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 1 西野朗理事 退任の件 

  4月 6日付けで西野朗理事より理事及び技術委員長辞任の申し出があったため、受理した。 

 

 2 SAMURAI BLUE（日本代表）監督の件 

  4月 7日付けで、SAMURAI BLUE（日本代表）監督のヴァイッド・ハリルホジッチ氏及びコーチのジ

ャッキー・ボヌベー氏、フィジカルコーチのシリル・モワンヌ氏、GK コーチのエンヴェル・ルグ

シッチ氏との契約を解除し、西野朗氏を新監督とすることを決定した。 

 

 3 SAMURAI BLUE（日本代表）コーチングスタッフ選任の件 

  （報告）資料№1 

2018FIFAワールドカップロシアに出場する SAMURAI BLUE（日本代表）のコーチングスタッフを以

下の通り新たに選任した。 

なお、森保コーチは U-21 日本代表監督との兼務となるため、SAMURAI BLUE（日本代表）と U-21

日本代表の活動が重なった場合は、横内昭展 U-21 日本代表コーチが U-21 日本代表の監督を代行

する。 

 

コーチ： 森保 一  (U-21日本代表監督) 

GKコーチ： 下田 崇  (U-21日本代表 GK ｺｰﾁ) 

コンディショニングコーチ： 小粥 智浩 (U-19/U-16日本代表ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ) 

 

*参考 

監督 西野 朗   

コーチ 手倉森 誠  

コーチ： 森保 一   

GKコーチ： 浜野 征哉  

GKコーチ： 下田 崇  

コンディショニングコーチ： 早川 直樹  

コンディショニングコーチ： 小粥 智浩 

  
 

 4 FIFAカウンシル（3月 16日開催）の件  

  3月 16日（金）に FIFAカウンシルがコロンビア・ボゴタで開催された。主な決定・報告事項は以

下の通り。 

＜決定・報告事項＞ 

 2018 FIFAワールドカップ全試合でのビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の導入。 

 2018 FIFAワールドカップの大会規則の修正。修正点は以下 3点。 

- 全試合での VAR 導入 



報告事項 

2018/4/12 第 5回理事会 

 

- 延長戦突入の場合の選手交代枠（1）の追加 

- テクニカルエリアに於ける指導目的での情報伝達及びデータ送信の許可。 

 2019年開催のユース国際大会開催地。 

- FIFA U-20ワールドカップ 2019：ポーランド 

- FIFA U-17ワールドカップ 2019：ペルー 

 2026ワールドカップのホスト決定投票方法。 

 2017 年度の FIFA 年次報告書。2017 年度は予算比 3 億 US ドル収益改善。2015-2018 期では 1

億 USドルの黒字となる見込み。 

 選手の地位と移籍に関する規則の修正。 

＜その他＞ 

 FIFA女子ワールドリーグについては、更なる精査が必要として次回継続審議へ。 

 ユース国際大会は男女とも現行のまま U-17、U-20の隔年開催とする。 

＜今後の FIFAカウンシル及び FIFAコングレス＞ 

 次回 FIFA評議員会は 2018年 6月 10日、第 68回 FIFA総会は 6月 13日、ともに 2018ワール

ドカップの前にロシア・モスクワにて開催予定。 

 第 8回 FIFAカウンシルは 2018年 10月 25日～26日にルワンダ・キガリにて開催確定。 

 第 69回 FIFAコングレスは FIFA女子ワールドカップ開幕前日の 2019年 6月 6日にフラン

ス・パリにて開催合意。 

 

 5 AFC理事会（3月 20日開催）の件 

  3 月 20 日（火）に AFC 理事会がマレーシア・クアラルンプールで開催された。主な決定・報告事

項は以下の通り。 

＜決定・報告事項＞ 

 2018 年 2 月 1 日に開始された商業権入札は外部監査会社のデロイトだけでなく独立監視グル

ープによるモニタリングも行う。デロイトは AFC 事務局と入札者間のプロセス管理と運用

を、独立監視グループは AFC 事務局と外部監査会社間のプロセス管理と運用をそれぞれ監視

する。本グループは AFC の監査・コンプライアンス委員会、財務委員会、マーケティング委

員会のメンバーで構成。入札は 2018年 3月 29日に終了する。 

 クウェートサッカー協会（KFA）とパキスタンサッカー協会（PFF）の資格停止、及びイラク

での国際試合開催禁止処分がそれぞれ解除された。 

 AFC総会は 2018 年 10月 31日にクアラルンプールで開催予定。 

 

 6 EAFF総会（3月 30日開催）の件 

  3月 30日（金）に EAFF総会が韓国・釜山で開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜決定・報告事項＞ 

 2018-2020の EAFF理事会メンバーが、以下の通り決定された。 

会長：Mong Gyu CHUNG（韓国） 

副会長：Martin HONG（香港） 

副会長：田嶋幸三（日本） 

副会長：SUN Wen（中国） 
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理事：LIN Yong-Cheng（チャイニーズタイペイ） 

理事：George LAI（グアム） 

理事：HAN Un Gyong（DPRコリア） 

理事：Daniel De SOUSA(マカオ) 

理事：Ganbataar AMGALANBAATAR（モンゴル） 

理事：Jerry TAN（北マリアナ諸島） 

 

 7 日本人指導者海外派遣の件 

  （報告）資料№2 

下記各国サッカー協会からの要請を受け、アジア貢献事業の一環として、下記指導者、派遣先連

盟との契約を更新する。 

＜契約更新＞ 

派遣指導者：古賀 琢磨 (こが たくま)  

派遣先協会：ミャンマーサッカー連盟（MFF） 

資  格： JFA S級コーチライセンス （2006年取得） 

役  職： ミャンマーアカデミ－（マンダレー）監督 

契約期間： 2018年 5月 1日～2020年 1月 31 日 

費用負担:  [JFA] 給与一部及び傷害保険料 （国際交流基金による助成案件） 

[MFF]  給与一部、住居、国内移動車両、日本-ミャンマー間の航空券 

略  歴： 添付別紙の通り 

 

 

 8 大会役員 国際試合への派遣の件 

 

 

 

 AFCカップ 2018 グループステージ 

タンピネス・ローバース FC（シンガポール）vs.ペルシジャ・ジャカルタ 

ペルシジャ・ジャカルタ（インドネシア） 

試合日： 4月 24日 

マッチコミッショナー： 五香 純典 

 

