
報告事項 

財団法人 日本サッカー協会 

平成 19 年度 第 6 回理事会 

 

報告事項 

 1. ＡＦＣプロリーグプロジェクトの件 

   

Ⅰ．インスペクションについて（16ヶ国終了） 

１．ウズベキスタン協会 

期 間：2007 年９月 13 日（木）～９月 17 日（月） 

出張者：鈴木 キャプテン特命担当本部長 

    斎藤聡 キャプテン特命担当本部員 

    増田 国際部部長代理 

 

２．イラン協会 

期 間：2007 年９月 17 日（月）～９月 24 日（月） 

出張者：鈴木 キャプテン特命担当本部長 

加藤 キャプテン特命担当本部係長 

貝瀬 国際部係長 

 

３．サウジアラビア協会 

期 間：2007 年９月 24 日（月）～10 月１日（月） 

出張者：鈴木 キャプテン特命担当本部長 

    加藤 キャプテン特命担当本部係長 

 

４．ヨルダン協会 

期 間：2007 年 10 月１日（月）～10 月４日（木） 

出張者：鈴木 キャプテン特命担当本部長 

加藤 キャプテン特命担当本部係長 

 

５．シリア協会 

期 間：2007 年 10 月４日（木）～10 月 10 日（水） 

出張者：鈴木 キャプテン特命担当本部長 

    加藤 キャプテン特命担当本部係長 

    貝瀬 国際部係長 

 

 2. 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者は以下の通り。 

 

10 月９日 戦略委員会      川淵キャプテン 
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報告事項 

10 月 24 日・25 日  審判委員会      上川トップレフェリーインストラクター 

10 月 29 日・30 日  理事会        小倉副会長 

（29 日に 2011 年女子ワールドカップと 2014 年ワールドカップの 

開催国を決定する） 

10 月 29 日・30 日  理事会        小倉副会長 

11 月２日      スポーツ医学委員会   青木常務理事 

 

 3. 東アジアサッカー連盟 理事会開催の件 

   

下記日程で東アジアサッカー連盟の理事会を開催した。詳細は以下の通り。 

 

 第 22 回東アジアサッカー連盟理事会 

日 時：2007 年 10 月７日(日) ９：00～10：30 

   場 所：Ｋｈａｎ Ｐａｌａｃｅ Ｈｏｔｅｌ(モンゴル・ウランバートル) 

 

(１)東アジアサッカー選手権2008決勝大会およびＥＡＦＦ女子サッカー選手権2008決勝大会に

ついて 

 

 ・女子の会場となる永山競技場の芝生が本大会に間に合うかどうかの協議がなされた。 

 

(２)11 月/12 月の会議の日程について 

 

・11 月８日に審判委員会、競技会委員会、財務委員会を開催 

・12 月 15 日に大会委員会、財務委員会を開催 

・12 月 16 日に第 23 回理事会を開催 

 

（３）次期マーケティング契約について 

    

・財務委員会、競技会委員会で協議の上、次回の理事会で決定する。 

 

 

 4. 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 

     

① AFC Cup 2007 – Semi Final 2  

ﾚﾌｪﾘｰｱｾｯｻｰ：高田静夫 

期 間：９月30日（日）～10月３日（水） 

場 所：中国  

② 2nd Asian Indoor Games  
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ﾚﾌｪﾘｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎康弘 

期 間：10月23日（火）～11月４日（日） 

場 所：マカオ 

③ AFC U-16 Championship Qualification Competition 2007 – Group E 

審判員：馬場佐知子 

期 間：9月28日（金）～10月12日（金） 

場 所：中国 

④ AFC U19 Women’s Championship 2007 

審判員：深野悦子、鮎貝志保 

期 間：10月２日（火）～17日（水） 

場 所：中国 

⑤ 2010 FIFA World Cup South Africa – Preliminary Competition Round 1  

審判員：西村雄一、山崎裕彦 

期 間：10月６日（土）～９日（火） 

場 所：ベトナム 

⑥ AFC U-16 Championship Qualification Competition 2007  

審判員：家本政明 

期 間：10月14日（日）～29日（月） 

場 所： タイ 

⑦ 2010 FIFA World Cup South Africa – Preliminary Competition Round 1  

審判員：高山啓義、廣嶋禎数、名木利幸 

期 間：10月19日（金）～23日（火） 

場 所：モンゴル 

⑧ AFC Women’s Asian Cup 2008 Qualifiers - Round1  

審判員：井脇真理子、高橋早織、吉澤久恵、馬場佐知子 

期 間：10月20日(土)～23日(火) 

