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財団法人 日本サッカー協会 

平成 22 年度 第 7 回理事会 

 

報告事項 

 1. 2022 年ＦＩＦＡワールドカップ招致の件 

  (1) ＦＩＦＡ理事会（10 月 28 日～29 日）決定事項について 

 表記理事会の決定事項は以下の通り。 

 ＜開催国決定方法（投票方法）＞ 

① 2018 年大会の投票が行われ、続いて 2022 年大会が行われる。投票は無記名にて

行われ、現職 FIFA 理事は全員が両方の投票を行うことができる。 

② 招致国が開催を勝ち取るには、出席している FIFA 理事の過半数による票を得な

ければならない。 

③ 2 つの招致国が残り、同じ得票数の場合は、FIFA 会長が決選投票を行う。 

④ 過半数の票を得た招致国が存在しない場合、最小得票数の招致国は次の投票に進

むことができない。 

⑤ 最小得票数の招致国が並んだ場合、該当する招致国のどちらが次の投票に進むこ

とができないかを決するための投票が即座に行われる。 

⑥ 開催国が決定された際、結果は二つの封筒に入れられ、公証人にて「メッセ・チ

ューリヒ」へ運ばれて、FIFA 会長に手渡された後にアナウンスがなされる。 

 ＜プレゼンテーション＞ 

① プレゼン順番については抽選によって以下の通り決定された。 

12/1(水) 

①オーストラリア／②韓国／③カタール／④USA／⑤日本 

12/2(木) 

①オランダ・ベルギー／②スペイン・ポルトガル／③イングランド／④ロシア

② 各プレゼンテーションは最大 30 分間の枠が与えられる。 

③ プレゼンテーションは、FIFA 公式ウェブサイトにてライブ中継される。 

 ＜評価レポート＞ 

① 11/10-11/15 の間に各 FIFA 理事へ送られる。 

② 一部、FIFA 公式ウェブサイトにて公開される。 

 

(2) 第 3回 2022 年ＦＩＦＡワールドカップ™日本招致委員会／招致連絡協議会について 

 以下の通り、表記委員会並びに連絡協議会、及びカクテルを合同にて開催する。 

 

 日時：11 月 10 日（水） 

  会 議： 17：30 開始（18：30 頃終了予定） 

  カクテル：18：45 開始（19：30 頃終了予定） 

 場所：ホテルオークラ東京 
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  会 議： 別館 2F オーチャードルーム 

      カクテル：別館 2F メイプルルーム 

  内 容： 最終プレゼンに向けた準備状況報告 

   第 2 回招致委員会以降の活動報告 

  

(3) 国際関連スケジュールについて 

活動実績は以下の通り。 

＜国際広報活動＞ 

欧州主要記者ブリーフィング（ミラノ） 

期日：10 月 22 日 

出席者：中島エグゼグティブダイレクター、パトリック・ナリー氏 

 

フットボールビジネスイベント（International Football Arena）（チューリヒ） 

期間：10 月 25 日～26 日 

内容：招致プレゼンテーション、壇上討論会への参加 

出席者：丸山実行本部長､中島エグゼグティブダイレクター､五香チーフダイレクター

対象者：国際フットボールビジネスパーソン、メディア 

 

(4) 各種リリースについて 

（報告）資料№1 

 

 2. 2011 年～2015 年ＡＦＣから選出の理事職ノミネートの件 

  2011 年 1 月 6 日にＡＦＣ総会 2011 が開催され、2011 年～2015 年任期の理事職の改選が

実施される予定である。 

2009 年度第 9回理事会にて承認の通り、ＪＦＡより田嶋副会長をＦＩＦＡ理事、ＡＦＣ

副会長、ＡＦＣ理事にノミネートした。 

 

 3. ＦＩＦＡ理事会 報告の件  

  10 月 28 日・29 日にＦＩＦＡ理事会がスイスで開催された。主な決定事項は以下のとおり。

 

(1)  2018 並びに 2022ＦＩＦＡワールドカップ 開催国決定方法 

報告事項２「2022 年ＦＩＦＡワールドカップ招致の件」を参照ください。 

(2)  タスクフォースフットボール 2014 委員会の設立 

フットボール委員会・技術デベロップメント委員会・医学委員会・審判委員会・他の

専門家のメンバーから成るタスクフォースフットボール 2014 委員会を設立する。委

員会の目的は、現状分析とあらゆる分野でサッカーをよりよくすることを目指すもの

である。（1990 年に類似の委員会を設立したことがある。） 

(3)  ナイジェリア協会の資格 

ナイジェリア協会の「資格停止」処分を解除した。 
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(4)  ＦＩＦＡ女子ワールドカップ 2011 の賞金 

7.6 百万ドルとした。（前回より 1.2 百万ドル増額） 

(5)  ＦＩＦＡフットサルワールドカップ タイ 2012 

参加チーム数を 24 とした（前回大会より 4チーム増加）。 

(6)  大会前メディカルアセスメントの実施 

ＦＩＦＡの全大会にて、選手とレフェリーを対象として実施することとした。既に

2010ＦＩＦＡワールドカップで実施し、成功している。 

(7)  ゴールビューロからの特別支援 

・洪水の被害にあったパキスタンへ、サッカー施設の修復のため 2百万ドルを支援す

ることとした。 

・120 百万ドルを”Win in Africa with Africa”や他の地域プロジェクトを含む特

別なプロジェクトに割り当てることとした。 

(8)  FIFA Ticketing 社の設立 

FIFA Ticketing 社を設立することとした。 

(9)  2011 年ＦＩＦＡ総会に日程 

2011 年 5 月 31 日・6月 1日にスイスで開催することとした。 

 

