
報告事項 

2016/11/10 第 11回理事会 

 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2016年度 第 11回理事会 

 

報告事項 

 1 FIFA評議会（10月 13日～14日開催）の件 

  10月 13日・14日に FIFA評議会がチューリッヒにて開催された。 

主な決定・報告事項は以下の通り。 

 

<FIFA 2.0: 未来へのビジョン> 

FIFA ディベロップメントオフィスの整備（アジアにおいてはニューデリー、アンマン、クアラ

ルンプールを含む 3 ヶ所）や女子サッカーの普及活動に言及した、FIFA の未来に向けてのロー

ドマップである「FIFA2.0: 未来へのビジョン」を発表 

 

＜FIFAワールドカップ 2026の招致手順＞ 

 出場チーム枠を 40 又は 48 に拡大することを検討中。来年 1 月 8 日・9 日に開催される FIFA

評議会で正式決定。 

 直近 2 大会を開催する大陸連盟（UEFA・AFC）は招致の資格無し。ただし、他大陸からの候補

が諸条件を満たせない場合は 2 大会前に開催した大陸連盟（UEFA）から立候補する資格を

FIFA評議会が付与する。 

 複数国による共催を承認。 

 競技会委員会との協議結果により、FIFA 事務局は技術的な最低条件を満たさない立候補者を

排除することが出来る。 

 

＜その他の決定・報告事項＞ 

 FIFAワールドカップ 2018の競技会規則を承認。 

 2018-2019インターナショナル女子カレンダーを承認。 

 FIFA女子ワールドカップフランス 2019の各大陸枠を承認。 

（前カナダ大会と同様、アジア枠は 5）。 

 FIFAフットボールアウォーズ 2016： 2017年 1月 9日＠チューリッヒに決定。 

 次回の FIFA総会： 2017年 5月 11日＠マナマ（バーレーン）に決定。 

 FIFA 常設委員会： 現在 26 あるものを新たに 9 の委員会として再編成。メンバーの最終リス

トは資格審査完了後に FIFA評議会に提案される。 

CONCACAFゴールドカップ 2017の日程変更を承認。 

 2016 年 4 月の震災被害を受け、日本サッカー協会から要請を受けていた支援金を承認。使用

用途は人工芝ピッチの修復。 

 Bruno de Vita氏（カナダ）を倫理委員会調査室の第二委員長代理に指名。 

 ギリシャサッカー連盟の正常化委員会を指名。 

 イスラエル／パレスチナ案件について FIFA監視委員会委員長からの現状報告。 

 

＜次回 FIFA評議会＞ 
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2016 年 12 月に日本で開催予定だった次回の FIFA 評議会は、2017 年１月 9 日・10 日に開催され

ることが決定した。2017 年以降は、FIFA 評議会が年 3 回（1 月、5 月、11 月）開催されること

になる。 

 

 2 日本代表サポーティングカンパニー契約締結の件 

  大東建託株式会社と日本代表チームのサポーティングカンパニー契約を締結した。 

 

・大東建託株式会社  

創業： 1974年 6月 20日  

事業内容： 建設・不動産業 

本社所在地： 東京都港区港南 2丁目 16番 1号 

 

※現行の以下 7社に加わり、サポーティングカンパニーは計 8社となった。 

・株式会社朝日新聞社 

・株式会社クレディセゾン 

・株式会社ファミリーマート 

・日本航空株式会社 

・ KDDI株式会社 

・株式会社みずほフィナンシャルグループ 

・ MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 

 

 3 叙勲の件 

  大仁邦彌名誉会長が、秋の叙勲で「旭日小綬章」を受章した。 

また、元日本代表監督のオシム氏が、外国人叙勲で、同じく「旭日小綬章」を受章した。 

 

 

 4 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 4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：10月 13日  

(1)   特定非営利活動法人スポーツコミュニティ磐田・ポーラスター 

            （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(2)  A-pfeile広島         （引退なし、障がい者サッカー） 

 

認定日：10月 17 日 

(1)   HalfTime             （引退なし、障がい者サッカー） 

(2)  玉野 Divell           （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

総申請件数  ：104件（10月 31日現在） 

総認定団体数：97団体 
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「引退なし」    ： 71団体 

「補欠ゼロ」    ： 76団体 

「障がい者サッカー」： 55団体 

 

 5 海外遠征申請の件 

  （1）公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-16 Jリーグ選抜 （第 2種） 

遠征期間 12月 24日～1月 1日 

遠 征 先 アメリカ/オーランド 

 

