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財団法人 日本サッカー協会 

平成 20 年度 第 7 回理事会 

報告事項 

 1. ＡＦＣプロリーグプロジェクトの件  

   

Ⅰ．最終公式訪問について 

 

１．インドネシア協会 

  日 程：９月10日（水） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      加藤特命担当本部係長 

２．ウズベキスタン協会 

日 程：９月20日（土） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      斎藤聡特命担当本部員 

３．サウジアラビア協会 

日 程：９月27日（土） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      加藤特命担当本部係長 

４．イラン協会 

日 程：９月28日（日） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      加藤特命担当本部係長 

５．シンガポール協会 

日 程：９月30日（火） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      加藤特命担当本部係長 

６．韓国協会 

日 程：10月７日（火） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      加藤特命担当本部係長 

７．カタール協会 

日 程：10月８日（水） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      斎藤聡特命担当本部員 

８．ＵＡＥ協会 

日 程：10月９日（木） 
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  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      斎藤聡特命担当本部員 

９．中国協会 

日 程：10月10日（金） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      斎藤聡特命担当本部員 

10. インド協会 

日 程：10月13日（月） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      斎藤聡特命担当本部員 

11. オーストラリア協会 

日 程：10月17日（金） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      斎藤聡特命担当本部員 

12. タイ協会 

日 程：10月18日（土） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      加藤特命担当本部係長 

13. ベトナム協会 

日 程：10月18日（土） 

  出張者：鈴木徳昭特命担当本部部長 

      加藤特命担当本部係長 

 

※スケジュール調整中：シリア協会/ヨルダン協会/クウェート協会 

※日本協会は、参加基準に達したため、最終公式訪問は行わない。 

 

 2. 東アジアサッカー連盟理事会・総会開催の件 

   

東アジアサッカー連盟（ＥＡＦＦ）は、９月 30 日にホテルニューオータニ東京「シリウスの

間」にて第 25 回理事会・第４回定例総会・第 26 回理事会を開催した。 

会議での協議、決定事項は以下の通り。 

 

（１）会長・副会長・理事が以下のように選出された。 

 ・会長  ：ＪＵＮＪＩ ＯＧＵＲＡ（日本） 

 ・副会長 ：ＳＡＭ Ｈ．ＫＡ（韓国） 

      ：ＮＡＮ ＹＯＮＧ（中国） 

      ：ＭＡＲＴＩＮ ＨＯＮＧ（香港） 

 ・理事  ：ＬＵ ＫＵＮ ＳＨＡＮ（チャイニーズ・タイペイ） 

      ：ＲＩＣＨＡＲＤ ＬＡＩ（グアム） 
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      ：ＪＡＮＧ ＳＵ ＭＹＯＮＧ（朝鮮民主主義人民共和国） 

      ：ＣＨＩＯ ＫＡＭ ＶＡＩ（マカオ） 

      ：ＧＡＮＢＯＬＤ ＢＵＹＡＮＮＥＭＥＫＨ（モンゴル） 

      ：ＪＥＲＲＹ ＴＡＮ（北マリアナ諸島） 

 

（２）北マリアナ諸島サッカー協会が正式加盟協会となった。 

 

（３）来年以降の大会スケジュールが以下のように決定した。 

 ・東アジアサッカー選手権予選大会 

日程、開催予定地：2009 年３月、グアム 

出場チーム：グアム、マカオ、モンゴル、北マリアナ諸島 

 ・東アジアサッカー選手権準決勝大会 

日程、開催予定地：2009 年８月、チャイニーズ・タイペイ 

   出場チーム：チャイニーズ・タイペイ、香港、朝鮮民主主義人民共和国、予選大会優勝チ

ーム） 

 ・東アジア女子サッカー選手権準決勝大会 

   日程、開催予定地：2009 年８月、チャイニーズ･タイペイ 

   出場チーム：チャイニーズ・タイペイ、グアム、香港、韓国、北マリアナ諸島 

 ・東アジアサッカー選手権、東アジア女子サッカー選手権決勝大会 

   日程、開催予定地：2010 年２月、日本 

 

（４）2009年にＥＡＦＦ ＦＵＴＳＡＬ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐの開催国に関して 

次回の理事会にて協議・決定する。 

 