場 所：ホンコン 

⑨ 2nd Asian Indoor Games  

審判員：五十川和也 

期 間：10月23日（火）～11月４日（日） 

場 所：マカオ 

⑩ AFC Women’s Asian Cup 2008 Qualifiers - Round1  

審判員：鮎貝志保 

期 間：10月25日（水）～29日（日） 
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場 所：イラン 

⑪ 2010 FIFA World Cup South Africa – Preliminary Competition Round 1  

審判員：相楽 亨 

期 間：10月26日(金)～29日（火） 

場 所：マレーシア  

⑫ 2010 FIFA World Cup –  Preliminary Competition Asian Zone  Round 1 

タイ vs. マカオ 

マッチコミッショナー： 五香 純典 

試合日：10 月 8 日(月) 

場 所：タイ 

⑬ AFC Women’s Asian Cup 2008 –  Qualifiers Round 1 

インド vs. イラン 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

試合日：10 月 20 日(土) 

場 所：インド 

⑭ AFC Women’s Asian Cup 2008 –  Qualifiers Round 1 

香港 vs. フィリピン 

マッチコミッショナー： 今井 純子 

試合日：10 月 20 日(土) 

場 所：香港 

⑮ 2010 FIFA World Cup –  Preliminary Competition Asian Zone  Round 1 

ミャンマー vs. 中国 

マッチコミッショナー： 増田 尚弘 

試合日：10 月 28 日(日) 

場 所：ミャンマー 

⑯ 2010 FIFA World Cup –  Preliminary Competition Asian Zone  Round 1 

チャイニーズ・タイペイ vs. ウズベキスタン 

マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

試合日：10 月 28 日(日) 

場 所：チャイニーズ・タイペイ 

 

 5. 日本サッカーミュージアムの件 

   

入場者数報告 

  9 月 2,348 人 1 日平均 90.3 人 

 （2006 年実績 2,159 人 2005 年実績 3,345 人 2004 年実績 2,759 人） 

   

※ 2003 年 12 月に開館 
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文の京ミューズフェスタ 

  11 月 16 日（金）～11 月 23 日（祝）に開催される「文の京ミューズフェスタ」（主催：文

京区、文京アカデミー、文京ミューズネット、場所：文京シビックセンター1 階）にブース

を出展予定。また、講演会（18 日 シビック小ホール）に岡野館長が参加予定。 
 

 6. 競技会開催申請・名義使用申請の件 

   

【国際競技会開催申請】 

(１)(社)大阪府サッカー協会 

大会名  日韓社会人親善サッカー大会 

主 催  (社)大阪府サッカー協会 

主 管  大阪府社会人サッカー連盟 

期 日  2007 年 11 月 24 日(土)～25 日(日) 

会 場  万博・大阪サッカーグラウンド 他 

参加ﾁｰﾑ  韓国国民生活体育全国蹴球連合会社会人優勝チーム、大阪国体選抜、 

スーパーリーグⅠ優勝チーム 

 

(２) 平成 19 年度第５回（９月）理事会にて承認されました以下の国際競技会につき、参加予定

のオマーン選抜が来日不能となった為、変更の申請。 

 

(財)岡山県サッカー協会 

大会名  倉敷国際ジュニアサッカー大会 

主 催  (財)岡山県サッカー協会、 

「ひと、輝く、スポーツフェスティバル in 倉敷実行委員会」 

主 管  倉敷市体育協会サッカー部  

期 日  2007 年 10 月 27 日(土)～28 日(日) 

会 場  倉敷市水島緑地福田公園陸上競技場 

参加ﾁｰﾑ  大韓民国選抜、中華人民共和国選抜、タイ選抜、倉敷選抜、岡山県選抜 

 

【国内競技会開催申請・名義使用申請】 

(１) 申請団体： (社)熊本県サッカー協会 

大 会 名：平成 20 年度第１回オールジュニア（Ｕ-12）ビーチサッカー大会ＩＮ熊本芦北 

主  催：(社)熊本県サッカー協会、熊本県芦北町 

主  管：(社)熊本県サッカー協会、 

オールジュニア（Ｕ-12）ビーチサッカー大会実行委員会 

後  援：総務省、文部科学省、(財)地域活性化センター、(財)日本サッカー協会、熊本県、

熊本県教育委員会、芦北町教育委員会、熊本県体育協会 

期  日：2008 年３月（春休み期間中で調整中） 

会  場：熊本県芦北町御立岬海水浴場(特設ビーチサッカー場) 
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参加チーム:18 チーム 

試合の種類：無料試合 

 

 

 7. 海外遠征申請の件 

   

 (１)群馬県サッカー協会 

チ ー ム 前橋育英高校 (第２種) 

