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財団法人 日本サッカー協会 

平成 18年度 第６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．オフィシャルドロー(組み合わせ抽選会) 

日 時：10月 12 日(木) 14時 

  場 所：日本サッカーミュージアム ヴァーチャルスタジアム 

  登壇者：ＦＩＦＡ       ビアチェスラブ・コロスコフ ＦＣＷＣ組織委員長 

                 小倉 純二 ＦＩＦＡ理事 

ＪＦＡ         川淵 三郎 キャプテン 

      ドローアシスタント  パウロ・アウトゥオリ Ｊリーグ 鹿島アントラーズ監督 

   荒川 静香 プロフィギユアスケーター 

オフィシャルドロー結果：※（報）資料№１ 

 

Ⅱ．記者会見 

  日 時：10月 12 日(木) 15時 

  場 所：日本サッカーミュージアム ヴァーチャルスタジアム 

  参加者：ＦＩＦＡ       ビアチェスラブ・コロスコフ ＦＣＷＣ組織委員長 

                 小倉 純二 ＦＩＦＡ理事 

ＪＦＡ         川淵 三郎 キャプテン 

出場決定チームの代表者 

 

Ⅲ．チームセミナー 

  日 時：10月 12 日(木) 16時 

  場 所：ＪＦＡハウス ４階会議室６･７･８ 

  参加者：ＦＩＦＡ       ビアチェスラブ・コロスコフ ＦＣＷＣ組織委員長 

ジム・ブラウン 競技部ダイレクター 

加藤 幸一郎 イベントマネジャー 

アレクサンダー・クロスターケンパー 競技担当 

      ＪＦＡ         ＦＣＷＣ実行本部メンバー 

      電通    

出場決定チームの代表者 

 

Ⅳ．ベニューツアー 

日 程：10月 13 日(金)・14日（土）  
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  ※インスペクションを希望するチームごとにスケジュールを設定 

場 所：豊田・東京・横浜ベニュー 

 

 ２. ＦＩＦＡ理事会報告の件 

   

９月 15日(金)ＦＩＦＡ理事会が開催された。主な決定事項は以下の通り。 

 

１．改定された倫理規定を承認し、新しく、且つ、独立した倫理委員会が懲罰委員会 並びに不服

申立委員会に続いて３つ目の裁判機関として設置され、行動及び手続き上の規定を備えるこ

とを決定した。本委員会の委員長にはセバスチャン・コー卿（イングランド）が就任する。

新しい倫理規定は即時発効にて施行され、今後全てに適用される。 

 

２．ＦＩＦＡ副会長のジャック・ワーナー氏がワールドカップチケットの規則に違反していたか

どうかをＦＩＦＡ懲罰委員会が調査を行うことを決定した。 

 

３．2006年６月の総会での決定を基にした“より良い世界のためのサッカー”基金の規則を承認

した。同総会で 2007-2010 の間にＵＳ 7,000 万ドルを“アフリカとともにアフリカで勝利”

の取り組みに計上することが承認され、2007年はＵＳ 3,480万ドルを計上する。主にアフリ

カ各国に人工芝ピッチを設置することに使用する。 

 

４．2007ＦＩＦＡワールドクラブワールドカップを日本で開催することを決定した。 

 

５．第１回ＦＩＦＡ Ｕ-17 女子ワールドカップを 2008 年にニュージーランドで開催することを

決定した。出場国枠は、ＡＦＣ・ＣＡＦ・ＣＯＮＣＡＣＡＦ・ＣＯＮＭＥＢＯＬ・ＵＥＦＡ：

各３、ＯＦＣ：１とする。 

 

６．2008ＦＩＦＡ Ｕ-20女子ワールドカップをチリで開催することを決定した。 

 

 ３. ＦＩＦＡ委員会委員変更依頼の件 

   

スポーツ医学委員会 

大畠顧問が委員を務めていたが、同氏の退任意向を受け、青木常務理事に交代することをＦ

ＩＦＡに申請中である。 

 