（５）2008年 12 月に東京で第 27 回理事会を開催する。 

    

 3. ＦＩＦＡ会議の件  

   

10 月に開催されるＦＩＦＡ各種委員会への委員出席者は以下の通り。 

 

10 月 21 日    ｸﾗﾌﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ組織委員会  川淵名誉会長 

   21 日・22 日 審判委員会        上川トップレフェリーインストラクター 

23 日・24 日 理事会          小倉副会長 

 

 4. ＡＦＣ会議の件 

   

10 月に開催されるＡＦＣ各種委員会への委員出席者は以下の通り。 

 

10 月 30 日 プロリーグ特別委員会  川淵名誉会長・鈴木特命担当本部長 
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 5. 大会役員・審判員 国際試合派遣の件 
     

（役員） 

① FIFA Futsal World Cup Brazil 2008 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 松崎康弘 

期 間：９月19日（金）～10月21日（火） 

場 所：リオデジャネイロ/ブラジル 

② 2010 FIFA World Cup South Africa™- Preliminary Competition Asian zone 

ｱｾｯｻｰ：上川 徹 

期 間：10月14日（火）～16日（木） 

場 所：ソウル/韓国 

③ Vision Bangladesh Referee Refresher Course 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇 

期 間：10月13日（火）～20日（月） 

場 所：ダッカ/バングラデシュ 

④ AFC Project Future Referees 2nd  Refresher Course For Batch 2007 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 石山 昇 

期 間：10月24日（金）～31日（金） 

   場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑤ AFC Project Future Referees Selection Course For Batch 2008 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ: 石山 昇 

期 間：11月4日（火）～10日（月） 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

 

（審判員） 

① FIFA Futsal World Cup Brazil 2008 

審判員：五十川 和也 

期  間：９月20日（土）～10月21日（火） 

場 所：ブラジル/リオデジャネイロ 

②  AFC U16 CHAMPIONSHIP 2008 

審判員：東城 穣 

期 間：９月30日（火）～10月21日（火） 

場 所：タシケント/ウズベキスタン 

③  Asian Beach Games 2008 
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審判員：櫻田 雅裕 

期 間：10月16日（木）～27日（月） 

場 所：バリ/インドネシア 

④ AFC CUP 2008-SEMI FINAL 2 

DEMPO(INDIA) VS SAFA(LEBANON) 

審判員：西村雄一、名木利幸、家本政明 

期  間：10月19日（日）～10月23日（木） 

場  所：ハイデラバード/インド 

⑤  AFC U19 CHAMPIONSHIP 2008 

審判員：高山 啓義 

期 間：10月27日(月)～11月15日(土) 

場 所：ダンマーム/サウジアラビア 

⑥  FIFA U-17 Women’s World Cup New Zealand 2008 

  審判員：深野悦子、高橋早織 

 期 間：10月21日（火）～11月17日（月） 

 場 所：オークランド/ニュージーランド 

⑦  FIFA U-20 Women’s World Cup Chile 2008 

  審判員：馬場佐知子、鮎貝志保、濱崎覚美 

 期 間：11月12日（水）～12月10日（水） 

 場 所：サンティアゴ/チリ  

 

 6. 日本サッカーミュージアムの件 

   

１）入場者数報告 

  9 月 4,120 人 1日平均 164.8 人 

 （2007 年 2,348 人 2006 年 2,159 人 2005 年 3,345 人  2004 年 2,759 人） 

※ 2003 年 12 月に開館 

 
２）入場者 240,000 人 

  ９月 24日（水）240,000人目の来場者を迎える。埼玉県川口市の大堀雪恵さん。 
 
３）JFAフットボールデー 
  ・9月 10日（水）より 9月 15日（祝/月）まで無料開放。 
  ・9 月 13 日（土）、14 日（日）、15 日（祝/月）にヴァーチャルスタジアムにてミニフッ

トボールパークとして開放。目指せファンタジアスタなどを実施。 
 



報告事項 

- 6 - 

 7. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

   

(更新) 

1．公認申請者：守山市 

施 設 名：野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)Ｂ[滋賀県 守山市] 

施設所有者：守山市長 山田 亘宏 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ（Ｆ55Ｅ）/積水樹脂㈱ 

