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2012 年 5 月 10 日(木) 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2012 年度 第 2 回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡグラスルーツセミナーの件 

  「ＦＩＦＡグラスルーツセミナー」を、J-GREEN 堺で実施。 

2011 年度開催と同様に、ＦＩＦＡから講師を招き、6～12 歳年代の指導者を対象に、当該年代の

指導にあたる人材の発掘、資質向上のために、ＦＩＦＡと共同で下記概要にてセミナーを開催。

期  間：5月 22 日（火）～27 日（日）【ＦＩＦＡグラスルーツセミナー】 

5 月 26 日（土）【ＦＩＦＡグラスルーツフェスティバル】 

場  所：J-GREEN 堺/大阪府堺市 （宿泊会場 Ｊ-GREEN 堺/DREAM CAMP） 

講  師：ＦＩＦＡインストラクター（調整中） 

内  容：Ｕ12 年代における指導ポリシーの伝達 

スモールサイドゲームのレクチャーと実践（予定） 

フェスティバル（約 400 名）の計画と運営（予定） 

受講者人数：30 名程度 

受講資格：①当該年代における地域のリーダーとして活躍の期待できる方 

②上記期間中すべてのカリキュラムに参加できる方 

③セミナーで獲得した知識・ノウハウを地域に還元できる方 

 2. 2012 年度スポーツ指導者海外研修事業の件 

  （報告）資料№1 

公益財団法人日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が実施する 2012 年度スポーツ指導者海外研

修事業の研修員として、以下の者を派遣する。 

（１）研修員 ：廣山 望（ヒロヤマ ノゾミ） ※経歴 別紙ご参照 

（２）生年月日：1977 年 5 月 6日生まれ 

（３）所 属 ：Richmond Kickers（米国プロリーグ/United Soccer Leagues） 

（４）研修先 ：スペインサッカー連盟/スペインプロクラブ（調整中） 

（５）研修期間：1年間 

（６）研修趣旨：JOC 加盟団体に所属している指導者をスポーツ指導者海外研修員として

海外へ派遣し、その専門とする競技水準の向上に関する具体的な方法等につい

て研修させるとともに、海外の選手強化対策、指導者養成の実態等について調

査研究に当たらせ、将来の我が国のスポーツ界を担う指導者として育成する。

 3. 名義使用申請の件 

  (1)申 請 団 体：未来のまちづくり・みちづくりフォーラム実行委員会   

事  業  名：「未来のまちづくり・みちづくりフォーラム」 

ハイスクールサミット in 東北 ～ Ｕ２０ 全国の高校生と語り合う ～ 

主    催：未来のまちづくり・みちづくりフォーラム実行委員会 

共    催：社団法人東北経済連合会、公益社団法人日本青年会議所東北地区協議会、 
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宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、仙台市、 

特定非営利活動法人ハッピーロードネット 

後援(予定)：公益財団法人日本サッカー協会、宮城県教育委員会、青森県教育委員会、 

岩手県教育委員会、秋田県教育委員会、山形県教育委員会、 

福島県教育委員会、仙台市教育委員会、公益社団法人仙台青年会議所、 

相双４ＪＣ協議会、東北地方整備局、社団法人東北建設協会、 

東日本高速道路株式会社、東北電力株式会社、河北新報社、東奥日報社、 

デーリー東北新聞社、岩手日報社、秋田魁新報社、山形新聞社、福島民報社、

福島民友新聞社、ＮＨＫ仙台放送局、公益社団法人こども環境学会 等 

開  催  日：7月 31 日（火） 12 時 45 分～16 時 30 分 

会    場：宮城県庁 ２階講堂（宮城県仙台市青葉区） 

参 加 予 定:高校生（東北・全国）約 250 名、一般参加 約 150 名 

目    的：東北地方の高校生が「大人社会への意見や考えを提言」する機会を提供すると

ともに、「まちづくり・地域づくり活動」への参画を促し、次世代の人材育成

を図り、「安全で安心なまちづくり」と「活力ある地域づくり」を大人と一緒

に考えていくことを目的として、フォーラムを開催する。平成23年3月11日に発

生した東日本大震災は、私たちがこれまでに経験したことのない未曾有の大災

害となったが、未来を担う子供たちが国民の一人として、主体的に復興に関わ

っていける環境をつくることが大切である。被災地の高校生たちが「愛するふ

るさとの復興」への想いを語り、全国の高校生たちが「被災地への想い」や「愛

するふるさとの活性化」について語り合うことは大切なことであり、本フォー

ラムは企画段階から高校生が参加し、自分たちの想いを全国に発進することを

目的として、フォーラムを開催する。 

 4. 名義使用申請の件 

   (1) 申 請 団 体  ：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会  

事  業  名  ：日比野克彦「ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ in 天草」 

主    催  ：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会 

後援（予定） ：公益財団法人日本サッカー協会、天草サッカー協会 

協力（予定） ：株式会社レンゴー 

開  催  日  ：5 月 27 日（日） 

会     場  ：西の久保公園広場（熊本県天草市）  

目     的  ：スポーツとアートの融合した現代社会において、新たなる表現形態の 

提案をする。 

    内    容  ：段ボールにてサッカーゴールを、古着のＴシャツにてユニフォームを作り、

ミニサッカーゲームを行う。 

 (2) 申 請 団 体  ：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会 

事  業  名  ：日比野克彦「ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ」 

主    催  ：ＨＩＢＩＮＯ ＣＵＰ実行委員会 

後援（予定） ：公益財団法人日本サッカー協会 

協力（予定） ：株式会社レンゴー 
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開  催  日  ：8 月 9日（木） 

