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報告事項 

1 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会 サッカー競技会場決定の件 

5月 2日に国際オリンピック委員会（IOC）の理事会が開催され、東京 2020オリンピック・パラリ

ンピック競技大会のサッカー競技会場につき、以下の 7会場が正式承認された。

なお、マッチスケジュールについては 7月に開催される IOC理事会で承認される見込み。 

・新国立競技場（オリンピックスタジアム）

・東京スタジアム

・札幌ドーム

・宮城スタジアム

・茨城カシマスタジアム

・埼玉スタジアム２００２

・横浜国際総合競技場

2 日本人指導者海外派遣の件 

（報告）資料№１

スリランカサッカー連盟からの要請を受け、アジア貢献事業の一環として下記の指導者、派遣先

協会との契約を更新する。 

 ＜契約更新＞ 

派遣指導者： 鈴木 隣（すずき ちかし） 

派遣先協会： スリランカサッカー連盟（FFSL）

資 格： JFA S 級コーチライセンス(1998年取得) 

役 職： スリランカ代表テクニカルコーチ、同国ナショナルアカデミー統括

契 約 期 間：  2018年 6月 1日～2019年 5月 31日 

費 用 負 担： [JFA] 給与及び傷害保険料 

[FFSL] 住居、国内移動車両、日本-スリランカ間の航空券 

略 歴： 添付別紙の通り 

3 大会役員 国際試合への派遣の件 

(1)AFCカップ 2018 アセアン地域 準決勝 第 2 戦

ヤンゴン・ユナイテッド（ミャンマー）vs. セレス・ネグロス FC（フィリピン）

試合日： 5月 16日 

マッチコミッショナー： 大矢 丈之（Jリーグ）

(2）2018 FIFAワールドカップロシア

ベニュー：ロストフ・ナ・ドヌ 

派遣期間： 6月 2日～7月 3 日 

コンペティションズ・コーディネーター： 五香純典 
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 4 JFA 全日本 U-12サッカー選手権大会 アルゼンチン共和国杯授与の件 

  アラン・ベロー駐日アルゼンチン共和国大使より、日本とアルゼンチン共和国の外交関係樹立

120 周年にあたり、スポーツ・サッカーを通じて友好関係をより強固にし、日本の若い年代の選

手に同国に関心を持ってもらうため、JFA 全日本 U-12 サッカー選手権大会にアルゼンチン共和国

杯を寄贈したいと申し出があり、第 42回大会より優勝チームに対し授与することとなった。 

＜同大会の表彰物＞ 

優勝チーム  内閣総理大臣杯及び表彰状、アルゼンチン共和国杯、 

JFA 表彰状及びトロフィー、読売新聞社優勝旗 

準優勝チーム 文部科学大臣賞、JFA表彰状及びトロフィー。 

第 3位チーム JFA表彰状及びトロフィー 

 

＜参考＞ 

アルゼンチン共和国杯は 1993 年に開催された第 71 回全国高等学校サッカー選手権大会に当

時の同大使より優勝校に授与されており、以降、本協会はアルゼンチンから２つの大会に寄

贈していただくこととなった。 

 

 5 「夢を力に 2018」関連施策の後援に関する一括承認の件 

  「夢を力に 2018」の根幹施策である都道府県サッカー協会主催の「夢を力に 2018 パブリックビ

ューイング」の実施・調整等に関して、本協会の「後援」「協力」等の名義利用申請がある場

合、本報告事項の通り、一括承認とし、各都道府県サッカー協会が事務手続きを簡便に行うこと

ができるようにする。 

 

※1：日本代表の応援機運向上を目的とした「夢を力に 2018」の根幹施策として、5 月 30 日に横

浜で開催されるキリンチャレンジカップ 2018 のパブリックビューイングを全国各地で都道府

県サッカー協会主催にて開催予定。 

※2：本協会の規定「後援、協賛等に関するガイドライン」では、個別に後援等を希望する団体

が、必要書類一式を揃えた後、申請し、本協会が審査、承認することとしている。 

 

なお、その他パブリックビューイングの実施要項については、マーケティング部が示したガイド

ラインの通り、運営するものとする。 

 