遠征期間 2007 年 10 月 11 日(木)～14 日(日) 

遠 征 先 中国 大連 

 

(２)(社)長野県サッカー協会 

チ ー ム 大原学園 JaSRA サッカークラブ (第１種) 

遠征期間 2007 年 11 月 23 日(金)～12 月 2 日(日) 

遠 征 先 ルーマニア ブカレスト 

 

(３)(財)埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 坂戸ディプロマッツＦＣ (第３種) 

遠征期間 2007 年 11 月 30 日(金)～12 月９日(日) 

遠 征 先 シンガポール ウェストコースト 

 

(４)(財)静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡フットボールクラブ (第１種) 

遠征期間 2007 年 11 月５日(月)～９日(金) 

  遠 征 先 韓国 ソウル 

 

 8. 標章使用申請の件 

   

(１) 申請団体：(財)北海道サッカー協会 

 使用目的：会旗作成のため 

製作個数：５枚 

 

(２)申請団体：ＮＰＯ山形県サッカー協会 

使用目的：名刺作製１名分 

製作枚数：１００枚 

 

 9. スーパー少女プロジェクト トレーニングキャンプの件 

 

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 

- 6 - 



報告事項 

期  間：2007 年 9 月 28 日（金）～ 30 日（日） 

場  所：アスコ ザ パーク TANBA（兵庫県丹波市） 

 

［スケジュール］ 

9 月 28 日(金) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 29 日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（INACﾚｵﾈｯｻｱﾏﾁｭｱと合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ）・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 30 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 ： 小林  忍 （(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 ： 清水 郁雄 （INACﾚｵﾈｯｻ） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 生田 進一 （六甲病院 整形外科） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

 

［選手（GK）］ 

武仲 麗依 （兵庫県：FC VITORIES） 

田中あづさ （鹿児島県：神村学園中等部） 

磯部 佳月 （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） 

平尾 恵理 （茨城県：阿見ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

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)） 

深谷智奈美 （茨城県：大洗町立第一中学校） 

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） 

河邊 花観 （北海道：ｸﾗﾌﾞﾌｨｰﾙｽﾞ ﾘﾝﾀﾞ） 

望月ありさ （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

池上 菜央 （鹿児島県：神村学園中等部）        計 11 名 

 

 10. エリートプログラムトレーニングキャンプの件 

 

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：2007 年 11 月 28 日(木)～12 月２日(日) 

場 所：Jヴィレッジ 

    

[スケジュール] 

11 月 28 日(木)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11 月 29 日(水)   

   ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ（詳細調整中） 

12 月 １日(土)    
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12 月 ２日(日)  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  ：星原 隆昭 ((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 ：足達 勇輔 ((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  ：木村 康彦 ((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      ：調整中 

ﾄﾞｸﾀｰ      ：調整中 

ﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ ：調整中 

総務       ：島田 信男 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部) 

 

[選手］ 

次々回報告 

 

 11. Ｕ－18／Ｕ－15 ＧＫトレーニングキャンプの件 

 

行事名：U-18/U-15 GK トレーニングキャンプ 

期 間：2007 年 10 月 19 日(金)～10 月 21 日(日) 

場 所：Jヴィレッジ 

    

[スケジュール] 

10 月 19 日(金)  集合・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月 20 日(土)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月 21 日(日)  解散 

 

[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) 

GKｺｰﾁ  ：井上 祐  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/山形県立鶴岡中央高等学校) 

GKｺｰﾁ  ：藤原 寿徳 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)  

GKｺｰﾁ  ：浅野 寛文 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/FC 東京) 

GKｺｰﾁ  ：伊藤 裕二 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ) 

GKｺｰﾁ  ：河野 和正 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｾﾚｯｿ大阪) 

GKｺｰﾁ  ：岩永 健  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/佐世保市立早岐中学校) 

 

[選手］ 

次々回報告 

 

 12. 日本代表 AFC アジア/アフリカチャレンジカップ 2007 の件 
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行事名：日本代表 AFC アジア/アフリカチャレンジカップ 2007 エジプト戦  

期 間：2007 年 10 月 14 日(日)～10 月 17 日(水) 

場 所：大阪府 

 

[スケジュール] 

１０月１４日(日) 集合・トレーニング 

    │      トレーニング 

    １７日(水) 19:30 大阪長居スタジアム  vs エジプト代表 

          試合終了後解散 

 

[スタッフ] 

監  督         ： イビチャ 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) 

コーチ        ： 小倉  勉 ((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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ： 和田 一郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  清水 邦明 (横浜市スポ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   ： 前田  弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 池内  誠 (フリー) 