公 認 日：平成20年９月７日～平成23年９月６日 

公 認 番 号：第 22号 

＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 
JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 

2．公認申請者：岡山県 

施 設 名：岡山県美作ラグビー・サッカー場[岡山県 美作市] 

施設所有者：岡山県知事 石井 正弘 

ロングパイル人工芝：ビッグターフ（66-ＰＯＭ）/日本フィールドシステム㈱ 

公 認 日：平成20年10月20日～平成23年10月19日 

公 認 番 号：第 23号 

＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 
JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 

3．公認申請者：兵庫県北播磨県民局 

施 設 名：兵庫県立三木総合防災公園(人工芝球技場) [兵庫県 三木市] 

施設所有者：兵庫県北播磨県民局長 中島 英三 

ロングパイル人工芝：Ｅターフ（ＥＴＯＳ2Ｓ）/奥アンツーカ㈱ 

公 認 日：平成20年10月20日～平成23年10月19日 

公 認 番 号：第 26号 

＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 
JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 

4．公認申請者：守山市 

施 設 名：野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)Ａ[滋賀県 守山市] 

施設所有者：守山市長 山田 亘宏 

ロングパイル人工芝：ビッグターフ（66-ＰＯＭ）/日本フィールドシステム㈱ 

公 認 日：平成20年12月15日～平成23年12月14日 

公 認 番 号：第 29号 
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＜特記事項＞ 

 公認規程に基づき 1回の検査（フィールドテスト）を実施し、 
JFAロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 

 8. 海外遠征申請の件 

   

(１)(社)石川県サッカー協会 

チ ー ム 金沢市選抜 (第１種) 

遠征期間 2008 年９月 26 日(金)～29日(月) 

遠 征 先 大韓民国 全州市 

 

 9. 競技会開催申請の件 

   

(１)(財)東京都サッカー協会 

大会名  慶應・延世サッカー定期戦 

主 催  (財)東京都サッカー協会 

主 管  慶應義塾体育会ソッカー協会 

期 日  2008 年 12 月 20 日(土) 

会 場  慶應義塾大学日吉陸上競技場 

参加ﾁｰﾑ  慶應義塾体育会ソッカー部、延世大学校蹴球部 

入場料  無料 

 

 10. 標章使用申請の件 

   

（１）申請団体：(社)大分県サッカー協会 

使用目的：名刺作成 36 名分 各 100 枚 

 

 11. Ｕ－18／Ｕ－15 ＧＫキャンプの件  

   

行事名：Ｕ－18／Ｕ－15 ＧＫキャンプ 

期  間：2008 年 10月 17 日(金)～10月 19 日(日) 

場  所：福島・Ｊヴィレッジ 

  

［スケジュール］ 

10 月 17 日(金) 集合・トレーニング 

 18 日(土) トレーニング 

 19 日(日) トレーニング・解散 

 

［スタッフ］ 
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 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） 

 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） 

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） 

ＧＫコーチ      ：望月 数馬 （(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     ：前田 信弘 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

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） 

ＧＫコーチ     ：加藤 寿一 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ドクター       ：大歳 憲一 （福島県立医科大学整形外科学講座） 

テクニカルスタッフ ：田島 一樹 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ） 

テクニカルサポート ：未定     

 

［選手］ 

U-18  泊  省吾   (神村学園/鹿児島県) 

    高野 純一   (兵庫県立赤穂高等学校) 

    大森 圭悟   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ) 

    川浪 吾郎   (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

    山脇 翔太郎  (青森県立五戸高等学校) 

    八木 直生   (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ) 

    村下 達郎   (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18) 

    松原 修平   (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-18) 

    西浦 翔    (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

    渡辺 泰広   (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

    櫛引 政敏   (青森山田高等学校/青森県) 

 U-15 藤田 陸    (保津川ｲﾚﾌﾞﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ U-15/京都府) 

    石井 綾    (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

富澤 雅也   (町田 JFC ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ/東京都) 

    中島 宏海   (筑陽学園中学校/福岡県) 

池田 隼    (さぬき市立津田中学校/香川県) 

    鈴木 椋太   (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 FC) 

吉田 瑞生   (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    八谷 惇希   (清水ｴｽﾊﾟﾙｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

阿波加 俊太  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ﾕｰｽ U-15) 