 4. ＦＩＦＡ各種会議の件 

  10 月に開催されたＦＩＦＡ各種委員会への出席者は以下の通り。 

 

10 月 22 日     医学委員会            青木参与 

   25 日・26 日  審判委員会            上川審判委員 

   27 日     クラブワールドカップ組織委員会  田嶋副会長 

   28 日・29 日  理事会              小倉会長 

 

 5. 東アジアサッカー連盟理事会開催の件 

  東アジアサッカー連盟（ＥＡＦＦ）は、下記の日程で第 32 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。 

第 32 回東アジアサッカー連盟理事会 

  日時：10 月 20 日（水）10：00～12：00 

  会場：Harbour Grand Kowloon（香港） 

 

（1）東アジアサッカー選手権・東アジア女子サッカー選手権 2013 における予選大会・準決

勝大会・決勝大会までの日程案を協議した。 

（2）2011 年の夏にチャイニーズ・タイペイ、グアム、香港、マカオ、モンゴル、北マリア

ナ諸島の 6チームによる EAFF U-15 ユーストーナメントを開催することを決定した。 

（3）ＡＦＣ選挙には、ＦＩＦＡ副会長に韓国の鄭夢準氏・ＦＩＦＡ理事に中国の張吉龍氏 並

びに日本の田嶋幸三氏、ＡＦＣ理事にグアムのリチャード・ライ氏を推薦することを決

定した。 
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（4）会長任期について、現会長の小倉純二氏は 2011 年 3 月末までとなり、その後は韓国

から会長が選出されることを決定した。 

 

 6. ナショナルＧＫキャンプの件 

行事名：ナショナルＧＫキャンプ 

期  間：10 月 15 日(金)～17 日(日) 

場  所：大阪府・堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター 

 

［スケジュール］ 

10 月 15 日(金) 集合・トレーニング 

 16 日(土) トレーニング 

 17 日(日) トレーニング・解散 

［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） 

 ＧＫコーチ     ：柳楽 雅幸 （(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      ：岸本 浩右 （(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） 

ＧＫコーチ      ：佐々木 理 （(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     ：阿江 孝一 （(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     ：小林 忍  （(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） 

ドクター ：増田 研一  （関西医療大学） 

トレーナー ：射場 一寛   （清恵会第二医療専門学院） 

［選手］ 

 ＧＫ キローラン菜入 東京都  (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

    石川 慧    新潟県  (新潟明訓高等学校ｻｯｶｰ部) 

    本永 絃    新潟県  (東京学館新潟高等学校) 

    櫛引 政敏   青森県  (青森山田高等学校) 

    池村 彰太   福島県  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

    杉本 大地   京都府  (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18) 

    鈴木 椋大   神奈川県 (横浜 F・ﾏﾘﾉｽﾕｰｽ) 

    牲川 歩見   静岡県  (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

    有賀 陽平   広島県  (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C ﾕｰｽ) 

    阿波加 俊太  北海道  (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18) 

    棟方 博文   大阪府  (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

    本田 渉    福島県  (FC ﾚｸﾞﾉｳｧ) 

    板倉 徹汰   愛知県  (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

    新妻 涼    福島県  (楢葉中学校ｻｯｶｰ部) 

    高村 弘尚   静岡県  (Honda FC) 

    藤森 健太   長野県  (F.C.CEDAC) 
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    田中 雄大   宮城県  (A.C AZZURRI) 

    堀井 寛太   愛知県  (ﾄﾞﾙﾌｨﾝ FC) 

    吉丸 絢梓   宮崎県  (ｾﾚｿﾝ都城 FC) 

    似鳥 康太   福島県  (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島)      計 20 名 

 7. ＦＩＦＡクラブワールドカップＵＡＥ2010 ＦＩＦＡデレゲーションの件 

  ＦＩＦＡより、ＦＩＦＡクラブワールドカップＵＡＥ2010 の大会役員として以下の指名

があり、受諾した。 

メディアオフィサー： 加藤 秀樹 広報部係長 

 

 8． 役員・審判員海外派遣の件 

  

 

(役員) 

① Elite Futsal Referee Recruiting Assessment 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：平野 伸一 

期 間：10 月 28 日～31 日 

場 所：杭州/中国 

② AFF SUZUKI Cup 2010 Final Round Group B 

ｱｾｯｻｰ：廣嶋 禎数 

期 間：11 月 30 日～12 月 9 日 

場 所：ハノイ/ベトナム 

③ＡＦＣ Ｕ16 2010 選手権 

派遣期間： 10 月 23 日(土)～24 日(日)  

開催地：  ウズベキスタン 

年齢測定用ＭＲＩセミナーのインストラクター： 土肥 スポーツ医学委員会委員 

 

(審判員） 

① 審判交流プログラム 

審判員：當麻 政明、山口 博司、八木 あかね 

期 間：11 月 11 日～30 日 

場 所：ポーランド 

② AFC Champions League 2010 Final 

審判員：西村 雄一、相楽 亨、名木 利幸、高山 啓義 

期 間：11 月 12 日～14 日 

場 所：東京 

③ 20th Gulf Cup Football Tournament 

審判員：扇谷 健司 

期 間：11 月 20 日～12 月 6 日 

場 所：アデン/イエメン 
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④ AFF SUZUKI Cup 2010 Final Round Group A 

審判員：佐藤 隆治 

期 間：11 月 29 日～12 月 8 日 

場 所：ジャカルタ/インドネシア 

⑤ Seminar for the AFC Asian Cup Qatar 2011 

審判員：西村 雄一、相楽 亨、名木 利幸 

期 間：12 月 1 日～7日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑥ 審判交流プログラム 

審判員：佐藤 奈美 

期 間：12 月 9 日～20 日 

場 所：ブリスベン/オーストラリア 

⑦ AFC Elite Education Seminar 2011 

審判員：當麻 政明、東城 穣、高山 啓義、佐藤 隆治 

期 間：12 月 9 日～15 日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

⑧ AFF SUZUKI Cup 2010 Final 1 

審判員：當麻 政明 

期 間：12 月 24 日～27 日 

場 所：未定 

 