AFCカップ 2018 グループステージ 

タインホア（ヴェトナム） vs. ヤンゴン・ユナイテッド FC（ミャンマー） 

試合日： 4月 25日 

マッチコミッショナー： 大谷 憲也 

 

AFCカップ 2018 グループステージ 

FKアルティン・アシル（トルクメニスタン） vs. FKアハル（トルクメニスタン） 

試合日： 4月 25日 

マッチコミッショナー： 北村 俊 
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 9 Ｊリーグ報告の件 

  （報告）資料№3 

(1) リーグ戦 

明治安田生命Ｊ１リーグ 

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 

(3) スーパーカップ 

結果、入場者数は別紙の通り 

 

 10 天皇杯 JFA 第 98回全日本サッカー選手権大会 1･2回戦組み合わせの件 

  1･2回戦の組み合わせが決定した。 

 

 11 指導者ライセンス認定の件 

  指導者に関する規則第 4 条「ライセンスの認定」にもとづき、JFA S 級コーチ養成講習会を修了

し、技術委員会が適格と認めた者に対し、ライセンスを認定した。 

氏  名 ： 白井 貞義（しらい さだよし）         

指導チーム： ザスパクサツ群馬レディース 

生年月日 ： 1981年 1月 4日 

資  格 ： 2016年 JFA A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 2001年～2009年 アスキーFC Jr 監督 

山形地区トレセン、山形県トレセン 

2002年～2005年 東北トレセン 

        2009 年～2011年 ザスパ草津 SS嬬恋 U-12 監督 

        2011 年～2013年 ザスパ草津 U-15吾妻 監督 

        2013 年～2014年 ザスパクサツ群馬 U-15 コーチ 

2014年           ザスパクサツ群馬 U-15 監督 

2015年～現在   群馬県 U-15 女子トレセン 

       2015年～現在   ザスパクサツ群馬レディース 監督 

 

氏  名 ： 西川 周吾（にしかわ しゅうご） 

指導チーム： 北陸大学サッカー部 

生年月日 ： 1977年 5月 27日 

資  格 ： 2015年 JFA A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 2008年～2011年  北陸大学サッカー部 コーチ 

2011年～現在   北陸大学サッカー部 監督 

 

氏  名 ： 船越 優蔵 （ふなこし ゆうぞう） 
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指導チーム： JFAアカデミー福島 U-18 

生年月日 ： 1977年 6月 12日 

資  格 ： 2013年 JFA A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 2011年～2012年 アルビレックス新潟ジュニアユース U-13/U-14 監督 

        2013 年～2014年 ザスパクサツ群馬 コーチ 

        2015 年～     JFAアカデミー福島 U-14/U-15/ユース B 監督 

 

氏  名 ： 的場 千尋（まとば ちひろ） 

指導チーム： 福山大学学友会サッカー部 

生年月日 ： 1980年 2月 26日 

資  格 ： 2010年 JFA A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 2005年～現在  福山大学学友会サッカー部 コーチ 

        2008～2009年 広島県国体選抜（成年男子） コーチ 

2009～2010年 DENSO CUP中国・四国大学選抜 コーチ 

        2011～2012年 DENSO CUP中国・四国大学選抜 監督 

2013～2015年 DENSO CUP中国・四国大学選抜 コーチ 

2014～2016年 広島県国体選抜（成年男子） 監督             

        2016 年     DENSO CUP中国・四国大学選抜 監督 

U-19全日本大学選抜 コーチ 

        2017 年     DENSO CUP中国・四国大学選抜 コーチ 

        2018 年     DENSO CUP全日本大学選抜 コーチ 

                全日本大学選抜 コーチ 

 

現 JFA S級コーチライセンス保持者数：466名（上記 4名含む） 

※2017年度 JFA S級コーチ認定者数  ：5名/20名中 2018年 3月 28日現在 

 

 12 指導者ライセンス認定の件 

  （報告）資料№4①②③ 

指導者に関する規則第 4 条［ライセンスの認定］にもとづき、次の指導者養成講習会を修了し、

技術委員会が適格と認めた者に対し、ライセンスを認定した。 

・2017年度 JFA A級コーチジェネラル養成講習会 

 ・2017年度 JFA A 級コーチ U-15養成講習会 

 ・2017年度 JFA A 級コーチ U-12養成講習会 

 

 13 2018年度 エリートプログラム U-14トレーニングキャンプの件  

 

 

 

 行事名：エリートプログラム U-14トレーニングキャンプ 

期  間：3月 8日(木)～12日(月) 

場  所：静岡/御前崎 

 

［スケジュール］ 
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3月 8日 (木)             集合 

                   トレーニング 

3月 9日 (金)    トレーニング 

3月 10日 (土)         練習試合 vs. 浜名高校 ●0-3 

オフザピッチプログラム 

3月 11日 (日)    トレーニング 

      練習試合 vs. 清水エスパルスジュニアユース ●1-2 

3月 12日 (月)    トレーニング 

               解散 

 

［スタッフ］ 

監督 有馬 賢二（ありま けんじ）    JFAナショナルトレセンコーチ 

コーチ 濱崎 芳己（はまさき よしみ）   JFAナショナルトレセンコーチ 

コーチ 藤山 竜仁（ふじやま りゅうじ）     FC東京 

GKコーチ 川俣 則幸（かわまた のりゆき） 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（さとう たかひろ）  JFAテクニカルハウス 

 ドクター 森本 将太（もりもと しょうた） 兵庫医科大学 整形外科             

総務 施  澤西（しい ぜくしぃ）   JFA技術部 

主務        楢崎 克之（ならさき かつゆき） JFA技術部 

 