（2）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 11月 26日～12月 8日 

遠 征 先 中国/武漢 

 

（3）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道コンサドーレ札幌 U-15 （第 3種） 

遠征期間 11月 17日～11月 27日 

遠 征 先 中国/南寧 

 

（4）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都ユースフットサルリーグ選抜 （フットサル） 

遠征期間 12月 9日～12月 11日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ （第 1種） 

遠征期間 11月 30日～12月 12日 

遠 征 先 ベトナム/ビンズオン 

 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FC （第 1種） 

遠征期間 12月 17日～12月 29日 

遠 征 先 ベトナム/ホーチミン 

 

（7）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15 平塚 （第 3種） 

遠征期間 12月 10日～12月 19日 

遠 征 先 マレーシア/クアラルンプール 
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（8）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 12月 9日～12月 19日 

遠 征 先 マレーシア/クアラルンプール 

 

（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 12月 16日～12月 19日 

遠 征 先 ベトナム/ビンズオン 

 

（10）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立静岡城北高校 （第 2種） 

遠征期間 12月 22日～12月 25日 

遠 征 先 韓国/釜山 

 

（11）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 1種） 

遠征期間 11月 9日～11月 13日 

遠 征 先 ベトナム/カントー 

 

 6 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。 

 

＜インストラクター＞ 

（大会・試合） 

① FIFA U-17 Women's World Cup Jordan 2016 

期 間：9月 22日～10月 23日  

場 所：アンマン／ヨルダン 

インストラクター：上川徹、深野悦子 

② AFC U-19 Championship Bahrain 2016 

期 間：10月 10日～10月 27日 

場 所：マナマ／バーレーン 

インストラクター：山岸貴司 

 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① FIFA U-17 Women's World Cup Jordan 2016 

期 間：9月 23日～10月 23日 

場 所：アンマン／ヨルダン 

審判員：山下良美、萩尾麻衣子 
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② 女子国際親善試合（チャイニーズ・タイペイ vs.タイ） 

期 間：10月 3日～10月 6日 

場 所：チャイニーズタイペイ 

審判員：梶山芙紗子 

③ 国際親善試合（香港 vs.シンガポール） 

期 間：10月 9日～10月 12日 

場 所：香港 

審判員：岡部拓人、五十嵐泰之、田中利幸 

④ 2018 FIFA World Cup RussiaTM-Preliminary Competition Asian Zone-Final Round-

Matchday 4 

期 間：10月 8日～10月 13日 

場 所：テヘラン/イラン 

審判員：佐藤隆治、名木利幸、八木あかね、當麻政明 

⑤ AFC U-19 Championship Bahrain 2016 

期 間：10月 10日～10月 27日 

場 所：マナマ/バーレーン 

審判員：飯田淳平、越智新次 

⑥ AFC U-19 Women's Championship 2017 Qualifiers-Group B 

期 間：10月 23日～11月 2日 

場 所：ドゥシャンベ/タジキスタン 

審判員：梶山芙紗子 

 

 7 2015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 4名を、S級コーチとして認定した。 

 

氏  名 ： 福西 崇史（ふくにし たかし） 

指導チーム： スポルティング品川 

生年月日 ： 1976年 9月 1日 

資  格 ：  2014年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2015年 ～ 現在 スポルティング品川 

 

氏  名 ： 宮原 裕司（みやはら ゆうじ） 

指導チーム： アビスパ福岡 U-15監督 

生年月日 ： 1980年 7月 19日 

資  格 ：  2014年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2010年 ～ 2011 年 アビスパ福岡 U-18  コーチ  

        2011年 ～ 2013年 アビスパ福岡 U-15  監督      

        2013年 ～ 2015年 アビスパ福岡 U-18 コーチ   

        2015年 ～ 現在  アビスパ福岡 U-15 監督       
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氏  名 ： 吉田 明博（よしだ あきひろ） 

指導チーム： 高松大学サッカー部 

生年月日 ： 1975年 5月 28日 

資  格 ：  2007年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2004年 ～ 現在  高松大学サッカー部監督 

       2005年 ～ 2015年 中国四国大学選抜コーチ 

        2005年 ～ 現在    JFAナショナルトレセンコーチ（四国 GKチーフ）       

        2006年 ～ 2007年 香川県国体成年男子選抜チーム監督 

        2010年             全日本大学選抜コーチ 

 

 

氏  名 ： 依田 光正（よだ みつまさ）  

指導チーム： 名古屋グランパス U18 

生年月日 ： 1977年 8月 7日 

資  格 ：  2013年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  2007年       ザスパ草津 U15コーチ兼スクールコーチ   

