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2012年 11月 22日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2012 年度 第 8回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡクラブワールドカップの件 

  (１)大会出場チームについて 

以下の通り出場クラブが決定した。 

1) 北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）代表 

CFモンテレイ（メキシコ）※2年連続 2回目 

2) オセアニアサッカー連盟（OFC）代表 

オークランド・シティーFC（ニュージーランド）※2年連続 4回目 

3) 欧州サッカー連盟（UEFA）代表 

チェルシーFC（イングランド）※初出場 

4) 南米サッカー連盟（CONMEBOL）代表 

SCコリンチャンス（ブラジル）※2回目（2000年に初出場） 

5) アジアサッカー連盟（AFC）代表 

蔚山現代（韓国） ※初出場 

6) アフリカサッカー連盟（CAF）代表 

アルアハリ（エジプト）※4年ぶり 4回目 

7) 開催国代表（Ｊリーグ ディビジョン 1） 

2012Ｊリーグ ディビジョン 1優勝クラブ（12月 1日最終節に決定） 

(２)大会業務方針について 

2011年大会に続きＪＦＡとして大会業務方針を定め、世界大会の開催を通じて中長期的に日

本サッカー界の発展に貢献することを目指す。 

（報告）資料 No.1 

(３)ＪＦＡ実行委員会について 

以下にて第 2回実行委員会を開催した。 

日時：  11月 21 日（水） 15:00‐16:00 

場所：  ＪＦＡハウス 4F会議室 7 

 2. 日本サッカーミュージアムの件 

  （１）入場者数報告 

   10月 2,514人  1日平均  96.7人 

 （2011年 3,337人   2010年 2,109人   2009年  2,032人   2008年  1,773人） 

（２）「ロンドンオリンピック銀メダル」一般公開、「皇后杯」一般公開 

なでしこジャパンが獲得した「ロンドンオリンピック銀メダル」を下記期間、一般公開を

実施した。 

10月 19 日（金）～11月 4日（日） 

（３）「皇后杯」一般公開 

下賜された「皇后杯」を 10月 27日（土）より 12月 16日（日）まで断続的に一般公開中。 
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 3. 役員・審判員海外派遣報告 

  大会役員・審判員の国際試合派遣は次のとおり。 

（役員） 

① AFC審判委員会 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：11 月 24 日～27日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

（審判員） 

① AFC U-19 Women’s Champiomship 2013-Qualification Round 2 

審判員：山岸 佐知子、佐藤 奈美、大畠 千枝 

期 間：11 月 28 日～12月 10日 

場 所：ホーチミン／ベトナム 

② 7th WAFF Championship 2012-Men’s Competition 

審判員：東城 穣 

期 間：12 月 6日～21日 

場 所：クウェイト／クウェイト 

③ AFF SUZUKI Cup 2012-Final 

審判員：當麻 政明、宮島 一代、名木 利幸、佐藤 隆治 

期 間：12 月 17 日～21日 

場 所：開催地未定（12月 13日に決定） 

 4. 海外遠征申請の件  

  （1）社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ジュニア （第 4種） 

遠征期間 12月 10日（月）～16日（日） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（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 （第 3種） 

遠征期間 12月 14日（金）～17日（土） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（3）一般財団法人 福島県サッカー協会 

チ ー ム JFAアカデミー福島 女子 （女子） 

遠征期間 12月 28日（金）～2013年 1月 10日（木） 

遠 征 先 フロリダ/アメリカ 

（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(U-18)フットサルリーグ選抜 （フットサル） 

遠征期間 12月 1日（土）～2日（日） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（5）社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム AMBICIONE松本 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 1月 25 日（金）～2月 6日（水） 
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遠 征 先 バルセロナ・バレンシア/スペイン 