 6 海外指導者資格審査の件  

  J リーグ規約第 7 章、Ｊリーグクラブライセンス交付規則第 10 章に基づき、下記のクラブより申

請された指導者資格審査について技術委員会で審議した結果、S 級コーチライセンスと同等以上

の資格を有しているものと認定した。 

(1) 申請ｸﾗﾌﾞ名：浦和レッズ 

氏   名：OSWALDO DE OLIVEIRA FILHO ( オズワルド・デ・オリヴェイラ・フィリョ ) 

生 年 月 日：1950 年 12月 5 日 

国   籍：ブラジル 

指 導 歴：1999年～2000年 コリンチャンス（ブラジル）監督 
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             2000 年           ヴァスコ･ダ･ガマ（ブラジル）監督 

             2001 年～2002年 フルミネンセ（ブラジル）監督 

             2002 年～2003年  サンパウロ（ブラジル）監督 

             2003 年           フラメンゴ（ブラジル）監督 

             2004 年           コリンチャンス（ブラジル）監督 

             2004 年           ヴィトーリア（ブラジル）監督 

             2005 年           アルアハリ（カタール）監督 

       2005 年      サントス（ブラジル）監督 

             2006 年           フルミネンセ（ブラジル）監督 

             2006 年           クルゼイロ（ブラジル）監督 

             2007 年～2011年 鹿島アントラーズ 監督 

             2012 年～2013年 ボタフォゴ（ブラジル）監督 

       2014 年           サントス（ブラジル）監督 

             2015 年           パルメイラス（ブラジル）監督 

             2015 年           フラメンゴ（ブラジル）監督 

             2016 年           スポルチ（ブラジル）監督 

             2016 年           コリンチャンス（ブラジル）監督 

             2017 年           アルアラビ（カタール）監督 

        2017 年～2018年   アトレチコ・ミネイロ（ブラジル）監督 

資 格：ブラジルプロサッカーコーチ協会ライセンス 

(2) 申請ｸﾗﾌﾞ名：京都サンガ F.C. 

氏   名：Bosko Djurovski ( ボスコ・ジュロヴスキー ) 

生 年 月 日：1961 年 12月 28日 

国   籍：セルビア 

指 導 歴：1995年～2001年 セルヴェット FC（スイス）アシスタントコーチ 

             2001 年～2002年 レッドスター・ベオグラード（ユーゴスラビア）アシスタントコーチ 

       2002 年      FKラドニチュキ・オブレノヴァツ（ユーゴスラビア）監督 

        2002年～2003年 FKラド・ベオグラード（セルビア）監督 

       2004 年～2006年 FKスレム（セルビア）監督 

             2006 年～2007年 FKラドニチュキ・ニシュ（セルビア）監督 

             2007 年～2008年 レッドスター・ベオグラード（セルビア）監督 

       2008 年～2013年 名古屋グランパス アシスタントコーチ 

             2013 年～2015年 マケドニア代表 監督 

       2016 年      名古屋グランパス 監督 

資 格：UEFA PRO ライセンス 

 7 S 級コーチ認定の件 

  指導者に関する規則第 4条「ライセンスの認定」に基づき、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てライセンスを認定した。 

 

氏  名 ： 鈴木 隆行（すずき たかゆき） 
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指導チーム： 清瀬 VALIANT 

生年月日 ： 1976 年 6月 5日   

資  格 ：  2015年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：  2016 年 4月～2017年 3月 清瀬 VALIANT U-12メインコーチ 

        2017年 4月～2018年 3月 清瀬 VALIANT U-13メインコーチ 

 

※1 2016年度 S級コーチ認定者数  ：19名/21名中 2018年 4月 23日現在 

※2 現 S級コーチライセンス保持者数：465名（上記 1名含む） 

 

 8 2018年度指導者養成講習会 インストラクター認定の件 

  （報告）資料№2 

 

指導者に関する規則第 17 条「インストラクター資格の認定」に基づき、本協会主催のインストラ

クター研修会に参加し適格と認められたため、以下のインストラクターを別紙の通り、認定し

た。 

 

・B 級インストラクター（47FA開催） 

・47FAインストラクター（C級、D級コーチ養成講習会担当） 

 