クラブタスクフォース 

ジュビロ磐田の顧問であった松崎孝紀氏が委員を務めていたが、同氏は 2006年１月にジュビ

ロ磐田を退職し、同委員を退任する意向であった。Ｊリーグと検討の結果、浦和レッズの藤口

光紀社長に交代することをＦＩＦＡに申請し、10月 11日に承認された。 
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 ４. ＦＩＦＡ会議の件  

   

10月・11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。 

 

10月 12日  スポーツ医学委員会         大畠顧問 

17日  Ｕ-17選手権組織委員会       小倉副会長 

24日  クラブタスクフォース        藤口 浦和レッズ社長 

11月 11日  フットサル＆ビーチサッカー委員会  小倉副会長 

 

 ５. ＡＦＣ委員会委員変更の件  

   

本年 7 月 30 日に平成 18 年度/19 年度ＪＦＡ理事の選任を行ったことにより、以下のＡＦＣ委

員会委員を変更する。 

                  （旧）      （新）     （変更日） 

競技会委員会 委員       平田竹男前ＧＳ → 田嶋専務理事   変更申請中 

プロリーグ特別委員会 副委員長 平田竹男前ＧＳ → 鈴木ＣＨＱ部長  ９月 11日 

 

 ６. ＡＦＣ会議の件 

   

９月下旬・11月に開催されるＡＦＣ各種委員会への出席委員は以下の通り。 

 

９月 29日   規律委員会           浅見顧問 

11月 12日  ユース競技会組織委員会     小倉副会長 

20日  審判委員会           高田参与 

フットサル委員会        小倉副会長 

女子委員会           今井技術部員 

21日  クラブ競技会組織委員会     松永国際部長 

競技会委員会          田嶋専務理事（予定） 

22日  技術委員会           今井技術部員 

23日  理事会             小倉副会長 

 

 ７. アジアの子供にサッカーボールを届けるプロジェクト 2006の件 

   

［事業概要］ 

(社)日本ユネスコ協会連盟、(株)電通と共同で 2005年に始めたプロジェクトで、アジア諸国

のサッカー協会や、(社)日本ユネスコ協会連盟が運営している“寺子屋”を通じて、アジアの

子供にサッカーボールを届けるもの。 
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［対象候補国・ボール発送数］ 

※（報）資料№２ 

アジア諸国のサッカー協会に発送するボールは、2006 年は 3,000 個を用意する（2005 年は

2,000個を用意した）。 

ボールは(株)モルテン製のもので、本プロジェクトのロゴマークである“くるりんぱ”マー

クとＪＦＡロゴをプリントする。 

 

［費用］ 

ボール、空気入れ購入代金は 2005年同様 (株)電通 社会貢献部が負担する。 

海外への発送代金は 2005年同様 ＪＦＡが負担する。 

 

 8. アジア貢献事業 ヴェトナム代表チーム日本キャンプの件 

   

ヴェトナム協会より、12 月のアジア大会や 2007 年７月のアジアカップに向け、ヴェトナム代

表のキャンプを９月下旬から日本にて実施したいと要望を受け、アジア貢献事業の一環として、

以下の期間の日本国内滞在費及び移動費をＪＦＡが負担して受け入れ、強化試合２試合も実施し

た。 

期  間：  2006年９月 28日(木)～10月６日(金) 

キャンプ地： Ｊヴィレッジ 

強化試合：  10月３日 ヴェトナム代表 対 ソニー仙台ＦＣ  （３-０） 

          ５日 ヴェトナム代表 対 佐川急便東京ＳＣ （６-３） 

 

 ９. アジア貢献事業 Ｕ-16シリア代表チームへ指導者派遣の件 

   

海外青年協力隊員として、2006 年１月から５月の間シリアに赴任した曽根純也氏(公認Ａ級コ

ーチ)をＡＦＣ Ｕ-17 選手権 2006 に出場したＵ-16 シリア代表チームのテクニカルスタッフとし

て派遣した。 

シリアは第４位の成績となり、2007ＦＩＦＡ Ｕ-17ワールドカップの出場権を獲得した。 

 

 10. 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１日(日)～４日(水) 

場 所：神奈川県 

[スケジュール] 