通訳      ： 千田  善 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

統括      ： 加藤 彰恒 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部部長) 

総務       ：  津村 尚樹 ((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(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(株)) 

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

 

[選  手] 

    未定 

 

 13. Ｕ－22 日本代表北京オリンピック 2008 アジア最終予選の件 

   

１）行事名：Ｕ-22 日本代表 北京オリンピック 2008 ｱｼﾞｱ最終予選 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ戦（ｱｳｪｲ） 

期 間：2007 年９月２日(土)～９月９日(日) 

場 所：ダンマン/サウジアラビア 

 

[スケジュール] 
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報告事項 

９月２日(土) 集合・トレーニング・ドバイへ移動 

   ３日(日) ドバイ着・トレーニング  

   │     

  ６日(木) ダンマンへ移動・トレーニング 

   ８日(土) 20:30 Prince Mohammad bin Fahad Stadium  vs Ｕ-22 サウジアラビア代表 

   ９日(日) 日本へ移動・日本着 

 

[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) 

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) 

コーチ        ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

フィジカルコーチ : 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) 

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)  

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)) 

 

[選  手] 

ＧＫ 山本 海人    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

   松井 謙弥    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)   

   林  彰洋    (流通経済大学)  

ＤＦ 伊野波 雅彦   (ＦＣ東京)   

   水本 裕貴    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

   小林 祐三    (柏ﾚｲｿﾙ)   

   細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   青山 直晃    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)  

ＭＦ 本田 拓也    (法政大学) 

   水野 晃樹    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

   梶山 陽平    (ＦＣ東京) 

   青山 敏弘    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)   

   上田 康太    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   家長 昭博    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 
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報告事項 

   本田 圭佑    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄ)   

   柏木 陽介    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＦＷ 平山 相太    (ＦＣ東京) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   森島 康仁    (ｾﾚｯｿ大阪)  

計 22 名 

 

２）行事名：Ｕ-22 日本代表 北京オリンピック 2008 ｱｼﾞｱ最終予選 カタール戦（ホーム） 

期 間：2007 年９月９日(日)～９月 12 日(水) 

場 所：東京都 

 

[スケジュール] 

９月９日(日) サウジアラビアより帰国・トレーニング 

   │   トレーニング 

９月 11 日(火)  

     12 日(水)  19:20 国立競技場 vs Ｕ-22 カタール代表 

        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) 

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) 

コーチ        ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

フィジカルコーチ : 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) 

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)  

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)) 

 

[選  手] 

ＧＫ 山本 海人    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

   松井 謙弥    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)   

   林  彰洋    (流通経済大学)  

ＤＦ 伊野波 雅彦   (ＦＣ東京)   

   水本 裕貴    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 
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報告事項 

   小林 祐三    (柏ﾚｲｿﾙ)   

   細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   青山 直晃    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)  

ＭＦ 本田 拓也    (法政大学) 

   水野 晃樹    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

   梶山 陽平    (ＦＣ東京) 

   青山 敏弘    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)   

   上田 康太    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   家長 昭博    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   柏木 陽介    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＦＷ 平山 相太    (ＦＣ東京) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   森島 康仁    (ｾﾚｯｿ大阪)  

計 21 名 

 

３）行事名：Ｕ-22 日本代表 北京オリンピック 2008 ｱｼﾞｱ最終予選 カタール戦（アウェイ）

期 間：2007 年 10 月 10 日(水)～10 月 18 日(木) 

場 所：ドーハ/カタール 

 

[スケジュール] 

10 月 10 日(水) 集合後・トレーニング・ドバイへ出発 

11 日(木)  

   │    トレーニング 

14 日(日)  

15 日(月) ドーハ/カタールへ移動、トレーニング 

16 日(火) 公式練習 

17 日(水) 19:00 Al Sadd Stadium vs Ｕ-22 カタール代表 

     18 日(木) 日本へ移動、到着後解散 

 

[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) 

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) 

コーチ        ： 江尻 篤彦 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

フィジカルコーチ : 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) 

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) 
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報告事項 

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)) 

 

[選  手] 

ＧＫ 山本 海人    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  

   西川 周作    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ)   

   林  彰洋    (流通経済大学)  

ＤＦ 伊野波 雅彦   (ＦＣ東京)   

   水本 裕貴    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉) 

   小林 祐三    (柏ﾚｲｿﾙ)   

   細貝  萌    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ) 

   青山 直晃    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   安田 理大    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   内田 篤人    (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)  

ＭＦ 水野 晃樹    (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉) 

   青山 敏弘    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島)   

   上田 康太    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   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) 

   柏木 陽介    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

ＦＷ 平山 相太    (ＦＣ東京) 