 9. 名義使用申請の件 

  (１)申請団体：ＮＰＯ法人ロシナンテス 

大 会 名：南北スーダン親善サッカー大会 

主   催：ＮＰＯ法人ロシナンテス 

後   援：スーダンスポーツ省（連邦）、スーダンサッカー協会（連邦）、 

スーダン情報省（南部）、スーダンスポーツ省（南部）、 

スーダン・セントラルエコトリア州知事（南部）、在スーダン日本大使館、

ATHLETA、FLOWORLD、(財)日本サッカー協会 

大会目的：スーダンの南部独立を問う住民投票が 2011 年 1 月に迫る中、スーダンで最

も人気のあるスポーツであるサッカーの少年大会を開催し、これからの未

来を背負っていく若者の南北の親善を図ること。 

期   日：12 月 18 日(土) 

会   場：ジュバスタジアム 

参加チーム：ロシナンテスサッカースクール選抜（北部チーム）、 

南部サッカー協会選抜（南部チーム） 

※両チーム共に 12～14 歳の少年チーム 

試合の種類：無料試合 
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 10. 競技会開催申請の件 

 

 

 

 (1) 申請団体：（財）埼玉県サッカー協会 

大 会 名：第 17 回熊谷市高校女子サッカー大会「めぬまカップ 2011」 

主  催：（財）埼玉県サッカー協会、埼玉県熊谷市、熊谷市教育委員会 

主  管：熊谷市高校女子サッカー大会「めぬまカップ 2011」実行委員会 

後  援：埼玉県、埼玉県教育委員会、埼玉県体育協会、毎日新聞社 他 

協  賛：(株)モルテン、(株)ウインスポーツ 他 

開催期日：2011 年 3 月 25 日（金）～29 日（火） 

会  場：熊谷市利根川総合運動公園サッカー場 妻沼運動公園 

参加チーム：全国より 48 チーム 

試合の種類：国内無料 

(2) 申請団体：（財）東京都サッカー協会 

大 会 名：東京都・ソウル市シニアサッカー親善交流大会 

主  催：（財）日本体育協会、（財）東京都体育協会、（財）東京都サッカー協会

主  管：新宿区体育協会・東京都シニアサッカー連盟 

開催期日：12 月 4 日（土）～5日（日） 

会  場：4日(土) 駒沢オリンピック公園補助球技場 

5 日(日) 赤羽スポーツの森公園競技場 

参加チーム：新宿マエストロス 50、トヨペットクラブ 40、高麗 SC、他 

試合の種類：国際無料 

(3) 申請団体：一般財団法人静岡県サッカー協会 

大 会 名：第 2回 新春！チャリティ「藤枝初蹴り大祭 2011」 

主  催：一般財団法人静岡県サッカー協会、静岡新聞、静岡放送、(株)藤枝 MYFC 

主  管：藤枝市サッカー協会 

後  援：一般財団法人静岡県サッカー協会中西部支部、藤枝市サッカー協会 

開催期日：2011 年 1 月 3日（月） 

会  場：藤枝総合運動公園サッカー場 

参加チーム：藤枝地域出身 Jリーガー選抜 対 藤枝 MYFC（東海リーグ 1部） 

試合の種類：国内有料 

入場料金：      （前売）     （当日） 

       スタンド  2,000 円      2,500 円 

       芝生席   1,500 円      2,000 円 

(4) 申請団体：（社）宮崎県サッカー協会 

大 会 名：ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ ｉｎ 宮崎 

主  催：（社）宮崎県サッカー協会 

ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ ｉｎ 宮崎 実行委員会 

（宮崎県、関係自治体、関係観光協会等） 

共  催：一般財団法人 ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ 

特別協賛：未定 

協  賛：未定 
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後  援：観光庁、宮崎県教育委員会、関係教育委員会 （予定） 

開催期日：2011 年 1 月 10 日（月） 

会  場：宮崎県総合運動公園 陸上競技場 

参加チーム：ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ Ｆ．Ｃ．、宮崎県社会人チーム （予定） 

※Ｊリーグクラブ所属選手への参加要請を予定 

試合の種類：国内有料 

入場料金：         （前売）     （当日） 

   Ｓ席（メインゾーン指定） 3,000 円      3,500 円 

   Ａ席（芝生自由席・大人） 2,000 円      2,500 円 

   Ａ席（芝生自由席・小中高）1,000 円      1,500 円 

(5) 申請団体：（社）鹿児島県サッカー協会 

大 会 名：2010 年度 南日本招待ユースサッカー大会 

主  催：（社）鹿児島県サッカー協会 

主  管：（社）鹿児島県サッカー協会 

協  力：モルテン 

後  援：鹿児島県、鹿児島県教育委員会、鹿児島市、鹿児島市教育委員会 

     （財）鹿児島県体育協会、南日本新聞社 

開催期日：12 月 12 日（日） 

会  場：鹿児島県立鴨池陸上競技場 

参加チーム：鹿児島県と他県の第 89 回高校サッカー選手権大会への出場チーム 

県トレセンユースチーム 

試合の種類：国内有料 

入場料金：      一般     中高生     小学生 

            1,000 円    500 円      無料 

 

 11. 日本サッカーミュージアムの件 

  １）入場者数報告 

    10 月 2,109 人  1 日平均 78.1 人 

   （2009 年 2,032 人 2008 年 1,773 人 2007 年 1,982 人  2006 年 1,324 人） 

 