 9 2018年度指導者養成講習会 受講者決定の件 

  （報告）資料№3 

 

2018年度の以下の指導者養成講習会の受講者を別紙の通り決定した。 

・A 級コーチジェネラル養成講習会 

・A 級コーチ U-15 養成講習会 

・A 級コーチ U-12 養成講習会 

・ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 

 

 10 JFAサッカー施設整備助成事業の件 

 

 

 

 

 「JFA サッカー施設整備助成金 交付要項」に基づき、助成金交付要望のあった次の３案件につい

て交付決定した。 

［申請概要］ 

１．京都府 

(1)申請者：一般社団法人 京都府サッカー協会 

(2)申請区分：［助成区分 2］ 地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：人工芝新設、夜間照明新設、クラブハウス新設 

(4)施設名：吉祥院公園球技場 

(5)計画地：京都府京都市南区吉祥院新田下ノ向町 

(6)総事業費：171,760千円 

(7)助成金交付決定額：75,000千円 
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(8)工期予定：2018年 5月 7日～2018年 8月 31日（予定） 

(9)交付決定日：2018 年 4 月 27日 

２．香川県 

(1)申請者：一般社団法人 香川県サッカー協会 

(2)申請区分：［助成区分 2］ 地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：夜間照明新設 

(4)施設名：高松市立りんくうスポーツ公園（仮称） 

(5)計画地：香川県高松市香南町岡字清水 87-1外 16筆 

(6)総事業費：23,180 千円 

(7)助成金交付決定額：11,590千円 

(8)工期予定：2018年 5月～2018年 6月（予定） 

(9)交付決定日：2018 年 4 月 9日 

３．鹿児島県 

(1)申請者：鹿児島県姶良市 

(2)申請区分：[助成区分 1] 都道府県フットボールセンター整備助成事業 

(3)助成対象事業：天然芝新設、人工芝新設、夜間照明新設、クラブハウス新設 

(4)施設名：姶良市総合運動公園 

(5)計画地：鹿児島県姶良市平松 2392 

(6)総事業費：621,006千円 

(7)助成金交付決定額：90,000千円 

(8)工期予定：2018年 9月～2019年 9月（予定） 

(9)交付決定日：2018 年 4 月 18日 

 

 11 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）：四日市市 

施設名：中央緑地フットボール場 Aフィールド（三重県四日市市日永東一丁目） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ EX-55HP・SP 

公認期間：2018年 5月 17日～ 2021年 5月 16 日 

公認番号：第 219号 

(2) 申請者（施設所有者）：四日市市 

施設名：中央緑地フットボール場 Bフィールド（三重県四日市市日永東一丁目） 

使用製品：株式会社アストロ アストロピッチ DS N-50EP XC 

公認期間：2018年 5月 17日～ 2021年 5月 16 日 

公認番号：第 220号 

(3) 申請者（施設所有者）：四日市市 

施設名：中央緑地フットボール場 Cフィールド（三重県四日市市日永東一丁目） 

使用製品：株式会社アストロ アストロピッチ DS N-50EP XC 

公認期間：2018年 5月 17日～ 2021年 5月 16 日 

公認番号：第 221号 

(4) 申請者（施設所有者）：鹿嶋市 
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施設名：卜伝の郷運動公園多目的球技場 東コート（茨城県鹿嶋市大字神向寺 55番地 1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2050RS+U ACS60 

公認期間：2018年 5月 17日～ 2021年 5月 16 日 

公認番号：第 222号 

(5) 申請者（施設所有者）：鹿嶋市 

施設名：卜伝の郷運動公園多目的球技場 西コート（茨城県鹿嶋市大字神向寺 55番地 1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2050RS+U ACS60 

公認期間：2018年 5月 17日～ 2021年 5月 16 日 

公認番号：第 223 号 

(6) 申請者（施設所有者）：志布志市 

施設名：志布志運動公園人工芝サッカー場（鹿児島県志布志市志布志町安楽 201番地 13） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ ER-60THP 

公認期間：2018年 5月 17日～ 2021年 5月 16 日 

公認番号：第 224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。 

 

