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財団法人 日本サッカー協会 

平成 18年度 第５回理事会 

報告事項 

 １. ＴＯＹＯＴＡ プレゼンツ ＦＩＦＡクラブワールドカップ ジャパン ２００６の件  

   

Ⅰ．組織体制 

ＦＩＦＡクラブワールドカップ ＪＦＡ実行委員会(新体制) 

・委員長 

川淵 三郎  (ＪＦＡキャプテン) 

・副委員長 

小倉 純二  (ＪＦＡ副会長／ＦＩＦＡ理事) 

鬼武 健二  (ＪＦＡ副会長／Ｊリーグチェアマン) 

・委員  

田嶋 幸三  (ＪＦＡ専務理事／ＪＦＡ事業委員長) 

犬飼 基昭  (ＪＦＡ常務理事／Ｊリーグ専務理事) 

青木 治人  (ＪＦＡ常務理事／ＪＦＡスポーツ医学委員長) 

松崎 康弘  (ＪＦＡ理事／ＪＦＡ審判委員長) 

田中 道博  (ＪＦＡ理事／ＪＦＡ事務局長) 

森本 裕康  ((財)愛知県サッカー協会専務理事)   

安田 一男  ((財)東京都サッカー協会会長) 

城  啓二  ((社)神奈川県サッカー協会専務理事) 

鈴木 徳昭  (ＦＩＦＡクラブワールドカップ ＪＦＡ実行本部長) 

 

Ⅱ．第 8回ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員会 

  日 程：９月 13 日(水)  

時 間：９時 

  場 所：ＦＩＦＡハウス(スイス／チューリヒ) 

 

Ⅲ. ＦＩＦＡスタジアムインスペクション／ 

  ＦＩＦＡ／ＪＦＡ／電通ワーキンググループミーティング  

  日 程：９月 17 日(日) 

      横浜総合競技場視察 

      チームホテル／練習会場視察 

     ：９月 18 日(月) 

      豊田スタジアム視察 

      チームホテル／練習会場視察 

     ：９月 19 日(火) 

      国立競技場視察 
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      チームホテル／練習会場視察 

     ：９月 20 日(水)  

      オフィシャルドロー(組み合わせ抽選会)会場視察 

      ＦＩＦＡ／ＪＦＡ／電通ワーキンググループミーティング 

 

  参加者：ＦＩＦＡ  加藤 幸一郎 イベントマネジャー 

マリオン・フォアフェルダー 競技部員 

ニコラ・マインゴ 広報部員 

マルセル・ヴァン・ソメレン ＩＴ担当者 

エンリケ・バイロム アコモデーション担当者 

      ＪＦＡ    ＦＣＷＣ実行本部コーディネーションオフィスメンバー  

 

 ２. ＦＩＦＡ 会議の件 

   

９月に開催されるＦＩＦＡ各種委員会への出席委員は以下の通り。 

 

９月 13日  クラブワールドカップ組織委員会    川淵キャプテン 

      フットサル・ビーチサッカー委員会   小倉副会長 

９月 15日  理事会                小倉副会長 

 

 ３. スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプの件 

①  ②  

  

 

行事名：スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプ 

期  間：2006年 8月 28日（月）～ 30日（水） 

場  所：Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

 

［スケジュール］ 

8月 28日(月) 集合 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

29日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

30日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 解散 

 

［スタッフ］ 

GKｺｰﾁ ： 西入 俊浩 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ） 

GKｺｰﾁ ： 川島  透 （(財)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 ： 尾形 行亮 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／栗山町立栗山小学校） 

GKｺｰﾁ ： 松尾 美紀 （学校法人吉用学園 柳ヶ浦高等学校） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 加藤 晴康 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 
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［選手（GK）］ 

中村さつき （宮城県：常盤木学園高等学校） 

森野セツ子 （福井県：RUCKﾚﾃﾞｨｰｽ） 

丸山  舞 （兵庫県：三木 FCﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ） 

齊藤 寛菜 （宮城県：常盤木学園高等学校） 

山根恵里奈 （福島県：JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

山本 真穂 （大阪府：KONKO. Football Club） 

漁  美奈 （愛知県：豊田ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

梅村  南 （大分県：HOYO SUKARABU FC） 

磯部 香月 （静岡県：常葉学園橘中学校） 

中村 沙樹 （福島県：JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

長谷川ゆみ （愛知県：名古屋 FCﾚﾃﾞｨｰｽ） 

平出 遥夏 （長野県：茅野ﾋﾞｴﾝﾄ女子ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(U-15)）      計 12名 

 

 ４. ＪＦＡアカデミー福島 選考試験の件  

   

平成 19年度入学 ＪＦＡアカデミー選考試験（経過報告/9月 6日現在） 

■男子 

・出願者数     857名 

・1次試験合格者数 252名（内 1次試験書類審査合格者 174名） 

・1次試験  8月 18 日（金）東京・巣鴨 

20 日（日）滋賀・野洲 

22 日（火）福島・Ｊヴィレッジ 

25 日（金）熊本・大津 

27 日（日）愛知・豊田 

9月 2日（土）東京・東京ヴェルディ 1969 

～今後の予定～ 

・2次試験（予定合格者数 60名程度） 

       9月 16日（土）東京・東京ヴェルディ 1969 

18 日（月・祝）福島・Ｊヴィレッジ 

・3次試験（予定合格者数 30名程度） 

10月 13日（金）～15日（日）福島・Ｊヴィレッジ 

・最終試験（予定合格者数 15名程度） 

       11月 2日（木）～5日（日）福島・Ｊヴィレッジ 

■女子 

・出願者数     145名 

～今後の予定～ 

・1次試験（予定合格者数 40名程度） 

       9月 9 日（土）福島・Ｊヴィレッジ 
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10 日（日）福島・Ｊヴィレッジ 

23 日（土）滋賀・野洲 

・2次試験（予定合格者数 20名程度） 

10月 7日（土）～9日（月・祝）福島・Ｊヴィレッジ 

・最終試験（予定合格者数 6名程度） 

       11月 9日（木）～12日（日）静岡・御殿場 

 

 ５. 2006ＧＫ＋ストライカーキャンプの件 

   

行事名：2006 ＧＫ＋ストライカーキャンプ 

 

【東日本】 

期 間：2006年 10月 20日(金)～22日(日) 

場 所：Ｊヴィレッジ 

[スケジュール] 

10月 20日(金)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

21日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

22日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・解散 

[スタッフ] 

未 定 

[選  手] 

次回報告 

 

【西日本】 

期 間：2006年 10月 27(金)～29日(日) 

場 所：滋賀県・ビッグレイク 

 

[スケジュール] 

10月 27日(金)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

28日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

29日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・解散 

[スタッフ] 

未 定 

[選  手] 

次回報告 
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 ６. エリートプログラムトレーニングキャンプの件 

③  ④  

  

 

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

期 間：2006年 11月 29日(水)～12月３日(日) 

場 所：Ｊヴィレッジ 

    

[スケジュール] 

11月 29日(火)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 ４ 日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・解散 

  

[スタッフ］ 

 Ｕ－14 監督： 須藤 茂光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

Ｕ－14 ｺｰﾁ ： 吉武 博文 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

Ｕ－13 監督： 池内  豊 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

Ｕ－13 ｺｰﾁ ： 島田 信幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

GKｺｰﾁ      ： 未定 

ﾄﾞｸﾀｰ      ： 吉岡 友和 (筑波大学) 

ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ ： 原田 貴志 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

総務       ： 島田 信男 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部) 

 

[選  手] 

次回報告 

 

 ７. 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

   