2008年 ～ 2009年  ザスパ草津 U15監督兼スクールコーチ       

        2010年 ～ 2015年 ザスパ草津(2013年～ザスパクサツ群馬) 

トップチームコーチ      

        2016年 ～ 現在   名古屋グランパス U18コーチ 

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：448名（上記 4名含む） 

※ 2015年度 S級コーチ認定者数   ：21名/21名中 

 

 8 2017年度 S級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№1 

 

2017年度 S級コーチ養成講習会開催要項について、別紙のとおりとする。 

 

 9 2017年度 フットサル B級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№2 

 

2017年度フットサル B級コーチ養成講習会開催要項について、別紙のとおりとする。 

 

 10 2016年度 エリートプログラム U-14 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業の件 

  行事名：エリートプログラム U-14  JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業 

期  間：10月 26日(水)～31日(月) 

場  所：韓国/パジュナショナルフットボールセンター 
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［スケジュール］ 

10月 26日 (水)     集合・移動 

10月 27日 (木)     トレーニング 

10月 28日 (金)     トレーニング 

試合 vs U-14韓国代表 1－1 

10月 29日 (土)      トレーニング 

           オフザピッチプログラム 

10月 30日 (日)     トレーニング 

試合 vs U-14韓国代表 1－0 

10月 31日 (月）    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      手倉森 浩 （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         佐藤 孝大 （筑波大学） 

ドクター          岩倉 亮  （横浜市立大学整形外科） 

 

［選  手］ 

GK        佐々木 雅士 （柏レイソル U-15） 

鈴木 彩艶  （浦和レッズジュニアユース） 

FP        半田 陸   （モンテディオ山形ジュニアユース村山） 

具志 寛太  （那覇市立小禄中学校） 

西川 潤   （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

下川 太陽  （セレッソ大阪 U-15） 

豊福 直人  （愛媛 FC U-15） 

石橋 翔太  （アビスパ福岡 U-15） 

池端 今汰  （ジュビロ磐田 U-15） 

大和 蓮   （コンサドーレ札幌 U-15） 

藤原 優大  （青森山田中学校） 

近藤 蔵波  （セレッソ大阪 U-15） 

城水 晃太  （サンフレッチェ広島ジュニアユース） 

角 昴志郎  （東京武蔵野シティフットボールクラブ U-15） 

鈴木 海音  （ジュビロ磐田 U-15） 

植田 啓太  （横浜 F・マリノスジュニアユース） 

馬場 智己  （ヴィッセル神戸 U-15） 

小田 奏   （アルビレックス新潟 U-15） 

唐山 翔自  （ガンバ大阪ジュニアユース） 

佐古 真礼  （東京ヴェルディジュニアユース） 

 11 U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップヨルダン 2016直前合宿の件 
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    行事名： U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップヨルダン 2016直前合宿 

期  間： 9月 20日(火)～22日(木・祝) 

場  所： 静岡県静岡市 

 

［スケジュール］ 

9月20日(火) 集合 、トレーニング 

9月 21日(水) トレーニング 

トレーニングマッチ vs FCヴァーデュア三島 ●1-3 (1-1) 

9月 22日(木)  トレーニング、移動 

 

［スタッフ］ 

団長：            今井 純子       (JFA理事)※9/29～ 

監督：            楠瀬 直木       (JFAナショナルトレセンコーチ／FC町田ゼルビア) 

コーチ：          岡本 三代       (JFAナショナルトレセンコーチ／セレッソ大阪) 

GKコーチ：       小林 忍         (JFAナショナルトレセンコーチ／川崎フロンターレ) 

ドクター：        橋本 立子       (公立学校共済組合 関東中央病院)※～9/27 

ドクター：        齊藤 雅彦       (東邦大学医療センター佐倉病院)※9/27～ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ：    山口 由美子     (関西医療大学) 

ｴｷｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 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：      マンゴー・アーメル (JFA国際部) 

総務：            重松 志穂       (JFA女子部) 

 

［選  手］ 

GK      水口 茉優  (大和シルフィード U-18) 

小暮 千晶  (前橋育英高校)   

田中 桃子  (日テレ・メニーナ)※1 

DF      冨田 実侑  (岡山県作陽高校) 

金勝 里央  (浦和レッズレディースユース)※1 

小野 奈菜  (日テレ・メニーナ)※1 

脇阪 麗奈  (セレッソ大阪堺レディース) 

