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財団法人 日本サッカー協会 

平成 18年度 第８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．大会スケジュール 

※（報）資料№１ 

                 

Ⅱ. ＦＩＦＡデレゲーション 

ＦＩＦＡ会長 ジョセフ・Ｓ・ブラッター 

ＦＩＦＡ事務総長 ウルス・リンジー 

ＦＩＦＡ ＦＣＷＣ組織委員会 14名 

大陸連盟会長 ６名 

大陸連盟事務総長 ６名 

チーム所属ＦＡ会長 ３名 

スペシャルゲスト ３名 

ＦＩＦＡ審判委員会 ９名 

ＦＩＦＡスポーツ医学委員会 ２名 

ＦＩＦＡ懲罰委員会 ４名 

ＦＩＦＡ不服申立委員会 １名 

レフェリー 16名 

ジェネラルコーディネーター ３名 

アシスタントジェネラルコーディネーター  ２名 

ＦＩＦＡ ＴＳＧグループ ５名 

ＦＩＦＡメディアオフィサー ７名 

セキュリティオフィサー １名 

会長室 ２名 

ＦＣＷＣ組織委員長補佐 １名 

ＦＩＦＡ事務局 25名 等     

総数 約 150名 

 

 ２． 2006年ＡＦＣアワードの件 

  11月 29日、ＵＡＥにて 2006年ＡＦＣアワードが開催され、日本関連で受賞した賞は以下の通

り。 

 

最優秀フットサルプレーヤー（新設）  木暮 賢一郎 Clipeus Nazareno(スペイン) 

最優秀フットサルチーム        フットサル日本代表チーム 
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 ３. ＡＦＣ理事会報告の件 

   

11月 23日にＡＦＣ理事会が開催され、主な決定事項は以下の通り。 

 

１．モルジブの地域ゾーン変更 

ＡＳＥＡＮゾーンから南ゾーンに動かす案が承認された。2007年5月のＡＦＣ総会にて諮ら

れる。この案が通れば、各ゾーンの加盟協会数は、西12/南・中央13/ASEAN 12/東9 となる。 

 

２．Peter Velappan氏 事務総長職から退任 

2006年12月末でPeter Velappan氏は事務総長職から退き、2007年より現事務総長代理であ

るPaul Money Samuel氏が事務総長職に就任することが発表された。 

Velappan氏はアジアカップ2007のトーナメント ダイレクター、Vision Asiaのダイレクタ

ーとして執務を続ける。 

 

３．Northern Mariana ＦＡのＡＦＣ加盟の件 

年明けに改めてVision Asiaチームを派遣し、再検討することとした。 

 

４．ＡＦＣ大会 選手登録人数 

2007年の大会より、登録人数を20名から23名に変更する。 

 

５．帰化選手の登録 

これまでＡＦＣは大会規定にて、24ヶ月以前に帰化した選手のみが登録可能であったが、

この条件は今後削除されることとし、ＦＩＦＡ規約適用規則15条に基いて資格が認められ

ることになった。 

 

ＦＩＦＡ規約適用規則15条： 

- 原則として、いかなるカテゴリーの公式大会で、一つの協会を既に代表しているいか

なる選手は、別の協会のチームにおいて国際試合に出場することはできない。 

- 選手が二つ以上の国籍を有する場合、又は、選手が新しい国籍を取得する場合には、

次の例外が適用される： 

a) 21才の誕生日までは、選手は、同人が国際試合に出場する資格を有する協会を変

更することを一度だけ申請することができる。 

b) 但し、選手は既に出場している大会には、新国籍を取得した協会のチームで同じ

大会に出場することはできない。 

 

尚、選手の地位及び移籍に関するＦＩＦＡ規則に、帰化した選手が新たな協会で登録する

には、既に取得している国籍以外に、以下のうち少なくとも一つに該当することが必要と

規定されている： 

a) 当該協会領域に出生した者 
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b) 実母または実父が当該協会領域に出生した者 

c) 実祖母または実祖父が当該協会領域に出生した者 

d) 中断なく少なくとも２年間当該協会領域に在住した者 

 