10月１日(日) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

２日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ３日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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    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       ：  森  孝久  (松山赤十字病院) 

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     : 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㈱) 

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) 

山口  智   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

駒野 友一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

水本 裕貴   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉･市原)     

青山 直晃   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)     

ＭＦ    羽生 直剛   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉･市原)  

    遠藤 保仁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    二川 孝広  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    中村 憲剛  （川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ） 

    鈴木 啓太   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ)  ※１ 

阿部 勇樹   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    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) 

    今野 泰幸   (ＦＣ東京) 
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    山岸  智   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    長谷部 誠   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＦＷ    播戸 竜二    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    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) 

         計 23名 

 

 11. 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７日(土)～10月 12日(木) 

場 所：インド/バンガロール 

[スケジュール] 

10月７日(土) 集合 

８日(日)  移動 

９日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     10日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

     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 

（Sree Kanterava Stadium） ｲﾝﾄﾞ発 

12日(木) 成田到着後、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     : 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) 
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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㈱) 

[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) 

山口  智   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

駒野 友一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)  

水本 裕貴   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉･市原)     

青山 直晃   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)     

ＭＦ    羽生 直剛   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉･市原)  

    遠藤 保仁   (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    二川 孝広  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    中村 憲剛  （川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ） 

    鈴木 啓太   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ)  ※１ 

阿部 勇樹   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    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) 

    今野 泰幸   (ＦＣ東京) 

    山岸  智   (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

    長谷部 誠   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

ＦＷ    播戸 竜二    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    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) 

        計 23名 

 

 12. 日本代表 アジアカップ 2007予選グループＡ（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 

期 間：2006年 11月 13日(月)～11月 15日(水) 

場 所：未定（ホーム） 

[スケジュール] 

11月 13日(月) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 14日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   15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 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ代表（国内）、解散 
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[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     : 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) 

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] 

 未定 

 

 13. 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        ：  川俣 則幸 ((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          ：  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   ： 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)  
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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 一郎 (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)) 

[メンバー] 

ＧＫ  松井 謙弥  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    佐藤 昭大  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

ＤＦ  柳楽 智和  （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡） 

    細貝  萌  （浦和ﾚｯｽﾞ） 

    河本 裕之  （ｳﾞｨｯｾﾙ神戸） 

    一柳 夢吾  （東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969） 

    家長 昭博  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪） 

    田中 輝和  （大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ） 

    森下  俊  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    丹羽 竜平  （ヴｨｯｾﾙ神戸） 

ＭＦ  寺田 紳一  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪） 

    谷口 博之  （川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ） 

    高萩洋次郎  （愛媛ＦＣ） 

    高橋 義希  （ｻｶﾞﾝ鳥栖） 

    渡邉 圭二  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

    上田 康太  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    古部 健太  （立命館大学） 

    関口 訓充  （ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台） 

ＦＷ  平山 相太  （ＦＣ東京） 

    石井 謙伍  （ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌） 

    田中 佑昌  （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡） 

    前田 俊介  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

                     計 22名 

 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 10月 17日(火)～18日(水) 

場 所：埼玉県さいたま市 

[スケジュール] 

10月 17日(火) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 18日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ Ｕ－21日本代表 対 大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ (埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑｻﾌﾞｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ) 

解散 
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[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        ：  川俣 則幸 ((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          ：  山藤  賢 (昭和大学) 

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   ： 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       ：  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 一郎 (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)) 

 

[メンバー] 

10月 16日(月)発表予定 

 

 15. Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 日中韓オリンピック強化試合の件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 日中韓オリンピック強化試合 中国戦(ホーム) 

期 間：2006年 10月 22日(日)～25日(水) 

場 所：東京都 

[スケジュール] 

10月 22日(日) 集合 

10月 23日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 24日(火) 日中友好ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 25日(水) Ｕ－21日本代表 対 Ｕ－21中国代表 (国立競技場) 

        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        ：  川俣 則幸 ((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          ：  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   ： 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   ： 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       ：  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 一郎 (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)) 
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[メンバー] 

10月 20日(金)発表予定 

 