 12 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）：埼玉県 

施設名：埼玉スタジアム２００２公園第４グラウンド（埼玉県さいたま市緑区美園 2－1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSPro2060 

公認期間：2018年 4月 13日～ 2021年 4月 12 日 

公認番号：第 036号 

(2) 申請者（施設所有者）：大和市 

施設名：大和ゆとりの森（神奈川県大和市福田 4112） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MV2040 SSL 

公認期間：2018年 2月 12日～ 2021年 2月 11 日 

公認番号：第 172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。 
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 13 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 AFC FUTSAL Recruiting 2018-2nd Assessment Visit 

期 間：3月 30 日～4月 1日 

場 所：江原道/韓国  

ﾘｸﾙｰﾀｰ：松崎康弘 

② 6th AFC Referees Committee 

期 間：4月 29 日～5月 1日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

委 員：上川徹 

（大会・試合） 

① Dr Pepper DALLAS CUP 

期 間：3月 23 日～4月 3日 

場 所：ダラス／アメリカ合衆国  

インストラクター：太田潔、宮部範久  

② AFC Asian Cup 2019 Qualifiers Final Round-Group E Match no. 12 

期 間：3月 25 日～3月 28日 

場 所：台北/チャイニーズ・タイペイ 

アセッサー：岡田正義 

③ AFC Women's Asian Cup Jordan 2018 

期 間：3月 31 日～4月 21日 

場 所：アンマン/ヨルダン 

インストラクター：深野悦子 

④ AFC CUP 2018-Group F Match no. 10-ASEAN 

期 間：4月 9日～4月 13日 

場 所：プノンペン/カンボジア 

インストラクター：岡田正義 

＜審判員＞ 

（セミナ-他） 

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

期 間：4月 20 日～4月 29日 

場 所：フィレンツェ/イタリア 

審判員：佐藤隆治、相樂亨 

（大会・試合） 

① Dr Pepper DALLAS CUP 

期 間：3月 23 日～4月 3日 

場 所：ダラス/アメリカ合衆国 

審判員：大橋侑祐、石丸秀平、大原謙哉、横田碧、国師えりな 
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② AFC Asian Cup 2019 Qualifiers Final Round- Group A Match no. 12 

期 間：3月 25 日～3月 29日 

場 所：ヤンゴン/ミャンマー 

審判員：東城穣、三原純、西橋勲、荒木友輔 

③ AFC Asian Cup 2019 Qualifiers Final Round- Group C Match no. 12 

期 間：3月 23 日～3月 29日 

場 所：ドゥシャンベ/タジキスタン 

審判員：飯田淳平、平間亮 

④ AFC Champions League 2018-Group C-Match no. 9 

期 間：3月 30 日～4月 4日 

場 所：ドーハ/カタール 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

⑤ AFC Women's Asian Cup Jordan 2018 

期 間：3月 31 日～4月 22日 

場 所：アンマン/ヨルダン 

審判員：山下良美、手代木直美、萩尾麻衣子、梶山芙紗子 

⑥ AFC Champions League 2018-Group D-Match no.11 

期 間：4月 14 日～4月 17日 

場 所：ドーハ/カタール 

審判員：木村博之、八木あかね、唐紙学志、荒木友輔 

⑦ AFC Champions League 2018-Group A-Match no. 12 

期 間：4月 14 日～4月 19日 

場 所：アブダビ/アラブ首長国連邦 

審判員：東城穣、越智新次、聳城巧 

⑧ JS Cup (U19) 

期 間：4月 16 日～4月 23日 

場 所：水原/韓国 

審判員：岡部拓人、平間亮 

⑨ AFC CUP 2018-Group D-Match no.8-Central 

期 間：4月 22 日～4月 27日 

場 所：オシュ/キルギス 

審判員：荒木友輔、越智新次、西橋勲 

 

 14 日本女子代表 MS&AD カップ 2018の件 

  行事名：日本女子代表 MS&ADカップ 2018 

期 間：3月 26日(月)～4月 1日(日) 

場 所：長崎県長崎市 

 

[スケジュール] 

3月 26日 (月) 集合 
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4月 1日 (日) 国際親善試合 vs. ガーナ女子代表 ○7-1 