（6）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 愛知県選抜（U-14） （第 3種） 

遠征期間 12月 25日（火）～28日（金） 

遠 征 先 釜山/韓国 

（7）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 名古屋グランパス （第 1種） 

遠征期間 2013 年 2月 4日（月）～18日（月） 

遠 征 先 チェンマイ・バンコク/タイ 

（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-12 （第 4種） 

遠征期間 12月 13日（木）～18日（火） 

遠 征 先 イエール/フランス 

（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 U-18 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日（水）～31日（月） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（10）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪門真ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12月 25日（火）～29日（土） 

遠 征 先 昌原市・釜山/韓国 

（11）社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム アビスパ福岡 U-18 （第 2種） 

遠征期間 12月 26日（水）～30日（日） 

遠 征 先 昌原市/韓国 

（12）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 2012 年 11 月 15日（木）～27日（火） 

遠 征 先 ビンズオン省トゥーザウモット市/ベトナム 

 5. 標章使用申請の件  

   (1)申請団体：特定非営利活動法人山形県サッカー協会 

使用目的：名刺作成 2名分 各 100枚 

 (2)申請団体：社団法人長崎県サッカー協会 

使用目的：協会旗 2枚 

 6. 公認フットサルＢ級コーチ養成講習会 開催要項の件 

  （報告）資料№2 

 

 

 7. 第 92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 組み合わせ・会場決定の件 

  （報告）資料№3 
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第 92回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、11月 8日に開催されたラウンド 16抽選会の

結果を受けて、4回戦の対戦カードおよび決勝までの会場とキックオフ時間が決定した。 

＜トーナメント表 組み合わせ＞ 

別紙参照 

＜会場/キックオフ時間＞ 

4回戦 12月 15 日（土） 

【73】13：00 ガンバ大阪vs.FC町田ゼルビア   万博記念競技場 

【74】17：00 セレッソ大阪vs.清水エスパルス  大阪長居スタジアム 

【75】13：00 ジェフユナイテッド千葉 vs.福島ユナイテッド FC   フクダ電子アリーナ 

【76】13：00 鹿島アントラーズ vs.ジュビロ磐田  県立カシマサッカースタジアム 

【77】16：00 浦和レッズvs.横浜 F・マリノス  熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

【78】15：00 名古屋グランパスvs.ロアッソ熊本  名古屋市瑞穂陸上競技場 

【79】13：00 大宮アルディージャ vs.川崎フロンターレ  NACK5スタジアム大宮 

【80】13：00 柏レイソルvs.横河武蔵野 FC   日立柏サッカー場 

※FIFAクラブワールドカップ 2012に出場する J1チームの試合は 12月 19日（水）19:00開催 

準々決勝 12月 23 日（日） 

【81】13：00 【73】の勝者vs.【74】の勝者 大阪長居スタジアム 

【82】15：00 【75】の勝者vs.【76】の勝者 味の素スタジアム 

【83】13：00 【77】の勝者vs.【78】の勝者 名古屋市瑞穂陸上競技場 

【84】13：00 【79】の勝者vs.【80】の勝者 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

準決勝 12 月 29 日（土） 

【85】13：00 【81】の勝者vs.【82】の勝者 エコパスタジアム 

【86】15：00 【83】の勝者vs.【84】の勝者 国立競技場 

決勝 2013 年 1月 1日（元日） 

【87】14：00 【85】の勝者vs.【86】の勝者 国立競技場 

 8. 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：岡山県 

  施設名：岡山県美作ラグビー・サッカー場 

  施設所有者：岡山県知事 伊原木 隆太 (いばらぎ りゅうた) 

  ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ(XP-62) / 住友ゴム工業㈱ 

  公認期間：2012年 11月 22日～2015年 11月 21日 

  公認番号：第 23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。 

なお、公認規定が推奨する下地構造を満たす施設の全面張替につき、 

人工芝敷設前のフィールドテストを免除した。 
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 9. 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2012チャンピオンシップ及びプレミアリーグ参入戦の件 

  高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2012チャンピオンシップ及びプレミアリーグ参入戦の大会概要