会     場  ：水戸芸術館広場（茨城県水戸市） 

目     的  ：スポーツとアートの融合した現代社会において、新たなる表現形態の 

提案をする。 

    内    容  ：段ボールにてサッカーゴールを、古着のＴシャツにてユニフォームを作り、

ミニサッカーゲームを行う。 

 5. 第 35 回東アジアサッカー連盟理事会の件 

  東アジアサッカー連盟(ＥＡＦＦ)は、第 35 回理事会を開催した。協議・決定事項は下記の通り。

第 35 回東アジアサッカー連盟理事会 

日時：4月 11 日（水）10：00～11：20 

会場：Four Seasons Hotel Shanghai (中国・上海)  

(１)2011 年の活動報告 

①EAFF U-15 Youth Tournament 2011 (7 月、チャイニーズ・タイペイ)は、無事に大会が開催

されたことが報告された。 

②第７回競技委員会(11 月、韓国にて開催)の提案が承認された。 

大会名称を「東アジアサッカー選手権」から「EAFF East Asian Cup」と変更する。また、

この名称は全ての大会において適用される。 

(２)2011 年度の財務報告がされた。 

(３)2012 年からの常任委員会のメンバーが承認された。 

(４)予選大会について 

①EAFF East Asian Cup 2013 Preliminary Competition Round 1(M&W) 

ホスト(開催国)：グアム 

大会期間：７月 17 日～22 日 

出場チーム(男子)：グアム、マカオ、北マリアナ諸島 

出場チーム(女子)：グアム、香港、北マリアナ諸島 

②EAFF East Asian Cup 2013 Preliminary Competition Round 2(M) 

ホスト(開催国)：香港 

大会期間：12 月５日～９日 

出場チーム(男子)：香港、チャイニーズ・タイペイ、朝鮮民主主義人民共和国、 

ラウンド 1の勝者 

③EAFF East Asian Cup 2013 Preliminary Competition Round 2(W) 

ホスト(開催国)：中国 

大会期間：未定 

出場チーム(女子)：中国、チャイニーズ・タイペイ、ラウンド 1の勝者 

(５)オーストラリアサッカー協会(ＦＦＡ)の参加について 

オーストラリアサッカー協会(ＦＦＡ)から EAFF East Asian Cup への参加の意向があること

が報告された。 

前向きに検討する旨の意見が多数あり、今後は財務委員会、競技委員会等の関連する委員会

で議論をしたうえ、理事会で最終決定される。 

 



報告事項 

2012/5/10 第 2 回理事会 

4 

(６)設立 10 周年記念イベントについて 

2002 年５月 28 日に設立され、本年で 10 周年を迎えることに対し、全ての加盟協会の東アジ

ア内での結束に対する協力と、スポンサーからの多大な支援に感謝を表して 10 周年の記念

イベントを開催することが決定した。 

(７)次回の理事会は、５月に行われるＦＩＦＡ総会時に開催することが決定した。 

 6. ＪＥＮＥＳＹＳ 日アセアンイーストＵ14 サッカーフェスティバルの件 

  外務省からの協力要請を受け、標記行事に施設を提供し、運営のコーディネイト部分を担当する。

 [事業名] 

ＪＥＮＥＳＹＳ 日アセアンイーストＵ14 サッカーフェスティバル 
 [事業全体の概要] 

・日本と東アセアン諸国との交流事業（人材交流・青少年育成等の諸事業） 

・外務省主催事業（アジア大洋州局 南部アジア部南東アジア第二課） 

・（財）日本国際協力センター（ＪＩＣＥ）が外務省から受託し実務を担当 

[サッカーフェスティバルの概要] 

・東アセアンの5ヶ国(フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ブルネイ)から

Ｕ-14代表チームを招く 

・滞日期間は6月１7日（日）～24日（日） 

・７泊8日でＪ-GREEN堺/DREAM CAMPに滞在し、サッカー活動（交流試合・練習）を行なう 

・Ｕ-14日本代表も参加し、6チームによる総当たりリーグ戦形式で行う 

・Jリーグ試合観戦（調整中）、ユメセン授業も予定 

・１チームあたり22名（選手18名・役員4名）プラス 審判1名 

・上記23名分の費用は外務省側負担（国際航空運賃、国内交通費・食費・宿泊費etc） 

[ＪＦＡの協力内容] 

・Ｕ-14日本代表チームの交流試合参加 

・ユメセンの実施（謝金等の実費は外務省側負担） 

・Ｊ-GREEN堺での宿泊/交流試合/練習の調整 

・Ｊリーグ試合観戦の調整（主管クラブへの連絡、観戦チケット手配等） 

・参加５ヶ国サッカー協会との調整 

 7. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合派遣は次のとおり。 

（マッチコミッショナー） 

① ＡＦＣ Ｃｕｐ 2012 グループステージ 

Tampines Rovers（シンガポール）vs. Kitchee（香港） 

試合日： 4 月 25 日（水） 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

② ＡＦＣ Ｃｕｐ 2012 グループステージ 

Yangon Utd（ミャンマー）vs. Citizen（香港） 

試合日： 5 月 8 日（火） 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

③ ＡＣＬ 2012 グループステージ 

Bunyodkor（ウズベキスタン）vs. Pohang Steelers（韓国） 



報告事項 

2012/5/10 第 2 回理事会 

5 

試合日： 5 月 16 日（水） 

マッチコミッショナー： 五香 純典 

 

（レフェリーアセッサー） 

① AFC Champions League 2012 Group H 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：４月 29 日～５月２日 

場 所：杭州/中国 

② AFC Champions League 2012 Group G 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：５月 13 日～17 日 

場 所：天津/中国 

③ AFC Champions League 2012 Group F 

ｱｾｯｻｰ：小幡 真一郎 

期 間：５月 13 日～18 日 

場 所：ブリスペン/オーストラリア 

 