4月 2日 (月) アジアカップ参加のためヨルダンへ 

 

[スタッフ] 

団長 今井 純子 (JFA理事) 

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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 平川 雅之 (JFAテクニカルハウス) 

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 中野 江利子 (JFA) 

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) 

総務 山本 りさ (JFA女子部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 倉田 研太郎 (JFAコミュニケーション部) 

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)  

 

[選  手] 

GK 池田 咲紀子 (浦和レッズレディース)  

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ)  

 平尾 知佳 (アルビレックス新潟レディース)  

DF 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ)  

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ)  

 宇津木 瑠美 (シアトル・レイン FC/アメリカ)  

 熊谷 紗希 (オリンピック・リヨン/フランス)  

 高木 ひかり (ノジマステラ神奈川相模原)  

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ)  

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 市瀬 菜々 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

MF 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ)  

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ)  

 猶本 光 (浦和レッズレディース)  

 中里 優 (日テレ・ベレーザ)  

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ)  

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ)  

FW 川澄 奈穂美 (シアトル・レイン FC/アメリカ)  

 菅澤 優衣香 (浦和レッズレディース)  
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 岩渕 真奈 (INAC神戸レオネッサ)  

 横山 久美 (1.FFCフランクフルト/ドイツ) 

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)  

                                                  計 23名 

 

 15 日本女子代表 アジアカップ 2018の件 

  行事名：日本女子代表 アジアカップ 2018 

期 間：4月 2日(月)～22日(日) 

場 所：ヨルダン/アンマン 

 

[スケジュール] 

4月 2日 (月) 移動 

4月 7日 (土) グループステージ vs. ベトナム女子代表 ○4-0 

4月 10日 (火) グループステージ vs. 韓国女子代表 △0-0 

4月 13日 (金) グループステージ vs. オーストラリア女子代表 △1-1 

4月 17日 (火) 準決勝 vs. 中国女子代表 ◯3-1 

4月 20日 (金) 決勝 vs. オーストラリア女子代表 ◯1-0 

4月 22日 (日) 解散 

 

[スタッフ] 

団長 今井 純子 (JFA理事) 

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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

GKコーチ 大橋 昭好 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 平川 雅之 (JFAテクニカルハウス) 

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 中野 江利子 (JFA) 

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) 

総務 

主務 

山本 りさ 

ｱｰﾒﾙ・ﾏﾝｺﾞｰ 

(JFA女子部) 

(JFA国際部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 倉田 研太郎 (JFAコミュニケーション部) 

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)  

 

[選  手] 

GK 池田 咲紀子 (浦和レッズレディース)  

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ)  

 平尾 知佳 (アルビレックス新潟レディース)  
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DF 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ)  

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ)  

 宇津木 瑠美 (シアトル・レイン FC/アメリカ)  

 熊谷 紗希 (オリンピック・リヨン/フランス)  

 高木 ひかり (ノジマステラ神奈川相模原)  

 三宅 史織 (INAC神戸レオネッサ)  

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 市瀬 菜々 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

MF 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ)  

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ)  

 猶本 光 (浦和レッズレディース)  

 阪口 萌乃 (アルビレックス新潟レディース) ※1 

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ)  

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ)  

FW 川澄 奈穂美 (シアトル・レイン FC/アメリカ)  

 菅澤 優衣香 (浦和レッズレディース)  

 岩渕 真奈 (INAC神戸レオネッサ)  

 横山 久美 (1.FFCフランクフルト/ドイツ) 

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)  

※1 追加招集                                                               計 23名 

                                              

 16 U-20日本女子代表 フランス遠征の件 

  行事名：U-20日本女子代表 フランス遠征 

期 間：4月 1日(日)～9日(月) 

場 所：フランス 

 

[スケジュール] 

4月 1日 (日) 集合 

4月 4日 (水) 国際親善試合  vs. U-20フランス女子代表 ○2-0 

4月 7日 (土) 国際親善試合  vs. U-20フランス女子代表 ●0-2 

4月 9日 (月) 解散 

 

[スタッフ] 

監督  池田 太 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 岡本 三代 (JFAナショナルコーチングスタッフ/セレッソ大阪) 

GKコーチ 西入 俊浩 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 山口 奈美 (医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター) 
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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＆Dコア) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