［選 手］ 

GK 松原 快晟 （まつばら かいせい）  カマタマーレ讃岐 U-15 

 辻  大成 （つじ たいせい）    東京武蔵野シティフットボールクラブ U-15 

FP 日野 壱柊 （ひの いっしゅう）    愛媛 FC U-15 

  小原 由敬 （おばら よしたか）   横浜 F・マリノスジュニアユース 

  後藤 啓太 （ごとう けいた）     清水エスパルスジュニアユース 

坂井 駿也 （さかい しゅんや）   ソレッソ熊本 

牧田 拓樹 （まきた ひろき）    JFAアカデミー福島 U15 

末谷 誓梧 （すえたに せいご）  セレッソ大阪 西 U-15 

松村 晃助   (まつむら こうすけ)  横浜 F・マリノスジュニアユース 

十河 拓平 （そごう たっぺい）   刈谷 JY 

岩田 桂立  （いわた けいたつ）   カターレ富山 U-15 

西野 奨太 （にしの しょうた）   北海道コンサドーレ札幌 U-15 

小林 亮太 （こばやし りょうた）  ベガルタ仙台ジュニアユース 

安部 大晴 （あべ たいせい）    V・ファーレン長崎 U-15 

緒方 夏暉 （おがた なつき）     セレッソ大阪 U-15 

北野 颯太 （きたの そうた）    セレッソ大阪 U-15 

岩崎 壮真 （いわさき そうま）    東京ヴェルディジュニアユース 

相徳 青伊 （あいとく せい）      横浜 F・マリノスジュニアユース追浜 

岡  航平 （おか こうへい）    ジュビロ磐田 U-15 
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永石  大和 （ながいし やまと）   ファジアーノ岡山 Ｕ-15 

大迫 塁  （おおさこ るい）    神村学園中等部サッカー部 

桒原 陸人  (くわはら りくと)    ガンバ大阪ジュニアユース 

 

 14 日本代表 国際親善試合および KIRIN CHALLENGE CUP 2018 in EUROPEの件 

  行事名：日本代表 国際親善試合および KIRIN CHALLENGE CUP 2018 in EUROPE 

期 間：3月 19日(月)～27日(火) 

場 所：ベルギー/ブリュッセル 

[スケジュール] 

3月 19日 (月) 集合 

3月 23日 (金) 国際親善試合 

vs. マリ代表 △1-1 

3月 27日 (火) KIRIN CHALLENGE CUP 2018 in EUROPE 

vs. ウクライナ代表 ●1-2、解散  

 

[スタッフ] 

団 長 西野 朗 (JFA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 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 池田 浩 (JFA スポーツ医学委員会/順天堂大学医学部

附属順天堂医院) 

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) 

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 知元 明洋 (JFAマーケティング部) 
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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 川島 永嗣 (FCメス/フランス)  

 東口 順昭 (ガンバ大阪)  

 中村 航輔 (柏レイソル)  

DF 長友 佑都 (ガラタサライ SK /トルコ)  

 槙野 智章 (浦和レッズ)  

 森重 真人 (ＦＣ東京)  

 宇賀神 友弥 (浦和レッズ)  

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス) ※1 

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/ドイツ) ※2 

 車屋 紳太郎 (川崎フロンターレ)  

 昌子 源 (鹿島アントラーズ)  

 遠藤 航 (浦和レッズ)  

 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)  

 山口 蛍 (セレッソ大阪)  

 森岡 亮太 (RSC アンデルレヒト/ベルギー)  

 柴崎 岳 (ヘタフェ FC/スペイン)  

 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

 三竿 健斗 (鹿島アントラーズ)  

FW 本田 圭佑 (CFパチューカ/メキシコ)  

 小林 悠 (川崎フロンターレ)  

 大迫 勇也 (1. FC ケルン/ドイツ)  

 原口 元気 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ)  

 宇佐美 貴史 (フォルトゥナ・デュッセルドルフ/ドイツ)  

 杉本 健勇 (セレッソ大阪)  

 久保 裕也 (KAAヘント/ベルギー)  

 中島 翔哉 (ポルティモネンセ SC/ポルトガル)  

※1：離脱 ※2：追加招集                       計 27名 

 

 15 U-21日本代表 パラグアイ遠征（スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）プログラム  

南米・日本 U-21サッカー交流）の件 

  行事名：U-21日本代表 パラグアイ遠征 

(スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）プログラム 南米・日本 U-21サッカー交流) 

期 間：3月 19日(月)～28日(水) 
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場 所：パラグアイ/アスンシオン 

 [スケジュール] 

3月 19日 (月) 集合 

3月 21日 (水・祝) 第 1戦 vs.U-21チリ代表  ●0-2 

3月 23日 (金) 第 2戦 vs.U-21ベネズエラ代表 ◯3-3 PK(4-1) 

3月 25日 (月) 第 3戦 vs.U-21パラグアイ代表 ●1-2 

3月 28日 (水) 帰国、解散 

 

 [スタッフ]  

団長 山本 昌邦 （JFA副技術委員長) 

監督 森保 一 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 横内 昭展 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 和田 一郎 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 下田 崇 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 松本 良一 （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テクニカルハウス) 

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 松尾谷 泰 （make the Gratefulbody) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 吉田 成仁 （帝京平成大学) 

総務 本間 一憲 （JFA代表チーム部)  

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 峯尾 雅樹 （アディダス ジャパン株式会社) 

 

[選  手] 

GK 小島 亨介 (早稲田大学)  

 波多野 豪 (ＦＣ東京)  

 山口 瑠伊 (エストレマドゥーラ/UDスペイン) 

DF 中山 雄太 (柏レイソル)  

 椎橋 慧也 (ベガルタ仙台)  

 立田 悠悟 (清水エスパルス) 

 杉岡 大暉 (湘南ベルマーレ) 

 アピアタウィア 久 (流通経済大学)  

 板倉 滉 (ベガルタ仙台) ※1 

 大南 拓磨 (ジュビロ磐田) ※2 

MF 坂井 大将 (アルビレックス新潟) 

 三好 康児 (北海道コンサドーレ札幌) 

 森島 司 (サンフレッチェ広島) 

 三笘 薫 (筑波大学)  
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 伊藤 達哉 (ハンブルガーSV/ドイツ) 

 初瀬 亮 (ガンバ大阪)  

 藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 松本 泰志 (サンフレッチェ広島) 

 菅 大輝 (北海道コンサドーレ札幌) 

 針谷 岳晃 (ジュビロ磐田)  

 市丸 瑞希 (ガンバ大阪) ※1 

 中村 敬斗 (ガンバ大阪) ※2 

FW 前田 大然 (松本山雅 F.C.)  