が、以下の通り決定した。 

＜高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2012チャンピオンシップ＞ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人埼玉県サッカー協会 

協  賛：アディダス ジャパン株式会社、ソニーマーケティング株式会社 

後  援：文部科学省、埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、 

さいたま市教育委員会、朝日新聞社 

開催日程：12月 16日（日） 12：00キックオフ 

会  場：埼玉スタジアム２００２ 

対  戦：東京ヴェルディユースｖｓ サンフレッチェ広島 F.Cユース 

＜高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2012プレミアリーグ参入戦＞ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人埼玉県サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会 

協  賛：アディダス ジャパン株式会社、ソニーマーケティング株式会社 

後  援：文部科学省、埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、 

さいたま市教育委員会、朝日新聞社 

対  戦：東京ヴェルディユース ｖｓ  サンフレッチェ広島 F.Cユース 

開催日程： 

【1回戦】12月 15日（土） 

第 1試合：11：00キックオフ 、第 2試合 13：30キックオフ 

【2回戦】12月 17日（月） 11：00キックオフ 

会  場：  

【1回戦】埼玉スタジアム２００２ 第 2グラウンド／第 3グラウンド 

【2回戦】味の素フィールド西が丘  

対  戦： 

【1回戦】①ジュビロ磐田 U-18（東海）ｖｓ 関東地域代表チーム 

②JFAアカデミー（東北）ｖｓ中国地域代表チーム 

     ③アルビレックス新潟ユース（北信越）ｖｓ ガンバ大阪ユース（関西） 

④大津高校（九州） ｖｓ四国地域代表チーム 

【2回戦】⑤北海道大谷室蘭高校（北海道）ｖｓ①の勝者 

 10. 2012年度フットサル 1級審判員認定の件 

  審判委員会で認定審査を実施し、次の６名をフットサル１級審判員として認定した。 

（合格者） 

  小関 貴雄、西川 博康（以上北海道）、田中 二郎（岩手県）、 

波多野 祐一（三重県）、横山 高志（静岡県）、藤田 武志（大阪府） 

 11. フットボールカンファレンス会場変更の件 

 

 

 第８回フットボールカンファレンスの会場を、以下の通り変更する。 

（変更前）聖和学園高等学校サルナートホール（宮城県仙台市若林区） 

        ↓ 

（変更後）イズミティ２１【仙台市泉文化創造センター】（宮城県仙台市泉区泉中央 2-18-1） 

http://www.bunka.city.sendai.jp/izumity21/ 

http://www.bunka.city.sendai.jp/izumity21/
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（変更理由）当初予定されていなかった学校行事（模試/１月 14日）が同校で開催されることと

なり、運営面での調整が困難なため。 

 12. 2012年度 公認 GK-B級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  2012年度公認 GK-B級コーチ養成講習会の受講者を、以下の通り 32名決定した。 

（50音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
足立 匠 

 
岸 竜太 

 
下田 崇 

 
西野 幸一 

 
安藤 信也 

 
楠田 耕太 

 
曾谷 実 

 
貫田 淳一 

 
石島 崇 

 
河野 高宏 

 
中上 智晴 

 
野田 晶生 

 
浦上 壮史 

 
斎藤 博 

 
中川 雄二 

 
広野 耕一 

 
岡本 理生 

 
齊藤 亮介 

 
中村 光義 

 
町 克彦 

 
奥田 良幸 

 
澤野 晃士 

 
中村 考宏 

 
最上 晃太 

 
奥野 元章 

 
清水 裕喜 

 
中村 宏紀 

 
森川 達也 

 
影山 啓自 

 
下川 誠吾 

 
浪崎 聖治 

 
諸岡 信敬 

 13. ＪＦＡエリートプログラム女子 U-14 韓国遠征の件 

   

  

行事名：ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 韓国遠征 

～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ事業～ 

期  間：10 月 27 日（土）～ 11 月 1日（木） 

場  所：Paju National Football Center（韓国・坡州） 

［スケジュール］ 

10 月 27日(土) 集合 → ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ → ソウル・金浦空港へ 