 

[選  手] 

GK 福田 まい (日体大 FIELDS横浜)  

 鈴木 あぐり (マイナビベガルタ仙台レディース)  

 スタンボー 華 (INAC神戸レオネッサ)  

DF 石田 菜々海 (帝京平成大学)  

 南 萌華 (浦和レッズレディース)  

 小野 奈菜 (神奈川大学)  

 市瀬 千里 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)  

 高平 美憂 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

 木崎 あおい (浦和レッズレディース) ※2 

 北村 菜々美 (セレッソ大阪堺レディース) ※1 

 牛島 理子 (INAC神戸レオネッサ)  

 高橋 はな (浦和レッズレディース)  

MF 今井 裕里奈 (日体大 FIELDS横浜)  

 林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース)  

 福田 ゆい (INAC神戸レオネッサ) ※1 

 佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)  

 長野 風花 (仁川現代製鉄レッドエンジェルズ/韓国)  

 矢形 海優 (セレッソ大阪堺レディース)  

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島)  

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)  

 村岡 真実 (オルカ鴨川 FC) 

 目原 莉奈 (日体大 FIELDS横浜)  

 宝田 沙織 (セレッソ大阪堺レディース)  

※1 不参加 ※2追加招集                                                    計 24名 

                                               

 17 U-16日本女子代表 イタリア遠征の件 

  行事名：U-16日本女子代表 第 3回デッレナツィオーニトーナメント 

期 間：4月 22日(日)～5月 1日(火) 

場 所：イタリア 

 

[スケジュール] 

4月 22日 (日) 集合 

4月 25日 (水) 第 1戦 vs. U-17イングランド女子代表 ○2-1 

4月 26日 (木) 第 2戦 vs. U-17ロシア女子代表 △0-0 
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4月 28日 (土) 第 3戦 vs. U-17ノルウェー女子代表 ○2-1 

4月 29日 (日) 決勝戦 vs. U-16アメリカ女子代表 ●0-5 

5月 1日 (火) 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 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 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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 小林 慶司 (順天堂大学附属練馬病院) 

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) 

 

[選  手] 

GK 石田 心菜 (大阪学芸高校) 

 中園 花怜 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

DF 河岸 笑花 (セレッソ大阪堺アカデミー) 

 田畑 晴菜 (セレッソ大阪堺アカデミー) 

 杉澤 海星 (十文字高校) 

 徳永 雅 (日ノ本学園高校) 

 玉川 実奈 (JFAアカデミー福島) 

MF 伊藤 めぐみ (JFAアカデミー福島) 

 渡部 麗 (JFAアカデミー福島) 

 高和 芹夏 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

 大西 若菜 (浦和レッズレディースユース) 

 岩﨑 心南 (日テレ・メニーナ) 

 築地 育 (常葉大学附属橘高校) 

 

 

松本 奈己 

井戸 ケイト 

(セレッソ大阪堺アカデミー)          ※1  

(浦和レッズレディースユース)         ※2  

FW 島田 芽依 (浦和レッズレディースユース) 

 城和 怜奈 (JFAアカデミー福島) 

 山崎 愛海 (INAC神戸レオンチーナ)                            

 百濃 実結香 (セレッソ大阪堺アカデミー) 

 

 

野田 みゆう 

井上 千里 

(横須賀シーガルズ JOY) 

(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18) ※3  

※1 は※2に選手変更 ※参加辞退                        計 21名 

 18 JFA/Jリーグ協働プログラム(JJP)女子支援事業の件 

  JFA/Jリーグ協働プログラム(JJP)女子支援事業 2018 支援クラブ 

 

[チーム・スタートアップ支援事業] 

マイナビベガルタ仙台レディース U-18 
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セレッソ大阪堺アカデミー 

バニーズ京都 SC flaps U-18 

ASハリマアルビオン         計 4クラブ 

 

[女性指導者活性化] 

ASハリマアルビオン 

北海道リラ・コンサドーレ 

FC町田ゼルビアレディース 

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

オルカ鴨川 FC 

浦和レッズレディース 

ニッパツ横浜 FCシーガルズレディース 

ノジマステラ神奈川相模原 

AC長野パルセイロ 

清水エスパルス 

ファジアーノ岡山 

鹿児島ユナイテッド FC 

アルビレックス新潟レディース                 計 13クラブ 

 