 上田 綺世 (法政大学)  

※1から※2に変更                                   計 25名 

 

 16 U-19日本代表 インドネシア遠征の件 

  行事名：U-19日本代表 インドネシア遠征 

期 間：3月 18日(日)～28日(水) 

場 所：インドネシア/ジャカルタ 

 [スケジュール] 

3月 18日 (日) 集合 

3月 25日 (日) 親善試合 vs.U-19インドネシア代表 ◯4-1 

3月 28日 (水) 帰国、解散 

 

 [スタッフ]  

団長 関塚 隆 (JFAインストラクター) 

監督 影山 雅永 (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 高橋 範夫 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 藤代 隆介 (JFAアカデミー福島) 

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 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 梶原 将也 (筑波大学) 

トレーナー 山浦 伊吹 (スポーツマッサージ・ナズー) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 大迫 敬介 (サンフレッチェ広島)  

 若原 智哉 (京都サンガ F.C.)  
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 谷 晃生 (ガンバ大阪)  

DF 石原 広教 (湘南ベルマーレ) ※3 

 橋岡 大樹 (浦和レッズ)  

 川井 歩 (サンフレッチェ広島)  

 阿部 海大 (ファジアーノ岡山)  

 谷口 栄斗 (東京ヴェルディユース)  

 荻原 拓也 (浦和レッズ)  

 小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-18)  

 東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース)  

MF 齊藤 未月 (湘南ベルマーレ)  

 安部 裕葵 (鹿島アントラーズ)  

 堀 研太 (横浜 F・マリノス)  

 髙橋 大悟 (清水エスパルス) ※2 

 伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田)  

 郷家 友太 (ヴィッセル神戸)  

 山田 康太 (横浜 F・マリノス)  

 川村 拓夢 (サンフレッチェ広島)  

 横山 塁 (FC東京 U-18) 
※3 

※1 

 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18) ※3 

FW 原 大智 (FC東京)  

 安藤 瑞季 (セレッソ大阪)  

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18) ※3 

※1は※2に変更、※3 追加招集                  計 24名 

 

 17 U-17日本代表 UAE遠征（UAEフットボールカップ）の件 

  行事名：U-17日本代表 UAE遠征(UAEフットボールカップ) 

期 間：2月 23日(金)～3月 3日(土) 

場 所：UAE/ドバイ 

 [スケジュール] 

2月 23日 (金) 集合  

2月 26日 (月) 第 1戦 vs.U-17ロシア代表 △2-2 

2月 28日 (火) 第 2戦 vs.U-17アラブ首長国連邦代表 ○5-0 

3月 2日 (金) 第 3戦 vs.U-17バーレン代表 ○14-1 

3月 3日 (土) 帰国、解散 

 

 [スタッフ]  
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団長 池内 豊 （JFAユースチームダイレクター) 

監督 有馬 賢二 （JFA ナショナルトレセンコーチ) 

コーチ 秋葉 忠宏 （JFA ナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 井手 豊 （広島市立沼田高等学校) 

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 酒井 清考 （JFAテクニカルハウス) 

ドクター 島 洋祐 （KKR北陸病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 金成 仙太郎 （国際スポーツ医科学研究所)  

総務 秋江 昌司 （JFA代表チーム部)  

 

 [選  手] 

GK 三井 大輝 (名古屋グランパス U-18)  

 板橋 洋青 (サガン鳥栖 U-18)  

DF 山﨑 大地  (サンフレッチェ広島ユース)  

 橋本 柊哉 (船橋市立船橋高校)  

 岩井 龍翔司 (横浜 F・マリノスユース)  

 木村 誠二 (FC東京 U-18)  

 馬場 晴也 (東京ヴェルディユース)  

 半田 陸 (モンテディオ山形ユース)  

 畑 大雅 (船橋市立船橋高校)  

MF 岩本 翔 (ガンバ大阪ユース)  

 松田 詠太郎 (横浜 F・マリノスユース)  

 山崎 稜介 (清水エスパルスユース)  

 松本 凪生 (セレッソ大阪 U-18)  

 鮎川 峻 (サンフレッチェ広島ユース) ※1 

 小林 夏生 (横浜 F・マリノスユース)  

 山本 理仁 (東京ヴェルディユース)  

 有田 恵人 (川崎フロンターレ U-18) ※2 

FW 藤尾 翔太 (セレッソ大阪 U-18)  

 ブラウンノア 賢信 (横浜 F・マリノスユース)  

 宮城 天 (川崎フロンターレ U-18)  

 斉藤 光毅 (横浜 FCユース)  

※1離脱 ※2追加招集                            計 21名 
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 18 U-16日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-16日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2月 19日(月)～23日(金) 

場 所：東京都/北区、千葉県/習志野市 

 [スケジュール] 

2月 19日 (月) 集合  

2月 23日 (金) 練習試合 vs. 市立船橋高校 ◯2-1 

練習試合 vs. 流通経済大学付属柏高校 ●1-4 

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 高桑 大二朗 (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 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 加藤 晴康 (立教大学) 

ドクター 塩澤 淳 (順天堂大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 太田原 裕幸 (かもめ Clinic) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部)  

 

 [選  手] 

GK 佐々木 雅士 (柏レイソル U-15)  

 ｼﾞｮｰﾝｽﾞ ﾚｲ (大宮アルディージャジュニアユース)  

 桃井 玲 (FC東京 U-15むさし)  

DF 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)  

 三戸 舜介 (JFAアカデミー福島 U15)  

 岩崎 真波 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 隅田 遼吾 (廿日市 FCアカデミーU-15)  

 長田 悠里 (JFAアカデミー福島 U15)  

 本田 真斗 (ベガルタ仙台ジュニアユース)  

MF 山内 翔 (ヴィッセル神戸 U-18)  

 西川 潤 (桐光学園高校)  

 横川 旦陽 (湘南ベルマーレ U-15)  

 近藤 蔵波 (セレッソ大阪 U-15)  

 大野 榛里 (SAGAWA SHIGA FOOTBALL ACADEMYジュニアユース)  
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 戸水 利紀 (川崎フロンターレ U-15)  

 谷口 大晟 (大宮アルディージャジュニアユース) ※3 

 中野 瑠馬 (賢明学院中学校)  

 揖斐 俊斗 (柏レイソル U-15) ※2 

 木戸 柊摩 (コンサドーレ札幌 U-15)  

 森田 翔 (アルビレックス新潟 U-15)  