６．抽選会の日程 

アジアカップ2007： 12月19日(火) マレーシア 

Ｕ-16 2007 及び Ｕ-19 2007： 12月21日(木) マレーシア 

ＡＣＬ2007: 12月22日(金) マレーシア 

President’s Cup Pakistan 2007： 12月22日(金) パキスタン 

 

７．開催国 

Challenge Cup 2008： チャイニーズ・タイペイ 

President’s Cup 2008： チャイニーズ・タイペイ 

フットサル選手権2008： タイ 

 

 ４. ＦＩＦＡ理事会報告の件 

   

12月５日・６日にＦＩＦＡ理事会が開催され、主な決定事項は以下の通り。 

 

１．2010年 FIFAワールドカップ本大会について 

  大会日程：  2010年６月 11日～７月 11日 

  大陸別出場枠：2006年と同様 

ヨーロッパ  13 

アフリカ   ５ 

アジア及びオセアニア ５（4.5+0.5プレーオフ） 

南米及び CONCACAF   ８（4.5+3.5；プレーオフ） 

ホスト国（南アフリカ）1 

  予選抽選会： 2007年 11月 23日 於ダーバン 

 

２．2009年 FIFAコンフェデレーションズカップについて 

日 程：2009年６月 14日～27日 

開催地：ポートエリザベス、ブルームフォンテーン、ヨハネスブルク（エリスパーク）、 

プレトリア、ルステンブルク 全５べニュー  

 

３．2014年 FIFAワールドカップ™ について 

開催国の決定は、ローテーション方式及び 2002年 5月に理事会にて可決した決議に従っ 

て南米にて開催されることとなっており、2007年 11月の理事会にて決定することとな 

っている。 
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４．“アフリカで、アフリカと共に勝利”イニシアチブについて 

理事会は 1850万米ドルの費用で出来るだけ多くのアフリカの加盟協会に 25の人工芝を 

導入することを承認。本提案は“よりよい世界のためのサッカー”規則に基づいて当該 

団体が提出したものである。また理事会は、5千万米ドル（2006FIFAワールドカップ組 

織委員会ドイツの決算からの利益配分）の予算を他の大陸における“よりよい世界のた 

めのサッカー”の同様の特別プロジェクトに投入することを承認。 

 

５．イランサッカー協会について 

Ｕ-23イラン代表チームがアジア大会・ドーハに参加できるよう、資格停止処分が部分 

的且つ一時的に解除されているが、12月 12日までに指定条件を受け入れなければ処分 

は継続 

 

６・その他の決定事項について 

- 代表チームのためにリリースされる選手の保険問題に取り組むワーキンググループが 

マイヤー・フォルフェルダー議長のもと設置された。 

－協会規約が未提出となっている 59協会(アジア 22協会、アフリカ 14協会、北中米 

カリブ海地域７協会、南米３協会、欧州 13協会)に対するＦＩＦＡ財政支援プログ 

ラムからの支払いは、追って通知があるまでの間凍結される。 

－2007-2014年にかけてのブラジルのテレビ放映権に関する２つのオファーが検討さ 

れ、理事会は TV Globoからのオファーを受けることを決定した。 

－2007年３月３日にマンチェスターにて行われる、国際サッカー連盟評議会へのＦＩ 

ＦＡの代表者をブラッター会長、ウィル副会長、ヴィラ･ローナ副会長、リンジー 

事務総長の４名に決定した。 

－2007年５月 30－31日にかけてチューリヒにて開催される総会のプログラムの一環 

として、ＦＩＦＡハウスの公式落成式が５月 29日に行われる。 

 

 ５． 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 11日(土)～11月 15日(水) 

場 所：北海道・札幌ドーム 

 

[スケジュール] 

11月 11日(土) 集合 

11月 12日(日)   

  ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   14日(火) 

   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（札幌）、解散 
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[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       ：  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 ：  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) 

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) 

通訳     : 千田 善  ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

通訳     : 内野 義職 (ﾌﾘｰ) 

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) 

    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) 

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)  

伊野波 雅彦  (ＦＣ東京)     

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)  

    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) 

    野沢 拓也  （鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ） 

阿部 勇樹   (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) 

    本田 圭佑  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 
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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) 

高松 大樹  （大分ﾄﾘﾆｰﾀ） 

前田 遼一  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    佐藤 寿人   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

             計 24名 

 