 19 U-19フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 4月の件 

  行事名：U-19フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 4月 

期 間：4月 9日(月)～12日(木) 

場 所：茨城県土浦市・鹿嶋市 

 

 [スケジュール] 

4月 9日 (月) 集合 

4月 12日 (木) トレーニングマッチ vs.順天堂大学フットサル部 ●1-5 

解散 

 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA) 

監督 鈴木 隆二 (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) 

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 (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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校) 

総務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 
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GK 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) 

 岡本 仁 (北星学園大学附属高校) 

FP 南雲 颯太 (多摩大/体育会フットサル部) 

 山田 慈英 (移籍手続き中) 

 萩原 真夏 (S.B.F.C.LONDRINA) 

 本石 猛裕 (エンフレンテ熊本フットサル U18) 

 畠山 勇気 (フウガドールすみだバッファローズ) 

 巽 優太 (Futsal Clube UNIÃO U-18) 

 高橋 裕大 (ASVペスカドーラ町田 U-18) 

 藤井 一真 (ZOTT WASEDA JUVENIL) 

 山田 凱斗 (アグレミーナ浜松) 

 美馬 亘輝 (名古屋オーシャンズ U-18) 

 大塚 尋斗 (矢板中央高校) 

 大野 樹生 (シュライカー大阪 U-18) 

 橋本 澪良 (岡山県作陽高校) 

 井口 凜太郎 (シュライカー大阪 U-18) 

 大澤 雅士 (ZOTT WASEDA JUVENIL) 

 山口 勝輝 (サントス FC/SOCCER FASION santista) 

計 19名 

 

 20 2018年度フットサル GKキャンプ西日本の件 

  行事名：2018フットサル GKキャンプ西日本 

期 間：4月 7日(土)～8日(日) 

場 所：大阪府大阪市 

 

[スケジュール] 

4月 7日 (土) 集合 

4月 8日 (日) 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 定永 久男 （シュライカー大阪） 

ドクター 湯上 正樹 （熊本大学医学部付属病院） 

総務 西尾 厚樹 （JFAフットサル・ビーチサッカー部） 

 

[選  手] 

GK 小島 義瑛 （順天堂大フットサル部 GAZIL／jfc） 

 岩永 汰紀 （バサジィ大分） 

 石井 郷幸 （流通経済大学サッカー部） 
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 橋野 司 （大阪成蹊大学フットサル部） 

 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） 

 西 滉太 （香川県立高松商業高校） 

 中澤 航 （S.B.F.C.LONDRINA） 

 太田 圭 （フウガドールすみだファルコンズ） 

計 10名   

 

 21 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 

 

認定日：4月 2日 

(1) ドリームチャレンジフットボールファン（引退なし、補欠ゼロ）  

※「引退なし」のカテゴリーを追加 

認定日：4月 9日 

(1) F.C.PLUS ONE（補欠ゼロ）  

認定日：4月 20日 

(1) PLUCK FC（補欠ゼロ） 

認定日：4月 20日 

(1) 株式会社クリエイティブヘッズ（エフチャンネル・フットサルステージ） 

（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

※活動内容等を追加 

 

総申請件数 ：179件（5月 1日現在） 

総認定団体数：162団体 

「引退なし」    ： 114団体 

「補欠ゼロ」    ： 129団体 

「障がい者サッカー」： 88団体 

 

 22 名義使用申請の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 申請者：文京区少年サッカー連盟 

大会名：第 5 回自治体交流ジュニアサッカ一大会 

東京 U-10チャンピオンシップ～スポーツ祭東京 2013記念～ 

主催：文京区少年サッカー連盟 

共催：文京区 

協力：公益財団法人東京都サッカー協会、東京都少年サッカー連盟 

後援：公益財団法人日本サッカー協会 

日程：5月 13日(日)、20日(日) 
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会場：文京区小石川運動場 （人工芝） 