   李  忠成    (柏ﾚｲｿﾙ) 

   岡崎 慎司    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

   森島 康仁    (ｾﾚｯｿ大阪)  

計 21 名 

 

 14. U-18 日本代表候補(U-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2009) トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-18 日本代表候補(U-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2009)トレーニングキャンプ 

期 間：2007 年９月 24 日(月)～30 日(日) 

場 所：J-Step/静岡県 

 

[スケジュール] 

９月 24 日(月) 集合・トレーニング  J-Step 
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報告事項 

     25・26 日  トレーニング 

27 日(木) 練習試合 vs HONDA FC 都田ｻｯｶｰ場 

28 日(金) トレーニング 

29 日(土) 練習試合 vs 静岡産業大学  

30 日(日) 解散 

 

[スタッフ] 

監  督         ： 牧内 辰也 ((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 裕司 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ＧＫｺｰﾁ        ：  慶越 雄二 ((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          ：  根塚  武 (西能病院) 

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       ：  青木 克史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

 

[選  手] 

ＧＫ 松本 拓也    (順天堂大学)  

   権田 修一    (FC 東京)   

   大谷 幸輝    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

   大久保択生    (帝京高校)  

ＤＦ 堀田 秀平    (柏ﾚｲｿﾙU-18)   

   中田健太郎    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽｴｲﾄU-18) 

   須崎 恭平    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

   椋原 健太    (FC 東京 U-18) 

   大野 和成    (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

   鈴木 大輔    (星稜高校) 

   高田 健吾    (ｼﾞｪｯﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉 U-18)  ※追加召集 

   永田 拓也    (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

   金井 貢史    (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) ※怪我で辞退 

ＭＦ 金崎 夢生    (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

   香川 真司    (ｾﾚｯｿ大阪) 

   鈴木  惇    (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-18) 

   井上 裕大    (大分ﾄﾘﾆｰﾀU-18) ※追加召集 

   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) 

   不老 祐介    (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.Cﾕｰｽ) 

   比嘉 公平    (柏ﾚｲｿﾙU-18) 

   吉野 峻光    (静岡学園高校) ※怪我で辞退 

   山本 康裕    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) ※怪我で辞退 

ＦＷ 永井 謙佑    (福岡大学) 
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報告事項 

   山崎 亮平    (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   大山 恭平    (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡 U-18) 

   丸谷 拓也    (鳥取県立境高校) 

   宮澤 裕樹    (室蘭大谷高校) 

   柿谷曜一朗    (ｾﾚｯｿ大阪) 

   水沼 宏太    (横浜 F･ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ)  

   佐々木絢也    (青森山田高校) ※追加召集 

計 31 名 

 

 15. U-15 日本代表(U-17ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2009)AFCU-16 選手権大会 2007 予選ﾗｳﾝﾄﾞの件 

   

行事名：Ｕ-15 日本代表 AFCU-16 選手権大会 2007 予選ラウンドグループ F 

期 間：2007 年 10 月 15 日(月)～11 月７日(水) 

場 所：J-Village/福島県・ジャカルタ/インドネシア 

 

[スケジュール](予定) 

10 月 15 日(月) 集合 国内キャンプ J-Village 

      │        トレーニング 

20 日(土) ジャカルタへ移動 

24 日(水) vs ラオス Sanggraha Pelita Stadium 

26 日(金) vs カンボジア Sanggraha Pelita Stadium 

30 日(火) vs インドネシア Sanggraha Pelita Stadium 

11 月１日(木) vs 香港 Sanggraha Pelita Stadium 

５日(月) vs ベトナム Sanggraha Pelita Stadium 

   ６日(火) 日本へ移動 

    ７日(水) 日本着 

 

[スタッフ] 

監  督         ： 池内  豊 ((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        ： 山橋 貴史 ((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        ：  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          ：  高木  博 (昭和大学藤が丘病院) 10/15～20 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  関  芳衛 (川口工業総合病院) 10/19～11/2 

ﾄﾞｸﾀｰ          ：  神谷 智昭 (札幌医科大学附属病院) 11/2～7 

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) 10/15～20 

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) 10/19～11/2 

総務       ：  加藤 賢二 ((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) 10/19～11/7 
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報告事項 

[選  手] 

ＧＫ 藤嶋 栄介    (熊本県立大津高校)  

   松澤 香輝    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)   

   三浦 龍輝    (町田 JFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)  

ＤＦ 中島 龍基    (青森山田高校)   

   内田 達也    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

   田代  諒    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)   

   武内  大    (雲仙市立国見高校) 

   廣木 雄磨    (FC 東京 U-15 むさし) 