 ６． Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦の件  

   

行事名：Ｕ－21日本代表候補 日中韓サッカーＵ－21代表交流戦 韓国戦(アウェイ) 

期 間：2006年 11月 11日(土)～11月 15日(水) 

場 所：韓国／昌原 

 

[スケジュール] 

11月 11日(土)  集合 

12日(日)  出発、到着後ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

13日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   14日(火)  Ｕ－21韓国代表 対 Ｕ－21日本代表 (昌原総合運動場) 

   15日(木)  出発、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         ： 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          ：  高木  博 (昭和大学藤が丘病院) 

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   ： 金成仙太郎 ((株)国際ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究所) 

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) 

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)) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 田島 一樹 (筑波大学大学院) 

 

 [選  手] 

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  千葉 和彦  （ｱﾙビﾚｯｸｽ新潟） 

    田中 輝和  （大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ） 
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    鎌田 次郎  （流通経済大学） 

    柳楽 智和  （ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡） 

    小林 祐三  （柏ﾚｲｿﾙ）      ※1 

    細貝  萌   (浦和ﾚｯｽﾞ) 

ＭＦ  渡邊 圭二  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

    本田 拓也  （法政大学） 

    谷口 博之  （川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ） 

    水野 晃樹  （ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉） 

    上田 康太  （ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    家長 昭博  （ｶﾞﾝﾊﾞ大阪）     ※3 

枝村 匠馬  （清水ｴｽﾊﾟﾙｽ）    ※2 

    乾  貴士  （滋賀県立野洲高校） 

ＦＷ  カレンロバート（ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田） 

    萬代 宏樹  （ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台） 

    津田 知宏  （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ） 

    前田 俊介  （ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島） 

                     計 20名 

※ 1 ケガのため不参加 

※ 2 ケガのため不参加 

※ 3 体調不良のため不参加 

 

 ７． Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 日中韓サッカーＵ-21代表交流戦の件 

   

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

期 間：2006年 11月 19日(日)～11月 21日(火) 

場 所：東京都 

 

[スケジュール] 

11月 19日(日)  集合 

20日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

   21日(火)  Ｕ－21日本代表 対 Ｕ－21韓国代表 (国立競技場) 

   

 [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        ：  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) 

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)      ※1 

    佐藤 昭大  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)     ※2 

ＤＦ  一柳 夢吾  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ１９６９) 

    千葉 和彦  (ｱﾙビﾚｯｸｽ新潟) 

    伊野波 雅彦 (ＦＣ東京) 

    水本 裕貴  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉)   ※3 

細貝  萌  (浦和ﾚｯｽﾞ)  

青山 直晃  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

        福元 洋平  (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

ＭＦ  本田 拓也  (法政大学) 

    増田 誓志  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

    谷口 博之  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    中村 北斗  (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) 

    水野 晃樹  （ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉） 

    梶山 陽平  （ＦＣ東京) 

        青山 敏弘  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

家長 昭博  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    本田 圭佑   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)     

枝村 匠馬  （清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） 

    乾  貴士  （滋賀県立野洲高校） 

ＦＷ  平山 相太  (ＦＣ東京) 

    カレンロバート(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    苔口 卓也  (ｾﾚｯｿ大阪)           計 23名 

 

※ 1 ケガのため不参加 

※ 2 追加招集 

※ 3 ケガのため不参加 

 

 ８． Ｕ－21(北京オリンピック)日本代表 第 15回アジア競技大会ドーハ 2006の件 

   

行事名：Ｕ－21日本代表 第 15回アジア競技大会ドーハ 2006 
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期 間：2006年 11月 24日(金)～12月 17日(日) 

場 所：カタール／ドーハ 

 

[スケジュール] 

11月 24日(金) 集合、出発 

11月 25日(日)～28日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 29日(水) 日本代表 対 ﾊﾟｷｽﾀﾝ代表 

12月 3日(日)  日本代表 対 ｼﾘｱ代表 

12月 6日(水)  日本代表 対 北朝鮮代表 

12月 9日(土) 準々決勝 

12月 12日(火) 準決勝 

12月 14日(木) ３位決定戦 

12月 15日(金) 決勝 

12月 16日(土) 出発 

12月 17日(日) 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         ： 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          ：  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/横浜ﾘｿﾞｰﾄ&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    ： 菅原 大介 ((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(株)) 