 16. Ｕ-19(Ｕ-20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) 

ﾄﾞｸﾀｰ       ：  加藤 晴康  (聖ﾏﾘｱﾝｱ医科大学病院) 

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) 

主務     ：  青木 克史  ((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) 

堤  俊輔   (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

太田 宏介    (横浜ＦＣ) 

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  梅崎  司   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

  森重 真人   (大分ﾄﾘﾆｰﾀ)  

    柳澤  隼   (柏ﾚｲｿﾙ) 

山本 真希   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 
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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) 

    森島 康仁   (ｾﾚｯｿ大阪) 

    小澤 竜己   (ＦＣ東京) 

平繁 龍一   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽ) 

伊藤  翔     (中京大附属中京高校) 

                             合計 25名 

 

 17. Ｕ-19(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2007)日本代表 ＡＦＣユース選手権インド 2006の件 

   

行事名：ＡＦＣユース選手権インド 2006 

期 間：2006年 10月 21日(土)～11月 14日(火) 

場 所：インド・バンガロール 

[スケジュール] 

10月 21日(土)  集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10月 22日(日) 出発 

    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

28日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

29日(日)  ＡＦＣユース選手権インド 2006 

         Ｕ-19日本代表 対 北朝鮮代表 

   31日(火) Ｕ-19日本代表 対 ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ代表 

 11月２日(木) Ｕ-19日本代表 対 ｲﾗﾝ代表 

    ６日(月)   準々決勝 

      ９日(木)  準決勝 

   12日(日)  決勝戦（3位決定戦） 

   14日(火)  成田へ到着後、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       ：  原  邦夫  (社会保険京都病院) 

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) 
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主務      :  青木 克史  ((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 19日 発表予定 

 

 18. 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 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          ：  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) 

 

[メンバー] 

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) 

    川原 永光  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

    内山慶太郎  (Ｇｉｎｚａ ｄｅ Ｆｕｔｓａｌ/Ｂｏｔｓｗａｎａ ＦＣ Ｍｅｇｕｒｏ) 

    渡辺 博之  (Ｚｏｔｔ) 

ＦＰ  比嘉リカルド (ＦＣ琉球)  

藤井 健太  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

        前田 喜史  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    金山 友紀  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｔｏｋｙｏ) 

    嵯峨 祐太   (ＤＣ Ａｓａｈｉｋａｗａ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ)     

    小宮山友祐  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ)    

    山地 輝幸  (京阪ﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾚｲｽｆｕｎｆ ｂｅｉｎ) 

       神  敬治  (Ｓｈａｒｋｓ立川) 

    丸山 哲平  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｋａｎｓａｉ) 

    山田 将貴  (Ｂｌａｃｋ Ｓｈｏｒｔｓ) 

    小山 剛史   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    西  裕輔  (旭屋) 
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    岩見 祐介  (Ｂｏｎｂｏｎｅｒａ東京) 

    水上 玄太  (ａｒｕｓａ) 

    横江  怜  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｔｏｋｙｏ) 

    星  翔太  (Ｇｉｎｚａ ｄｅ Ｆｕｔｓａｌ/Ｂｏｔｓｗａｎａ ＦＣ Ｍｅｇｕｒｏ) 

計 20名 

 

 19. 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 10月６日(金)～10月９日(月) 

場 所：福島県郡山市 

 

[スケジュール] 

10月６日(金) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

７日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

８日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 対 南東北選抜 (郡山市総合体育館) 

９日(月) ﾌｯﾄｻﾙｸﾘﾆｯｸ、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) 

 

[メンバー] 

ＧＫ  川原 永光  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

    内山慶太郎  (Ｇｉｎｚａ ｄｅ Ｆｕｔｓａｌ/Ｂｏｔｓｗａｎａ ＦＣ Ｍｅｇｕｒｏ) 

ＦＰ  比嘉リカルド (ＦＣ琉球) 

藤井 健太  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ) 

        前田 喜史  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

    金山 友紀  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｔｏｋｙｏ) 

    小宮山友祐  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ)    