   高木 善朗    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

   高野 光司    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)  

ＭＦ 望月 聖矢    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

   柴原  誠    (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

   小林 祐希    (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

   大森晃太郎    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)  

   宇佐美貴史    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ﾕｰｽ) 

   和久田章太    (ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松) 

   柴崎  岳    (青森山田中学校)   

   伊藤 優汰    (京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15) 

   堀米 勇輝    (ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＷ 原口 拓人    (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

   宮吉 拓実    (京都ｻﾝｶﾞF.C.U-15) 

   杉本 健勇    (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

   宮市  亮    (ｼﾙﾌｨｰﾄﾞFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ)  

計 23 名 

 

 16. U-19 日本女子代表 (U-20 女子ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2008ﾁﾘ)AFC 女子 U19 選手権 2007 の件 

   

行事名：Ｕ-19 日本女子代表(Ｕ-20ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2008) AFC 女子 U19 選手権中国 2007 

期 間：2007 年 9 月 25 日(火)～10 月 17 日(水) 

場 所：三重・鈴鹿、中国・重慶 

 

[スケジュール] 

9 月 25 日(火)   集合、国内トレーニング 

     |             

10 月 １日(月)  重慶へ移動 

    6 日(土)  日本 vs. オーストラリア 

    8 日(月)  ミャンマー vs. 日本 

   10 日(水)  朝鮮民主主義人民共和国 vs. 日本 
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報告事項 

   13 日(土)  準決勝 

   16 日(火)  決勝/3-4 位決定戦 

＊上位 3ﾁｰﾑが FIFA U-20 女子ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾁﾘ2008 への出場権獲得 

 

[スタッフ] 

団長      ： 上田 栄治   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 特任理事/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       ： 堀野 博幸   ((財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/早稲田大学) 

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           ： 黒田 早苗   (八尾市立病院)＊～10/1 

ﾄﾞｸﾀｰ           ： 倉田 あや   (医療法人社団 倉田ｸﾘﾆｯｸ)＊9/30～ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 江口 陽子   (松岡整形外科) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ       ：  見汐 翔太   (筑波大学) 

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

 

[選  手]  

ＧＫ 小林  詩織（日テレ・ベレーザ） 

   菅原  未紗（吉備国際大学） 

   山根 恵理奈（ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

ＤＦ 松原  萌 （日テレ・ベレーザ） 

   宇津木 留美（日テレ・ベレーザ） 

磯金 みどり（吉備国際大学） 

   内堀  律子（福岡Ｊ・アンクラス） 

   柳井  里奈（ＩＮＡＣレオネッサアマチュア） 

   川村  優理（アルビレックス新潟レディース） 

   櫻本  尚子（常盤木学園高等学校） 

   熊谷  紗希（常盤木学園高等学校） 

ＭＦ 田中 明日菜（ＴＡＳＡＫＩペルーレＦＣ） 

   櫨  まどか（ＩＮＡＣレオネッサアマチュア） 

   有町 紗央里（大原学園ＪａＳＲＡ女子サッカークラブ） 

   川村  真理（福岡Ｊ･アンクラス） 

   原  菜摘子（日テレ・ベレーザ） 

   與山 このみ（アルビレックス新潟レディース） 

   小野  季絵（早稲田大学） 

ＦＷ 中出 ひかり（吉備国際大学） 

   永里 亜紗乃（日テレ・ベレーザ） 

   後藤  三知（常盤木学園高等学校） 

   山崎  円美（ＡＳエルフェン狭山ＦＣ） 

   吉良  知夏（神村学園高等部） 
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報告事項 

                        以上 23 名  

 

 17. Ｕ-16 日本女子代表(Ｕ-17 女子ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2008)トレーニングキャンプの件 

   

行事名：Ｕ-16 日本女子代表(Ｕ-17 ワールドカップ 2008)トレーニングキャンプ 

期 間：2007 年 11 月 23 日(金・祝)～11 月 28 日(水) 

場 所：静岡県磐田市 

 

[スケジュール] 

11 月 23 日(金・祝)  集合 

     |         トレーニング 

11 月 28 日(水)  解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 吉田  弘  ((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 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/JFAｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＧＫｺｰﾁ         ： 調整中 

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  ： 中堀 千香子 (ＪＦＡｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

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

 

[選  手]  

未定 

 

 18. フットサル日本女子代表候補トレーニングキャンプの件 

   

行事名：フットサル日本女子代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2007 年 10 月 13 日(土)～14 日(日) 

場 所：山梨県北杜市、昭和町 

 

[スケジュール] 