（審判員） 

① AFC Champions League 2012 – Group C 

審判員：當麻 政明、八木 あかね、田尻 智計 

期 間：４月 28 日～５月３日 

場 所：ジェッダ/サウジアラビア 

② AFC Champions League 2012 – Group B 

審判員：佐藤 隆治、大塚 晴弘、西尾 英朗 

期 間：４月 29 日～５月４日 

場 所：ドーハ/カタール 

③ AFC President’s Cup 2012 – Group C 

審判員：山本 雄大 

期 間：５月 2日～10 日 

場 所：ツルスンゾダ/タジキスタン 

④ AFC Cup 2012 – Group G 

審判員：高山 啓義、五十嵐 泰之 

期 間：５月６日～９日 

場 所：シンガポール/シンガポール 

⑤ AFC Champions League 2012 – Group D 

審判員：西村 雄一、相楽 亨、名木 利幸 

期 間：５月 13 日～17 日 

場 所：リヤド/サウジアラビア 

⑥ 2014 FIFA World Cup Brazil TM Preliminary Competition Asian Zone-Group A 

審判員：西村 雄一、相楽 亨、名木 利幸、飯田 淳平 



報告事項 

2012/5/10 第 2 回理事会 

6 

期 間：６月１日～５日 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

⑦ 2014 FIFA World Cup Brazil TM Preliminary Competition Asian Zone-Group A 

審判員：當麻 政明、八木 あかね、西尾 英朗、山本 雄大 

期 間：６月 10 日～13 日 

場 所：高陽市/韓国 

⑧ AFC Futsal Club Championship Kuwait 2012 (Final) 

審判員：宮谷 直樹、小崎 知広 

期 間：６月 27 日～７月８日 

場 所：クウェイト/クウェイト 

⑨ Olympic Football Tournament London 2012 

審判員：西村 雄一、相楽 亨、名木 利幸、山岸 佐知子 

期 間：７月 18 日～８月 14 日 

場 所：ロンドン/英国 

 8. 競技会開催申請の件 

 

 

 

 (1)公益財団法人広島県サッカー協会 

大 会 名 ：Balcom BMW CUP 平和祈念 広島国際ユースサッカー2012 

主   催：公益財団法人広島県サッカー協会、中国放送、中国新聞社、FM ちゅーピー 

主   管：公益財団法人広島県サッカー協会 2種委員会 

特 別 協 賛：株式会社バルコムモータース 

協   賛：株式会社アシックス、株式会社ミカサ 他 

後   援：公益財団法人日本サッカー協会、広島県、広島市、広島県教育委員会、 

広島市教育委員会、公益財団法人広島県体育協会、 

公益財団法人広島市スポーツ協会 

開 催 期 日：8月 9日(木)～12 日(日) 

会   場：広島広域公園第 1球技場 

参加チーム：トルーカ FC(メキシコ)、龍仁 FC(韓国)、 

サンフレッチェ広島 FC ユース、広島県高校選抜 

試合の種類：国際有料 

入 場 料 金：(前売)大人 800 円、高校生 700 円、中学生 500 円、小学生以下無料 

         (当日)大人 1,200 円、高校生 1,000 円、中学生 500 円、小学生以下無料 

 9. 日本サッカーミュージアムの件 

  (1)入場者数報告 

    4 月 2,485 人  1 日平均 92.0 人 

 （2011 年 810 人 2010 年 1,453 人 2009 年 2,081 人 2008 年 2,059 人） 

 (2)「なでしこの書」展（4月 27 日～5月 31 日） 

  1 階ヴァーチャルスタジアムにて、「なでしこの書」展を開催。展示終了後、オークショ

ン販売の予定。これに合わせて制作した図録（1,000 円税込）も販売し、収益の一部を東

日本大震災サッカーファミリー復興支援金にあてる。 

(3)「世界を一つにした 1ケ月～World Meet One～」写真展への協力 
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   期間：5月 31 日（木）～7月 13 日（金） 

   場所：キュービックプラザ新横浜（駅ビル）10 階アトリウム（パブリックスペース） 

      入場無料 

   主催：新横浜ステーション開発株式会社 

協力：日本サッカーミュージアム、神奈川新聞 

   内容：本年で 10 周年を迎える FIFA ワールドカップ 2002 決勝開催地である新横浜で、 

写真パネルと新聞記事で大会を振り返る。 

・日本サッカーミュージアム所蔵写真パネルの展示 

      ・当時の神奈川新聞記事の展示 

      ・日本サッカーミュージアムの紹介 

 10. 海外遠征申請の件 

  （1）財団法人茨城県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学体育局サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 5 月 24 日（木）～30 日（水） 