高平 美憂  (JFAアカデミー福島) 

牛島 理子  (日ノ本学園高校) 

MF      長野 風花  (浦和レッズレディースユース) 

野島 咲良  (セレッソ大阪堺レディース) 

         千葉 玲海菜 (藤枝順心高校)※1 

     唐橋 万結  (アルビレックス新潟レディース U-18) 

         宮澤 ひなた (星槎国際高校湘南) 

     北村 菜々美 (セレッソ大阪堺レディース) 

         宝田 沙織  (セレッソ大阪堺レディース) 

     菅野 奏音  (日テレ・メニーナ)※1 
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FW      植木 理子  (日テレ・メニーナ)※1 

     小嶋 星良  (浦和レッズレディースユース)※1 

     高橋 はな  (浦和レッズレディースユース)※1 

     遠藤 純   (JFAアカデミー福島) 

     計 21名  ※1チーム事情により 9/22合流 

 

 12 U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップ ヨルダン 2016の件  

 ①  

  

行事名： U-17日本女子代表 FIFA U-17女子ワールドカップヨルダン 2016 

期  間： 9月 22日(木・祝)～ 10月 23日(日) 

場  所： ヨルダン／アンマン 

 

［スケジュール］ 

9月23日(金)  移動、 トレーニング 

9月 24日(土) トレーニング 

 トレーニングマッチ vs U-17ベネズエラ女子代表 ◯5-0  

9月 25日(日)～29日(木) トレーニング 

9月 30日(金)  トレーニング  

オフィシャルトレーニング 

10月 1日(土) グループリーグ第 1戦 vs ガーナ ◯5-0  

10月 2日(日)  トレーニング 

10月 3日(月)  トレーニング  

オフィシャルトレーニング 

10月 4日(火)  グループリーグ第 2戦 vs パラグアイ ◯5-0 

10月 5日(水)～6日(木)  トレーニング 

10月 7日(金)  トレーニング  

オフィシャルトレーニング 

10月 8日(土)   グループリーグ第 3戦 vs アメリカ ◯3-2 (0-1) 

10月 9日(日)～12日(水)  トレーニング 

10月 13日(木)  準々決勝 vs イングランド ◯3-0 (2-0) 

10月 14日(金)～16日(日)  トレーニング 

10月 17日(月)  準決勝 vs スペイン ◯3-0 (1-0) 

10月 18日(火)～20日(木)  トレーニング 

10月 21日(金)  決勝 vs 朝鮮民主主義人民共和国 ●0-0 

10月 22日(土)  ヨルダン発 

10月 23日(日)  成田到着、インタビュー、解散 

 

［スタッフ］ 

団長：            今井 純子       (JFA理事)※9/29～ 

監督：            楠瀬 直木       (JFAナショナルトレセンコーチ／FC町田ゼルビア) 

コーチ：          岡本 三代       (JFAナショナルトレセンコーチ／セレッソ大阪) 
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GKコーチ：        小林 忍         (JFAナショナルトレセンコーチ／川崎フロンターレ) 

ドクター：        橋本 立子       (公立学校共済組合 関東中央病院)※～9/27 

ドクター：        齊藤 雅彦       (東邦大学医療センター佐倉病院)※9/27～ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ：    山口 由美子     (関西医療大学) 

ｴｷｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 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：      マンゴー・アーメル (JFA国際部) 

総務：            重松 志穂       (JFA女子部) 

 

［選  手］ 

GK        水口 茉優  (大和シルフィード U-18) 

小暮 千晶  (前橋育英高校) 

田中 桃子  (日テレ・メニーナ) 

DF       冨田 実侑  (岡山県作陽高校) 

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) 

高平 美憂  (JFAアカデミー福島) 

牛島 理子  (日ノ本学園高校) 

MF       長野 風花  (浦和レッズレディースユース) 

野島 咲良  (セレッソ大阪堺レディース) 

千葉 玲海菜 (藤枝順心高校)  

唐橋 万結  (アルビレックス新潟レディース U-18) 

宮澤 ひなた (星槎国際高校湘南) 

北村 菜々美 (セレッソ大阪堺レディース) 

宝田 沙織  (セレッソ大阪堺レディース) 

菅野 奏音  (日テレ・メニーナ) 

FW       植木 理子  (日テレ・メニーナ) 

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) 

計 21名     

 

 13 U-20日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

①  ②  

  

行事名： U-20日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間： 10月 9日(日)～13日(木) 

場 所： 静岡県御前崎市 

 