①AFC ASIAN CUP 2007 – QUALIFYING ROUND – GROUP E 

ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：高田 静夫 

期 間：９月４（月）～７日（木） 

 場 所：シンガポール 

②AFC CHAMPIONS LEAGUE 2006 – QUARTER FINAL 4 

ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：高田 静夫 

期 間：９月12日（火）～14日（木） 

 場 所：韓国/蔚山 

③AFC U-17 CHAMPIONSHIP 2006 

  審判員：西村 雄一 

期 間：８月31日（木）～９月18日（月） 
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  場 所：シンガポール 

④AFC ASIAN CUP 2007 – QUALIFYING ROUND – GROUP D 

審判員：上川 徹、手塚 洋、山崎 裕彦 

 期 間：９月３日（日）～８日（金） 

  場 所：クェート 

⑤AFC ASIAN CUP 2007 – QUALIFYING ROUND – GROUP B 

審判員：松村 和彦、柴田 正利、家本 政明 

 期 間：９月４日（月）～８日（金） 

場 所：シリア/ダマスカス 

⑥AFC CHAMPIONS LEAGUE 2006 – QUARTER FINAL 2 

審判員：上川 徹、家本 政明 

 期 間：９月11日（月）～14日（木） 

場 所：中国/上海 

⑦AFC Women’s Asian Cup 2006 

規律委員：     浅見 顧問 

スポーツ医学委員： 田嶋 美智子 

ＴＳＧ：      今井 純子 

大会期間：     ７月 16日（日）～７月 30日（日） 

場所：       オーストラリア 

⑧FIFA U-20 Women’s World Championship Russia 2006 

スポーツ医学委員： 田嶋 美智子 

ＴＳＧ：      今井 純子 

大会期間：     ８月 17日（木）～９月３日（日） 

場所：       ロシア 

⑨AFC U-17選手権 2006 

AFCデレゲーション団長： 小倉副会長 

大会従事期間：      ９月３日（日）～９月 11日（月） 

場所：          シンガポール 

⑩AFC Asian Cup 2007予選 – Group F 

香港 対 ウズベキスタン 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

期間： ９月４日（月）～９月７日（木） 

場所： 香港 

⑪AFC Cup 2006 – 準々決勝 

Xiangxue Sun Hei（香港） 対 Al Faisaly（ヨルダン） 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

期間： ９月 17 日（日）～９月 20日（水） 

場所： 香港 
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 ８. ＪＦＡチャレンジゲーム「めざせクラッキ」の件 

   

（報）資料№１、２ 

 

 ９. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2006の件  

   

行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2006 

    日本代表 対 トリニダード・トバゴ代表 

期 間：2006年８月７日(月)～９日(水) 

場 所：東京都 

 

[スケジュール] 

８月６日(日) 集合、練習試合 日本代表 対 平成国際大学 

７日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ８日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ９日(水) ｷﾘﾝﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2006 日本代表 対 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ代表（国立競技場） 

      試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督       ： ｲﾋﾞﾁｬ・ｵｼﾑ  ((財)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       ： 大熊 清    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ     ： 反町 康治  ((財)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     ：  加藤 好男  ((財)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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  森川 嗣夫  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ｽﾎﾟｰﾂ医学委員/川鉄千葉病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  早川 直樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 三木 裕昭  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 池内 誠   (ﾌﾘｰ) 

通訳     : 千田 善  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通訳     : 塚田 貴志 (ｸﾗｯｷ) 

通訳     : 内野 義識 (ﾌﾘｰ) 

統括     : 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

総務      ：  山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  : 永松  太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部)  

宿泊・輸送  : 瀧森  誠 (西鉄旅行㈱) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：  麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 
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[選  手] 

ＧＫ    川口 能活   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    山岸 範宏     (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＤＦ    三都主ｱﾚｻﾝﾄﾞﾛ (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

坪井 慶介   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

田中ﾏﾙｸｽ闘莉王 (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

駒野 友一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

栗原 勇蔵   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ)    ※１ 

青山 直晃   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)    ※２ 

ＭＦ    中村 直志   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) ※１ 

    鈴木 啓太   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ)  ※１ 

    山瀬 功治   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ)    ※１ 

    田中 隼磨   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

    今野 泰幸   (ＦＣ東京) 

    小林 大吾   (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

    長谷部 誠   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＦＷ    我那覇 和樹  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    佐藤 寿人   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    田中 達也   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

      坂田 大輔   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ)       ※１ 

  ※１ 追加招集８/６  ※２ 追加招集８/８  

         計 19名 

 

 10. 日本代表 アジアカップ 2007予選グループＡ（対イエメン代表）の件  

   

行事名：日本代表 アジアカップ 2007 予選グループＡ 

    日本代表 対 イエメン代表 

期 間：2006年８月 13日(日)～８月 16日(水) 

場 所：新潟県新潟市 

 

[スケジュール] 

８月 13日(日) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

14日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     15日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     16日(水) ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2007 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 日本代表 対 ｲｴﾒﾝ代表（新潟ｽﾀｼﾞｱﾑﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝ） 

       試合終了後、解散  

 

[スタッフ] 

監督       ： ｲﾋﾞﾁｬ・ｵｼﾑ  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ｺｰﾁ       ： 大熊 清    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ     ： 反町 康治  ((財)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     ：  加藤 好男  ((財)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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  清水 邦明  (横浜市ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  早川 直樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 三木 裕昭  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 池内 誠   (ﾌﾘｰ) 

通訳     : 千田 善  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通訳     : 塚田 貴志 (クラッキ) 

通訳     : 内野 義識 (ﾌﾘｰ) 

統括     : 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

総務      ：  山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  : 永松  太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部) 

宿泊・輸送  : 瀧森  誠 (西鉄旅行㈱) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：  麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

 

[選  手] 

ＧＫ    川口 能活   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    山岸 範宏     (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＤＦ    三都主ｱﾚｻﾝﾄﾞﾛ (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

坪井 慶介   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

田中ﾏﾙｸｽ闘莉王 (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

駒野 友一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

加地  亮   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

ＭＦ    中村 直志   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

    羽生 直剛   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

遠藤 保仁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

鈴木 啓太   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ)  

阿部 勇樹   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    山瀬 功治   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

    佐藤 勇人   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    田中 隼磨   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

    小林 大吾   (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

    長谷部 誠   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＦＷ    巻 誠一郎   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

我那覇 和樹  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    佐藤 寿人   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 
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    田中 達也   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

      坂田 大輔   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

        計 22名 

 

 11. 日本代表 アジアカップ 2007予選グループＡ（対イエメン代表、対サウジアラビア代表）の件 

   

行事名：日本代表 アジアカップ 2007 予選グループＡ 

    日本代表 対 サウジアラビア代表 

日本代表 対 イエメン代表 

期 間：2006年 8月 31日(木)～９月７日(木) 

場 所：サウジアラビア/ジェッダ、イエメン/サナア 

 

[スケジュール] 

８月 31日(木) 集合・ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱへ移動 

９月１日(金)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ２日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

３日(日) ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2007 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 日本代表 対 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ代表（ｼﾞｪｯﾀﾞ） 

  ４日(月)  ｲｴﾒﾝへ移動・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

        ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ５日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ６日(水)  ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2007 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 日本代表 対 ｲｴﾒﾝ代表（ｻﾅｱ） 

          日本へ移動 

７日(木)  帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

団長     ： 大仁 邦彌 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督       ： ｲﾋﾞﾁｬ・ｵｼﾑ  ((財)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       ： 大熊 清    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ     ： 反町 康治  ((財)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     ：  加藤 好男  ((財)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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  清水 邦明  (横浜市ｽﾎﾟｰﾂ医科学ｾﾝﾀｰ) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  早川 直樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 三木 裕昭  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 池内 誠   (ﾌﾘｰ) 