遠 征 先 オストラッハ/ドイツ 

（2）一般社団法人大阪府サッカー協会 

チ ー ム ALVEARE （第 3種） 

遠征期間 8 月 17 日（金）～23 日（木） 

遠 征 先 ケアンズ/オーストラリア 

（3）一般社団法人兵庫県サッカー協会 

チ ー ム アミティエ SC （第 4種） 

遠征期間 6 月 9 日（土）～18 日（月） 

遠 征 先 ローマ/イタリア 

（4）社団法人福岡県サッカー協会 

チ ー ム JBSN Selection 2012 （第 1種） 

遠征期間 5 月 28 日（月）～6月 4日（月） 

遠 征 先 カリフォルニア/アメリカ 

 11. 標章使用申請の件  

  （1）申請団体： 東北サッカー協会 

   使用目的： 東北大会表彰状 A3 版 400 枚 

 12. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  （更新） 

(1)公認申請者：埼玉県 

  施設名：埼玉スタジアム 2002 公園 第 4グラウンド（人工芝） 

  施設所有者：埼玉県知事 上田 清司（うえだ きよし） 

  ロングパイル人工芝：SP ターフ（65）/ スポーツ施設㈱ 

  公認期間：2012 年 4 月 13 日～2015 年 4 月 12 日 

  公認番号：第 36 号 

  ＜特記事項＞ 

公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 



報告事項 

2012/5/10 第 2 回理事会 

8 

JFA ロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 (2)公認申請者：佐賀県唐津市  

  施設名：松浦河畔公園ラグビー・サッカー場 

  施設所有者：唐津市長 坂井 俊之（さかい としゆき） 

  ロングパイル人工芝：ドリームターフ（MV2065）/ 積水樹脂㈱ 

  公認期間：2012 年 3 月 12 日～2015 年 3 月 11 日 

  公認番号：第 78 号 

  ＜特記事項＞ 

   公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 

   ＪＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 13. 中学校女子サッカー部フェスティバルの件 

 行事名：“Live Your Goals” Girls Festival 中学校女子サッカー部フェスティバル 

期  間：4月 3日（火）～ 6 日（金） 

場  所：J-GREEN 堺/大阪府堺市 

参加チーム： 

①さいたま市立原山中学校（埼玉県）     選手 18 人 

②富士見市立西中学校サッカー部（埼玉県）  選手 12 人 

③文京区立文林中学校（東京都）       選手 8人 

④江東区立中学校女子サッカー部（東京都）  選手 14 人 

⑤十文字中学校（東京都）          選手 12 人 

⑥堺ドリームス（大阪府）          選手 10 人 

⑦浦添市立仲西中学校（沖縄県）       選手 8人 

⑧真志喜中学校女子サッカークラブ（沖縄県） 選手 12 人 

内容： 

4 月 3 日（火）オープニング 

 なでしこジャパンとの記念撮影 

 なでしこジャパン 佐々木監督・3選手からの激励 

 アイスブレイク 

4 月 4 日（水） 審判実技指導 

 ローテーションによるゲーム（8対 8）・トレーニング 

 レクチャー：審判員の魅力・女子サッカーの歴史・なでしこ vision 

4 月 5 日（木） グラスルーツフェスティバル 

 試合観戦 なでしこジャパン vs ブラジル女子代表 

4 月 6 日（金） フェスティバルを振り返って（各チームグループワークによる発表） 

 クロージング 

 

 

 14. 2011 年度 公認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ため、

以下の 1名を公認Ｓ級コーチとして認定する。 
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氏  名 ： 沖山 雅彦（おきやま まさひこ） 

指導チーム： Jordan Women’s National Team（ヨルダン女子代表チーム） 

生年月日 ： 1968 年 3 月 15 日 

資  格 ：  2007 年 A 級ライセンス 

指 導 歴 ：  1991 年～1993 年  新光精工 FC クレール（Lリーグ）コーチ 

         1993 年～1996 年 Tokyo Shidax FC（L リーグ）コーチ 

         1996 年～1998 年 東京都国体選抜成年女子監督 

         1998 年～2000 年 東京女子体育短期大学サッカー部 監督 

東京女子体育大学サッカー部 コーチ 

日本大学高等学校サッカー部 コーチ 

         2000 年～2001 年 大原学園 JaSRA 女子サッカークラブ 監督 

        2001 年～2004 年 大原学園 JaSRA サッカークラブ Bチーム監督 

2004 年～2005 年 大原学園 JaSRA 女子サッカークラブ 監督 

        2005 年～2008 年 大原学園 JaSRA サッカークラブ Bチーム監督 

         2002 年～2008 年 長野県サッカー協会・技術委員会（47FA ﾁｰﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 

                  ・女子委員会（地域トレセンコーチ） 

                  ・キッズ委員会（ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ養成講習会ｲﾝｽﾄﾀｸﾀｰ） 

2008 年～2010 年 JFA アカデミー福島コーチ（女子担当） 

               JFA ナショナルトレセンコーチ（女子：北信越・東北担当）

      2010 年～2012 年 JFA アカデミー福島女子監督 

2012 年～ 現在  Jordan Women’s National Team 監督 

※ 現 S級コーチランセンス保持者数：351 名（上記 1名含む） 

※ 2011 年度公認 S級コーチ認定者数：6名/21 名（上記 1名含む） 

 15. 2011 年度 公認 B級コーチ、公認 GK-B 級コーチ、公認 GK-C 級コーチ養成講習会判定結果の件 

  （報告）資料№2 

 16. 2012 年度 公認指導者養成講習会受講者決定の件 

  （報告）資料№3①～④ 

2012 年度公認指導者養成講習会の受講者を別紙の通り決定した。 

 ※別紙ご参照。 

   ①公認 A級コーチジェネラル 

   ②公認 A級コーチ U-12 

   ③公認 B級コーチ 

   ④公認 GK-C 級コーチ 

 17. Ｕ－14 日本選抜 ＡＦＣ Ｕ14 Ｆｅｓｔｉｖａｌの件 

行事名：Ｕ－14 日本選抜 ＡＦＣ Ｕ14 Ｆｅｓｔｉｖａｌ 

期  間：4月 23 日（月）～30 日（月） 

場  所：中国/北京 

［スケジュール］ 

４月 23 日(月) 出発 

４月 24 日(火) トレーニング 
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４月 25 日(水) 試合 

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 中国選抜 ○１－０ 

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 朝鮮民主主義人民共和国選抜 ○２－０ 

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 台北 ○６－０ 

４月 26 日(木) 試合  

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 朝鮮民主主義人民共和国選抜 △１－１ 

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 モンゴル選抜 ○９－０ 

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 韓国選抜 ●１－２ 

４月 27 日(金) スキルテスト・アクティビティ 

４月 28 日(土) 試合  

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 北マリアナ諸島選抜 ○18－０ 

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 台北 ○１－０ 

４月 29 日(日) 試合  

Ｕ－14 日本選抜 対 Ｕ－14 中国 ○４－０ 

４月 30 日(月) 帰国・解散 

［スタッフ］ 

監 督：内山 篤    （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

コーチ：木村 康彦   （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ＧＫコーチ：望月 数馬 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ドクター：根塚 武   （医療法人五省会 西能病院） 