 28日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 29日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 4-2（前半 2-0） U-14韓国女子代表 

 30日(火) 韓国ﾁｰﾑと合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 31日(水) ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 0-1（前半 0-0） U-14韓国女子代表 

   観光 

11月  1日(木) 東京・羽田空港へ → 解散 

［スタッフ］ 

監督  ： 髙倉 麻子 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ｺｰﾁ  ： 大部 由美 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ｺｰﾁ  ： 手塚  聡 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

GK ｺｰﾁ ： 黒澤  尚 （仙台大学） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 塚原 由佳 （慶応義塾大学病院 ｽﾎﾟｰﾂ医学総合ｾﾝﾀｰ） 

［選手］ 

GK  鈴木佐和子 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

スタンボー華（福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

FP  久保田晴香 （大阪府：FCヴｨﾄｰﾘｱ） 

茨木美都葉 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

秋元  遥 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 
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熊谷 明奈 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

神谷 育実 （兵庫県：FC VICTORIES） 

村上 真帆 （栃木県：栃木ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

豊留萌百香 （鹿児島県：日置ｼｰｶﾞﾙｽﾞ FC） 

平田  舞 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

目原 莉奈 （大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀ ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

平塚 万貴 （福岡県：西南ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ U-15） 

池田 茉央 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

佐藤 瑞夏 （千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16） 

源間 葉月 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

髙橋 楓姫 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

秦  美結 （大阪府：FCヴｨﾄｰﾘｱ） 

南  萌華 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

大熊 良奈 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

長野 風花 （埼玉県：浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ）   計 20名 

 14. 2014FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選アウェイ vsオマーン代表の件 

  行事名：2014FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選アウェイ vsオマーン代表 

期 間：11 月 8日（木）～15日（木） 

場 所：カタール/ドーハ、オマーン/マスカット 

[スケジュール] 

11月 8日 （木） 集合、出発 

11月 9日 （金） トレーニング 

11月 10 日 （土） トレーニング 

11月 11 日 （日） トレーニング 

11月 12 日 （月） トレーニング、移動 

11月 13 日 （火） 公式練習 

11月 14 日 （水） 
2014FIFAワールドカップブラジルアジア最終予選  

オマーン代表 vs 日本代表 ○1-2（0-1） 試合後移動 

11月 15 日 （木） 到着、解散 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (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ﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 (JFA)  

ドクター 池田 浩 (JFAスポーツ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 (JFA)  
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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   (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

総務 津村 尚樹 (JFA代表ﾁｰﾑ部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFA広報部)  

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行(株)) 

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) 

シェフ 西 芳照 (㈱Dream24) 

 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (スタンダール・リージュ(ベルギー)) 

 西川 周作  (サンフレッチェ広島) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 駒野 友一 (ジュビロ磐田) 

 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 栗原 勇三 (横浜 F・マリノス) 

 伊野波 雅彦 (ヴィッセル神戸) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04) ※参加辞退 

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イギリス)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ)) 

 酒井 高徳 (VfB ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ(ﾄﾞｲﾂ))※追加招集 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 中村 憲剛 (川崎フロンターレ) 

 長谷部 誠 (VfLヴォルフスブルグ(ドイツ)) 

 細貝  萌 (バイエル・レバークーゼン(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ(ロシア)) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

FW 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 岡崎 慎司 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

 ハーフナーマイク (SBVフィテッセ(オランダ)) 

 乾 貴士 (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ）) 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 宇佐美 貴史 (ホッフェンハイム（ドイツ）) 

計 23名 

 15. Ｕ-19（Ｕ-20ワールドカップ 2013トルコ）日本代表 AFC U19C選手権 2012直前キャンプの件 

  行事名：Ｕ-19（Ｕ-20ワールドカップ 2013トルコ）日本代表 AFCU19選手権直前キャンプ 

期 間：10 月 22 日（月）～27 日（土） 
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場 所：新潟県十日町市/クロアチアピッチ 

