかり （ノジマステラ神奈川相模原） ※1 

 村松 智子 （日テレ・ベレーザ）  

MF 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）  

 中島 依美 （INAC神戸レオネッサ）        

 國澤 志乃 （AC長野パルセイロ・レディース）  

 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） ※1 

 千葉 園子 （ASハリマアルビオン）  

 京川 舞 （INAC神戸レオネッサ）  

 中里 優 （日テレ・ベレーザ）  

FW 有町 紗央里 （ベガルタ仙台レディース） ※1 

 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）  

 増矢 理花 （INAC神戸レオネッサ）  

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 伊藤 美紀 （INAC神戸レオネッサ）  

※1 不参加                                 

計 21名 

 

 23 U-18 日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：U-18日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：9月 11日(日)～14日(水) 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

場 所：大阪府 

 

 [スケジュール] 

9月 11 日 (日) 集合 

9月 13 日 (火) トレーニングマッチ vs. 興国高校 ●0-9 

9月 14 日 (水) 解散 

 

[スタッフ] 

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) 

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) 

ドクター 西尾 啓史 (順天堂大学医学部付属順天堂医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (JFA) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (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 福田 まい (藤枝順心高校) 
 

 
西中 麻穂 (セレッソ大阪堺レディース) 

 

 
スタンボー 華 (JFAアカデミー福島) 

 
DF 宮川 麻都 (日テレ・ベレーザ) 

 

 
熊谷 明奈 (十文字高校)  

 
常田 菜那 (大商学園高校) 

 

 
石田 菜々海 (常葉学園橘高校) 

 

 
長嶋 玲奈 (浦和レッズレディースユース) 

 
MF 今井 裕里奈 (日体大 FIELDS 横浜) ※1 

 
木崎 あおい (浦和レッズレディース) 

 

 
福田 ゆい (藤枝順心高校) 

 

 
村上 真帆 (十文字高校) 

 

 
平田 舞 (JFAアカデミー福島) 

 

 
平塚 万貴 (日ノ本学園高校) 

 

 
佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) ※2 

 
千野 七海 (アルビレックス新潟レディース U-18) 

 
FW 児野 楓香 (日体大 FIELDS 横浜) 

 

 
玉櫻 ことの (セレッソ大阪堺レディース) 

 

 
山田 仁衣奈 (早稲田大学) 

 

 
小澤 寛 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 

 
島袋 奈美恵 (前橋育英高校) 

 

 
目原 莉奈 (日ノ本学園高校) 

 

 
北方 沙映 (岡山県作陽高校)  

 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

※1不参加 ※2離脱                                   

計 23名 

 24 ビーチサッカー日本代表 国際親善試合の件 

   

行事名：ビーチサッカー日本代表 国際親善試合 

期 間：9月 12日(月)～18 日(日) 

場 所：兵庫県 

 

[スケジュール] 

9月 12 日 (月) 集合 

9月 17 日 (土) 国際親善試合 第 1戦 vs.ビーチサッカータヒチ代表 ○5-2 

9月 18 日 (日) 国際親善試合 第 2戦 vs.ビーチサッカータヒチ代表 ○5-1 

 

[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) 

ドクター 植村 健太 (きぬ医師会病院) 

ドクター 柳澤 洋平 (筑波大学附属病院) 

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 渡邉 大 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア沖縄) 

 河合 雄介 (ソーマプライア沖縄) 

FP 田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 磯 裕章 (ソーマプライア沖縄) 

 後藤 崇介 (Fusion) 

 茂怜羅 オズ (Fusion) 

 佐藤 栄祐 (東京レキオス BS) 

 原口 翔太郎 (Inter Japan BS) 

 松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 中原 勇貴 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

                   計 12名 

 

 25 ビーチサッカー日本代表 第 5回アジアビーチゲームズの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 第 5回アジアビーチゲームズ 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

期 間：9月 19日(月･祝)～10月 3日(月) 

場 所：ベトナム／ダナン 

 

[スケジュール] 

9月 19 日 (月･祝) 移動 

9月 22 日 (木･祝) 練習試合 vs.ビーチサッカーベトナム代表 ○3-1 

9月 25 日 (日) グループステージ第 1戦 vs.ビーチサッカーアフガニスタン代表 

○11-0 

9月 27 日 (火) グループステージ第 2戦 vs.ビーチサッカー中国代表 ○7-2 

9月 29 日 (木) 準々決勝 vs.ビーチサッカーUAE代表 ○6-2 

9月 30 日 (金) 準決勝 vs.ビーチサッカーレバノン代表 ○6-5 

10月 2日 (日) 決勝 vs.ビーチサッカーオマーン代表 ○4-3 

10月 3日 (月) 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) 

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 渡邉 大 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア沖縄) 

 河合 雄介 (ソーマプライア沖縄) 

FP 田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 後藤 崇介 (Fusion) 

 茂怜羅 オズ (Fusion) 

 原口 翔太郎 (Inter Japan BS) 