［選手］ 

坂本 大地   （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪 U-15） 

井上 聖也   （高知県：大方中学校） 

安西 海斗   （千葉県：柏ﾚｲｿﾙ U-15） 

川尻 龍司   （北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-15） 

佐々木 匠   （宮城県：ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

川原田 湧   （神奈川県：横浜 F・ﾏﾘﾉｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

久米 皓次郎  （静岡県：ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 U-15） 

山田 陸    （埼玉県：大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

関口 正大   （新潟県：FC 五十嵐ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

西田 一翔   （大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

篠崎 輝和   （茨城県：鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞつくばｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

岩崎 悠人   （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

西本 卓申   （熊本県：ｱﾙﾊﾞﾗﾝｼｱ熊本 FC） 

田中 彰馬   （愛知県：名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15） 

堂安 律    （大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

中間 俊亘   （広島県：ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

木戸 健太   （埼玉県：さいたま市立岸中学校ｻｯｶｰ部） 

平田 竜士   （東京都：東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

町田 ジェフリー（埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 
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渡辺 皓太   （東京都：東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

富安 兼用   （福岡県:アビスパ福岡 U-15） 

松岡 大智   （富山県：ｶﾀｰﾚ富山 U-15） 

 18. 日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 23 日（月）～25 日（水） 

場 所：千葉県千葉市 

 [スケジュール] 

4 月 23 日 （月） 集合、トレーニング 

4 月 24 日 （火） トレーニング 

4 月 25 日 （水） 練習試合 日本代表候補 vs 明治大学 ○5-1 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GK コーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会)  

ドクター 柳田 博美 (加古川医療センター) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (フリー)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会)  

通訳 矢野 大輔 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会)  

総 務 津村 尚樹 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)  

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン(株)) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン(株)/（株）BOTTOM UP) 

[選  手] 

GK 西川 周作  (サンフレッチェ広島) 

 林  彰洋 (清水エスパルス) 

 権田 修一 (FC 東京) 

DF 駒野 友一 (ジュビロ磐田) 

 岩政 大樹 (鹿島アントラーズ) 

 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 栗原 勇蔵 (横浜 F･マリノス) 

 徳永 悠平 (FC 東京) 

 伊野波 雅彦 (ヴィッセル神戸) 

 森脇 良太 (サンフレッチェ広島) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 
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 太田 宏介 (FC 東京) 

 酒井 宏樹 (柏レイソル) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 中村 憲剛 (川崎フロンターレ) 

 高橋 秀人 (FC 東京) 

 柏木 陽介 (浦和レッズ) 

 清武 弘嗣 (セレッソ大阪) 

FW 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 藤本 淳吾 (名古屋グランパス) 

 山田 大記 (ジュビロ磐田) 

 清武 弘嗣 (セレッソ大阪) 

 大迫 勇也 (鹿島アントラーズ) 

 原口 元気 (浦和レッズ) 

計 24 名 

 19. U-23（ロンドンオリンピック 2012）日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-23（ロンドンオリンピック 2012）日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 9日（月）～11 日（水） 

場 所：宮城県松島町・仙台市 

 [スケジュール] 

4 月  9 日（月）集合・トレーニング 

4 月 10 日（火）被災地訪問・トレーニング 

4 月 11 日（水） 練習試合 vs. ベガルタ仙台 ○1-0 

              （ユアテックスタジアム仙台）試合後解散 

 [スタッフ] 

監督 関塚 隆 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 小倉 勉 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GK コーチ 藤原 寿徳 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 里内 猛 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 武藤 覚 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 山本 祐司 (弘前大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司
(公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学

校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会) 

技術委員 霜田 正浩 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術委員) 

総務 本間 一憲 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 辻上 裕章 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

[選  手] 

GK 権田 修一 (FC 東京) 
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安藤 駿介 (川崎フロンターレ) 

DF 實藤 友紀 (川崎フロンターレ) 

比嘉 祐介 (横浜 F・マリノス) 

大岩 一貴 (ジェフユナイテッド千葉・市原) 

山村 和也 (鹿島アントラーズ) 

吉田 豊 (清水エスパルス) 

酒井 宏樹 (柏レイソル) 

菅沼 駿哉 (ジュビロ磐田) ※1 

濱田 水輝 (浦和レッズ) 

奈良 竜樹 (コンサドーレ札幌) 

MF 金崎 夢生 (名古屋グランパス) 

山本 康裕 (ジュビロ磐田) 

水沼 宏太 (サガン鳥栖) 

山口 螢 (セレッソ大阪) 

茨田 陽生 (柏レイソル) 

扇原 貴宏 (セレッソ大阪) ※3 

小林 祐希 (東京ヴェルディ) 

FW 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 

大前 元紀 (清水エスパルス) ※1 

齋藤 学 (横浜 F・マリノス) ※2 

大迫 勇也 (鹿島アントラーズ) 

宮吉 拓実 (京都サンガ F.C.) 

杉本 健勇 (東京ヴェルディ) 

  ※1 追加招集 

 ※2 参加辞退 

 ※3 離脱 

計 24 名

 20. Ｕ-19（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 ＵＡＥ遠征の件 

  行事名：Ｕ-19（Ｕ-20 ワールドカップ 2013 トルコ）日本代表 ＵＡＥ遠征 

期 間：4月 5日（木）～14 日（土） 

場 所：ＵＡＥ／Ｒａｓ Ａｌ Ｋｈａｉｍａｈ 

[スケジュール] 

4 月 5 日 (木) 集合・出発 

4 月 6 日 (金) 現地着 トレーニング 

4 月 7 日 (土) トレーニング 

4 月 8 日 (日) トレーニング 

4 月 9 日 (月) トレーニング 

4月 10日 (火) 国際親善試合 vsU-19UAE 代表 ○4-2 
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4月 11日 (水) 練習試合 vsEmirate Culture & Sports Club ○2-0 

4月 12日 (木) トレーニング 

4月 13日 (金) 国際親善試合 vsU-19UAE 代表 ○2-0 

4月 14日 (土) 現地発/帰国解散 

 [スタッフ] 

監 督 吉田 靖 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙ ｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 山橋 貴史 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GK コーチ 浜野 征哉 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 小島 岳史 (橘病院整形外科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山崎 亨 
(公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/横浜ｽﾎﾟｰﾂﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門

学校) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

総務 添田 貢広 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス) 

池村 彰太 (神奈川大学) 

DF 鈴木 隆雅 (鹿島アントラーズ) 

   山中 亮輔 (柏レイソル) 

犬飼 智也 (清水エスパルス) 

佐藤 和樹 (名古屋グランパス) 

松原 健 (大分トリニータ) 

小山内 貴哉 (コンサドーレ札幌) 

高橋 祐治 (京都サンガ F.C.) 