通訳     : 千田 善  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通訳     : 塚田 貴志 (ｸﾗｯｷ) 

通訳     : 内野 義職 (ﾌﾘｰ) 



報告事項 

H18/09/15 第５回理事会 

11 

統括     : 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

総務      ：  山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

主務     ： 瀧森 誠  (西鉄旅行) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  : 永松  太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：  麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ    ：  山根 威信 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

 

[選  手] 

ＧＫ    川口 能活   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    山岸 範宏     (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

    西川 周作   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＤＦ    三都主ｱﾚｻﾝﾄﾞﾛ (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

坪井 慶介   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

加地  亮   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

田中ﾏﾙｸｽ闘莉王 (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

駒野 友一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

ＭＦ    中村 直志   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

    羽生 直剛   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

遠藤 保仁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

二川 孝広   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

鈴木 啓太   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ)  

阿部 勇樹   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    山瀬 功治   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

    田中 隼磨   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

    小林 大吾   (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

    長谷部 誠   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

伊野波 雅彦  (ＦＣ東京) 

    梅崎 司    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＦＷ    巻 誠一郎   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

我那覇 和樹  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    佐藤 寿人   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    田中 達也   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

         計 24名 

 

 12. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2006の件  

   

行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2006 

    日本代表 対 ガーナ代表 

期 間：2006年 10月２日(月)～10月４日(水) 
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場 所：横浜国際総合競技場（日産ｽﾀｼﾞｱﾑ） 

 

 [スケジュール] 

 10月２日(月)   集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ３日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     ４日(水)  ｷﾘﾝﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2006 日本代表 対 ｶﾞｰﾅ代表 

        (横浜国際総合競技場(日産ｽﾀｼﾞｱﾑ) 

        試合終了後解散 

 

 [スタッフ]  

監督       ： ｲﾋﾞﾁｬ・ｵｼﾑ  ((財)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       ： 大熊 清    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ     ： 反町 康治  ((財)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     ：  加藤 好男  ((財)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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  未定 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  早川 直樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 三木 裕昭  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 池内 誠   (ﾌﾘｰ) 

通訳     : 千田 善  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通訳     : 塚田 貴志 (ｸﾗｯｷ) 

通訳     : 内野 義職 (ﾌﾘｰ) 

統括     : 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

総務      ：  山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  : 永松  太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部) 

宿泊・輸送  : 瀧森  誠 (西鉄旅行㈱) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：  麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

 

[選  手]  

未定 

 

 13. 日本代表 アジアカップ 2007予選グループＡ（対インド代表）の件 

   

行事名：日本代表 アジアカップ 2007 予選グループＡ 

    日本代表 対 インド代表 

期 間：2006年 10月８日(日)～10月 12日(木) 

場 所：インド 

 



報告事項 

H18/09/15 第５回理事会 

13 

[スケジュール]  

10月 11日(水) ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ2007 予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 日本代表 対 ｲﾝﾄﾞ代表（ｲﾝﾄﾞ） 

その他未定 

 

[スタッフ]  

団長          :  大仁 邦彌 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督       ： ｲﾋﾞﾁｬ・ｵｼﾑ  ((財)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       ： 大熊 清    ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ     ： 反町 康治  ((財)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     ：  加藤 好男  ((財)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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 和田 一郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  未定 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  早川 直樹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 三木 裕昭  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ健康科学専門学校) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 池内 誠   (ﾌﾘｰ) 

通訳     : 千田 善  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通訳     : 塚田 貴志 (ｸﾗｯｷ) 

通訳     : 内野 義職 (ﾌﾘｰ) 

統括     : 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

総務      ：  山下 恵太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  : 永松  太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 広報部) 

宿泊・輸送  : 瀧森  誠 (西鉄旅行㈱) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：  麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手]  

未定 

 

 14. Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年７月 31日(月)～８月３日(木) 

場 所：千葉県習志野市 

 

[スケジュール] 

７月 31日(月)  集合、ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸ 

８月 １日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ２日(水)  日中関係に関する講義・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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３日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ (Ｕ－21日本代表候補 対 湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ 於：秋津ｻｯｶｰ場) 

 

[スタッフ] 

監督         ： 反町 康治 ((財)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      ： 井原 正巳 ((財)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      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  須永  純 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  土屋  敢 (JFE健康保険組合 川鉄千葉病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 山崎  亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務       ：  青木 克史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

主務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 田島 一樹 (筑波大学大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手] 

ＧＫ    松井 謙弥   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    西川 周作   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

    佐藤 昭大   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＤＦ   廣井 友信   (駒澤大学) 

    増嶋 竜也   (ＦＣ東京) 

        中村 北斗     (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) 

藤本 康太   (ｾﾚｯｿ大阪) 

平岡 康裕    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

青山 直晃   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

谷口 博之   (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)※1 

岩下 敬輔   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)※2 

ＭＦ    本田 拓也   (法政大学) 

    増田  誓   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

伊野波雅彦   (ＦＣ東京) 

    梶山 陽平     (ＦＣ東京) 

城後  寿   (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) 

本田 圭佑   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)  

森下  俊   (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)※1 

高柳 一誠   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)※1 

青山 敏弘   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)※2 

枝村 匠馬   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

ＦＷ    豊田 陽平   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 
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    ｶﾚﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

       苔口 卓也   (ｾﾚｯｿ大阪) 

森島 康仁   (ｾﾚｯｿ大阪) 

                              計 25名 

※1 途中離脱  ※2 追加召集 

 

 15. Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 中国遠征の件  

   

行事名：Ｕ－21日本代表 中国遠征 

期 間：2006年８月４日(金)～８日(火) 

場 所：中国・秦皇島 

 

[スケジュール] 

８月４日(金)  中国へ移動 

  ５日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･中日交流ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ 

  ６日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ７日(月)  Ｕ-21中国代表 対 Ｕ-21日本代表 (Quinhangdao Olympic Stadium) 

  ８日(火)  帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

団長         ： 大仁 邦彌 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 副会長) 

監督         ： 反町 康治 ((財)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      ： 井原 正巳 ((財)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      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  須永  純 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  土屋  敢 (JFE健康保険組合 川鉄千葉病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 山崎  亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ     ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 田島 一樹 (筑波大学大学院) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手] 

ＧＫ    西川 周作   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

    佐藤 昭大   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＤＦ   増嶋 竜也   (ＦＣ東京) 

        中村 北斗     (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) 

藤本 康太   (ｾﾚｯｿ大阪) 
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平岡 康裕    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

青山 直晃   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

ＭＦ    本田 拓也   (法政大学) 

    増田  誓   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

伊野波雅彦   (ＦＣ東京) 

    梶山 陽平     (ＦＣ東京) 

本田 圭佑   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)  

青山 敏弘   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

枝村 匠馬   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

ＦＷ    豊田 陽平   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

    ｶﾚﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

       苔口 卓也   (ｾﾚｯｿ大阪) 

森島 康仁   (ｾﾚｯｿ大阪) 

                              計 18名 

 

 16. Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年９月 19日(火)～20日(水) 

場 所：大阪 

 

[スケジュール] 

９月 19日(火) 集合 

９月 20日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ(Ｕ－21日本代表候補 対 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ｻﾃﾗｲﾄ 於：長居陸上競技場) 