10 月 13 日(土)  集合、トレーニング（昭和町総合体育館） 

14 日(日)  トレーニング（長坂総合スポーツ公園体育館）、解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： 中村 恭平  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 フットサル委員) 

ｺｰﾁ       ： 石森 由紀  (東京都フットサル連盟事務局) 

 

[選  手]  
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報告事項 

ＧＫ 本多 さかえ (Bardral 浦安 Las Bonitas) 

瀬口 江美  ( member of the gang Ladies) 

森  知美  (ASV PESCADOLA BAILARINAS) 

ＦＰ 内山  環  (Bardral 浦安 Las Bonitas) 

芳本 有紀子 ( NICO COLORS) 

山木 理恵  (Bardral 浦安 Las Bonitas) 

高橋  唯  ( うー魚) 

小櫻 由稀  (Bardral 浦安 Las Bonitas) 

稲田 高子  ( NICO COLORS) 

稲葉 恵子  ( Futsal Club. ROVERS.Ladies) 

藤田 安澄  (FSF Mostoles(スペイン) ) 

吉川 紗代  (Bardral 浦安 Las Bonitas) 

長島  舞  ( NICO COLORS) 

津波古 友美子 (大原学園) 

宮川 亮子  (Amaralo 峰 FC) 

槇  寛美  (PARAREDS FUTSAL setagaya) 

篠原 志穂子 (大原学園) 

大津 恵子  (member of the gang Ladies) 

宇津木 有香 (ceu paleta A&S) 

岩崎 夏美  (ASV PESCADOLA BAILARINAS) 

久保田 深咲 (フロンティア ＦＣ ミモーザ) 

中島 詩織  ( FUN Ladies) 

以上 22 名 

 

 19. フットサル日本女子代表アジアインドアゲームズの件 

   

行事名：第２回アジアインドアゲームズ（2007/マカオ） 

期 間：2007 年 10 月 22 日(月)～11 月４日(日) 

場 所：マカオ 

 

[スケジュール] 

10 月 22 日( 月) 集合 

10 月 23 日( 火) 09:55 出発 JL731（13:30 香港到着）17:00 マカオ到着 

10 月 24 日( 水) トレーニング 

10 月 25 日( 木) トレーニング 

10 月 26 日( 金) トレーニング 

10 月 27 日( 土) 17:00 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 1 戦 vs タイ代表 

10 月 28 日( 日) 10:00 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 2 戦 vs イラン代表 

10 月 29 日( 月) 15:00 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ第 3 戦 vs マレーシア代表 
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報告事項 

10 月 30 日( 火) トレーニング（順位決定戦） 

10 月 31 日( 水) トレーニング（順位決定戦） 

11 月１日(木)  トレーニング（順位決定戦） 

11 月２日(金)  準決勝 

11 月３日(土)  決勝/3 位決定戦 

11 月 4 日(日)   14:55JL732(20:10 成田到着） 

 

[スタッフ] 

監督            ： 中村 恭平  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 フットサル委員) 

ｺｰﾁ       ： 石森 由紀  (東京都フットサル連盟事務局) 

 

[選  手]  未定 

 

 20. フットサル日本選抜アジアインドアゲームズの件 

   

行事名：ﾌｯﾄｻﾙ日本選抜（ｱｼﾞｱ･ｲﾝﾄﾞｱｹﾞｰﾑｽﾞ２００７ﾏｶｵ日本代表） 

 ｱｼﾞｱ･ｲﾝﾄﾞｱｹﾞｰﾑｽﾞ２００７ﾏｶｵ直前ｷｬﾝﾌﾟおよび本大会 

期 間：2007 年 10 月 21 日(日)～11 月 5 日(月) 

場 所：藤沢市、ﾏｶｵ 

 

[スケジュール] 

10 月 21 日(日) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月 22 日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、移動 

10 月 23 日(火) 出発 

   |     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月 26 日(土) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ代表戦 

10 月 27 日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月 28 日(月) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ 香港代表戦 

10 月 29 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月 30 日(水) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ ﾍﾞﾄﾅﾑ代表戦 

10 月 31 日(木) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11 月１日(金)  準々決勝 

11 月２日(土)  準決勝 

11 月３日(日)  決勝・３位決定戦 

11 月４日(日)  帰国、解散、後泊 

11 月５日(月)  後泊組 解散 

 

[スタッフ] 

監督            ： ｻｯﾎﾟ      ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 
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報告事項 

ﾄﾞｸﾀｰ      ： 調整中 

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      ： 調整中 

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

 

[選  手]  

ＧＫ 藤原 潤   (Ｐｒａｉａ Ｇｒａｎｄｅ) 