 安田 虎士朗 (FC東京 U-15深川) ※1※3 

FW 吉田 有志 (セレッソ大阪 U-15)  

 中野 桂太 (京都サンガ F.C.U-15)  

 青木 友佑 (FC東京 U-15深川)  

 大澤 朋也 (大宮アルディージャジュニアユース)  

 唐山 翔自 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

※1は※2に変更、※3 追加招集                    計 27名 

 

 19 U-15日本代表 JENESYS2017 日 ASEAN U-16サッカー交流大会の件 

  行事名：U-15日本代表 JENESYS2017日 ASEAN U-16サッカー交流大会 

期 間：3月 5日(月)～12日(月) 

場 所：宮崎/宮崎市 

 [スケジュール] 

3月 5日 (月) 集合  

3月 6日 (火) 練習試合 vs.日章学園高校 ●2-3 

3月 8日 (木) 第 1戦 vs.U-16東ティモール代表代表 ○22-0 

3月 9日 (金) 第 2戦 vs.U-16マレーシア代表 ○2-1 

3月 11日 (日) 準決勝 vs.U-16インドネシア代表 ●0-1 

3月 12日 (月) 3位決定戦 vs.U-16タイ代表 ○5-3、解散 

 

 [スタッフ]  

団長 山本 昌邦 (JFA副技術委員長) 

団長 山口 隆文 (JFA副技術委員長) 

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) 

コーチ 竹元 義幸 (JFAナショナルトレセンコーチ) 

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 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 小川 宗宏 (奈良県立医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 太田原 裕幸 (かもめ Clinic) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部)  
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 [選  手] 

GK 田中 春希 (MIRUMAE・FC・U-15)  

 彼島 優 (FC東京 U-15深川)  

DF 福原 陽向 (鹿島アントラーズつくばジュニアユース)  

 大迫 蒼人  (FC東京 U-15むさし)  

 大矢 ショラ (FC東京 U-15深川)  

 諏訪間 幸成 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 石井 玲於奈 (FC東京 U-15深川)  

 中野 伸哉 (サガン鳥栖 U-15)  

MF 中村 尚輝 (サガン鳥栖 U-15)  

 浅野 直希 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 森田 翔 (アルビレックス新潟 U-15)  

 鈴木 奎吾 (清水エスパルスジュニアユース)  

 山根 陸 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 屋敷 優成 (大分トリニータ U-15宇佐)  

 遠山 悠希 (京都サンガ F.C.U-15)  

FW 東 廉 (清水エスパルスジュニアユース)  

 真家 英嵩 (柏レイソル U-15)  

 下川 陽輝 (セレッソ大阪 U-15)  

計 18名 

 20 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  (1) 選手名： 鹿山 拓真（しかやま たくま） 

所属ﾁｰﾑ： 東海学園大学サッカー部 

受入先： V・ファーレン長崎 

所属歴：  小榊 SSS 

     長崎南山中学校サッカー部 

     長崎南山高校 

認定日： 2018年 3月 28日 

(2) 選手名： 榎本 大輝（えのもと だいき） 

所属ﾁｰﾑ： 東海学園大学サッカー部 

受入先： 名古屋グランパス 

所属歴：  市川中央リトルキッズ 

市川フットボールクラブ 

市川中央リトルキッズ 

VIVAIO 船橋 SC 

中央学院高校 

認定日： 2018年 3月 28日 
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(3) 選手名： 児玉 駿斗（こだま しゅんと） 

所属ﾁｰﾑ： 東海学園大学サッカー部 

受入先： 名古屋グランパス 

所属歴：  摂津フットボールクラブ 

レオサッカークラブ 

中央学院高等学校サッカー部 

認定日： 2018年 3月 28日 

 

 21 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）：泉佐野市 

施設名：泉佐野南部公園（大阪府泉佐野市南中樫井 897-2） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U CCP-CF(Be) 

公認期間：2018年 4月 12日～ 2021年 4月 11 日 

公認番号：第 216号 

(2) 申請者（施設所有者）：葛飾区 

施設名：水元多目的運動場（東京都葛飾区水元 1-23） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSpro2060-CF(Gr) 

公認期間：2018年 4月 12日～ 2021年 4月 11 日 

公認番号：第 217号 

(3) 申請者（施設所有者）：亘理町 

施設名：鳥の海陸上競技場・サッカー場（宮城県亘理郡亘理町荒浜字横山地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XXP-62 

公認期間：2018年 4月 12日～ 2021年 4月 11 日 

公認番号：第 218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。 

 

 22 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）：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場（東京都世田谷区駒沢公園 1番 1号） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+ACS65 

公認期間：2018年 4月 7日～ 2019年 4月 6日 

公認番号：第 015号 

(2) 申請者（施設所有者）：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 第二球技場（東京都世田谷区駒沢公園 1番 1号） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+ACS65 
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公認期間：2018年 4月 7日～ 2019年 4月 6日 

公認番号：第 014号 

(3) 申請者（施設所有者）：松江市 

施設名：松江市営補助競技場（松江市上乃木 10丁目 4番 1号） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ XXP-62 

公認期間：2018年 4月 13日～ 2021年 4月 12 日 

公認番号：第 039号 

(4) 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（つくば市山木 1562） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2065 

公認期間：2018年 4月 9日～ 2019年 4月 8日 

公認番号：第 082号 

(5) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S8フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2055 

公認期間：2018年 1月 14日～ 2019年 1月 13 日 

公認番号：第 092号 

(6) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S9フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2055 

公認期間：2018年 1月 14日～ 2019年 1月 13 日 

公認番号：第 093号 

(7) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S10フィールド 

     （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2055 

公認期間：2018年 1月 14日～ 2019年 1月 13 日 

公認番号：第 094号 

(8) 申請者（施設所有者）：堺市 

施設名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター S11フィールド 

     （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 ハイブリッドターフ XPJ-55HP 

公認期間：2018年 4月 12日～ 2021年 4月 11 日 

公認番号：第 095号 

(9) 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（呼称：長崎県フットボールセンター） 

     （長崎県島原市平成町 1番地 1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSpro2055 ACS80 
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公認期間：2018年 4月 12日～ 2020年 4月 11 日 

公認番号：第 120号 

(10)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 

     （埼玉県新座市菅沢 2丁目 1番 28号 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：2018年 4月 9日～ 2021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。 