参加自治体：文京区、北区、八王子市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、清瀬市、 

多摩市、日の出町 

概要：本大会が国体サッカー競技会開催のレガシーであることを鑑み、国体サッカー競技会開

催 10 区市町村間において、自治体間の交流及び各自治体の競技力の向上を目的とした大

会である。 

(2) 申請者：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

大会名：スペシャルオリンピックス日本第 3回全国ユニファイドサッカー大会 

主 催：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会、スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、 

公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、 

公益財団法人笹川スポーツ財団、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

非営利特定活動法人日本知的障がい者サッカー連盟、大阪府、堺市、 

大阪府教育委員会、堺市教育委員会、一般社団法人大阪府サッカー協会（予定） 

日 程：6月 16日(土)～17日(日) 

会 場：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター 

内容・目的：知的障がいのある人とない人が同じチームで、日頃のサッカー活動の成果を競い

喜びを共にするオリンピック形式の国際スポーツ大会を開催することで、障がい者の

自立性と社会性を高め、すべての参加者の交流と社会の理解を深めることを目的とす

る 

(3) 申請者：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

大会名：第 17回アクサブレイブカップ ブラインドサッカー日本選手権 

主  催：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会、厚生労働省、スポーツ庁、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、日本パラリンピック委員会、 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、東京都、調布市、府中市（予定） 

メインサポーター：アクサ生命保険株式会社、アクサ損害保険株式会社、 

アクサダイレクト生命保険株式会社、 

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社、 

アクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社 

日 程：予選ラウンド 6 月 23日(土)～24日(日)、ファイナルラウンド 7月 8日(日) 

会 場：総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド（予選ラウンド）、 

アミノバイタルフィールド（ファイナルラウンド） 

入場料：無料 

(4) 申請者：アジア代表日本 2018 実行委員会 

事業名：アジア代表日本 2018 

主 催：アジア代表日本 2018 実行委員会 

共 催：九州国立博物館、太宰府天満宮（予定） 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 
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日 程：2018年 5月下旬～7月 

会 場：九州国立博物館、太宰府天満宮ほか 

内 容：アジア最終予選に出場した 36カ国の旗と動物をモチーフに、日本の伝統工芸である

「染め」の手法にてワークショップを行う。 

概 要：4年に一度開催される「FIFAワールドカップ 2018ロシア大会」に出場する日本代表チ

ームをアートを通じて応援し、作品制作の過程においては一般市民参加型ワークショッ

プで行うことで、アジアの代表としての日本という認識を持ち、人と人との関わり合い

が文化を築き上げていくことを参加者全員で体感することを目的とする。 

 

内 容（予定）：トップアスリートの強化と育成を考える（基調講演） 

    障害予防とコンディショニング（シンポジウム） 

    トップアスリートの強化と育成を考える（パネルディスカッション） 

 

 23 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 北海道コンサドーレ札幌 U-15（第 3種） 

遠征期間 6月 6 日～6月 12日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダム 

（2）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム イデア FC真岡 U-15（第 3種） 

遠征期間 7月 23日～7月 27日 

遠 征 先 韓国/釜山 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャユース（第 2種） 

遠征期間 5月 29日～6月 5日 

遠 征 先 オランダ/ハウテン 

（4）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャ Jr. ユース（第 3種） 

遠征期間 6月 4 日～6月 12日 

遠 征 先 オランダ/ユトレヒト 

（5）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム ジェフユナイテッド市原・千葉 U-12（第 4種） 

遠征期間 6月 6 日～6月 12日 

遠 征 先 アメリカ/ニューヨーク 

（6）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18（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 

（7）公益財団法人 東京都サッカー協会 
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チ ー ム FCトッカーノ U-15（第 3種） 

遠征期間 7月 25日～8月 5日 

遠 征 先 ブラジル/サンパウロ 

（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 高槻市選抜 U-12（第 4種） 

遠征期間 8月 9 日～8月 15日 

遠 征 先 オーストラリア/トゥーンバ 

 

 24 2018/19サッカー競技規則改正の件 

  2018/19サッカー競技規則改正の通達を別紙の通りとする。 

（報告）資料№4 

なお、2018/19競技規則の全文については、6 月の理事会に上程する予定。 

 

 