   青柳 佳祐  (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

ＦＰ 鈴木 隆二  (ＡＳＤ Ｒｏｍａ Ｃａｌｃｉｏ ａ５) 

   松浦 英   (ＳＨＡＲＫＳ) 

   神  敬治  (ＳＨＡＲＫＳ) 

   小池 良平  (ＸＥＢＲＡ ＳＨＩＺＵＯＫＡ) 

   関 健太朗  (ＦＵＧＡ ＭＥＧＵＲＯ) 

   吉成  圭  (ＦＩＲＥ ＦＯＸ府中) 

   小山 浩史  (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸｽ) 

   松本 行令  (Ｐｒａｉａ Ｇｒａｎｄｅ) 

   小島 修人  (Ｂｌａｃｋ Ｓｈｏｒｔｓ) 

   田中健次郎  (広島Ｆ・ＤＯ) 

   渡井 博之  (ＸＥＢＲＡ ＳＨＩＺＵＯＫＡ) 

   富広 洋平  (広島Ｆ・ＤＯ) 

                     以上 14 名 

 

 21. ビーチサッカー日本代表 沖縄トレーニングキャンプの件 

   

行事名：ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表 沖縄ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ 

期 間：2007 年 10 月６日(土)～10 月８日(月) 

場 所：沖縄県 

 

[スケジュール] 

10 月６日(土) 集合、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月７日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 月８日(月) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、解散 

 

[スタッフ] 

監督   ： ﾈﾈﾝ       ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ： ｼﾞｮｱﾝ     (ﾚｷｵｽＦＣ) 

ﾄﾞｸﾀｰ   ： 島川 朋享  (浦添総合病院) 

ＡＴ   ： 大場 真孝  (大場ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ療院) 

通訳   ： ｴｼﾞｿﾝ 土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 
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報告事項 

総務     ： 倉田研太郎  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部） 

 

[選  手]  

ＧＫ 丸尾 憲遵  (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

   照喜名辰吾  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   宜野座寛也  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

ＦＰ 吉井 勝宏  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   中村 律臣  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   若林 邦広  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   黒木 直幸  (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

   田畑 輝樹  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   新垣  隆  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   丸尾 訓照  (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

   亀崎 鮎太  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   大城 直也  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   田中 良昌  (ＥＳＴＡＴＥ) 

   上原 朋也  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   鈴木 俊多  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   後藤 崇介  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   山内 悠誠  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   瀧口 貴史  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

               以上 18 名 

 

 22. 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の件 

   

行事名：ﾋﾞｰﾁｻｯｶｰ日本代表 ＦＩＦＡﾋﾞｰﾁｻｯｶｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 

期 間：2007 年 10 月 24 日(水)～11 月 11 日(日) 

場 所：ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

 

[スケジュール] 

10 月 24 日(水) 集合 

10 月 25 日(木) 出発 

10 月 26 日(金) 到着 

10 月 27 日(土) 

  ｜     ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11 月３日(土)  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ ｾﾈｶﾞﾙ代表戦 

11 月４日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11 月５日(月)  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ ｲﾀﾘｱ代表戦 

11 月６日(火)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
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11 月７日(水)  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰｸﾞ ｳﾙｸﾞｱｲ代表戦 

11 月８日(木)  準々決勝 

11 月９日(金)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11 月 10 日(土) 準決勝 

11 月 11 日(日) 決勝、３位決定戦 

11 月 12 日(月) 出発 

11 月 13 日(火) 帰国、解散 

 

[スタッフ] 

監督   ： ﾈﾈﾝ       ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ： ｼﾞｮｱﾝ     (ﾚｷｵｽＦＣ) 

ﾄﾞｸﾀｰ   ： 稲福 正人  (学校法人 湘央学園 湘央生命科学技術専門学校) 

ＡＴ   ： 田中 祐介  (三宅ｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ) 

通訳   ： ｴｼﾞｿﾝ 土井 （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

総務     ： 山下 恵太  ((財)日本ｻｯｶｰ協会 代表ﾁｰﾑ部） 

 

[選  手]  

ＧＫ 丸尾 憲遵  (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

   照喜名辰吾  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   宜野座寛也  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

ＦＰ 吉井 勝宏  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   中村 律臣  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   若林 邦広  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   黒木 直幸  (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

   田畑 輝樹  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   新垣  隆  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   丸尾 訓照  (ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ熊本) 

   亀崎 鮎太  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   大城 直也  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   田中 良昌  (ＥＳＴＡＴＥ) 

   上原 朋也  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   鈴木 俊多  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   後藤 崇介  (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

   山内 悠誠  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

   瀧口 貴史  (ﾚｷｵｽＦＣ) 

               以上 12 名 

 

 