 12. 海外遠征申請の件 

  （1）(社)宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 12 月 25 日（土）～30 日（木） 

遠 征 先 天安/韓国 

（2）(財)福島県サッカー協会 

チ ー ム JFA アカデミー福島 （女子） 

遠征期間 2010 年 12 月 29 日（水）～2011 年 1 月 10 日（月） 

遠 征 先 フロリダ/アメリカ合衆国 
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（3）(財)東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都大学サッカー連盟選抜（第 1種） 

遠征期間 12 月 15 日（水）～19 日（日） 

遠 征 先 シンガポール/シンガポール共和国 

（4）(社)大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪府選抜 U-12（第 4種） 

遠征期間 11 月 8 日（月）～13 日（土） 

遠 征 先 慶尚南道/韓国 

 

 13. 標章使用申請の件 

  (1)申請団体： 全国高等専門学校サッカー連盟  

使用目的： 高専選抜チームが海外遠征の際に使用するポロシャツおよび Tシャツ 

 

 14. プレジデンツ・ミッション(ＰＨＱ) 関連事項の件 

  Ⅰ．平成 23 年度ＰＨＱ各種支援制度 募集･選定スケジュールについて 

 

 

 

ミッション 施策名 募集開始 募集締切り 決定(選定)

M5.ｴﾘｰﾄ養成ｼｽﾃﾑの確立 エリート支援事業 
11/12 12/20 

3/17 

理事会 M8.ﾘｰｸﾞ戦の推進と競技会の整備･充実 リーグ支援事業 

 15. 第 47 回サッカードクターセミナーの件 

  行事名：第 47 回サッカードクターセミナー 

期  間：10 月 2 日(土)～3日(日) 

場  所：初 日  リーガロイヤルホテル堺 

第 2日  堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター 

 

全国のスポーツドクター、その他関係者など 117 名が参加し、「サッカーなどスポーツ

外傷傷害の治療と予防」をメインテーマとし、セミナーを実施した。 

［スケジュール］ 

10 月 2 日(土) 集合・講義 

 3 日(日) 講義・実技・解散 

 

 16. 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：水戸市 

施設名：水戸市立サッカー・ラグビー場 

施設所有者：水戸市長 加藤 浩一 

ロングパイル人工芝：スーパーターフ（ST-65RS）/ 大塚ターフテック(株) 
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公認期間：2010年12月7日～2013年12月6日 

公認番号：第63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。 

 

 17. ＪＦＡエリートプログラム女子Ｕ－１4  

行事名：ＪＦＡエリートプログラム女子Ｕ－14 

期  間：10 月 8 日(金)～13 日(水) 

場  所：韓国・木浦 Mokpo International Football Center 

 

［スケジュール］ 

10 月  8 日(金) 集合・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・出発 

  9 日(土) ＡＭ 韓国ﾁｰﾑと合同ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

        ＰＭ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

 10 日(日) ＡＭ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

        ＰＭ ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 4-0(1-0) U-14 韓国女子代表 

     11 日(月)  ＡＭ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

        ＰＭ ｹﾞｰﾑ：U-14 日本女子選抜 1-0(1-0) U-14 韓国女子代表 

     12 日(火) 観戦 国際親善試合 日本代表ｖｓ．韓国代表 

     13 日(水) 帰国・解散 

［スタッフ］ 

  監督    ：大部 由美  （(財) 日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

  コーチ   ：岡本 三代  （(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  ：山邊 由美  （(財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ INAC 神戸ﾚｵﾈｯｻ U-18）

ドクター   ：後藤 達広  （亀田総合病院） 

総務     ：島田 真梨子 （ＪＦＡアカデミー福島） 

［選手］ 

 ＧＫ 木付 優衣   (ＡＣ．ＭＩＫＡＮ) 

    平尾 知佳   (ＪＦＡアカデミー福島) 

 ＦＰ 谷口 亜紀   (ディアブロッサ高田ＦＣソヒィーゾ) 

    日野 菜奈   (スフィーダ世田谷ＦＣ) 

    水谷 有希   (ＪＦＡアカデミー福島) 

    川﨑 咲耶   (青崎サッカークラブＨａｎａｋｏ Ｃｌｏｖｅｒ‘ｓ) 

    橋本 祥子   (アルビレックス新潟レディースＵ－18) 

    鳴海 若菜   (ＪＦＡアカデミー福島) 

    畑中 美友香  (ＦＣヴィトーリア) 

    大矢 円佳   (ジェフユナイテッド市原・千葉レディースＵ－15) 

    清家 貴子   (浦和レッズジュニアユースレディース) 
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    守屋 都弥   (ＪＦＡアカデミー福島) 

    鈴木 真梨奈  (ＦＣみやぎバルセロナ) 

    大久保 舞   (エスペランサ) 

    上野 真実   (神村学園中等部女子サッカー部) 

    瀧澤 莉央   (アルビレックス新潟レディースＵ－18) 

    安齋 結花   (ジェフユナイテッド市原・千葉レディースＵ－15) 

    万屋 美穂   (ＦＣヴィトーリア) 

    長井 咲季   (浦和レッズジュニアユースレディース) 

    八神 友梨弥  (名古屋ＦＣレディース)      計 20 名 

 

 18. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2010 の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2010 

期 間：9月 2日（木）～7日（火） 

場 所：神奈川県、大阪府 

 

[スケジュール] 

9 月 2 日（木）集合・PM トレーニング 

  3 日（金）公式練習 

  4 日（土）日本代表 vs パラグアイ代表 1-0（0-0） 

  5 日（日）移動・PM トレーニング 

  6 日（月）公式練習 

  7 日（火）日本代表 vs グアテマラ代表 2-1（2-1）、試合終了後解散 

 [スタッフ] 