 

 [メンバー] 

ＧＫ  松井 謙弥  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)      ※2 

西川 周作  (大分ﾄﾘﾆｰﾀ)       ※1 

    佐藤 昭大  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＤＦ  一柳 夢吾  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ１９６９) 

    水本 裕貴  (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉) 

細貝  萌  (浦和ﾚｯｽﾞ)  

青山 直晃  (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

        田中 輝和  (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 
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ＭＦ  家長 昭博  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

    本田 圭佑   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)     

    本田 拓也  (法政大学)    

    増田 誓志  (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

       谷口 博之  (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

    青山 敏弘  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    高萩洋次郎  (愛媛ＦＣ) 

    山本 脩斗   (早稲田大学) 

ＦＷ  平山 相太  (ＦＣ東京) 

    カレンロバート(ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

    萬代 宏樹  (ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台) 

    前田 俊介  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

    辻尾 真二  (中央大学) 

計 20名 

※ 1ケガのため不参加 

※ 2追加招集 

 

 ９． Ｕ-22(北京オリンピック)日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ-22日本代表 カタール国際大会 

期 間：2007年 1月 14日(日)～2月 1日(木) 

場 所：カタール 

 

[スケジュール] 

1月 14日(日) 集合・出発（予定） 

1月 15日(月)  

    │    ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 1月 19日(金)  

 1月 20日(土)   

    │       大会・組合せ未定 

1月 30日(火)  

2月 1日(木) 帰国・解散 

 

[スタッフ] 

監督            ：  横内 昭展  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

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) 

ＧＫｺｰﾁ         ：  未  定 

ﾄﾞｸﾀｰ           ：  根塚 武   (西能病院) 

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    ：   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) 

総務       ：  村山 勉    ((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   ：  服部 智博  (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

 

[選  手]  

未定 

 

 10． Ｕ-18（Ｕ-20ワールドカップ 2009）日本代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ-18日本代表 オーストラリアユースオリンピック 

期 間：2007年 1月 13日(土)～1月 22日(月) 

場 所：オーストラリア・シドニー 

 

[スケジュール] 

1月 13日(土)  集合・出発 

1月 14日(日)   

  │     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

1月 16日(火)  

1月 17日(水)   

    │    大会・組合せ未定 

1月 21日(日)  

1月 22日(日) 帰国・解散 

 

[スタッフ] 

未 定 

 

[選  手]  

未 定 

 

 11． 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日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：2006年 12月 17日(日)～12月 22日(金) 

場 所：埼玉 

 

[スケジュール] 

12月 17日(日) 集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 18日(月)  

  |           ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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12月 22日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ後解散 

 

[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         ：  山口 智志 (千葉大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 未定     

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 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

 

[選  手]  

未 定 

 

 12. なでしこジャパン（日本女子代表）ドイツ遠征の件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表)ドイツ遠征 

期 間：2006年 11月 20日(月)～11月 23日(木) 

場 所：ドイツ・カールスルーエ 

 

[スケジュール] 

11月 20日(月)  出発 

11月 21日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 22日(水) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 23日(木) 国際親善試合 日本女子代表 対 ﾄﾞｲﾂ女子代表 

 

[スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 女子委員長) 

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         ： 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           ： 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       ： 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) 

    福元 美穂   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 
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ＤＦ   磯﨑 浩美   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

下小鶴 綾   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

須藤 安紀子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

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)   

    宮本 ともみ  (伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくﾉ一)  ※1 

    柳田 美幸  （浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

    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  荒川 恵理子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    丸山 桂里奈 （ＴＥＰＣＯﾏﾘｰｾﾞ）    ※2 

    大野 忍    (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    永里 優季   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)   

          計 18名 

※ 1 不参加 

※ 2 追加招集 

 

 13. なでしこジャパン（日本女子代表）第１５回アジア競技大会ドーハ２００６の件 

   

行事名：なでしこジャパン(日本女子代表) 第 15回アジア競技大会ドーハ 2006 

期 間：2006年 11月 24日(金)～12月 15日(金) 

場 所：カタール・ドーハ 

 

[スケジュール] 