        試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督         ： 反町 康治 ((財)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      ： 井原 正巳 ((財)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      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  未定 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  加藤 晴康 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 並木磨去光 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞﾅｽﾞｰ)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 山崎  亨 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ     ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 未定 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 
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[メンバー] 

９月 17日(日) 発表予定 

 

 17. Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年 10月 17日(火)～18日(水) 

場 所：未定 

 

[スケジュール] 

10月 17日(火) 集合 

10月 18日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

解散 

 

[スタッフ] 

監督         ： 反町 康治 ((財)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      ： 井原 正巳 ((財)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      ： 矢野 由治 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  未定 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  未定 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ   ： 未定 

総務       ：  平井  徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ    ：  福士一郎太 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 未定 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ   ：  服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[メンバー] 

未定 

 

 18. Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 サウジアラビア遠征の件 

   

行事名：Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 サウジアラビア遠征 

期 間：2006年７月 31日(月)～８月６日(日) 

場 所：サウジアラビア/タイフシティ 

 

[スケジュール] 

７月 31日(月)  集合、ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱへ移動 

８月１日(火)  ﾀｲﾌｼﾃｨ到着 

   ２日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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    ３日(木)   Ｕ-19日本代表 対 Ｕ-19ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ代表 (King Fahd Sports City Stadium) 

    ４日(金)  Ｕ-19日本代表 対 Ｕ-19ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ代表 (King Fahd Sports City Stadium) 

５日(土)  日本へ移動 

６日(日)  帰国後解散 

 

[スタッフ] 

監督       ： 吉田  靖  ((財)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    ： 森保  一  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＧＫｺｰﾁ     ：  加藤 好男  ((財)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     ：  西入 俊浩  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/東京電力女子ｻｯｶｰ部ﾏﾘｰｾﾞ)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 菅原 大介  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  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 ：  金成仙太郎  (㈱国際ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究所) 

総務      ：  松本健一郎  (西鉄旅行(株)) 

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㈱) 

 

[選  手] 

ＧＫ    林  彰洋   (流通経済大学) 

    秋元 陽太   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

ＤＦ   福元 洋平   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

        槙野 智章     (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

堤  俊輔   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

伊藤 博幹    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

植田 龍仁朗  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

内田 篤人   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

ＭＦ  横谷  繁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

山本 真希   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

田中亜土夢   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

柏木 陽介   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

青山  隼  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

香川 真司   (ｾﾚｯｿ大阪) 

ＦＷ    河原 和寿   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

        青木 孝太   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

    ﾊｰﾌﾅｰ ﾏｲｸ    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

伊藤  翔     (中京大附属中京高校) 

小澤 竜己   (ＦＣ東京) 

不参加選手                                

梅崎  司   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

                             計 19名 
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 19. Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 2006ＳＢＳカップの件 

   

行事名：Ｕ-19(Ｕ-20 ワールドカップ 2007)日本代表 2006ＳＢＳカップ 

期 間：2006年８月 10日(木)～15日(火) 

場 所：静岡県内 

 

[スケジュール] 

８月 10日(木)  集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   12日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    13日(日)  Ｕ-19 日本代表 対 Ｕ-19韓国代表 (草薙陸上競技場) 

    14日(月) Ｕ-19 日本代表 対 静岡ﾕｰｽ (藤枝総合運動公園ｻｯｶｰ場) 

15日(火) Ｕ-19 日本代表 対 Ｕ-19ﾒｷｼｺ代表 (静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ) 

     試合終了後解散 

 

[スタッフ] 

監督       ： 吉田  靖  ((財)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    ： 森保  一  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＧＫｺｰﾁ     ：  加藤 好男  ((財)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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)8/11-15 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 菅原 大介  ((財)日本サッカー協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  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 ：  小粥 智浩  (流通経済大学ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部)8/9-11 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  山崎  亨  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校)  

総務      ：  松本健一郎  (西鉄旅行(株)) 

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㈱) 

 

 

 [選  手] 

ＧＫ    林  彰洋   (流通経済大学) 

    武田 洋平   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

ＤＦ   槙野 智章     (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

堤  俊輔   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

佐野 克彦   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ) 

柳川 雅樹   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

大島 嵩弘   (柏ﾚｲｿﾙﾕｰｽＵ-18) 

ＭＦ  横谷  繁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

山本 真希   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

    柏木 陽介     (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 
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青山  隼   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

香川 真司   (ｾﾚｯｿ大阪)  

安田 理大     (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

長谷川ｱｰﾘｱｼﾞｬｽｰﾙ（横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ） 

ＦＷ    森島 康仁   (ｾﾚｯｿ大阪) 

    小澤 竜己   (ＦＣ東京) 

    伊藤  翔     (中京大附属中京高校) 

       長澤  駿   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ) 

                             計 18名 

 

 20. Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年９月 11日(月)～９月 14日(木) 

場 所：市原スポレクパーク 

 

[スケジュール] 

９月 11日(月)  集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

９月 12日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   13日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、練習試合 

14日(木)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後解散 

 

[スタッフ] 

監督       ： 吉田  靖  ((財)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    ： 森保  一  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＧＫｺｰﾁ     ：  加藤 好男  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 菅原 大介  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務      ：  山下 恵太  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

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㈱) 

 

 [選  手] 

ＧＫ    林  彰洋   (流通経済大学) 

        武田 洋平   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

    秋元 陽太   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

ＤＦ   福元 洋平   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

柳川 雅樹   (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

        槙野 智章     (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 
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堤  俊輔   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

伊藤 博幹    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

植田 龍仁朗  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

内田 篤人   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

香川 真司   (ｾﾚｯｿ大阪) 

ＭＦ  梅崎  司   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

  横谷  繁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)  

    柳澤  隼   (柏ﾚｲｿﾙ) 

山本 真希   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

田中亜土夢   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

柏木 陽介   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

青山  隼  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

平繁 龍一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＦＷ    河原 和寿   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

        青木 孝太   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

    ﾊｰﾌﾅｰ ﾏｲｸ    (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) 

    森島 康仁   (ｾﾚｯｿ大阪) 

    小澤 竜己   (ＦＣ東京) 

伊藤  翔     (中京大附属中京高校) 

長澤  駿   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ) 

                             計 26名 

 

 21. Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年 10月 14日(土)～10月 18日(水) 

場 所：新潟県十日町 

 

[スケジュール] 

10月 14日(土)  集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 15日(日)  

    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 18日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後解散 

 

[スタッフ] 

監督       ： 吉田  靖  ((財)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    ： 森保  一  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＧＫｺｰﾁ     ：  加藤 好男  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ  ： 菅原 大介  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 
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ﾄﾞｸﾀｰ       ：  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  ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東京ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ専門学校) 

総務      ：  山下 恵太  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

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㈱) 

 

 [選  手] 

10月上旬 発表予定 

 

 22. Ｕ－18日本代表 第 4回仙台カップ国際ユースサッカー大会 2006 の件 

   

行事名：Ｕ－18日本代表 第 4回仙台カップ国際ユースサッカー大会 2006 

期 間：2006年８月 27日(日)～３日(日) 

場 所：仙台  

 

[スケジュール] 

８月 27日(日) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    28日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    29日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後、解散 

   30日（水）ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     31日（木）Ｕ-18日本代表 対 Ｕ-18ﾌﾞﾗｼﾞﾙ代表 

     １日（金） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   ２日（土）Ｕ-18日本代表 対 Ｕ-18ﾌﾗﾝｽ代表 

   ３日（日）Ｕ-18東北代表 対 Ｕ-18日本代表 

 

[スタッフ] 

監 督 ： 吉武 博文 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

ｺｰﾁ ： 香取 毅 (東京都立三鷹高校) 