 松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 中原 勇貴 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

               計 10名 

 

 26 2016 年度 エリートプログラム U-13 スペイン遠征の件 

 

 

 

  

行事名：エリートプログラム U-13 スペイン遠征 

期  間：9月 14日(水)～20 日(火) 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

場  所：スペイン/マドリード 

 

 

［スケジュール］ 

9月 14日 (水)    集合・移動 

9月 15日 (木)    トレーニング 

9月 16日 (金)    予選第 1戦 vs. アトレチコ マドリード（スペイン）    ◯1-0 

         予選第 2戦 vs.  クラスノダール（ロシア）        △0-0 

         予選第 3戦 vs.  レガネス（スペイン）          ◯5-0 

9月 17日 (土)     予選第 4戦 vs. 北アイルランド選抜（北アイルランド）   △1-1 

予選第 5 戦 vs.  ブレンビー（デンマーク）        ◯3-0 

順位決定トーナメント vs. スポルティング（ポルトガル） ◯1-0 

順位決定トーナメント vs. FCノアシェラン（デンマーク） ●0-2 

9月 18日 (日)    順位決定トーナメント vs. セヴィージャ（スペイン）     ◯1-0 

オフザピッチプログラム 

9月 19日 (月・祝)    移動 

9月 20日 (火)     帰国・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      星原 隆昭  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

GKコーチ         植田 元輝  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ         佐藤 孝大  （筑波大学） 

ドクター          天野 大   （大阪労災病院 スポーツ整形外科） 

 

［選  手］ 

GK        福井 ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 明 ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ（清水エスパルスジュニアユース） 

高橋 楓       （鹿島アントラーズつくばジュニアユース） 

FP        木戸 柊馬      （コンサドーレ札幌 U-15） 

中村 尚輝      （サガン鳥栖 U-15） 

小室 愛樹      （川崎フロンターレ U-15） 

植田 陸斗      （京都サンガ F.C.U-15） 

本田 真斗      （ベガルタ仙台ジュニアユース） 

福原 陽向      （鹿島アントラーズつくばジュニアユース） 

佐藤 大晴      （名古屋グランパス U15） 

吉田 来綺      （FCリフォルマ） 

清水 和馬      （静岡学園中学校） 

高橋 蒼天      （アルビレックス新潟 U-15） 

山本 凜       （ファジアーノ岡山 U-15） 

安田 虎士朗     （FC東京深川 U-15） 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

山根 陸       （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

中村 仁郎      （ガンバ大阪ジュニアユース） 

恒岡 大雄      （セレッソ大阪 U-15） 

根木 賢聖      （セレッソ大阪 U-15） 

 

 27 2016 年度 エリートプログラム U-14 AFC U-14フェスティバルの件 

 

 

 

 行事名：エリートプログラム U-14 AFC U-14フェスティバル 

期  間：9月 4日(日)～11日(日) 

場  所：中国/北京 

 

［スケジュール］ 

9月 4日 (日)    集合・移動 

9月 5日 (月)    トレーニング 

9月 6日 (火)    トレーニング 

9月 7日 (水)    第 1戦 vs. U-14北マリアナ諸島代表 ◯17-0 

第 2戦 vs. U-14韓国代表 ●0-5 

9月 8日 (木)    トレーニングマッチ vs. U-14中国代表 ◯3-0 

オフザピッチプログラム 

9月 9日 (金)    トレーニング・第 3戦 vs. U-14モンゴル代表 ◯14-0 

9月 10日(土)     トレーニング・第 4戦 vs. U-14グアム代表 ◯11-0 

9月 11日(日）   帰国・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      遠藤 善主 （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） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ         有江 卓  （筑波大学） 

ドクター          今井 宗典 （横浜市立大学整形外科） 

 

［選  手］ 

GK        岡山 崇人  （ベガルタ仙台ジュニアユース） 

佐々木 雅士 （柏レイソル U-15） 

FP        山内 翔   （ヴィッセル神戸伊丹 U-15） 

荒木 遼太郎 （ロアッソ熊本ジュニアユース） 

下川 太陽  （セレッソ大阪 U-15） 

豊福 直人  （愛媛 FC U-15） 

古薗 汰久己 （JFAアカデミー福島 U15） 

国府田 宗士 （鹿島アントラーズつくばジュニアユース） 

石橋 翔太  （アビスパ福岡 U-15） 

大和 蓮   （コンサドーレ札幌 U-15） 



報告事項 

2016/10/20 第 10回理事会 

 

藤原 優大  （青森山田中学校） 

城水 晃太  （サンフレッチェ広島ジュニアユース） 

竹内 陽大  （カターレ富山 U-15） 

角 昴志郎  （東京武蔵野シティフットボールクラブ U-15） 

石谷 光基  （名古屋グランパス U15） 

鈴木 海音  （ジュビロ磐田 U-15） 

中野 桂太  （京都サンガ F.C.U-15） 

植田 啓太  （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

 

 