11月 24日(金) 出発（ﾄﾞｲﾂ→ﾄﾞｰﾊ） 

11月 25日(土)  

  |           ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11月 29日(木)  

11月 30日(金) 予選ﾘｰｸﾞ第 1戦 日本女子代表 対 ﾖﾙﾀﾞﾝ女子代表 

12月４日(月)  予選ﾘｰｸﾞ第 2戦 日本女子代表 対 タイ女子代表 

12月７日(木)  予選ﾘｰｸﾞ第 3戦 日本女子代表 対 中国女子代表   

12月 10日(日) 準決勝 

12月 13日(水) ３位/４位決定戦、決勝戦 

12月 14日(木) 出発 

12月 15日(金) 帰国  
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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            ： 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         ： 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           ： 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       ： 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) 

    福元 美穂   (岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ) 

ＤＦ   磯﨑 浩美   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

下小鶴 綾   (ＴＡＳＡＫＩﾍﾟﾙｰﾚ) 

須藤 安紀子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    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） 

    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  荒川 恵理子  (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    丸山 桂里奈 （ＴＥＰＣＯﾏﾘｰｾﾞ）  ※ 

    大野  忍   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ) 

    永里 優季   (日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ)       

      計 18名 

    ※ 追加招集 

                                            

 14. Ｕ-16(Ｕ-17女子ワールドカップ２００８)日本女子代表 海外遠征の件 

   

行事名：Ｕ-16日本女子代表 オーストラリアユースオリンピック 

期 間：2007年 1月 11日(木)～1月 22日(月) 

場 所：オーストラリア・シドニー 
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[スケジュール] 

1月 11日(木)  集合・出発（予定） 

1月 12日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

    ｜ 

 1月 16日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 1月 17日(水)  ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 第 1戦 

1月 18日(木)  ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 第 2戦 

 1月 20日(土)  ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾕｰｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 第 3戦 

 1月 22日(月)  帰国・解散 

 

[スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 女子委員長) 

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) 

 

[選  手]  

 18名招集予定 詳細未定 

 

 15. エリートプログラムトレーニングキャンプの件 

①  ②  

  

 

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 

11月 30日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ    0-3 Ｕ－13韓国 

12月 １日(木)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ/ｴﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑＵ－13 2-3 Ｕ－13韓国 

12月 ２日(金)   ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 

         ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ/ｴﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑＵ－13 5-0 ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ ※35分×1 

         ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ/ｴﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑＵ－13 3-2 Ｕ-13韓国  ※35分×1 

         ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ    2-1 Ｕ-13韓国  ※35分×1 

12月 ３日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ/ｴﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑＵ－13 0-1 Ｕ-13韓国 

         解散 
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[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) 

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      ： 岡中 勇人 ((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) 

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］ 

Ｕ－14 

ＧＫ 藤嶋 栄介    (熊本県：ﾌｫﾙﾃF.C熊本) 

ＧＫ キローラン 菜入 (東京都：ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 赤堀 洸太    (静岡県 ：ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川) 

 中島 龍基    (北海道：室蘭市立向陽中学校ｻｯｶｰ部) 

 山下 嗣紋    (京都府：京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞU-15) 

 古谷 渉     (宮崎県：延岡市立恒富中学校) 

 田代 諒     (静岡県：清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 小松 皓希    (宮城県 ：ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 望月 聖矢    (大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 柴原 誠     (静岡県：清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 増田 湧介    (静岡県：ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津) 

 原口 拓人    (大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 宗近 慧     (広島県：ｻﾝﾌﾚｯﾁｪびんごｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

 金編 勇佑    (石川県：ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ小松) 

 廣木 雄磨    (東京都：FC東京 U-15むさし) 

 藤田 恭輔    (大分県 ：大分ﾄﾘﾆｰﾀU-15) 

 奥村 亮太    (徳島県 ：徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 熊谷 達也    (千葉県：柏ﾚｲｿﾙﾕｰｽU-15) 

 大木 暁     (東京都：ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 高木 善朗    (東京都：ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 宮市 亮     (愛知県：ｼﾙﾌｨｰﾄﾞFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 

Ｕ－13  

ＧＫ 瀧川 翔     (静岡県：清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＧＫ 山下 耕司    (東京都：FC東京 U-15深川) 

 川森 有真    (三重県：FC四日市) 