GKｺｰﾁ ： 慶越 雄二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 浅沼 拓 (東北中央病院 )8/27～8/31 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 角藤 芳久 (宮城県立がんｾﾝﾀｰ)9/1～9/3 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 中島 幸則 (東京慈恵会医科大学) 

総 務 ： 平井 徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ ： 中下 征樹 (筑波大学) 

 

[選  手] 

GK   清水 圭介 (滝川第二高校) 

  長谷川 徹 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽＵ 18/科学技術学園高校) 

DF  前野 貴徳 (愛媛ＦＣﾕｰｽ/愛媛県立伊予高校) 

  池田 達哉 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ/兵庫県立猪名川高校) 

  田代 真一 (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ/東海大学付属高輪台高校) 
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  高垣 淳司 (初芝橋本高校) 

  桜井 翔仁 (大分ﾄﾘﾆｰﾀＵ 18/大分東明高校) 

  園田 清次 (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 

  當間 建文 (東海大付属第五高校) 

MF  遠藤 康 (塩釜ＦＣﾕｰｽ/宮城県塩釜高校) 

  乾 貴士 (滋賀県立野洲高校) 

  中野 遼太郎 (ＦＣ東京Ｕ 18/東京都立小金井北高校) 

  遊佐 克美 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ＦＣﾕｰｽ/広島県立吉田高校) 

  倉田 秋 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ/大阪府立芥川高校) 

FW  平繁 龍一 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ＦＣﾕｰｽ/広島県立吉田高校) 

  森村 昴太 (ＦＣ東京Ｕ 18/東京都立武蔵野北高校) 

  長沢 駿 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ／静岡学園高校) 

  金沢 亮 (金光大阪高校) 

                                     計 18名 

 

 23. Ｕ-16(Ｕ-17ワールドカップ 2007)日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-16(Ｕ-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年７月 15日(土)～22日(土) 

場 所：静岡県Ｊ-ＳＴＥＰ 

 

[スケジュール] 

７月 15日(月)集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  |ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  

18日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 対 静岡学園高校 

19日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

20日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 対 浜松大学 

21日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

22日(土)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 対 静岡産業大学 

       試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督        ： 城福  浩 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ        ： 小倉  勉 (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       ：  川俣 則幸 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：  小松  尚 (青森県立中央病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 松田 直樹 (国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ)7/15～18 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 早川 直樹 (日本ｻｯｶｰ協会)7/18～22 

総務      ：  青木 克史 (日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：  原田 貴志 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 
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[選  手] 

ＧＫ  廣永遼太郎  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    原 裕太郎  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ) 

    大畑 拓也  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

ＤＦ  金井 貢史  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

吉田  豊  (静岡学園高校) 

山地  翔  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    高橋 峻希  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    山崎 正登  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

    甲斐 公博  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    濱田 水輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

ＭＦ  柿谷曜一朗  (ｾﾚｯｿ大阪) 

八反田康平  (鹿児島県立鹿児島中央高校) 

    水沼 宏太  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    齋藤  学  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    田中 裕人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    岡本 知剛  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ） 

    山田 直輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    山浦 公裕  (ＦＣ東京Ｕ-18)※ 

    米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

ＦＷ  井上 和馬  (神奈川県立逗葉高校) 

長谷部彩翔  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

新 裕太朗  (帝京高校) 

    辻  智人  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

    河野 広貴  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｰﾕｰｽ) 

大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    端戸  仁  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

                             計 26名 

 

 24. Ｕ-16(Ｕ-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 第７回豊田国際ユースサッカー大会の件  

   

行事名：Ｕ-16(Ｕ-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 第７回豊田国際ユースサッカー大会 

期 間：2006年８月７日(月)～13日(日) 

場 所：愛知県豊田市 

 

[スケジュール] 

８月７日(月)集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ８日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ９日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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10日(木)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  11日(金)Ｕ－16日本代表 第７回豊田国際ﾕｰｽｻｯｶｰ大会 

対 Ｕ-16ﾁｪｺ代表 (豊田市運動公園球技場) 

  12日(土)対 Ｕ-16ｱﾒﾘｶ代表 (豊田市運動公園球技場) 

  13日(日)順位決定戦       試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督        ： 城福  浩 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ        ： 小倉  勉 (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       ：  川俣 則幸 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：  加藤 晴康 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 後関 慎司 (東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校/ＦＣ東京) 

総務      ：  青木 克史 (日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：  原田 貴志 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄ    ： 落合 弘幸 (筑波大学) 

 

[選  手] 

ＧＫ  廣永遼太郎  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    原 裕太郎  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ) 

ＤＦ  金井 貢史  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

山地  翔  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    田中 裕人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

高橋 峻希  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    山崎 正登  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

    甲斐 公博  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

ＭＦ  柿谷曜一朗  (ｾﾚｯｿ大阪) 

八反田康平  (鹿児島県立鹿児島中央高校) 

    水沼 宏太  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    齋藤  学  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    岡本 知剛  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ） 

    山田 直輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

ＦＷ  大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    比嘉 厚平  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

    端戸  仁  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

                             計 18名 
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 25. Ｕ-16(Ｕ-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 2006北海道国際ユースサッカー大会の件 

   

行事名：Ｕ－16(Ｕ-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 2006北海道国際ユースサッカー大会 

期 間：2006年８月 15日(火)～20日(日) 

場 所：北海道札幌市 

 

[スケジュール] 

８月 15日(火)集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  16日(水)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  17日(木)2006北海道国際ﾕｰｽｻｯｶｰ大会 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ 対 Ｕ-16北海道代表 (厚別公園競技場) 

  18日(金)ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ 対 1860ﾐｭﾝﾍﾝＵ-16 (厚別公園競技場) 

  19日(土)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  20日(日)順位決定戦 

        試合終了後、解散 

 

[スタッフ] 

監督        ：  城福  浩 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ     ：  小倉  勉 (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       ：    川俣 則幸 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：    高木  博 (昭和大学藤が丘病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ：  小粥 智浩 (流通経済大学ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部) 

総務      ：   青木 克史 (日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：   原田 貴志 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

 

[選  手] 

ＧＫ  吉田 智志  (ﾙｰﾃﾙ学院高校) 

    比嘉 翔平  (沖縄県立美里高校) 

ＤＦ  中谷 柾名  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

    比嘉 厚平  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

    濱田 水輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    高島 健人  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

    藪 裕史朗  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ) 

    横山 文也  (鵬翔高校) 

ＭＦ  八反田康平  (鹿児島県立鹿児島中央高校) 

    鈴木 大輔  (星稜高校) 

    日高 慶太  (桐蔭学園高校) 

    池田 太志  (鹿児島城西高校) 

    新 裕太朗  (帝京高校) 
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    山浦 公裕  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校) 

ＦＷ  井上 和馬  (神奈川県立逗葉高校) 

長谷部彩翔  (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

    辻  智人  (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

河野 広貴  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

                             計 19名 

 

 26. Ｕ-16(Ｕ-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 ＡＦＣＵ-17選手権ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ2006の件 

   

行事名：Ｕ-16(Ｕ-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 ＡＦＣＵ-17選手権ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ2006  

期 間：2006年８月 23日(水)～９月 18日(月) 

場 所：福島県Ｊヴィレッジ、シンガポール 

 

[スケジュール] 

８月 23日(水)集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  |ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  

27日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ 対 流通経済大学 

28日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、成田へ移動 

29日(火)  ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙへ移動 

30日(水)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

|       ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

９月３日(日)  ＡＦＣＵ-17選手権ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ2006 

        Ｕ-16日本代表 対 ﾈﾊﾟｰﾙ代表 (Jalan Besar Stadium) 