監督代行 ：原  博実 ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員長(強化)） 

コーチ  ：関塚  隆 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

コーチ  ：小倉  勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会)  

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)  

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ ：和田 一郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

ドクター ： 池田 浩((財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員/順天堂大学医学部附属順天堂

医院） 

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 ：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) 

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 ：西澤 和剛 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

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)  

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ  ：松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

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㈱)  

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ    ：麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 
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[選  手] 

ＧＫ 楢崎 正剛 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ)  

川島 永嗣 (ﾘｰﾙｾ（ﾍﾞﾙｷﾞｰ）) 

ＤＦ 中澤 佑二 (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) ＊ケガのため途中離脱 

   田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ） ＊ケガのため不参加 

駒野 友一 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

岩政 大樹 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

永田  充 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) ＊追加招集 

栗原 勇蔵 (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ) ＊ケガのため途中離脱 

長友 佑都 (ﾁｪｾﾞｰﾅ(ｲﾀﾘｱ)) 

槙野 智章 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

内田 篤人 （ｼｬﾙｹ(ﾄﾞｲﾂ)） 

ＭＦ 橋本 英郎 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

 遠藤 保仁 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) ＊ケガのため途中離脱  

中村 憲剛 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

松井 大輔 (ｸﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙ(ﾌﾗﾝｽ)) ＊ケガのため途中離脱 

今野 泰幸 (FC 東京)  ＊ケガのため途中離脱 

長谷部 誠 (ｳｫﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ(ﾄﾞｲﾂ)) ＊ケガのため途中離脱 

藤本 淳吾 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ) 

細貝  萌 (浦和ﾚｯｽﾞ) 

本田 圭佑 (CSKA ﾓｽｸﾜ(ﾛｼｱ)) 

乾  貴士 (ｾﾚｯｿ大阪) 

香川 真司 (ﾎﾞﾙｼｱﾄﾞﾙﾄﾑﾝﾄ(ﾄﾞｲﾂ)) 

ＦＷ 岡崎 慎司 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） 

   森本 貴幸 (ｶﾀｰﾆｬ(ｲﾀﾘｱ))   計 23 名 

 

 19. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2010 の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2010 

期 間：10 月 4 日（月）～9日（土） 

場 所：埼玉県 

 

[スケジュール] 

10 月 4 日（月）集合・PM トレーニング 

   5 日（火）AM・PM トレーニング 

   6 日（水）PM トレーニング 

   7 日（木）AM トレーニング PM 公式練習 

   8 日（金）日本代表 vs アルゼンチン代表 1-0（1-0） 

   9 日（土）PM トレーニング 

[スタッフ] 

監 督   ：ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 
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コーチ   ：ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

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

GK コーチ  ：ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ （(財)日本ｻｯｶｰ協会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  ：ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ （(財)日本ｻｯｶｰ協会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  ：和田 一郎 （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ：ｼﾞｬﾝﾊﾟｵﾛ・ｺﾗｳｯﾃｨ （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ドクター  ：柳田 博美 (兵庫県立加古川医療センター） 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ ：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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ：後関 慎司(東京スポーツリクリエーション専門学校) 

通 訳   ：矢野 大輔 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総 務   ：津村 尚樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

主 務   ：小野 仁久 ((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)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ ：西澤 和剛 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ  ：松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

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㈱)  

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ    ：麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

 [選  手] 

ＧＫ 川島 永嗣 (ﾘｰﾙｾ(ﾍﾞﾙｷﾞｰ)) ＊ケガのため途中離脱 

西川 周作 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

権田 修一 (FC 東京) 

ＤＦ 田中 ﾏﾙｸｽ 闘莉王 （名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ） ＊ケガのため途中離脱 

駒野 友一 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

栗原 勇蔵 (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ)   

伊野波 雅彦 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

長友 佑都 (ﾁｪｾﾞｰﾅ(ｲﾀﾘｱ)) 

槙野 智章 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

内田 篤人 (ｼｬﾙｹ(ﾄﾞｲﾂ)） 

ＭＦ 遠藤 保仁 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)   

中村 憲剛 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

阿部 勇樹 (ﾚｽﾀｰｼﾃｨｰ(ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)) 

今野 泰幸 (FC 東京) 

長谷部 誠 (ｳｫﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ(ﾄﾞｲﾂ)) 

本田 拓也 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ)  ＊ケガのため途中離脱 

細貝  萌 (浦和ﾚｯｽﾞ) 

ＦＷ 松井 大輔 (ﾄﾑ・ﾄﾑｽｸ(ﾛｼｱ))  

前田 遼一 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

関口 訓充 (ベガルタ仙台) 
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岡崎 慎司 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽ） ＊ケガのため途中離脱 

本田 圭佑 (CSKA ﾓｽｸﾜ(ﾛｼｱ)) 

森本 貴幸 (ｶﾀｰﾆｬ(ｲﾀﾘｱ)) 

金崎 夢生 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

香川 真司 (ﾎﾞﾙｼｱﾄﾞﾙﾄﾑﾝﾄ(ﾄﾞｲﾂ))  計 25 名 

 

 20. 日本代表国際親善試合の件 

  行事名：日本代表 国際親善試合（韓国遠征） 

期 間：10 月 10 日（日）～13 日（水） 

場 所：韓国・ソウル 

 

[スケジュール] 

10 月 10 日（日）AM 移動・PM トレーニング 

     11 日（月）PM 公式練習 

     12 日（火）日本代表 vs 韓国代表 0-0（0-0） 

     13 日（水）移動、到着後解散 

[スタッフ] 

監 督   ：ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

コーチ   ：ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

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

GK コーチ   ：ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ （(財)日本ｻｯｶｰ協会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  ：ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ （(財)日本ｻｯｶｰ協会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  ：和田 一郎 （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ﾃｸﾆｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ ：ｼﾞｬﾝﾊﾟｵﾛ・ｺﾗｳｯﾃｨ （(財)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ） 