 石原 良将    (熊本県 ：FC K MARRY GOLD KUMAMOTO ) 
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 西野 拓麻    (大阪府：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 柳川 剛輝    (広島県 ：ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびきﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

 端山 豪     (東京都：ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 片山 紳     (静岡県：清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 風間 宏矢    (静岡県 ：清水ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 三根 和起    (大阪府 ：ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 荒野 拓馬    (北海道：ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽUｰ15) 

 佐藤 寛貴    (大分県 ：大分ﾄﾘﾆｰﾀU-15 ) 

 西岡 佳佑    (徳島県：徳島ｳﾞｫﾙﾃｨｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 越後 雄太    (宮城県：ﾍﾞｶﾞﾙﾀ仙台ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ ) 

 舘野 俊祐    (富山県 ：SQUARE富山 FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 杉本 竜士    (東京都 ：ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

 差波 優人    (青森県 ：青森山田中学校 ) 

 国領 一平    (京都府 ：京都ﾊﾟｰﾌﾟﾙｻﾝｶﾞU-15) 

 榊  翔太    (北海道：清水町立清水中学校 ) 

 堀田 稜     (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) 

                             計 41名 

 

 16. エリートプログラム Ｕ－14韓国遠征の件 

③  ④  

  

 

行事名：ＪＦＡエリートプログラム Ｕ－14韓国遠征 

    ～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期 間：2006年 12月 17日(日)～12月 22日(金) 

場 所：韓国 

    

[スケジュール] 

12月 17日(水)  集合 

12月 18日(木)   

   ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・親善試合   

12月 21日(木)   

12月 22日(金)   帰国・解散 

 

[スタッフ］ 

 Ｕ－14 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) 

 Ｕ－14 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/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 ＧＫｺｰﾁ      ： 岡中 勇人 ((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) 

 ﾄﾞｸﾀｰ       ： 水島 茂樹 (済生会平塚病院) 

 ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ  ： 中下 征樹 (筑波大学) 
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[選手］ 

 次回報告 

 

 17. エリートプログラム Ｕ－13ジュビロカップの件 

⑤  ⑥  

  

 

行事名：ＪＦＡエリートプログラム Ｕ－13ジュビロカップ 

期 間：2006年 12月 26日(火)～12月 30日(土) 

場 所：韓国 

    

[スケジュール] 

12月 26日(火)  集合 

12月 27日(水)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

12月 28日(木)   

   ｜      ｼﾞｭﾋﾞﾛｶｯﾌﾟ   

12月 30日(土)   ｼﾞｭﾋﾞﾛｶｯﾌﾟ・解散 

 

[スタッフ］ 

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/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 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//ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 ﾄﾞｸﾀｰ       ： 関   芳衛 (東京医科歯科大学) 

 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/ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

 総務        ： 島田 信男 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部) 

 

[選手］ 

 次回報告 

 

 18. スーパー少女プロジェクト セレクションキャンプ／トレーニングキャンプの件 

⑦  ⑧  

  

 

行事名：スーパー少女プロジェクト セレクションキャンプ 

期  間：2006年 11月 17日（金）～ 19日（日） 

場  所：Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

 

［スケジュール］ 

11月 17日(金) 集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 18日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・個人面談 

 19日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 解散 
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［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 ： 井嶋 正樹 （浦和ﾚｯｽﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

GKｺｰﾁ ： 坂田  恵 （伊賀ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞくノ一） 

GKｺｰﾁ ： 野添 愛未 （ﾙﾈｻﾝｽ熊本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 根塚  武 （特定医療法人財団五省会 西能病院） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

 