  ５日(火)  Ｕ-16日本代表 対 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ代表 (Jalan Besar Stadium) 

  ７日(水)  Ｕ-16日本代表 対 韓国代表 (Jalan Besar Stadium) 

  11日(月)   準々決勝 (Jalan Besar Stadium) 

    14日(火)  準決勝 (Jalan Besar Stadium) 

  17日(日)  決勝戦（3位決定戦） (Jalan Besar Stadium) 

  18日(月)  成田へ移動後、解散 

 

[スタッフ] 

監督        ： 城福  浩 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ＦＣ東京) 

ｺｰﾁ        ： 小倉  勉 (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       ：  川俣 則幸 (日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ         ：  山藤 崇  (東京医大霞ヶ浦病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 松田 直樹 (国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ)8/26～ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 早川 直樹 (日本ｻｯｶｰ協会)～8/26 

総務      ：  青木 克史 (日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 



報告事項 

H18/09/15 第５回理事会 

28 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ：  原田 貴志 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ： 服部 智博 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ) 

通訳     ： 落合 弘幸 (筑波大学) 

 

[選  手] 

ＧＫ  廣永遼太郎  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    原 裕太郎  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ) 

    大畑 拓也  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

ＤＦ  金井 貢史  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

山地  翔  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    高橋 峻希  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    山崎 正登  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

    甲斐 公博  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    濱田 水輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

ＭＦ  柿谷曜一朗  (ｾﾚｯｿ大阪) 

八反田康平  (鹿児島県立鹿児島中央高校) 

    水沼 宏太  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    河野 広貴  (ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ)  ※２ 

    田中 裕人  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    岡本 知剛  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島Ｆ.Ｃ.ﾕｰｽ） 

    山田 直輝  (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

    山浦 公裕  (ＦＣ東京Ｕ-18) 

    米本 拓司  (兵庫県立伊丹高校)  ※１ 

ＦＷ  大塚 翔平  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

    齋藤 学   (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    比嘉 厚平  (柏ﾚｲｿﾙＵ-18) 

端戸  仁  (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

     ※１ 怪我の為不参加  ※２ 追加招集 

                             計 21名 

 

 27. 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候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年８月 14日(月)～16日(水) 

場 所：東京都足立区 

 

[スケジュール] 

８月 14日(月) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

15日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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     16日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後、解散 

 

[スタッフ] 

監 督 ： サッポ ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 蒲地 宏昌 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 大場 真孝 (大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院) 

通 訳 ： エジソン土井 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総 務 ： 平井 徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手] 

GK 石渡 良太 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(東京)) 

 川原 永光 (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ(千葉)) 

 定永 久男 (大洋薬品/ＢＡＮＦＦ(愛知)) 

FP 藤井 健太 (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ(千葉)) 

 前田 喜史 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(東京)) 

 金山 友紀 (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｔｏｋｙｏ(東京)) 

 嵯峨 祐太 (Ｄ．Ｃ． Ａｓａｈｉｋａｗａ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ（北海道）) 

 神 敬治 (ＳＨＡＲＫＳ立川(東京）) 

 丸山 哲平 (ＣＡＳＣＡＶＥＬ ＫＡＮＳＡＩ（奈良）) 

 山田 将貴 (Ｂｌａｃｋ Ｓｈｏｒｔｓ(神奈川）) 

 小山 剛史 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(東京)) 

 高橋 健介 (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ(千葉)) 

 西 裕輔 (旭屋(大阪）) 

 北原 亘 (大洋薬品/ＢＡＮＦＦ(愛知)) 

 鴨 宏一 (神戸大学ﾌｯﾄｻﾙ部Ｆｏｒ çａ（兵庫）) 

計 15名 

 

 28. 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候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年９月 16日(土)～17日(日) 

場 所：東京都調布市 

 

[スケジュール] 

９月 16日(土) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    17日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後、解散 

   

[スタッフ] 

監 督 ： サッポ ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 大沼 弘幸 (聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 大場 真孝 (大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院) 
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通 訳 ： エジソン土井 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総 務 ： 平井 徹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手] 

GK 石渡 良太 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(東京)) 

 渡辺 博之 (ＺＯＴＴ(東京)) 

 青柳 圭佑  (ﾌｯﾄｻﾙ大分 2002ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ(大分)) 

 内山慶太郎 (Ｇｉｎｚａ ｄｅ ＦＵＴＳＡＬ/ＢＯＴＳＷＡＮＡ ＦＣ ＭＥＧＵＲＯ(東京)) 

FP 嵯峨 祐太 (Ｄ．Ｃ． Ａｓａｈｉｋａｗａ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ（北海道）) 

 小宮山友祐 (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ(東京)) 

 山地 輝幸 (京阪ﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾚｲｽｆｕｎｆ ｂｅｉｎ(京都)) 

 神  敬治 (ＳＨＡＲＫＳ立川(東京)) 

 丸山 哲平 (ＣＡＳＣＡＶＥＬ ＫＡＮＳＡＩ（奈良）) 

 山田 将貴 (Ｂｌａｃｋ Ｓｈｏｒｔｓ(神奈川）) 

 小山 剛史 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ(東京)) 

 太見 寿人 (Ｇｉｎｚａ ｄｅ ＦＵＴＳＡＬ/ＢＯＴＳＷＡＮＡ ＦＣ ＭＥＧＵＲＯ(東京)) 

 西  裕輔 (旭屋(大阪)) 

 岩見 裕介 (Ｃ．Ａ．ＢＯＭＢＯＮＥＲＡ東京(東京)) 

 鴨  宏一 (神戸大学ﾌｯﾄｻﾙ部Ｆｏｒ çａ（兵庫）) 

 水上 玄太 (ａｒｕｓａ(東京)) 

計 16名 

 

 29. 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候補 トレーニングキャンプ 

期 間：平成 18年９月 30日(土)～10月 1日(日) 

場  所：神奈川県藤沢市 

 

[スケジュール] 

９月 30日(土)   集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月１日(日)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： サッポ     ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 未 定 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 大場 真孝  （大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院）  

通訳      ： エジソン土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

総務            ： 平井  徹  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 
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[選  手]  

  未定 

 

 30. ビーチサッカー日本代表 ポルトガル遠征の件 

   

行事名：ビーチサッカー日本代表 ポルトガル遠征 

期 間：2006年８月 14日(月)～22日(火) 

場  所：ポルトガル/ポルティマン 

 

[スケジュール] 

８月 14日(月)   集合 

  15日(火)  ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙﾍ移動 

  16日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  17日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   |     2006ﾑﾝﾃﾞｨｱﾘｰﾄ 

  20日(日)   

  21日(月)  日本へ移動 

  22日(火)  帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

 監督        ： 鳥飼 浩之 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ： 稲福 全人（学校法人 湘央学園） 

 

[選  手] 

GK 加登 永一 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

 小川 和男 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

FP 吉井 勝宏 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

 河原塚 毅 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

 中村 律臣 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

 佐藤 義人 (Ｄｏｒｓａｌ Ｍ. ＦＣ(大阪)) 

 黒木 直幸 (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本(熊本)) 

 新垣 隆 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ(沖縄)) 

 當間 正人 (ＦＣ琉球(沖縄)) 

 丸尾 訓照 (ＦＣｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本(熊本)) 

計 10名 

 

 31. なでしこジャパン(日本女子代表) ＡＦＣ女子アジアカップの件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表) ＡＦＣ女子アジアカップ 

期 間：2006年７月 12日(水)～８月 1日(火) 
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場  所：オーストラリア/アデレード 

 

[スケジュール] 

７月 12日(水)  集合、オーストラリアへ移動 

13日(木)  