[スケジュール] 

10月 9日 (日) 集合 

10月 12日 (水) トレーニングマッチ vs 藤枝明誠高校 ●0-3 



報告事項 

2016/11/10 第 11回理事会 

 

10月 13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ナショナルトレセンコーチ/大宮アルディージャ) 

ドクター： 中村 結香子 (坂下厚生総合病院) 

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： 荒井 良 (JFAテクニカルハウス) 

総 務： 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

 

 [選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) ※1 

 
浅野 菜摘 (ちふれ ASエルフェン埼玉) 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディース) ※1 

DF 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) ※1 

 
羽座 妃粋 (日体大 FIELDS 横浜) 

 
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) 

 
守屋 都弥 (INAC神戸レオネッサ) 

 
北川 ひかる (浦和レッズレディース) ※1 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
市瀬 菜々 (ベガルタ仙台レディース) 

 
塩越 柚歩 (浦和レッズレディース) ※1 

 
宮川 麻都 (日テレ・ベレーザ) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 
水谷 有希 (筑波大学) 

 
大久保 舞 (岡山湯郷 Belle) 

 
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・ベレーザ) 

 
西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
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) 

 
上野 真実 (愛媛 FCレディース) 

 
河野 朱里 (早稲田大学)  

※1チーム事情により離脱             計 24名 

 

 

 14 JFAエリートプログラム 女子 U-14 日韓交流の件 
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 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 

 ～JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期  間： 10月 14日(金)～19日(水) 

場  所： 大阪府/堺市 

 

［スケジュール］ 

10月 14日(金) 集合、トレーニング・ミーティング 

10月 15日(土) トレーニング、vs U-14韓国女子代表 ○2－1  

10月 16日(日) トレーニング、vs 大阪学芸高校 ○2－1  

10月 17日(月) 合同トレーニング、文化交流プログラム 

10月 18日(火) トレーニング、 vs U-14韓国女子代表 ●1－2  

            フェアウェルパーティー 

10月 19日(水) トレーニング、クロージング、 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：      狩野  倫久   (JFAナショナルトレセンコーチ／SAGAWA SHIGA FC) 

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) 

ドクター：    増田 研一   (関西医療大学  ※10/14、19) 

ドクター：    柄川 武子   (エガワ診療所 ※10/15～18) 

総 務：      宮崎  英津子 (JFA女子部) 

 

［選  手］ 

GK        石田 心菜   (熊本県：益城ルネサンス熊本 FCフェニックス) 

竹下 奏彩  (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

FP       保里 あづさ (北海道：とかち FCなでしこ)※1 

中津留 彩奈 (福岡県：福岡女学院中学校サッカー部) 

河合 野乃子 (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

島田 芽依  (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

河岸 笑花  (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

田畑 晴菜 (大阪府：ヴィエントフットボールクラブとよの(JFAアカデミー堺)) 

日比野 楓菜 (愛知県：FC.フェルボール.MIMOSA)※1 

山本 柚月  (東京都：日テレ・メニーナ) 

伊東 珠梨  (三重県：FC GRANRIO SUZUKA)※1 

宮野 日和  (青森県：ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ U-15)※1 

百濃 実結香 (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

阿部 文音  (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

高良 琴音  (沖縄県：ヴィクサーレ沖縄フットボールクラブ・ナビィータ) 

嶋田 華  （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15･U-18） 

森 文佳  （兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15（JFAアカデミー堺）） 
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渕上 野乃佳 (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

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

※1 離脱 計 20名 

 

 15 日本代表候補 GKトレーニングキャンプ 

①  ②  行事名：日本代表候補 GKトレーニングキャンプ 

期 間：10月 17日(月)～19日(水) 

場 所：大阪府堺市 

 

[スケジュール] 

10月 17日 (月) 集合 

10月 19日 (水) 解散 

 

[スタッフ] 

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) 

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) 

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)  

通訳 樋渡 群 (JFA)  

通訳 羽生 直行 (JFA)  

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) 

 

[選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪) ※1 

 西川 周作  (浦和レッズ) ※1 

 林 彰洋 (サガン鳥栖)  

 シュミット・ダニエル (松本山雅ＦＣ)  

 櫛引 政敏 (鹿島アントラーズ)  

 中村 航輔 (柏レイソル)  

※1離脱                                  計 6名 
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 16 U-19日本代表 AFC U-19選手権バーレーン 2016の件 

  行事名：U-19日本代表 AFC U-19選手権バーレーン 2016 

期 間：10月 3日(月)～31日(月) 