［選手（GK）］ 

渡部 綾乃 （北海道） 

北原  香 （北海道：札幌ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｴｰﾙ） 

黒澤  望 （宮城県） 

小池友香理 （埼玉県：白岡町立白岡中学校ｻｯｶｰ部） 

齊藤 彩佳 （千葉県：蘇我ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

奥村 温奈 （京都府） 

濵田 夏生 （岡山県） 

柳井 綾美 （長崎県） 

髙橋 望美 （茨城県） 

平尾 恵理 （茨城県：阿見ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

藤本  文 （栃木県：河内 SCｼﾞｭﾍﾞﾆｰﾙ） 

小林紗也香 （埼玉県：埼玉県越谷市立光陽中学校） 

斉藤 夏美 （神奈川県：相模原ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

村瀨 真実 （山梨県：櫛形中学校） 

永田 弥栄 （三重県：青山中学校ｻｯｶｰ部） 

田中あづさ （大阪府：神村学園中等部女子ｻｯｶｰ部） 

豊留 沙織 （兵庫県：神戸市立井吹台中学校） 

谷岡 未来 （山口県：大和撫子） 

八幡 茉李 （佐賀県） 

今野 真衣 （北海道：札幌ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｴｰﾙ） 

吉田 瑞菜 （北海道：REX F.C） 

深谷智奈美 （茨城県：つくば FC） 

貝瀬 光香 （埼玉県：大宮 FCｴﾝｼﾞｪﾙｽ） 

上原  蛍 （千葉県） 

鈴木 萌乃 （北海道：室蘭ｱｲｽﾊﾞｰｽﾞ） 

望月ありさ （東京都：滝山ｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

平田桂奈子 （東京都：FCｱﾏｿﾞﾈｽ明正） 

吉原 知里 （愛知県：名古屋 FCﾚﾃﾞｨｰｽ） 

花尻みなみ （京都府：大阪 COSMO.FC） 

池上 菜央 （熊本県：ﾙﾈｻﾝｽ熊本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ･ﾌｪﾆｯｸｽ）    計 30名 
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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：2007年 1月 27日（土）～ 29日（月） 

場  所：ビッグレイク 野洲川歴史公園サッカー場（滋賀県守山市） 

 

［スケジュール］ 

1月 27日(土) 集合 → ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 28日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 29日(日) 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 ： 未定 

GKｺｰﾁ ： 未定 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 未定 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

 

［選手（GK）］ 

未定 

 

 19. 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

     

①中国ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会におけるﾌｯﾄｻﾙ審判及び審判ｲﾝｽﾍﾟｸﾀｰへの指導 

ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：松崎 康弘 

期 間：11月23日（木）～28日（火） 

  場 所：中国・広州市 

 

 20. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）入場者数 

  11月（ 3,392人 2005年実績 3,460人 2004年実績 2,565人） 

 

２）入場者 170,000人 

  11 月 17 日（金）170,000 人目の来場者を迎える。大阪府堺市西区にお住まいの二宮滋典（68

歳）さん。 

 

 21. 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：名刺作製 １名分（100枚） 
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 22. 後援依頼（名義使用申請）の件 

   

（１）申請団体：(財)社会スポーツセンター 

行 事 名：ドリームサッカー2006 

開催趣旨：青少年がサッカーを通じて、スポーツの楽しさを肌で体験できる場を提供する

ことにより心身ともに健全な青少年の育成を図る。さらに参加者の自立心・フ

ァイティング・スピリット、協調性等のスポーツマンシップの向上を目指し、

子どもたちが夢に挑戦する手助けをする。 

内  容：元サッカー日本代表で現在(財)日本サッカー協会の国際委員を務める北澤豪

氏を特別講師に招き、Ｊリーガー・コーチ・ＯＢの実技指導とミニゲームを行

う。 

主  催：(財)社会スポーツセンター 

会  場：味の素スタジアム 

日  時：2007 年２月 11日 9:30～ 

後援（申請予定先）：文部科学省、(財)日本サッカー協会、(財)東京都サッカー協会、 

(財)埼玉県サッカー協会、多摩市、稲城市、 

埼玉県社会福祉協議会、埼玉新聞、東京新聞、多摩テレビ他 

対  象：小学生の男女 

参加予定人員：462名（42チーム） 

参 加 費：無料（但し、保険加入・ドクター費として１チーム 3,000円負担） 

表  彰：文部科学大臣賞（申請予定）、(財)社会スポーツセンター会長賞、北澤豪賞 

※ドリームサッカー2004は、ＪＦＡで後援。2005は、申請が遅かった為、後援していない。 

 

 23. 競技会開催申請の件 

   

【国内競技会開催申請】 

 

(１) 申請団体： (社)日本プロサッカーリーグ 

大 会 名： 澤登正朗選手引退試合 

主  催： (財)日本サッカー協会、(社)日本プロサッカーリーグ、(財)静岡県サッ 

カー協会 

主  管： (株)エスパルス 

協  賛： 未定 

   期  日： 2007年１月 21日(日) 