[スケジュール] 

10月 22 日 (月) 集合、トレーニング 

10月 23 日 (火) トレーニング 

10月 24 日 (水) 練習試合 vs. ザスパ草津 

10月 25 日 (木) トレーニング 

10月 26 日 (金) 練習試合 vs. Japanサッカーカレッジ 

10月 27 日 (土) 移動 

[スタッフ] 

監 督 吉田 靖 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 山橋 貴史 (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 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 小島 岳史 (橘病院整形外) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山崎 亨 (JFA/横浜スポーツリゾート＆スポーツ専門学校) 

総務 添田 貢広 (JFA代表チーム部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 久米 宏典 (アディダス ジャパン(株)) 

[選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス) 

 
池村 彰太 (神奈川大学)※追加招集 

 
杉本 大地 (京都サンガ F.C.) 

 
中村 航輔 (柏レイソル U-18)※参加辞退 

DF 遠藤 航 (湘南ベルマーレ) 

 
松原  健 (大分トリニータ) 

 
山中 亮輔 (柏レイソル) 

 
佐藤 和樹 (名古屋グランパス) 

 
奈良 竜樹 (コンサドーレ札幌) 

 
川口 尚紀 (アルビレックス新潟ユース) 

 
岩波 拓也 (ヴィッセル神戸) 

 
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) 

 
熊谷 アンドリュー (横浜 F・マリノス) 

 
榊  翔太 (コンサドーレ札幌) 

 
橋本 拳人 (F.C.東京) 

 
矢島 慎也 (浦和レッズ) 

 
野津田岳人 (サンフレッチェ広島 F.C.ユース) 

 
松本 昌也 (JFAアカデミー福島) 

 
風間 宏矢 (川崎フロンターレ) 

FW 小野瀬康介 (横浜 FC) 
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渡 大生 (ギラヴァンツ北九州) 

 
久保 裕也 (京都サンガ F.C.) 

計 23名 

 16. Ｕ-19（Ｕ-20ワールドカップ 2013トルコ）日本代表 AFC U19C選手権 2012の件 

  行事名：Ｕ-19（Ｕ-20ワールドカップ 2013トルコ）日本代表 AFCU19選手権 2012 

期 間：10 月 27 日（土）～11 月 18日（日） 

場 所：UAE /ラス・アル・ハイマ 

[スケジュール] 

10月 27 日 (土) 移動 

10月 28 日 (日) UAE着、トレーニング 

10月 29 日 (月) トレーニング 

10月 30 日 (火) トレーニング 

10月 31 日 (水) トレーニング 

10月 01 日 (木) トレーニング 

11月 02 日 (金) トレーニング 

11月 03 日 (土) Vs. U-19イラン代表 0-2  

11月 04 日 (日) トレーニング 

11月 05 日 (月) Vs. U-19クウェート代表 1-0 

11月 06 日 (火) トレーニング 

11月 07 日 (水) Vs. U-19UAE代表 0-0 

11月 08 日 (木) トレーニング 

11月 09 日 (金) トレーニング 

11月 10 日 (土) トレーニング 

11月 11 日 (日) Vs. U-19イラク代表 1-2 

11月 12 日 (月) 移動 

11月 13 日 (火) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 原  博実 (JFA技術委員長) 

監 督 吉田  靖 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 山橋 貴史 (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 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 田島 一樹 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 樋口 潤一 (獅子目整形外科病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山崎 亨 (JFA/横浜スポーツリゾート＆スポーツ専門学校) 

技術委員 霜田 正浩 (JFA技術委員) 

総務 添田 貢広 (JFA代表チーム部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 久米 宏典 (アディダス ジャパン(株)) 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス) 
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池村 彰太 (神奈川大学)※追加招集 

 
杉本 大地 (京都サンガ F.C.) 