 

 23 2017年度新規フットサル 1級審判インストラクター認定審査の件 

  審判委員会にて 2017 年度の新規フットサル 1 級審判インストラクターの認定審査を実施し、次の

1名を認定した。 

＜フットサル 1級審判インストラクター＞  

①  櫻田 雅裕（さくらだ まさひろ） 関東／千葉県  47歳 

※ 年齢は 2018年 1月 1日現在 

 

 

 24 役員・審判員の海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナ-等への派遣は次の通り。 

＜インストラクター＞ 

（セミナ-他） 

① 6th EAFF Referee Committee Meeting 

期 間：2月 25 日～2月 26日 

場 所：北京／中国 

委 員：小川佳実 

② AFC FUTSAL Recruiting 2018-1st Assessment Visit 

期 間：3月 2日～3月 4日 

場 所：珠海市／中国 

委 員：松崎康弘 

（大会・試合） 

① AFC CUP 2018-Group H-Match no. 3-ASEAN 

期 間：2月 26 日～3月 1日 

場 所：ジャカルタ／インドネシア 

委 員：岡田正義 
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② AFC CUP 2018-Group I-Match no. 1-East 

期 間：3月 5日～3月 8日 

場 所：マカオ 

委 員：岡田正義 

③ AFC Champions League 2018-Group C-Match no. 8 

期 間：3月 11 日～3月 14日 

場 所：ドバイ／UAE 

委 員：上川徹 

④ AFC CUP 2018-Group H-Match no. 8 

期 間：3月 12 日～3月 15日 

場 所：ジョホ-ルバル／マレ-シア 

委 員：岡田正義 

 

＜審判員＞ 

（セミナ-他） 

① FIFA Referee Seminars for Prospective Match Officials of the 2018 FIFA World Cup 

期 間：3月 10 日～3月 17日 

場 所：ドバイ／UAE 

委 員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

② AFC Project Future Referees-2nd Development Course 

期 間：3月 13 日～3月 20日 

場 所：福岡／日本 

委 員：本地川隼、堀川うらら 

③ AFC Referee Academy-Module 2 

期 間：3月 15 日～3月 21日 

場 所：クアラルンプ-ル／マレ-シア 

委 員：笠原寛貴、兼松春奈 

（大会・試合） 

① AFC CUP 2018-Group F-Match no. 4 

期 間：2月 25 日～3月 1日 

場 所：プノンペン／カンボジア 

審判員：荒木友輔、三原純、平間亮 

② Algarve Cup 2018 

期 間：2月 23 日～3月 10日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

審判員：萩尾麻衣子 

③ AFC CUP 2018-Group A-Match no. 5-WEST 

期 間：3月 2日～3月 7日 

場 所：マナマ／バ-レ-ン 

審判員：山本雄大、聳城巧、西橋勲 
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④ AFC Champions League 2018-Group C-Match no. 5 

期 間：3月 2日～3月 7日 

場 所：カルシ／ウズベキスタン 

審判員：飯田淳平、越智新次、唐紙学志 

⑤ AFC Champions League 2018-Group B-Match no. 8 

期 間：3月 9日～3月 14日 

場 所：タシケント／ウズベキスタン 

審判員：木村博之、越智新次、西橋勲 

⑥ AFC CUP 2018-Group B-Match no. 7-West 

期 間：3月 9日～3月 14日 

場 所：マナマ／バ-レ-ン 

審判員：荒木友輔、八木あかね、三原純 

⑦ AFC CUP 2018-Group G-Match no. 7-ASEAN 

期 間：3月 11 日～3月 14日 

場 所：マニラ／フィリピン 

審判員：岡部拓人、聳城巧、平間亮 

 

 25 U-17日本女子代表 アメリカ遠征の件 

  行事名：U-17日本女子代表 アメリカ遠征 

期 間：3月 18日(日)～29日(木) 

場 所：アメリカ 

 

[スケジュール] 

3月 18日 (日) 集合 

3月 21日 (水) 第 1戦 vs.U-17アメリカ女子代表 △0-0 

3月 23日 (金) 第 2戦 vs.U-17アメリカ女子代表 ●1-4 

3月 25日 (日) 第 3戦 vs.U-17アメリカ女子代表 ●0-2 

3月 27日 (火) 第 4戦 vs.フロリダ州立大学女子サッカー部 △2-2 

3月 29日 (木) 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町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ) 

コーチ 宮本 ともみ (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/高田短期大学) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 植木 博子 (東京医科歯科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 (亀田メディカルセンター) 

総務 重松 志穂 (JFA女子部) 
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[選  手] 

GK 松井 里央 (藤枝順心高校) 

 福田 史織 (浦和レッズレディースジュニアユース) 

 大場 朱羽 (JFAアカデミー福島) 

DF 渋谷 巴菜 (星槎国際高校湘南) 

 松田 紫野 (日テレ・メニーナ) 

 月東 優季乃 (十文字高校) 

 後藤 若葉 (日テレ・メニーナ) 

 富岡 千宙 (JFAアカデミー福島) 

 大熊 環 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

 長江 伊吹 (藤枝順心高校) 

MF 中江 萌 (アルビレックス新潟レディース U-18) 

 瀧澤 千聖 (十文字高校) 

 大貫 さくら (帝京長岡高校) 

 伊藤 彩羅 (日テレ・メニーナ) 

 中尾 萌々 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18)                            

 

 

FW 

山本 柚月 

木下 桃香 

水野 蕗奈 

大澤 春花 

岩本 まりの 

平井 杏幸 

(日テレ・メニーナ) 

(日テレ・メニーナ) 

(追手門学院高校) 

(ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18) 

(大阪学芸大学付属高校) 

(日ノ本学園高校) 

計 21名 

 

 26 JFAエリートプログラム女子 U-13 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 女子 U-13 トレーニングキャンプ 

期  間：3月 26日(月)～29日(木) 

場  所：PSGHG守山パーク(滋賀県守山市)、びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀県市大津市) 

[スケジュール] 

3月 26日 (月) 集合 、野外プログラム、トレーニング 

3月 27日 (火) トレーニング 

3月 28日 (水) トレーニング 

3月 29日 (木) トレーニング、解散 

 

[スタッフ] 