    山地 輝幸  (京阪ﾌｯﾄｻﾙﾌﾟﾚｲｽｆｕｎｆ ｂｅｉｎ） 

       神  敬治  (Ｓｈａｒｋｓ立川) 

        丸山 哲平  (Ｃａｓｃａｖｅｌ Ｋａｎｓａｉ） 

    山田 将貴  (Ｂｌａｃｋ Ｓｈｏｒｔｓ) 

    小山 剛史   (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ)     

    高橋 健介  (Ｐｒｅｄａｔｏｒ Ｕｒａｙａｓｕ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ )     
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        稲葉洸太郎  (Ｆｉｒｅ Ｆｏｘ) 

計 14名 

 

 20. フットサル日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：フットサル日本代表候補 海外遠征 

期 間：平成 18年 11月 11日(土)～11月 21日(火) 

場  所：ポルトガル 

 

[スケジュール] 

11月 10日(金)   集合 

11日(土)   出発 

12日(日)～15日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

16日(木)   ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 対 ﾌｯﾄｻﾙｳｸﾗｲﾅ代表 

   17日(金)   ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 対 ﾌｯﾄｻﾙﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ代表 

   18日(土)   ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   19日(日)   ﾌｯﾄｻﾙ日本代表 対 ﾌｯﾄｻﾙ中国代表 

   20日(月)   出発 

   21日(火)   成田到着後解散 

 

[スタッフ] 

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

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 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            ： 村山 勉   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手]  

  未定 

 

 21. ビーチサッカー日本代表ＦＩＦＡビーチサッカーワールドカップリオデジャネイロ 2006の件 

   

行事名：ＦＩＦＡ ビーチサッカーワールドカップリオデジャネイロ 2006 

期 間：2006年 10月 26日(木)～11月 15日(水) 

場 所：ブラジル・リオデジャネイロ 

[スケジュール] 

10月 26日(木)  集合、出発 

10月 28日(金)  

    ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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11月１日(水)   

３日(金)  ＦＩＦＡ ビーチサッカーワールドカップリオデジャネイロ 2006 

ビーチサッカー日本代表 対 ビーチサッカーアメリカ代表 

   ５日(日)  ビーチサッカー日本代表 対 ビーチサッカーブラジル代表 

   ７日(火)  ビーチサッカー日本代表 対 ビーチサッカーポーランド代表 

   ９日(木)  準々決勝 

   11日(土)  準決勝 

   12日(日)  決勝/3位決定戦 

   13日(月)  日本へ移動 

   15日(水)  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         ： 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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：  石附 次郎  (ﾌﾘｰ) 

総務      ：  島崎 洋行  ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部/西鉄旅行(株)) 

. 

[選  手] 

10月中旬 発表予定 

 

 22. 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] 

10月 16日発表予定 

[選  手] 

10月 16日発表予定 

 

【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 
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[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] 

10月 16日発表予定 

[選  手] 

10月 16日発表予定 

 

 23. 平成 18年度財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等被表彰者決定の件 

   

下記３名の元スポーツ医学委員を平成 18 年度財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者等表

彰事業の被表彰者として推薦した結果、授賞決定したため報告する。 

 

・ 鍋島 和夫 先生 （鍋島整形外科） 

・ 森本 哲郎 先生 （もりもと整形外科・内科） 

・ 深谷 茂  先生 （深谷整形外科） 

 

 24． 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

     