ドクター  ：柳田 博美 (兵庫県立加古川医療センター） 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ ：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) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ：後関 慎司(東京スポーツリクリエーション専門学校) 

通 訳   ：矢野 大輔 ((財)日本ｻｯｶｰ協会) 

総 務   ：津村 尚樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

主 務   ：小野 仁久 ((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)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ ：西澤 和剛 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ  ：松田 利幸 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

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㈱)  

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ    ：麻生 英雄 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱) 

[選  手] 

ＧＫ 曽ヶ端 準 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ)  ＊追加招集 

西川 周作 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 
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権田 修一 (FC 東京) 

ＤＦ 駒野 友一 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

栗原 勇蔵 (横浜Ｆ・ﾏﾘﾉｽ)   

伊野波 雅彦 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

長友 佑都 (ﾁｪｾﾞｰﾅ(ｲﾀﾘｱ)) 

槙野 智章 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島) 

内田 篤人 (ｼｬﾙｹ(ﾄﾞｲﾂ)） 

ＭＦ 遠藤 保仁 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪)   

中村 憲剛 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

阿部 勇樹 (ﾚｽﾀｰｼﾃｨｰ(ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)) 

今野 泰幸 (FC 東京) 

長谷部 誠 (ｳｫﾙﾌｽﾌﾞﾙｸﾞ(ﾄﾞｲﾂ)) 

細貝  萌 (浦和ﾚｯｽﾞ) 

ＦＷ 松井 大輔 (ﾄﾑ・ﾄﾑｽｸ(ﾛｼｱ))  

前田 遼一 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田) 

関口 訓充 (ベガルタ仙台) 

本田 圭佑 (CSKA ﾓｽｸﾜ(ﾛｼｱ)) 

森本 貴幸 (ｶﾀｰﾆｬ(ｲﾀﾘｱ)) 

金崎 夢生 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

香川 真司 (ﾎﾞﾙｼｱﾄﾞﾙﾄﾑﾝﾄ(ﾄﾞｲﾂ))  計 22 名 

 

 21. Ｕ-21 日本代表 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-21 日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：10 月 19 日（火）～20 日（水） 

場 所：大阪府 

 

[スケジュール] 

10 月 19 日（火）集合・PM トレーニング 

     20 日（水）練習試合 U-21 日本代表 対 ガンバ大阪 1-1（0-1）、試合終了後解散

[スタッフ] 

監 督   ：関塚  隆 （(財)日本ｻｯｶｰ協会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  ：武藤  覚 （(財)日本ｻｯｶｰ協会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)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ドクター  ：上石 貴之  (横浜市立大学附属病院整形外科） 

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：後関 慎司(東京スポーツリクリエーション専門学校) 

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  ：辻上 裕章 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱)  
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[選  手] 

ＧＫ 増田 卓也 (流通経済大学) 

安藤 駿介 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

ＤＦ 實藤 友紀 (高知大学) 

薗田  淳 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)   

當間 建文 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

鎌田 翔雅 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉) 

丸山 祐市 (明治大学)  ＊ケガのため不参加 

鈴木 大輔 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟） 

ＭＦ 山崎 亮平 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)   

山村 和也 (流通経済大学) 

水沼 宏太 (栃木 SC) 

大塚 翔平 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

東  慶悟 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) ＊ケガのため不参加 

山口  螢 (ｾﾚｯｿ大阪) 

登里 享平 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) ＊追加招集  

ＦＷ 永井 謙佑 (福岡大学)  

工藤 壮人 (柏ﾚｲｿﾙ)   計 15 名 

 

 22. Ｕ-21 日本代表 トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-21 日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：10 月 26 日（火）～27 日（水） 

場 所：東京都、神奈川県 

 

[スケジュール] 

10 月 26 日（火）集合・PM トレーニング 

     27 日（水）練習試合 U-21 日本代表 対 ベルマーレ平塚 4-2（2-0）、 

        試合終了後解散 

[スタッフ] 

監 督   ：関塚  隆 （(財)日本ｻｯｶｰ協会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  ：武藤  覚 （(財)日本ｻｯｶｰ協会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)日本ｻｯｶｰ協会協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

ドクター  ：上石 貴之  (横浜市立大学附属病院整形外科） 

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：後関 慎司(東京スポーツリクリエーション専門学校) 

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  ：辻上 裕章 ((財)日本ｻｯｶｰ協会広報部)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ：後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱)  
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[選  手] 

ＧＫ 増田 卓也 (流通経済大学) 

安藤 駿介 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

ＤＦ 實藤 友紀 (高知大学) 

薗田  淳 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)   

當間 建文 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ) 

比嘉 祐介 (流通経済大学) 

鎌田 翔雅 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉) 

丸山 祐市 (明治大学)  ＊コンディション不良のため途中離脱 

鈴木 大輔 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟） 

ＭＦ 山崎 亮平 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田)  

黒木 聖仁 (ｾﾚｯｿ大阪) 

山村 和也 (流通経済大学) 

水沼 宏太 (栃木 SC) 

大塚 翔平 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

東  慶悟 (大分ﾄﾘﾆｰﾀ) 

山口  螢 (ｾﾚｯｿ大阪) 

登里 享平 (川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

ＦＷ 永井 謙佑 (福岡大学)  

富山 貴光 (早稲田大学) 

工藤 壮人 (柏ﾚｲｿﾙ)   計 20 名 

 

 23. Ｕ-19 日本代表 北アイルランド遠征の件 

  行事名：Ｕ-19 日本代表北アイルランド遠征 

期 間：7月 22 日(木)～8月 1日(日) 

場 所：北アイルランド 

 

[スケジュール] 