    中村 航輔   (柏ﾚｲｿﾙ U-15) 

                              計 21 名 

 

12. 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 

期  間：2008 年 10月 13 日（月・祝）～ 15 日（水） 
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場  所：Ｊヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町） 

 

［スケジュール］ 

10 月 13 日(月) 集合 → ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 14 日(火) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 15 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 ： 前田 信弘 （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

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 ： 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） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 植村 健太 （なめがた地域総合病院） 

総務  ： 今関 葉子 （(財)日本ｻｯｶｰ協会 技術部） 

 

［選手（GK）］ 

小林 詩織 （東京都：日ﾃﾚ･ﾍﾞﾚｰｻﾞ） 

菅原 未紗 （岡山県：吉備国際大学） 

門西亜紀子 （兵庫県：INAC ﾚｵﾈｯｻ） 

一谷 朋子 （神奈川県：日本体育大学） 

南条真沙代 （神奈川：日本体育大学） 

山根恵里奈 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

齊藤 彩佳 （宮城県：常盤木学園高等学校） 

武仲 麗依 （兵庫県：日ノ本学園高等学校） 

松田 香純 （大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀﾚﾃﾞｨｰｽ） 

中村 沙樹 （福島県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島）         

計 10 名 

 

 13. Ｕ-19(FIFAＵ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ)日本代表 仙台カップ 2008 の件 

   

行事名：Ｕ-19(FIFAＵ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ)日本代表 仙台カップ 2008 

期 間：2008 年９月７日(日)～９月 15 日(月) 

場 所：仙台市 

 

[スケジュール] 

９月７日(日)  集合・トレーニング 

  ８日(月) トレーニング 

    ９日(火)  トレーニング 

  10 日(水) トレーニング 
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11 日(木) 仙台カップ vsU19 ブラジル代表 19:00 ユアテックスタジアム仙台 

12 日(金) トレーニング  

13 日(土)  トレーニング 

14 日(日) 仙台カップ vsU18 フランス代表 13:30 ユアテックスタジアム仙台 

15 日(月) 仙台カップ vsU19 韓国代表 13:30  ユアテックスタジアム仙台 

     表彰式終了後解散 

 

 [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／ｾﾚｯｿ大阪) 

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) 

ドクター   ： 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・スポーツマッサージ・ナズー) 

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  ： 伴野 力哉 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 田島 一樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

 

[選手] 

ＧＫ 権田 修一 (ＦＣ東京) 

   松本 拓也 (順天堂大学) 

ＤＦ 下田 光平 (ＦＣ東京) 

   鎌田 翔雅 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

   橋本 真人 (浦和ﾚｯｽﾞ) 

   村松 大輔 (Ｈｏｎｄａ ＦＣ) 

   金井 貢史 (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

   高橋 峻希 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ)  

   酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) ※追加招集 

ＭＦ 金崎 夢生 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) ※途中離脱 

 鈴木  惇 (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) 

   青木 拓矢 (大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

   山本 康裕 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

   水沼 宏太 (横浜Ｆ･ﾏﾘﾉｽ) 

   河野 広貴 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

ＦＷ 永井 謙佑 (福岡大学) ※追加招集 

遠藤 敬佑 (水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ) ※追加招集 

   大山 恭平 (ｱﾋﾞｽﾊﾟ福岡) ※途中離脱 

   宮澤 裕樹 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌) 

   押谷 祐樹 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) ※不参加 

   柿谷曜一朗 (ｾﾚｯｿ大阪) 
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   以上 18 名 

 

 

 14. U-17 日本女子代表候補トレーニングキャンプの件 

   

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

期 間：2008 年９月 20 日(土)～９月 24 日(水) 

場 所：静岡県 

 

[スケジュール] 

９月 20 日(土)         集合 

９月 21 日(日)～23日(火)     トレーニング 

９月 24 日(水)         トレーニング・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       ： 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         ： 松田 貴雄  (西別府病院) *９/20～23 

ﾄﾞｸﾀｰ         ： 原  邦夫  (社会保険京都病院) *９/23～24 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 宇賀神 奈央 (仙台大学) *９/20～21 

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) *９/22～24 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ     :  片桐 央視  (筑波大学院) 

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

 

[選  手] 