①1st Lusofonia Games  

  ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：松崎 康弘 

  期 間：10月５日（木）～15日（日） 

  場 所：マカオ 

②国際親善試合・オーストラリア対パラグアイ 

審判員：柏原 丈二 

期 間：10月５日（木）～８日（日） 

場 所：オーストラリア/ブリスベン 

③1st Lusofonia Games  

  審判員：鈴木亮哉、平野伸一 

  期 間：10月５日（木）～15日（日） 

  場 所：マカオ 

④国際親善試合・韓国対ガーナ 

審判員：高山啓義、名木利幸、高橋佳久 

 期 間：10月６日（金）～９日（月） 

  場 所：韓国/ソウル 



報告事項 

H18/10/19 第６回理事会 

18 

⑤AFC CHAMPIONS LEAGUE 2006 – SEMI FINAL 2ND LEG 

審判員：西村雄一、廣嶋禎数、柴田正利、4TH 家本政明 

 期 間：10月15日（日）～20日（金） 

  場 所：クウェート 

⑥AFC ユース選手権 2006 

AFCデレゲーション団長： 小倉副会長 

大会従事期間：       10月 27日（金）～11月５日（日） 

場所：          インド 

⑦FIFAビーチサッカーワールドカップ 

FIFAデレゲーション： 小倉副会長 

大会従事期間：       11月８日（水）～11月 12日（日） 

場所：          ブラジル 

 

 25. 日本サッカー協会認定選手エージェント試験結果の件  

   

実施日時：2006年９月 28日（木）午前 10時～ 

受験者数：13名 

合格者数：０名 

 ※筆記試験は、ＦＩＦＡより出題された 15問と国内問題 5問の合計 20問（40点満点）で実施

し、26点以上が合格点（ＦＩＦＡ規定による）であった。 

 

 26. 標章使用申請の件 

   

(１) 申請団体：関西サッカー協会 

 使用目的：名刺作製 32名分 

 

(２) 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：名刺作製 ２名分 
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 27. 競技会開催申請・名義使用申請の件 

   

【競技会開催申請】 

 

(１) 申請団体： (社)神奈川県サッカー協会 

大 会 名： 横浜Ｆ・マリノスみなとみらい 21トレーニングセンター 

      オープン記念イベント（仮称） 

主  催： (社)神奈川県サッカー協会、横浜マリノス(株) 

主  管： (社)横浜サッカー協会 

後  援： (予定) (株)テレビ神奈川、神奈川新聞社 

特別協賛： (予定) 韓国ＫＢＳテレビ 

   期  日： 2006年 10月 29日(日) 

会  場： 横浜Ｆ・マリノスみなとみらいトレーニングセンター 

参加チーム: 横浜Ｆ・マリノスＯＢチーム vs静岡選抜ＯＢチーム 

試合の種類： 前売り 大人 2,000円 子供 500円（小中学生） 

 

 28. 海外遠征申請の件 

   

(1)(財)北海道サッカー協会 

チ ー ム Ｄ．Ｃ．Ａｓａｈｉｋａｗａ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｌｕｂ (フットサル) 

遠征期間 2006年 10月 25日(水)～30日(月) 

遠 征 先 台湾 台北 

 

(2)(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都専門学校サッカー連盟選抜チーム (第１種) 

遠征期間 2006年 11月 10日(金)～13日(月) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(3)(社）兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 (第１種) 

遠征期間 2006年 10月２日(月)～６日(金) 

遠 征 先 大韓民国 ソウル 

 

(4)(社）大阪府サッカー協会 

チ ー ム (社)大阪府サッカー協会 U-12 (第４種) 

遠征期間 2006年 11月２日(木)～７日(水) 

遠 征 先 大韓民国 釜山 
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(5)(社)山口県サッカー協会 

チ ー ム 山口市親善交流サッカーチーム (第 1種) 

遠征期間 2006年 10月 20日(金)～23日(月) 

遠 征 先 大韓民国 公州 

 

9月 15日理事会承認分のうち、以下遠征中止 

(１)(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 

 

 29. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）入場者数 

  9月は、開館以来月間最低の入場者数。 

9月（ 2,159人 2005年実績 3,345人 2004年実績 2,759人） 

  2006年 4月～（ 34,737人 2005年実績 30,556人 2004年実績 27,689人） 

  

２）リニューアル/メンテナンス 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

ーアルおよびメンテンスのため閉館。 

  10 月 31 日（火）にリニューアルオープン。 

 

３）アドバイザリーボード関連 

  10 月 4 日（水）に第 7 回アドバイザリーボードを開催した。 

  平成 18年度第 6回理事会にて承認されたアドバイザリーボード メンバーのうち、 

黒田福美さん（女優）が辞退。メンバーの補充はしない。 

※（報）資料№3 

 

 30. その他 

   

 

 

 