場 所：静岡県掛川市、UAE／ドバイ、バーレーン／マナマ 

 

 [スケジュール] 

10月 3日 (月) 集合 

10月 5日 (水) 練習試合 vs. ジュビロ磐田 ◯43-0 

10月 7日 (金) UAEへ移動   

10月 10日 (月・祝) 練習試合 vs. AI Wasl Sport Club ◯3-2 

10月 11日 (火) バーレーンへ移動   

10月 14日 (金) グループステージ 第 1戦 vs. U-19イエメン代表 ◯3-0  

10月 17日 (月) グループステージ 第 2戦 vs. U-19イラン代表 △0-0 

10月 20日 (木) グループステージ 第 3戦 vs. U-19カタール代表 ◯3-0 

10月 24日 (月) 準々決勝 vs. U-19タジキスタン代表 ◯4-0 

10月 27日 (木) 準決勝 vs. U-19ベトナム代表 ○3-0 

10月 30日 (日) 決勝 vs. U-19サウジアラビア代表 ○0-0（PK 5-3） 

10月 31日 (月) 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 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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

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ｸﾞｽﾀｯﾌ／流通経済大学) 

ドクター 杉本 武 (医療法人尚信会 整形外科河村医院) 

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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 杉山 友朗 (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) 

 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) 
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DF 板倉 滉 (川崎フロンターレ) 
 

 
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) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 
MF 坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
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) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) ※1 

 
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) 

 
FW 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) 

 

 
中村 駿太 (柏レイソル U-18) 

 
※1離脱                                計 23名 

 

 17 フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 10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：10月 24日(月)～10月 26日(水) 

場 所：愛知県名古屋市 

 

 [スケジュール] 

10月 24日 (月) 集合 

10月 26日 (水) 解散 

 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA) 

ｻﾌﾞﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小森 隆弘 (JFA) 

監 督 ブルーノ・ガルシア (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 内山 慶太郎 (フウガドールすみだ) 

フィジカルコーチ 下地 達朗 (シュライカー大阪) 
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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 (名古屋オーシャンズ) 

 上原 拓也 (湘南ベルマーレ) 

FP 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪) 

 西谷 良介 (フウガドールすみだ) 

 中村 友亮 (名古屋オーシャンズ) 

 皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 諸江 剣語 (フウガドールすみだ) 

 岡村 康平 (湘南ベルマーレ) 

 星 龍太 (名古屋オーシャンズ) 

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安) 

 森村 孝志 (バサジィ大分) 

 田村 友貴 (シュライカー大阪) 

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田) 

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪) 

 宮原 勇哉 (エスポラーダ北海道) 

 清水 和也 (フウガドールすみだ) 

                                     計 18名 

 

 18 ビーチサッカー日本代表 ブラジル・UAE遠征の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 ブラジル・UAE遠征の件 

期 間：10月 17日(月)～30日(日) 

場 所：ブラジル／サントス、UAE／ドバイ 

 

[スケジュール] 

10月 17日 (月) 移動 

10月 21日 (金) Super Cup of Nations 

第 1戦 vs.ビーチサッカーブラジル代表 ●4-4（PK1-2） 

10月 22日 (土) 第 2戦 vs.ビーチサッカーイタリア代表 ○3-1 

10月 23日 (日) 第 3戦 vs.ビーチサッカーメキシコ代表 ○8-0 

10月 24日 (月) UAEへ移動 

10月 27日 (木) 練習試合 vs.ビーチサッカーハンガリー代表 ●3-4 

10月 28日 (金) 練習試合 vs.アルアハリ（UAE） ○6-2 
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10月 29日 (土) 練習試合 vs.ビーチサッカーロシア代表 ●3-3（PK2-3） 

10月 30日 (日) 帰国、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) ※1 

ドクター 平野 篤 (水戸協同病院) ※1 

ドクター 立石 智彦 (同愛記念病院) ※2 

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)  

※1 ブラジル遠征のみ帯同、※2 UAE遠征のみ帯同 

 

[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)  

 茂怜羅 オズ (Fusion)  

 大場 崇晃 (ドルソーレ北九州)  

 中原 勇貴 (アヴェルダージ熊本 BS)  

 原口 翔太郎 (Inter Japan BS)  

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州)  

 後藤 崇介 (Fusion)  

 佐藤 栄祐 (東京レキオス BS) ※1 

 坂田 淳 (アヴェルダージ熊本 BS) ※1 

※1 UAE遠征のみ参加                           計 12名 

 