   ｜    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ  

18日(火) 

19日(水) AFC女子ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ 予選ﾘｰｸﾞ 日本女子代表 対 ﾍﾞﾄﾅﾑ女子代表         

20日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

21日(金) AFC女子ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ 予選ﾘｰｸﾞ 日本女子代表 対 ﾁｬｲﾆｰｽﾞ･ﾀｲﾍﾟｲ女子代表 

22日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

23日(日) AFC女子ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ 予選ﾘｰｸﾞ 日本女子代表 対 中国女子代表 

24日(月) 

   ｜    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

26日(水)  

27日(木) AFC女子ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ 準決勝 

28日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

29日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

30日(日) AFC女子ｱｼﾞｱｶｯﾌﾟ ３位決定戦 

31日(月) 日本へ移動 

８月１日(火)  帰国後、解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 大仁 邦彌  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 常務理事)  

監督            ： 大橋 浩司   ((財)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       ： 佐々木則夫  ((財)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         ： 澤村 公康  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 山藤  賢  (昭和大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 安達 淳子  (ＪＭﾄﾚｰﾅｰ) 

総務       ： 小林 利章  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

主務      ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

ｴｸｲｯﾌﾟﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ： 橋倉  剛  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 見汐 翔太  (筑波大学) 

 

[選  手]  

ＧＫ  山郷 のぞみ  (浦和ﾚｯｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    秋山 智美   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    福元 美穂   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

ＤＦ   磯﨑 浩美   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 



報告事項 

H18/09/15 第５回理事会 

33 

四方 菜穂   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

下小鶴 綾   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    安藤 梢    (浦和ﾚｯｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

矢野 喬子   (神奈川大学) 

岩清水 梓   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

ＭＦ  酒井 與惠   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    澤  穂希   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)   

    柳田 美幸  （浦和ﾚｯｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｰｽ） 

    大野 忍    (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    宮間 あや   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

    中岡 麻衣子  (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    阪口 夢穂   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

ＦＷ  大谷 未央   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

        荒川 恵理子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    鈴木 智子   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

    永里 優季   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)             

                                       計 20名 

 

 32. Ｕ-15(Ｕ-17女子ワールドカップ 2008)日本女子代表候補トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-15(Ｕ-17 ワールドカップ 2008)日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年９月５日(火)～10日(日) 

場 所：福島県Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ 

 

[スケジュール] 

９月５日(火) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ６日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ７日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、練習試合 

  ８日(金) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

  ９日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、練習試合 

  10日(日) 練習試合、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 佐々木則夫   ((財)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       ： 坂尾 美穂  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 川島 透   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 小松 奈美  ((財)弘潤会 野崎東病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 江口 陽子  (松岡整形外科) 

総務       ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 
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[選  手] 

ＧＫ  金城 加代子  (うないＦＣ) 

    梅村 南    (ＨＯＹＯ ＳＵＫＡＲＡＢＵ ＦＣ) 

    磯部 佳月   (常葉学園橘中学校) 

    中村 沙樹   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＤＦ  石田 明日香  (横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞＦＣ) 

    屋田 渚    (神村学園中等部) 

    西山 衣美   (名古屋ＦＣﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    南野 亜里沙  (ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ徳島ＳＣ) 

    浜崎 華奈   (ＳＣ鳥取ﾌﾟｴﾃﾞＵ-15) 

    杉山 公美   (ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ ＡＧＵＩＬＡＳ) 

    山名 真妃   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    小野田 莉子  (ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ ﾘﾝﾀﾞ) 

ＭＦ  亀岡 夏美   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    若林 亜里佐  (藤枝順心高等学校) 

    杉山 貴子   (常葉学園橘中学校) 

    大塚 翔子   (神村学園中等部) 

    岸川 奈津希  (日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ) 

    橋本 舞    (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    平井 佑果   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    大友 あかね  (横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞＦＣ) 

    中村 楓    (盛岡ｾﾞﾌﾞﾗﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    山城 見友希  (琉邦ｸﾗﾌﾞ) 

    竹山 裕子   (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    井上 由惟子  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ) 

    柴田 華絵   (神村学園中等部) 

    小林 海青   (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

    高野 紗希   (ＦＣｳﾞｨﾄｰﾘｱ) 

    川島 はるな  (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    甲斐 そらみ  (うないＦＣ) 

ＦＷ  石原 愛海   (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    石田 みなみ  (常葉学園橘中学校) 

    吉岡 圭    (ＦＣ三木ＶＩＣＴＯＲＩＥＳ Ｓ) 

    吉良 知夏   (神村学園中等部) 

    仲東 那奈   (ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ ＡＧＵＩＬＡＳ) 

    左山 桃子   (広島ﾌｼﾞﾀﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ) 

    齋藤 あかね  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

                             計 36名 
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 33. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）入場者数 

  7月、8月とも不調。ペイドパブなど例年並の施策を行ったが、5月、6月の好調の反動とみ

られる。 

7月（ 3,754人 2005年実績 5,200人 2004年実績 3,381人） 

  8月（ 7,037人 2005年実績 10,110人 2004年実績 8,005人） 

  8月 12日（土）160,000人目の入場者 遠山優晴（茨城県）さん。 

  

２）リニューアル 閉館 

  10 月 16 日（月）より 10 月 30 日（月）まで地下 2 階の有料ゾーンと地下 1 階部分のリニュ

ーアルのため閉館。 

  10 月 31 日（火）にリニューアルオープン。 

 

 34. 名義使用申請の件 

   

（１）申請団体：株式会社日本フットボールヴィレッジ 

行 事 名：平成 18年度「スポーツターフ管理者のための研修会」 

主  催：株式会社日本フットボールヴィレッジ、財団法人都市緑化技術開発機構 

後援予定：国土交通省、財団法人日本サッカー協会、社団法人日本プロサッカーリーグ 

開催場所：Ｊヴィレッジ 

定  員：20名程度 

参加費用：１人７２，０００円（受講料、資料代、宿泊費「１泊に付２食付」） 

講習内容：スポーツターフの概要、床構造、プレーイングクオリティー、 

管理・運営、その他 

※ＪＦＡは、初回の平成 12年度から後援を続けている。 

 

(２) 申請団体： 日本青年団協議会 

大 会 名： 第 55 回全国青年大会 (フットサル) 

主  催： 日本青年団協議会、(財)日本青年館、東京都教育委員会 

後  援： (予定) 文部科学省、(財)日本体育協会、日本放送協会 

協  賛： (予定) 内閣府、農林水産省、厚生労働省、 

各道府県教育委員会及び担当主管課、(社)中央青少年団体連絡協議会、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、(財)日本陸上競技連盟、 

(財)日本バレーボール協会、(財)日本バスケットボール協会、 

(財)日本バドミントン協会、(財)全日本軟式野球連盟、 

(財)日本ソフトボール協会、(財)日本卓球協会、(財)全日本柔道連盟、 

(財)全日本剣道連盟、(財)全日本ボウリング協会、(財)日本サッカー協会、 

特定非営利活動法人日本アマチュア演劇連盟、(社)全日本合唱連盟、 
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(社)日本将棋連盟、日本体育大学、(財)日本レクリエーション協会、 

(財)あしたの日本を創る協会、江戸川区、 

特定非営利活動法人テレビ日本美術家協会 

   期  日： 2006年 11月 11日(土)～11月 12日(日) 

会  場： 国立オリンピック記念青少年総合センタースポーツ棟大体育室 

参加チーム: 未定 

試合の種類： 無料 

 