 
中村 航輔 (柏レイソル U-18)※参加辞退 

DF 遠藤 航 (湘南ベルマーレ) 

 
松原  健 (大分トリニータ) 

 
山中 亮輔 (柏レイソル) 

 
佐藤 和樹 (名古屋グランパス) 

 
奈良 竜樹 (コンサドーレ札幌) 

 
川口 尚紀 (アルビレックス新潟ユース) 

 
岩波 拓也 (ヴィッセル神戸) 

 
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) 

 
熊谷 アンドリュー (横浜 F・マリノス) 

 
榊  翔太 (コンサドーレ札幌) 

 
橋本 拳人 (F.C.東京) 

 
矢島 慎也 (浦和レッズ) 

 
野津田岳人 (サンフレッチェ広島 F.C.ユース) 

 
松本 昌也 (JFAアカデミー福島) 

 
風間 宏矢 (川崎フロンターレ) 

FW 小野瀬康介 (横浜 FC) 

 
渡 大生 (ギラヴァンツ北九州) 

 
久保 裕也 (京都サンガ F.C.) 

計 23名 

 17.  フットサル日本代表 トレーニングキャンプ及び国際親善試合の件 

  行事名：フットサル日本代表 トレーニングキャンプ及び国際親善試合 

期 間：10 月 16 日(火)～27日(土) 

場 所：愛知県名古屋市、東京都、北海道旭川市 

[スケジュール] 

 10月 16日(火)  集合・トレーニング 

 10月 17日(水)～10月 22日(月) トレーニング 

 10月 23日(火) 移動・公式練習 

 10月 24日(水) 国際親善試合 vs.ブラジル代表 △3-3(2-1) 

 10月 25日(木) 移動・トレーニング 

 10月 26日(金) 公式練習 

 10月 27日(土) 国際親善試合 vs.ウクライナ代表 ○3-1(3-1)、移動 

[スタッフ] 

 監 督     ミゲル・ロドリゴ（JFA） 

 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 （JFA/東急スポーツシステム株式会社） 
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 コーチ兼通訳  小森 隆弘 （JFA/東急スポ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）10/16～10/24 

 ドクター    土井 俊  （浜松南病院）10/24～10/27 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  大岡 茂  （㈱R-body project）10/16～10/24 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  佐保 豊  （スポーツセーフティジャパン）10/24～10/27 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  竹内 章高 （スポーツケア鍼灸スポーツマッサージ治療院） 

 総 務     倉田 研太郎（JFA代表チーム部） 

 ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ   永松 太  （JFA広報部） 

 ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   橋倉 剛  （アディダスジャパン㈱） 

 [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       三浦 知良   （横浜 FC） 

 FP       森岡 薫    （名古屋オーシャンズ） 

 FP       木暮 賢一郎  （名古屋オーシャンズ） 

 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） 

 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       小曽戸 允哉  （バサジィ大分） 

 FP       星 翔太    （バルドラール浦安） 

 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 16名 

 18.  フットサル日本代表 FIFA フットサルワールドカップタイ 2012の件 

  行事名：フットサル日本代表 FIFAフットサルワールドカップタイ 2012 

期 間：10 月 28 日(日)～11月 13日(火) 

場 所：ナコンラチャシマ・バンコク/タイ 

[スケジュール] 

 10月 28日(日)  移動 

 10月 29日(月)～10月 31日(水) トレーニング 

 11月 1日(木) グループリーグ第 1戦 vs.ブラジル代表 ●1-4(1-0) 

 11月 2日(金)～11 月 3日(土) トレーニング 

 11月 4日(日) グループリーグ第 2戦 vs.ポルトガル代表 △5-5(5-2) 

 11月 5日(月) 移動・トレーニング 

 11月 6日(火) トレーニング 

 11月 7日(水) グループリーグ第 3戦 vs.リビア代表 ○4-2(1-1) 
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 11月 8日(木)～11 月 10 日(土) トレーニング 