会  場： 日本平スタジアム 

参加チーム: 清水エスパルス選手ＯＢ vs 元日本代表選手ＯＢ 

試合の種類： 大人 2,000円 小中高 1,000円 
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(２) 申請団体： (財)岐阜県サッカー協会 

大 会 名： (仮称)岐阜県サッカーフェスティバル 

主  催： (財)岐阜県サッカー協会、ＦＣ岐阜 

主  管： (財)岐阜県サッカー協会 

後  援： (予定)岐阜県教育委員会、(財)岐阜県体育協会 等 

   期  日： 2007年２月 25日(日) 

会  場： 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

参加チーム: ＦＣ岐阜、名古屋グランパスエイト 

試合の種類： 無料試合 

 

(３) 申請団体： 群馬県サッカー協会 

大 会 名： 新春ドリームマッチ群馬 2007 

主  催： 群馬県サッカー協会、上毛新聞社 

主  管： 新春ドリームマッチ 2007実行委員会 

後  援： 群馬県、群馬県教育委員会 

   期  日： 2007年１月４日(木) 

会  場： 群馬県立サッカー・ラグビー場 

参加チーム: 群馬県出身Ｊリーガー、ザスパ草津 

試合の種類： 前売り スタンド 2,000円 

芝生大人 1,000円 芝生高校 800円 芝生小中 300円 

          当日 スタンド 2,500円 

             芝生大人 1,500円 芝生高校 1,000円 芝生小中 500円 

 

【国際競技会開催申請】 

 

(１)(社)千葉県サッカー協会 

大会名  第 16回コミュニティーワールドカップサッカー in 八千代 

主 催   八千代市サッカー協会、八千代市、八千代市教育委員会 

期 日  2006年 12月 23日(土・祝)～26日(火) 

会 場  八千代市運動公園多目的広場、東京成徳大学グランド、八千代市立村上中学校 

グランド、八千代市立勝田台中学校グランド  

参加ﾁｰﾑ  仁川広域市萬壽中学校 (大韓民国) 他国内 15チーム 

入場料  無料 

 

(２)(財)静岡県サッカー協会 

大会名  第 32回・日韓親善交歓サッカー大会 

主 催   (財)静岡県サッカー協会、NPO法人清水サッカー協会 

主 管  NPO法人清水サッカー協会 事業委員会 

後 援  静岡市、静岡市教育委員会、静岡市国際交流協会 
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期 日  2007年１月 16日(火)～22日(月) 

会 場  県営草薙球戯場、県営草薙陸上競技場、清水総合運動場 

参加ﾁｰﾑ  豊生高等学校、豊生中学校、城南初頭学校（以上、大韓民国） 他国内５チーム 

入場料  無料 

 

平成 18年９月理事会にて承認された以下競技会に付き、参加チームが一部変更された。 

(１)全日本大学サッカー連盟 

大会名  2006東アジア COLLEGE FRIENDSHIP CUP IN JAPAN 

主 催   全日本大学サッカー連盟、朝鮮大学校サッカー部ＯＢ 

主 管  関東大学サッカー連盟、東アジア COLLEGE FRIENDSHIP CUP実行委員会 

後 援  (財)日本サッカー協会  

期 日  2006年 11月 30日(木)～12月３日(日) 

会 場  朝鮮大学校 他、都内競技場  

参加ﾁｰﾑ  漢陽大学(大韓民国)、北京理工大学(中華人民共和国)、朝鮮大学校、駒沢 

大学（関東大学サッカーリーグ優勝校） 

 

 24. 海外遠征申請の件 

   

(1)(財)北海道サッカー協会 

チ ー ム ＴＦＣジュントス (第４種) 

遠征期間 2006年 12月 1日(金)～8日(金) 

遠 征 先 ドイツ ヘネフ他 

 

(2)(社)沖縄県サッカー協会 

チ ー ム レキオスＦＣ ビーチサッカー部 (ビーチ) 

遠征期間 2006年 12月 7日(木)～12日(火) 

遠 征 先 シンガポール セントサ 

 

 25. その他 

   

 

 