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

コーチ      松本 克典 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/福島県立大笹生支援学校) 

GKコーチ 轟 奈都子 (JFAナショナルトレセンコーチ) 

ドクター 大岩 孝子 (静岡赤十字病院) 
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総務 奈良輪 織恵 (JFA女子部) 

 

[選  手] 

GK 田村 亜沙美 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15) 

 田島 伊織 (INAC神戸 U-15) 

 野坂 美咲 (北海道リラ・コンサドーレ) 

FP 白沢 百合恵 (アルビレックス新潟レディース U-15) 

 土方 麻椰  (日テレ・メニーナ) 

 正野 瑠菜  (ﾏｲﾅﾋﾞﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 野口 初奈 (十文字中学校) 

 名越 杏香  (RESC GIRLS U-15) 

 浜野 まいか (セレッソ大阪堺ガールズ) 

 末次 結依 (VALENTIA) 

 鈴木 愛理沙 (ｳﾞｨｸｻｰﾚ沖縄ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ・ﾅﾋﾞｨｰﾀ) 

 森田 千尋  (高知学園女子ｻｯｶｰ部 /JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ今治) 

 山本 葉桜 (ｱﾝｼﾞｭｳﾞｨｵﾚ BINGO /JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺) 

 林 愛花  (JFAアカデミー福島) 

 佐々木 里緒 (JFAアカデミー福島） 

 大山 愛笑  (日テレ・メニーナ) 

 金井 里和  (クラブフィールズ・リンダ) 

 林 織羽 (AS ﾊﾘﾏｱﾙﾋﾞｵﾝﾕｰｽ /JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺) 

 榊原 琴乃  (常葉大学附属橘中学校） 

 角田 楓佳 (浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 片山 詠乃  (福井工業大学付属福井中学校) 

 小山 史乃観 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

 藤澤 和心 (愛媛 FCレディース MIKAN) 

計 23名 

 

 27 フットサル日本女子選抜 日本トリム Presents 第 10回全国女子選抜フットサル大会の件 

  行事名：フットサル日本女子選抜 日本トリム Presents 第 10回全国女子選抜フットサル大会 

期 間：3月 14日（水）～18日（日） 

場 所：東京都 

 

 [スケジュール] 

3月 14日 (水) 集合 

3月 16日 (金) 第 1戦 vs.兵庫県選抜 ●0-7 

3月 17日 (土) 第 2戦 vs.千葉県選抜 ◯3-0、第 3戦 vs.福井県選抜 ●1-3 

3月 18日 (日) 解散 
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[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA)  

監 督 木暮 賢一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 内山 慶太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

GKコーチ 下地 達朗 (シュライカー大阪)  

ドクター 神谷 阿久里 (京都鞍馬口医療センター)  

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)  

総 務 金子 美衣子 (JFAフットサル・ビーチサッカー部)  

 

[選  手] 

GK 松尾 栄里子 (TapaZida)  

 竹本 愛 (FC EFFRONTE／ウノフット Dione)  

FP 櫻田 未来 (レオグラスタ)  

 小林 海咲 (レオグラスタ)  

 山本 莉沙 (フウガドールすみだレディース)  

 我如古 奈々 (レオグラスタ)  

 宮本 麻衣 (京都精華学園高校)  

 草柳 里夏 (PSTCロンドリーナヴァレンチ)  

 阿部 莉音  (エスポラーダ北海道イルネーヴェ)  

 沖野 るせり  (常盤木学園高校)  

 寺門 璃子 (秋田 L.F.C.ユース)  

 安部 美楽乃 (十文字中学校)  

 田淵 結子 (名古屋フットボールクラブ ルミナス／MARS)  

 斉藤 結 (カティオーラ ALTY)  

                                      計 14名 

 28 ビーチサッカー日本代表候補 国内強化合宿の件  

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 国内強化合宿 

期 間：3月 19日（月）～22日（木） 

場 所：沖縄県／宜野湾市 

[スケジュール] 

3月 19日 （月） 集合 

3月 22日 （木） 解散 

 

[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 牧野 真二 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 新城 宏隆 (バークレーじのん整形外科クリニック) 

トレーナー 對馬 正浩 (スポーツマッサージ・ナズー) 

総務 渡邉 大 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 
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[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ)  

 宜野座 寛也 (ヴィアティン三重 BS)  

 城田 優 (Loewe Yokohama)  

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS) ※ 

FP 磯 裕章 (東京ヴェルディ BS)  

 小牧 正幸 (ヴィアティン三重 BS)  

 松田 圭祐 (BSC明石アレイア)  

 飯野 智之 (東京レキオス BS)  

 後藤 崇介 (東京レキオス BS)  

 山内 悠誠 (東京ヴェルディ BS)  

 茂怜羅 オズ (東京ヴェルディ BS)  

 奥山 正憲 (Loewe Yokohama)  

 大島 淳 (BSC明石アレイア)  

 齋藤 巧 (ソーマプライア沖縄)  

 松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS)  

 松岡 翔太 (アヴェルダージ熊本 BS)  

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS)  

 渡 ヴィクトル優昇 (東京ヴェルディ BS)  

※不参加                             計 18名 

                        

 29 2018年度フットサル GKキャンプ東日本の件 

  行事名：フットサル GKキャンプ東日本 

期 間：3月 20日（火）～21日（水・祝） 

場 所：茨城県/鹿嶋市 

 [スケジュール] 

3月 20日 (火) 集合 

3月 21日 (水・祝) 解散 

 

 [スタッフ] 

GKコーチ 内山 慶太郎 （JFAナショナルコーチングスタッフ） 

GKコーチ 山田 マルコス勇慈 （府中アスレティック FC） 

コーチ 鈴木 隆二 （JFAナショナルコーチングスタッフ） 

ドクター 吉田 圭一 （順天堂大学医学部附属浦安病院） 

総務 西尾 厚樹 （JFAフットサル・ビーチサッカー部） 

 

[選  手] 

GK 佐々木 悠斗 （北海道大学フットサル部 Esperanza） 

 山田 正剛 （府中アスレティック FCサテライト） 

 坂 桂輔 （エスポラーダ北海道） 
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 伊名野 慎 （バルドラール浦安セグンド） 