 11月 11日(日) ラウンド 16 vs.ウクライナ代表 ●3-6(0-6) 

 11月 12日(月) 移動 

 11月 13日(火) 帰国、解散 

[スタッフ] 

 団 長     松崎 康弘 （JFA常務理事） 

監 督     ミゲル・ロドリゴ（JFA） 

 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 （JFA/東急スポーツシステム株式会社） 

 コーチ兼通訳  小森 隆弘 （JFA/東急スポーツシステム株式会社） 

 ドクター    土井 俊  （浜松南病院） 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  佐保 豊  （スポーツセーフティジャパン） 

 ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  竹内 章高 （スポーツケア鍼灸スポーツマッサージ治療院） 

 総 務     倉田 研太郎（JFA代表チーム部） 

 ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ   永松 太  （JFA広報部） 

 ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   橋倉 剛  （アディダスジャパン㈱） 

 [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       三浦 知良   （横浜 FC） 

 FP       森岡 薫    （名古屋オーシャンズ） 

 FP       木暮 賢一郎  （名古屋オーシャンズ） 

 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） 

 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       小曽戸 允哉  （バサジィ大分） 

 FP       星 翔太    （バルドラール浦安） 

 FP       逸見 勝利ﾗﾌｧｴﾙ （名古屋オーシャンズ） 

                              計 14名 

 19.  ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：10 月 15 日(月)～17日(水) 

場 所：宜野湾市北谷/沖縄県 

[スケジュール] 

10月 15 日 (月) PM集合、トレーニング 

10月 16 日 (火) AMトレーニング PMトレーニング 

10月 17 日 (水) AMトレーニング PM解散 
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[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFA) 

コーチ オスマール (東京レキオス BS) 

ドクター 新城 宏隆 (琉球大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総 務 小野 仁久 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

 
後藤 将斗 (プラシア山口) 

FP 中村 律臣 (FC URUMA) 

 
牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
新垣 隆 (ソーマプライア) 

 
當間 正人 (ソーマプライア) 

 
小牧 正幸 (SPOSiC SHIZUOKA) 

 
浅見 和正 (ソーマプライア) 

 
鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
松田 圭祐 (AVANTE OSAKA) 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
野田 那緒弥 (プラシア山口) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ 北九州) 

計 16名 

 20. ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表 Samsung Beach Soccer Intercontinental Cup Dubai 2012の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 Samsung Beach Soccer Intercontinental Cup Dubai 2012 

期 間：10 月 27 日(土)～11月 4日(日) 

場 所：ドバイ/UAE 

[スケジュール] 

10月 27 日 (土) PM集合、出発 

10月 28 日 (日) AM現地着 PMトレーニング 

10月 29 日 (月) PM公式練習  

10月 30 日 (火) PM予選グループ第 1戦 vs.スイス代表 ●4-7 

10月 31 日 (水) PM予選グループ第 2戦 vs.ブラジル代表 ●5-6 

11月 01 日 (木) PM予選グループ第 3戦 vs.ナイジェリア代表 ●5-6 

11月 02 日 (金) PMトレーニング 

11月 03 日 (土) PMトレーニングマッチ vs.タヒチ代表 ●1-3 

11月 04 日 (日) AM出発、PM帰国、解散 
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[スタッフ] 

監 督 ラモス 瑠偉 (JFA) 

コーチ オスマール (東京レキオス BS) 

ドクター 新垣 和伸 (琉球大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

総 務 小野 仁久 (JFA 代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

FP 中村 律臣 (FC URUMA) 

 
鈴木 俊多 (ソーマプライア) 

 
牧野 真二 (LEON福岡) 

 
野田 那緒弥 (プラシア山口) 

 
上原 朋也 (ソーマプライア) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
當間 正人 (ソーマプライア) 

 
浅見 和正 (ソーマプライア) 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
小牧 正幸 (SPOSiC SHIZUOKA) 

計 12名 

 

 