植田 直通 (熊本県立大津高校) 

MF 大島 僚太 (川崎フロンターレ) 

田鍋 陵太 (名古屋グランパス) 

荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌) 

杉本 竜士 (東京ヴェルディ) 

幸野 志有人 (FC 東京) 

橋本 拳人 (FC 東京) 

原川 力 (京都サンガ F.C.) 

石毛 秀樹 (清水エスパルス) 

野津田 岳人 (サンフレッチェ広島 F.C.ユース) 

FW 南 秀仁 (東京ヴェルディ) 

榊 翔太 (コンサドーレ札幌) 

鈴木 武蔵 (アルビレックス新潟)※途中離脱 

木下 康介 (横浜 FC ユース) 

計 23 名

 21. Ｕ-16 日本代表 フランス／モンテギュー遠征の件 

  行事名：Ｕ-16 日本代表（40th MONDIAL MINIMES MONTAIGU VENDEE 2012） 

期 間：2012 年 3 月 26 日(月)～4月 11 日(水) 



報告事項 

2012/5/10 第 2 回理事会 

15 

場 所：フランス／モンテギュー 

 [スケジュール] 

3 月 26 日(月) PM 集合･羽田空港発 

27 日(火) PM トレーニング 

28 日(水) AM トレーニング PM トレーニング 

29 日(木) AM トレーニング PM 練習試合 vs ルマン FCU-17 △1-1 

30 日(金) AM トレーニング PM トレーニング 

31 日(土) AM トレーニング PM 練習試合 vs ロシア ●1-2 

4 月 1 日(日) PM トレーニング 

2 日(月) AM トレーニング PM トレーニング 

3 日(火) モンテギュー国際大会予選リーグ第 1戦 vs イングランド △1-1 

4 日(水) モンテギュー国際大会予選リーグ第 2戦 vs モロッコ △1-1 

5 日(木) AM トレーニング 

6 日(金) PM トレーニング 

7 日(土) モンテギュー国際大会順位決定戦 vs アメリカ ●1-1(PK3-4) 

8 日(日) AM トレーニング 

9 日(月) モンテギュー国際大会順位決定戦 vs 中国 ○3-0  

※7 位で大会を終える。フェアプレー賞を受賞。 

10 日(火) 現地発 

11 日(水) AM 羽田着・解散 

 [スタッフ]  

団 長    ： 原 博実   (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術委員長) 

監 督    ： 吉武 博文  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ    ： 江尻 篤彦  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫコーチ  : 大橋 昭好  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター   ： 中野 和彦  (西岡第一病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 並木 磨去光 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ･ﾅｽﾞｰ) 

総 務    ： 池辺 友和  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 田島 一樹  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

[選 手]  

GK 伊東 倖希 (FC 東京 U-18) 

小島 亨 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U18) 

DF 酒井 高聖 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

宮本 航汰 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ) 

佐々木 渉 (FC 東京 U-18) 

前谷 崇博 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

伊藤 克尚 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ) 

MF 青木 亮太 (流通経済大学付属柏高校) 

手塚 康平 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

会津 雄生 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 
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三好 康児 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-18) 

神谷 優太 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

FW 中村 文哉 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

吉岡 樹利也 (ｿﾚｯｿ熊本/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ熊本宇城) 

鈴木 徳真 (前橋育英高校) 

杉森 考起 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

藤本 裕豪 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 U-18) 

計 18 名

 22. Ｕ-20 日本女子代表 フランス遠征の件 

  行事名：Ｕ-20 日本女子代表欧州遠征 4月 

期 間：2012 年 3 月 26 日(月)～4月 6日(金) 

場 所：フランス／リス 

 [スケジュール] 

3 月 27 日(火) PM 集合･前泊 

28 日(水) AM 出発 PM 現地着 

29 日(木) AM トレーニング PM トレーニング 

30 日(金) AM トレーニング PM 練習試合 vs F.C.F.Juvisy △2-2 

31 日(土) AM トレーニング PM 練習試合 vs フランスＢ代表 ○3-0 

4 月 1 日(日) PM トレーニング 

2 日(月) AM トレーニング PM トレーニング 

3 日(火) AM トレーニング PM 練習試合 vs フランスＢ代表 ●1-2 

4 日(水) AM トレーニング PM パリ観光 

5 日(木) 現地発 

6 日(金) AM 羽田着・解散 

 [スタッフ]  

団 長    ： 本田 一男 (一般社団法人日本女子サッカーリーグ理事長) 

監 督    ： 吉田 弘  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ    ： 本田 美登里(公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ    ： 手塚 貴子 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫコーチ  : 川島 透  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター   ： 大岩 孝子 (静岡赤十字病院) 

ドクター   ： 絹笠 友則 （いちはら病院）※3/27 のみ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 山口 由美子(関西医療大学) 

総 務    ： 宮﨑 英津子(公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 見汐 翔太 (JFA アカデミー福島/筑波大学大学院) 

 

 [選 手]  

GK 池田 咲紀子 (浦和レッズレディース) 

望月 ありさ (日テレ・メニーナ) 