7 月 22 日(木)  集合・トレーニング 

23 日(金)  移動 

24 日(土)  トレーニング 

25 日(日) トレーニング 

  26 日(月) vs U-19 デンマーク代表 1-4(負) 

  27 日(火) トレーニング 

   28 日(水) vs U-19 メキシコ代表 1-3(負) 

  29 日(木) トレーニング 

  30 日(金) vs U-19 中国代表 3-0(勝) 

  31 日(土) 移動 

8 月 01 日(日) 移動・帰国・解散  
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 [スタッフ]  

監 督    ：布 啓一郎 ((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    ：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) 

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) 

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

ドクター   ：牛島 史雄 (医療法人 緑樹会) 

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    ：添田 貢広 ((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  ：後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

[選  手] 

ＧＫ 川浪 吾郎 (柏ﾚｲｿﾙ) 

 中村  隼 (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

ＤＦ 田中 優毅  (日本体育大学) 

      阿部  巧 (横浜 FC) 

      平出  涼 (FC 東京) 

   寺岡 真弘 (関西大学) 

  岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ) 

   遠藤  航 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚﾕｰｽ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

   藤田 息吹 (慶応義塾大学) 

   菊池 大介 (ｻﾞｽﾊﾟ草津) 

      山崎 直之 (東京学芸大学)※追加招集 

      加藤  大 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

   小島 秀仁 (前橋育英高校) 

   宮市  亮 (中京大学付属中京高校) 

ＦＷ 重松健太郎 (FC 東京) 

   高木 俊幸 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

   杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪)   計 18 名 

 

 24. Ｕ-19 日本代表 SBS カップ国際ユースサッカーの件 

  行事名：Ｕ-19 日本代表 SBS カップ国際ユースサッカー 

期 間：8月 15 日(日)～24 日(火) 

場 所：静岡県・エコパスタジアム他 

 

[スケジュール] 

08 月 15 日(日)  集合・トレーニング 

16 日(月)  トレーニング 

17 日(火)  トレーニング 

18 日(水) トレーニング 

19 日(木) トレーニング 
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20 日(金) トレーニング 

21 日(土) vs U-19 スペイン代表 2-0(勝) 

22 日(日) vs U-19 ガーナ代表 4-1(勝) 

23 日(月) トレーニング 

24 日(火) vs U-18 静岡選抜 4-3(勝)・解散 

[スタッフ]  

監 督    ：布 啓一郎 ((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    ：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) 

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) 

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ    :山崎 茂雄 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

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

ドクター   ：立石 智彦 (同愛記念病院) 

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

総 務    ：添田 貢広 ((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  ：後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

[選  手] 

ＧＫ 川浪 吾郎 (柏ﾚｲｿﾙ) 

   中村  隼 (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

ＤＦ 古林 将太 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

 阿部  巧 (FC 東京) 

  平出  涼 (FC 東京) 

 寺岡 真弘 (関西大学) 

  ｷﾛｰﾗﾝ 木鈴 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

 岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

      藤田 息吹 (慶応義塾大学) 

      菊池 大介 (ｻﾞｽﾊﾟ草津) 

加藤  大 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌) 

小林 祐希 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

   小島 秀仁 (前橋育英高校) 

ＦＷ 指宿 洋史 (ｼﾞﾛｰﾅ C.S.A.D/ｽﾍﾟｲﾝ) 

   永井  龍 (ｾﾚｯｿ大阪) 

      高木 俊幸 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ)※途中離脱 

   杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪)※追加招集   計 18 名 

 

 25. Ｕ-19 日本代表 仙台カップ国際ユースサッカーの件 

  行事名：Ｕ-19 日本代表 仙台カップ国際ユースサッカー 

期 間：9月 4日(土)～12 日(日) 

場 所：宮城県仙台市 ユアテックスタジアム 
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 [スケジュール] 

9 月  4 日(土)  集合・トレーニング 

5 日(日)  トレーニング 

6 日(月)  トレーニング 

7 日(火) トレーニング 

8 日(水) トレーニング 

9 日(木) vs U-19 フランス代表 2-1(勝) 

10 日(金) トレーニング 

11 日(土) vs U-19 ブラジル代表 0-1(負) 

12 日(日) vs U-19 中国代表 4-0(勝)・解散 

 [スタッフ]  

監 督    ：布 啓一郎 ((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    ：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) 

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) 

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ   : 山橋 貴史 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

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

ドクター   ：斉田 良知 (順天堂大学整形外科)9/4-9/10 

ドクター   ：牛島 史雄 (医療法人 緑樹会)9/11-9/12 

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    ：添田 貢広 ((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  ：後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

[選  手] 

ＧＫ 中村  隼 (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

   嘉味田 隼 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

ＤＦ 田中 優毅 (日本体育大学) 

   酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

古林 将太 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

  平出  涼 (FC 東京) 

 内田 達也 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

 岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ) 

  遠藤  航 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

      藤田 息吹 (慶応義塾大学) 

   田口 泰士 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ) 

      菊池 大介 (ｻﾞｽﾊﾟ草津) 

      風間 宏希 (ﾛｳﾚﾀｰﾉ/ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ) 

      宇佐美貴史 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

ＦＷ 重松健太郎 (FC 東京) 

   小林 祐希 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

      宮吉 拓実 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.) 
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   杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪)  計 19 名 

 

 26. Ｕ-19(FIFAU-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2011)日本代表 AFCＵ-19選手権(Final)2010直前キャンプの件

  

 

 

行事名：Ｕ-19 日本代表 AFC Ｕ-19 選手権(Final)2010 直前キャンプ 

期 間：9月 24 日(金)～29 日(水) 

場 所：静岡県静岡市 J-STEP 

 

[スケジュール] 