ＧＫ 齋藤 彩佳  (常盤木学園高等学校) 

   武仲 麗依  (日ノ本学園高等学校)  

   中村 沙樹  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＤＦ 屋田  渚  (神村学園高等部) 

   岸川 奈津希 (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

石田 みなみ (常葉学園橘高等学校) 

   千葉 望愛  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 

   千葉 梢恵  （常盤木学園高等学校） 

   大島 茉莉花 (神村学園高等部) 

   小野田 莉子 (常盤木学園高等学校) 

ＭＦ 亀岡 夏美  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   杉山 貴子  (常葉学園橘高等学校) 

   竹山 裕子  (浦和ﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾚﾃﾞｨｰｽ) 



報告事項 

- 12 - 

   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) 

   高橋 彩織  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

   嶋田 千秋  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

      高野 紗希  (藤枝順心高等学校) 

   浜田  遥  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

      田中 陽子  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

ＦＷ 吉岡  圭  (FC VICTORIES) 

   吉良 知夏    (神村学園高等部) 

   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) 

   岩渕 真奈  (日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ) 

                               計 23 名 

 

 15. フットサル日本代表 タイ遠征の件 

   

行事名：フットサル日本代表 タイ遠征 

期 間：2008 年９月２日（火）～９月８日（月） 

場 所：バンコク（タイ） 

 

[スケジュール] 

９月２日（火） 集合、バンコクへ移動 

  ３日（水） トレーニング 

  ４日（木） Thailand World 5s  vs アルゼンチン代表 18:00 Nimibutr Stadium 

  ５日（金） トレーニング 

  ６日（土） Thailand World 5s  vs タイ代表 14:00 Nimibutr Stadium 

  ７日（日） Thailand World 5s  vs THAI SON NAM 14:00 Nimibutr Stadium 

        バンコク発 

  ８日（月） 成田着、予防接種後解散 

 

 [スタッフ]  

監  督   ：  ｾﾙｼﾞｵ･ｻｯﾎﾟ （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ   :     ルーカス  （(財)日本ｻｯｶｰ協会）  

ﾄﾞｸﾀｰ     ：  木下 裕光  (筑波技術大学) 

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      ：  ｴｼﾞｿﾝ土井  （(財)日本ｻｯｶｰ協会） 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    ：  相根  澄 （ﾌﾘｰ） 

総  務   ：  村山  勉 （(財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁ-ﾑ部） 

 

[選  手] 

ＧＫ 定永 久男 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 
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      川原 永光 （ﾊﾞﾙﾄﾗﾞｰﾙ浦安） 

ＦＰ 比嘉 ﾘｶﾙﾄﾞ （ﾃﾞｳｿﾝ神戸） 

    市原 誉昭  (ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

     藤井 健太 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

     前田 喜史 （名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ） 

   稲田 祐介 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   金山 友紀 （ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田） 

   鈴村 拓也  (Az.Ramos Talavera FS/スペイン) 

   小宮山 友祐（ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   小野 大輔 （ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   北原  亘  ( 名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

稲葉 洸太郎（ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安） 

   原田 浩平  (ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

                           以上 14 名 
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財団法人 日本サッカー協会 

平成 20 年度 第 7 回理事会 

 

 

報告事項（当日配付） 

 1. 競技会開催申請の件 

   

【国内競技会開催申請】 

(１) 申請団体： (社)山口県サッカー協会 

大 会 名： 第４回中国フットサルリーグ柳井大会 

主  催： 中国サッカー協会、(社)山口県サッカー協会、柳井サッカー協会 

主  管： 中国フットサル連盟、中国フットサルリーグ運営委員会、 

山口県フットサル連盟、柳井サッカー協会 

後  援： 柳井市、柳井市教育委員会、柳井市体育協会、SAスポーツクラブ、 

NPO 法人 YANAI スポーツ振興 

期  日： 2009 年１月 18 日(日) 

会  場： 柳井市体育館 

参加チーム: SA ファイターズ、Junjies futsal family 宇部、広島 F・DO、 

C・R・F IDEAL、VONTADE、FutsalClub HNT 

試合の種類： 前売 高校生以上 1,000円 中学生以下 500 円 小学生未満無料 

       当日 高校生以上 1,500円 中学生以下 800 円 小学生未満無料 

 

 

 

 