DF 左山 桃子 (静岡産業大学磐田ボニータ) 
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木下 栞 (日テレ・ベレーザ) 

中村 ゆしか (関東学園大学) 

浜田 遥 (スペランツァ FC 大阪高槻) 

高木 ひかり (早稲田大学) 

和田 奈央子 (浦和レッズレディース) 

村松 智子 (日テレ・ベレーザ)※1 

MF 柴田 華絵 (浦和レッズレディース) 

高野 紗希 (FC 高梁吉備国際大学) ※2 

川島 はるな (JFA アカデミー福島) 

田中 陽子 (INAC 神戸レオネッサ) 

仲田 歩夢 (INAC 神戸レオネッサ) 

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) 

中里 優 (日テレ・ベレーザ) 

FW 西川 明花 (FC 高梁吉備国際大学) 

横山 久美 (岡山湯郷 Belle) 

京川 舞 (INAC 神戸レオネッサ) 

田中 美南 (日テレ・ベレーザ) 

道上 彩花 (常盤木学園高等学校) 

※1 参加辞退 

※2追加招集 

計 23 名

 23. Ｕ-17 日本女子代表 中国遠征の件 

  行事名：Ｕ-17 日本女子代表中国遠征 4月 

期 間：4月 16 日(月)～22 日(日) 

場 所：中国／南京 

 [スケジュール] 

4 月 16 日(月) PM 集合･前泊(必要な選手のみ) 

17 日(火) AM 出発 PM 現地着・トレーニング 

18 日(水) AM トレーニング PM 練習試合 vs U-17 中国女子代表 ●2-3 

19 日(木) AM トレーニング PM トレーニング 

20 日(金) AM トレーニング PM 練習試合 vs 江蘇華泰Ｂ ●1-4 

21 日(土) AM トレーニング PM 練習試合 vs 江蘇華泰 U-17 ○4-0 

22 日(日) AM 現地発 PM 成田着・解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉田 弘    (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ    ： 髙倉 麻子  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫコーチ  : 前田 信弘  (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター   ： 小林 拓馬  (札幌医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 中野 江利子 ((株)新潟アルビレックスランニングクラブ) 

総 務    ： 宮﨑 英津子 (公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 
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ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 能仲 太司  (チーム「ニッポン」マルチサポート事業) 

[選 手]  

GK 井上 ねね (JFA アカデミー福島) 

平尾 知佳 (JFA アカデミー福島) 

DF 中井 仁美 (日ノ本学園高等学校) 

三宅 史織 (JFA アカデミー福島) 

乗松 瑠華 (JFA アカデミー福島) 

土光 真代 (日テレ・ベレーザ) 

清水 梨紗 (日テレ・メニーナ) 

畑中 美友香 (FC ヴィトーリア) 

守屋 都弥 (JFA アカデミー福島) ※2 

万屋 美穂 (日ノ本学園高等学校) 

MF 井上 綾香 (河内 SC ジュベニール)  

成宮 唯 (JFA アカデミー福島) 

中村 みづき (浦和レッズレディースユース) 

伊藤 美紀 (常盤木学園高等学校) 

平田 美紀 (常盤木学園高等学校) 

隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

籾木 結花 (日テレ・ベレーザ) 

長谷川 唯 (日テレ・メニーナ) 

野口 彩佳 (十文字高等学校)※1 

FW 佐々木 美和 (常盤木学園高等学校) 

増矢 理花 (JFA アカデミー福島) 

白木 星 (常盤木学園高等学校) 

※1 参加辞退 

※2追加招集 

計 22 名

 24.  フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：フットサル日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 5日(木)～11 日(水) 

場 所：愛知県名古屋市 

 [スケジュール] 

 4 月 5 日(木)  集合・トレーニング 

 4 月 6 日(金) トレーニング 

 4 月 7 日(土) トレーニング 

 4 月 8 日(日) トレーニング 

 4 月 9 日(月) トレーニング 

 4 月 10 日(火) トレーニング 

 4 月 11 日(水) トレーニング 

 [スタッフ] 

 監 督     ミゲル・ロドリゴ（公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会） 
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 ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ       エンリケ・イバニエス（公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会） 

 ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ    村岡 誠  （フリーフィジカルコーチ） 

 コーチ兼通訳  在原 正明 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ株式会社） 

 コーチ兼通訳  小森 隆弘 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ株式会社）  

 ドクター    山口 徹  （群馬スポーツ医学研究所） 

 ドクター    赤木 龍一郎（千葉大学） 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   宮本 大輔 （フリー） 

 総 務     倉田 研太郎（公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術部） 

[選  手] 

 GK       川原 永光     （名古屋オーシャンズ） 

 GK       冨金原 徹     （デウソン神戸） 

 GK       藤原 潤      （バルドラール浦安） 

 FP       木暮 賢一郎    （名古屋オーシャンズ） 

 FP              上澤 貴憲     （府中アスレティックＦＣ） 

 FP       完山 徹一     （府中アスレティックＦＣ） 

 FP       小宮山 友祐    （バルドラール浦安） 

 FP       村上 哲哉     （シュライカー大阪） 

 FP       高橋 健介     （バルドラール浦安） ※途中離脱（～4/6） 

 FP       松宮 充義     （シュライカー大阪） 

 FP       北原 亘      （名古屋オーシャンズ） 

 FP       稲葉 洸太郎    （バルドラール浦安） 

 FP       原田 浩平     （デウソン神戸） 

 FP       小曽戸 允哉    （バサジィｨ大分） 

 FP       星 翔太      （Al Rayyan/カタール） 

 FP       渡邉 知晃     （名古屋オーシャンズ） 

 FP       滝田 学      （ペスカドーラ町田） 

 FP       仁部屋 和弘    （バサジィ大分） 

 FP       逸見 勝利ラファエル（名古屋オーシャンズ） 

計 19 名

 