 茂呂 翔也 （フウガドールすみだバッファローズ） 

 田淵 広史 （名古屋オーシャンズサテライト） 

 浅井 凱斗 （名古屋オーシャンズ U-18） 

 竹内 瑞貴 （岡山県作陽高校） 

 土岡 優晟 （帝京長岡高校） 

 岡本 仁 （北星学園大学附属高校） 

計 10名   

 

 30 フットサル日本代表 ヨーロッパ遠征 3月の件 

  行事名：フットサル日本代表 ヨーロッパ遠征 

期 間：3月 25日（日）～4月 6日（金） 

場 所：ハンガリー、フランス 

[スケジュール] 

3月 25日 (日) 集合 

3月 30日 (金) トレーニングマッチ vs. ETO FC Gyor ◯6-2 

3月 31日 (土) トレーニングマッチ vs. MVFC-Berettyoujfalu ●3-4 

4月 3日 (火) 国際親善試合 vs.フットサルフランス代表 ●1-4 

4月 4日 (水) 国際親善試合 vs.フットサルフランス代表 △1-1 

4月 6日 (金) 解散 

 [スタッフ] 

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 木暮 賢一郎 (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 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 下地 達朗 (シュライカー大阪) 

ドクター 今井 宗典 (横浜市立大学整形外科大学院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 澤井 岳 (はりきゅうＧスポーツマッサージ治療院) 

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 

GK 篠田 龍馬 (名古屋オーシャンズ)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  

 矢澤 大夢 (フウガドールすみだ)  

FP 星 翔太 (バルドラール浦安)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 安藤 良平 (名古屋オーシャンズ)  

 吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  
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 内村 俊太 (湘南ベルマーレ)  

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  

 逸見 勝利ﾗﾌｧｴﾙ (SLベンフィカ/ポルトガル) ※ 

 小門 勇太 (湘南ベルマーレ)  

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪)  

 八木 聖人 (名古屋オーシャンズ)  

 齋藤 功一 (名古屋オーシャンズ)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ)  

※4/1より合流                                                    計 16名 

 

 31 Fリーグ（日本フットサルリーグ）実行委員選任の件 

  2018 年度・2019 年度の F リーグ（日本フットサルリーグ）実行委員として、JFA から以下の 3 名

が選任された。 

審判委員会：延本 泰一（のぶもと やすかず）/審判委員会フットサル･ビーチサッカー部会長 

フットサル委員会：小西 鉄平（こにし てっぺい）/フットサル委員会副委員長 

フットサル・ビーチサッカー部：奥田 泰久(おくだ やすひさ)/ フットサル・ビーチサッカー部長 

 32 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 6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 

 

認定日：3月 8日 

(1) ソルニーニョ FC（補欠ゼロ） 

(2) 特定非営利活動法人まきばフリースクール（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

認定日：3月 13日 

(1) 岐南サッカースポーツ少年団（補欠ゼロ） 

認定日：3月 15日 

(1) 但馬知的障がい者サッカー連盟（障がい者サッカー） 

認定日：3月 20日 

(1)  ブライズ FC（補欠ゼロ） 

 

総申請件数 ：179件（4月 2日現在） 

総認定団体数：160団体 

「引退なし」    ： 113団体 

「補欠ゼロ」    ： 127団体 

「障がい者サッカー」： 88団体 

 

 33 名義使用申請の件 

 

 

 (1)申請者：特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会 

大会名：第 5回レオピン杯 Copa Amputee 
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主 催：特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、 

       一般社団法人大阪府サッカー協会、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

日 程：5月 19日(土)～20日(日) 

会 場：花博記念公園 鶴見緑地球技場 

内容・目的：国内におけるアンプティサッカーの技術向上と、広くアンプティサッカーの 

普及に寄与することを目的とした加盟全チームが集う全国大会 

 

 34 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 札幌選抜（第 1種） 

遠征期間 5月 9日～5月 16日 

遠 征 先 韓国/忠清南道 

（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 5月 17日～5月 23日 

遠 征 先 ドイツ/デュッセルドルフ 

（3）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズジュニアユース U-13（第 3種） 

遠征期間 5月 29日～6月 4日 

遠 征 先 イタリア/サルディーニャ島 

（4）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ジュニア（第 4種） 

遠征期間 5月 1日～5月 8日 

遠 征 先 ドイツ/ベルリン 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノス プライマリー（第 4種） 

遠征期間 6月 4日～6月 12日 

遠 征 先 スペイン/アスペイティア 

（6）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-12（第 4 種） 

遠征期間 5月 29日～6月 5日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダム 

（7）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース（第 3種） 

遠征期間 5月 14日～5月 23日 

遠 征 先 オーストリア/キッツビューエル 

（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 5月 21日～5月 29日 
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遠 征 先 イタリア/ベネチア 

（9）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム JAPAN UNITED（第 4種） 

遠征期間 4月 24日～5月 1日 

遠 征 先 スペイン/ビック 

（10）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島ヴォルティス・ユース（第 2種） 

遠征期間 5月 26日～6月 8日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

 

【事後報告】 

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）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-17J リーグ選抜（第 2種） 

遠征期間 3月 31日～4月 2日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダム 

（2）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 水戸ホーリーホックユース（第 2種） 

遠征期間 3月 18日～3月 31日 

遠 征 先 ベトナム/プレイク 

（3）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 3月 23日～4月 3日 

遠 征 先 アメリカ/ダラス 

（4）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム ミナトサッカークラブ（第 3種） 

遠征期間 3月 24日～4月 2日 

遠 征 先 オランダ/アッペルドーン 

（5）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FCトリプレッタ Jr ユース（第 3種） 

遠征期間 3月 26日～4月 4日 

遠 征 先 スペイン/オビエド 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム フウガドールすみだレディース（フットサル） 

遠征期間 3月 28日～4月 2日 

遠 征 先 イタリア/ローマ 

（7）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋高校（第 2種） 

遠征期間 3月 25日～4月 3日 

遠 征 先 ドイツ/ヴァルトブライトバッハ 
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（8）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム 岡山学芸館高校（第 2種） 

遠征期間 3月 19日～3月 30日 

遠 征 先 イタリア/ミラノ、ノヴァーラ 

（9）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム 廿日市 FCアカデミーU-15（第 3種） 

遠征期間 3月 26日～4月 3日 

遠 征 先 スペイン/バレンシア 

 

 