(３) 申請団体：日本オリンピアンズ協会  

   事 業 名：平成 18年度 オリンピアンふれあい交流事業 

   後  援：(財)日本サッカー協会 

   期  日：2006 年７月 23日(日)～2007年２月 11日(日) 

   場  所：徳島、大阪、東京、長野、栃木、広島、佐賀 各地競技場 

 

(４) 申請団体：2006 年第４回スペシャルオリンピックス日本 

夏季ナショナルゲーム・熊本 実行委員会 

   事 業 名：2006 年第４回スペシャルオリンピックス日本 

夏季ナショナルゲーム・熊本 

   後  援：(財)日本サッカー協会 

   期  日：2006 年 11月３日(金)～５日(日) 

   場  所：熊本／熊本県綜合運動公園 他 

 

 

(５) 申請団体：財団法人日本体育協会 

   事 業 名：平成 18年度「体育の日」中央記念行事／子どもの体力向上キャンペーン 

        元気アップ子どもスポーツフェスティバル 

   協  力：(財)日本サッカー協会 

   期  日：2006 年 10月９日(月) 

   場  所：東京／国立スポーツ科学センター 

 

(６) 申請団体：財団法人日本スポーツクラブ協会 

   事 業 名：第８回スポーツクラブセミナー 

   後  援：(財)日本サッカー協会 

   期  日：2006 年 11月 13日(月)・14日(火) 

   場  所：東京／国立オリンピック記念青少年総合センター 
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 35. 競技会開催申請の件 

   

【国際競技会開催申請】 

(１)(財)東京都サッカー協会 

大会名  ノーボーダーフットサルカップ 2006 

主 催  (財)東京都サッカー協会、東京都フットサル連盟 

主 管  ノーボーダーフットサルカップ 2006実行委員会、NIXITA JAPAN 

後 援  イタリア政府観光局 

協 賛  アリタリア航空、(有)マルガジャパン 

期 日  2006年８月 31日(木) 

会 場  駒沢オリンピック競技場内屋内球技場 

参加ﾁｰﾑ  A.S.D.ローマ（イタリア）、東京都フットサル連盟選抜チーム 

入場料  無料 

 

(２)(財)静岡県サッカー協会 

大会名  ジュビロ磐田 Jr.ユース U-13サマーカップ 2006 

主 催  ヤマハ発動機(株)、(株)ヤマハフットボールクラブ、(財)静岡県サッカー 

協会 

主 管  ヤマハ発動機(株)、(株)ヤマハフットボールクラブ 

後 援  磐田市、磐田市教育委員会、NPO法人磐田市体育協会、静岡新聞社、静岡放 

     送 

協 賛  ネスレ日本(株)、プーマアパレルジャパン(株)、プーマジャパン(株) 他 

期 日  2006年８月 22日(火)～24(金) 

会 場  つま恋他目的ブランド、県立小笠山総合運動公園、他。 

参加ﾁｰﾑ  山東魯能泰山サッカークラブ（中華人民共和国） 

入場料  無料 

 

 36. 海外遠征申請の件 

   

(１)(社)日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム Ｕ-15 Ｊリーグ選抜 (第３種) 

遠征期間 2006年８月 22日(月)～31日(水) 

遠 征 先 ブラジル ヘクレイオ 

 

(２)(社)岩手県サッカー協会 

チ ー ム 盛岡中央高等学校 (第２種) 

遠征期間 2006年９月 10日(日)～14日(木) 

遠 征 先 ロシア ウラジオストック 
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(３)茨城県サッカー協会 

チ ー ム 流通経済大学 (第１種) 

遠征期間 2006年８月９日(水)～14日(月) 

遠 征 先 大韓民国 龍仁市 

 

(４)(社)栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県選抜 (第４種) 

遠征期間 2006年８月 21日(月)～24日(木) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(５)群馬県サッカー協会 

チ ー ム 図南サッカークラブ群馬 (第４種) 

遠征期間 2006年８月 10日(木)～16日(水) 

遠 征 先 オーストラリア ゴールドコースト 

 

(６)(財)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ユース (第３種) 

遠征期間 2006年８月 22日(月)～30日(火) 

遠 征 先 ドイツ ミュンヘン 

 

(７)(社)千葉県サッカー協会 

チ ー ム ＰＲＥＤＡＴＯＲ (フットサル) 

遠征期間 2006年８月 30日(水)～９月５日(火) 

遠 征 先 ポルトガル コインブラ 

 

(８)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 上智大学体育会サッカー部 (第１種) 

遠征期間 2006年７月 28日(金)～８月６日(日) 

遠 征 先 ベルギー ルーヴァン・アントワープ 

 

(９)(社)神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜ＦＣ・鶴見ジュニアユース (第３種) 

遠征期間 2006年８月１日(火)～７日(月) 

遠 征 先 中華人民共和国 北京・国安 

 

(10)(社)石川県サッカー協会 

チ ー ム 金沢市選抜 (第４種) 

遠征期間 2006年７月 21日(金)～24日(月) 

遠 征 先 大韓民国 全州 
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(11)(財)静岡県 サッカー協会 

  チ ー ム 東豊田サッカースポーツ少年団 (第４種) 

遠征期間 2006年９月 21日(木)～25日(月) 

遠 征 先 大韓民国 金海 

 

(12)(社)三重県サッカー協会 

チ ー ム ユーストレーニングセンター Ｕ-15 (第３種) 

遠征期間 2006年８月 22日(火)～30日(水) 

遠 征 先 大韓民国 康津 

 

(13)(財)岐阜県サッカー協会 

チ ー ム 岐阜県ジュニアユーストレーニングセンター Ｕ-14 (第３種) 

遠征期間 2006年８月 22日(火)～26日(土) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(14)(社)滋賀県サッカー協会 

チ ー ム 滋賀県立野洲高等学校サッカー部 (第２種) 

遠征期間 2006年８月７日(月)～16日(水) 

遠 征 先 オランダ アムステルダム 

 

(15)(社)京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都立命館宇治高等学校 (第２種) 

遠征期間 2006年８月１日(火)～５日(土) 

遠 征 先 大韓民国 龍仁市 

 

(16)(社)大阪府サッカー協会 

チ ー ム 此花学院高等学校 (第２種) 

遠征期間 2006年８月 21日(月)～25日(金) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(17)(社)兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県代表チーム (第１種) 

遠征期間 2006年８月 18日(金)～20日(日) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(18)(社)兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ＩＮＡＣレオネッサ (女子) 

遠征期間 2006年８月 22日(火)～26日(土) 

遠 征 先 大韓民国 釜山 
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(19)(社)兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県Ｕ-16選抜 (第２種) 

遠征期間 2006年８月 25日(金)～29日(火) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(20)(社)和歌山県サッカー協会 

チ ー ム 和歌山県サッカー協会（Ｕ-12)トレセン (第４種) 

遠征期間 2006年７月 27日(木)～８月１日(火) 

遠 征 先 中華人民共和国 青島 

 

(21)(社)山口県サッカー協会 

チ ー ム Ｆ.Ｃ.アウストルノ (第３種) 

遠征期間 2006年９月 16日(土)～18日(月) 

遠 征 先 大韓民国 馬山 

 

(22)(社)愛媛県サッカー協会 

チ ー ム エリートプログラム Ｕ-10 (第４種) 

遠征期間 2006年８月 21日(月)～28日(月) 

遠 征 先 ドイツ フライブルグ他 

 

(23)(社)熊本県サッカー協会 

チ ー ム 熊本県立大津高等学校 (第２種) 

遠征期間 2006年８月 19日(土)～24日(木) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

 37. その他 

   

 

 

 