 25.  フットサル日本代表 スペイン遠征の件 

  行事名：フットサル日本代表 スペイン遠征 

期 間：4月 12 日(木)～22 日(日) 

場 所：スペイン/マドリッド 他 

 [スケジュール] 

 4 月 12 日(木)  名古屋より移動・成田空港出発 

 4 月 13 日(金) マドリッド到着後、トレーニング 

 4 月 14 日(土) トレーニング 

 4 月 15 日(日) トレーニング 

 4 月 16 日(月) AM トレーニング、PM トレーニングマッチ vs. OID Talavera △5-5 
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 4 月 17 日(火) AM トレーニング 

         PM トレーニングマッチ vs. Carnicer Torrejón  ●1-3 

 4 月 18 日(水) AM トレーニング、PM トレーニングマッチ vs. Caja Segovia ●3-4 

 4 月 19 日(木) AM 移動、PM Autos Lobelle ●2-5 

 4 月 20 日(金) 移動 

 4 月 21 日(土) 現地発 

 4 月 22 日(日) AM 成田着・解散 

[スタッフ] 

 監 督     ミゲル・ロドリゴ（公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会） 

 ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ       エンリケ・イバニエス（公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会） 

 コーチ兼通訳  在原 正明 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ株式会社） 

 コーチ兼通訳  小森 隆弘 （公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ株式会社）  

 ドクター    赤木 龍一郎（千葉大学） 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   宮本 大輔 （フリー） 

 総 務     倉田 研太郎（公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会技術部） 

 [選  手] 

 GK       川原 永光     （名古屋オーシャンズ） 

 GK       藤原 潤      （バルドラール浦安） 

 FP       木暮 賢一郎    （名古屋オーシャンズ） 

 FP              上澤 貴憲     （府中アスレティックＦＣ） 

 FP       完山 徹一     （府中アスレティックＦＣ） 

 FP       小宮山 友祐    （バルドラール浦安） 

 FP       村上 哲哉     （シュライカー大阪） 

 FP       松宮 充義     （シュライカー大阪） 

 FP       北原 亘      （名古屋オーシャンズ） 

 FP       稲葉 洸太郎    （バルドラール浦安） 

 FP       原田 浩平     （デウソン神戸） 

 FP       小曽戸 允哉    （バサジィ大分） 

 FP       星 翔太      （Al Rayyan/カタール） 

 FP       渡邉 知晃     （名古屋オーシャンズ） 

 FP       仁部屋 和弘    （バサジィ大分） 

 FP       逸見 勝利ラファエル（名古屋オーシャンズ） 

計 16 名

 26. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手制度の件 

    選手：  坂井 達弥 

（所属歴：鹿屋体育大学体育会サッカー部←東福岡高等学校←アビスパ福岡U-15 

←アビスパ福岡U-12←香椎東少年サッカークラブ）

所属元： 鹿屋体育大学 

受入先： サガン鳥栖 

承認日： 2012年3月13日 
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選手：  野上 結貴 

（所属歴：桐蔭横浜大学サッカー部←保善高等学校←NPO法人ワセダクラブ Forza‘02 

←Forza‘02）

所属元： 桐蔭横浜大学 

受入先： 横浜FC 

承認日： 2012年3月13日 

選手：  田中 達也 

（所属歴：九州産業大学 学友会体育会サッカー部←東福岡高等学校←アビスパ福岡U-15 

←Y-EASTフットボールクラブ）

所属元： 九州産業大学 

受入先： ロアッソ熊本 

承認日： 2012年3月13日 

選手：  村上 聖弥 

（所属歴：産業能率大学サッカー部←香川西高等学校） 

所属元： 産業能率大学 

受入先： 湘南ベルマーレ 

承認日： 2012年3月19日 

選手：  大森 圭悟 

（所属歴：福岡大学サッカー部←サンフレッチェ広島F.Cユース←岩出FCアズール 

←セレッソ大阪U-15←野上ジュニアサッカークラブ）

所属元： 福岡大学 

受入先： ギラヴァンツ北九州 

承認日： 2012年3月13日 

選手：  シュミット ダニエル 

（所属歴：中央大学学友会サッカー部←東北学院高校←東北学院中学校 

←仙台スポーツシューレFC←仙台市八幡サッカースポーツ少年団）

所属元： 中央大学 

受入先： 川崎フロンターレ 

承認日： 2012年3月19日 

選手：  中原 秀人 

（所属歴：福岡教育大学←佐賀東高校サッカー部←パルティーダU15←パルティーダ折多 

←折多サッカースポーツ少年団）

所属元： 福岡教育大学 

受入先： ギラヴァンツ北九州 

承認日： 2012年3月27日 

 

選手：  井林 章 

（所属歴：関西学院大学体育会サッカー部←広島県立広島皆実高等学校サッカー部 

←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←コスモ東広島F.C←コスモ

Jr.F.C) 
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所属元： 関西学院大学 

受入先： 東京ヴェルディ 

承認日： 2012年3月27日 

選手：  吉濱 遼平 

（所属歴：松蔭大学サッカー部←県立大師高等学校←川崎フロンターレＵ-18 

←川崎フロンターレＵ-15←セリエフットボールクラブ）

所属元： 松蔭大学 

受入先： 湘南ベルマーレ 

承認日： 2012年4月17日 

選手：  小塚 和季 

（所属歴： ← 帝京長岡高等学校サッカー部←長岡ジュニアユースフットボールクラブ 

←見附FC U-12←見附ジュニアフットボールクラブ←見附ジュニア．フットボール．クラブ）

所属元： 帝京長岡高等学校 

受入先： アルビレックス新潟 

承認日： 2012年4月17日 

選手：  清武 功暉 

（所属歴： ← 福岡大学サッカー部←大分トリニータU-18←大分トリニータU-15←明治北SSC）

所属元： 福岡大学 

受入先： サガン鳥栖 

承認日： 2012年4月17日 

 