9 月  24 日(土)  集合・トレーニング 

25 日(日)  トレーニング 

26 日(月)  練習試合 vs 清水エスパルス 

27 日(火) トレーニング 

28 日(水) トレーニング 

29 日(木) トレーニング・移動 

[スタッフ]  

監 督    ：布 啓一郎 ((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    ：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) 

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) 

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

ドクター   ：立石 智彦 (同愛記念病院) 

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

総 務    ：添田 貢広 ((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  ：後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 

[選  手] 

ＧＫ 川浪 吾郎 (柏ﾚｲｿﾙ) 

中村  隼 (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

   嘉味田 隼 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

ＤＦ 田中 優毅 (日本体育大学) 

   古林 将太 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

      阿部  巧 (横浜 FC) 

      平出  涼 (FC 東京) 

      寺岡 真弘 (関西大学) 

     内田 達也 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

     岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ) 

      遠藤  航 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

      藤田 息吹 (慶応義塾大学) 

      酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

   菊池 大介 (ｻﾞｽﾊﾟ草津) 

      加藤  大 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 
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      古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌) 

      風間 宏希 (ﾛｳﾚﾀｰﾉ/ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ) 

      小林 祐希 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

ＦＷ 指宿 洋史 (CE ｻﾊﾞﾃﾞﾙ F.C./ｽﾍﾟｲﾝ) 

永井  龍 (ｾﾚｯｿ大阪) 

      宇佐美貴史 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪)   計 23 名 

 

 27. Ｕ-19(FIFAＵ-20 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2011)日本代表 AFC Ｕ-19 選手権(Final)2010 の件 

  

 

 

（報告）資料№2 

行事名：Ｕ-19 日本代表 AFC Ｕ-19 選手権(Final)2010 

期 間：9月 30 日(木)～10 月 12 日(火) 

場 所：中国・山東省淄博市 

 

[スケジュール] 

09 月 30 日(木)  移動・トレーニング 

10 月 01 日(金)  トレーニング 

02 日(土)  トレーニング 

03 日(日) トレーニング 

04 日(月) vs U-19UAE 代表 2-1(勝) 

05 日(火) トレーニング 

    06 日(水)  vs U-19 ベトナム代表 4-0(勝) 

     07 日(木) トレーニング 

     08 日(金) vs U-19 ヨルダン代表 3-0(勝) 

     09 日(土) トレーニング 

     10 日(日) トレーニング 

     11 日(月) vs U-19 韓国代表 2-3(負) 

     12 日(火) 移動・帰国・解散 

[スタッフ]  

団長     ： 西村 昭宏 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 技術委員長(育成)) 

監 督    ： 布 啓一郎 ((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    ： 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) 

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) 

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ   ： 山崎 茂雄 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

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

ドクター   ： 立石 智彦 (同愛記念病院) 

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

総 務    ： 添田 貢広 ((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  ： 後藤 雄一 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)) 
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[選  手] 

ＧＫ 川浪 吾郎 (柏ﾚｲｿﾙ) 

中村  隼 (ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形) 

   嘉味田 隼 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸) 

ＤＦ 田中 優毅 (日本体育大学) 

   古林 将太 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

      阿部  巧 (横浜 FC) 

      平出  涼 (FC 東京) 

      寺岡 真弘 (関西大学) 

     内田 達也 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

     岡本 拓也 (浦和ﾚｯｽﾞﾕｰｽ) 

      遠藤  航 (湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ) 

ＭＦ 六平 光成 (中央大学) 

      藤田 息吹 (慶応義塾大学) 

      酒井 高徳 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

   菊池 大介 (ｻﾞｽﾊﾟ草津) 

      加藤  大 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟) 

      古田 寛幸 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌) 

      風間 宏希 (ﾛｳﾚﾀｰﾉ/ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ) 

      小林 祐希 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

ＦＷ 指宿 洋史 (CE ｻﾊﾞﾃﾞﾙ F.C./ｽﾍﾟｲﾝ) 

永井  龍 (ｾﾚｯｿ大阪) 

      宇佐美貴史 (ｶﾞﾝﾊﾞ大阪) 

   杉本 健勇 (ｾﾚｯｿ大阪)   計 23 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：10 月 4 日（月）～7日（木） 

場 所：静岡県 

 

 [スケジュール] 

10 月 4 日（月）集合、トレーニング 

     5 日（火）AM・PM トレーニング 

     6 日（水）AM・PM トレーニング 

     7 日（木）AM トレーニング、昼食後解散 

[スタッフ] 

監 督    ：ミゲル・ロドリゴ ((財)日本ｻｯｶｰ協会） 

コーチ兼通訳：在原 正明 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ) 

コーチ兼通訳：小森 隆弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ)  

ドクター    ：白石  稔 (八王子ｽﾎﾟｰﾂ整形外科） 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：佐保  豊 (ｽﾎﾟｰﾂｾｰﾌﾃｨｼﾞｬﾊﾟﾝ) 

総 務      ：倉田 研太郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術部)  

[選  手] 

ＧＫ  川原 永光 ( 名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)  ＊自己都合により不参加 

   村山 竜三 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC) 

藤原   潤 (ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

ＦＰ  木暮 賢一郎 ( 名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

上澤 貴憲 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC) 

小宮山 友祐 (ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安) 

村上 哲哉 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

菅原 和紀 (ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 

北原  亘  ( 名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

原田 浩平 (ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

   小曽戸 允哉(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

横江 怜  (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

佐藤 亮  (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

渡邉 知晃 (ｽﾃﾗﾐｰｺﾞいわて花巻) 

滝田  学  (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾗ町田) 

皆本  晃 (府中ｱｽﾚﾃｨｯｸ FC)  

仁部屋 和弘(ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

逸見 勝利 ﾗﾌｧｴﾙ(名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)   計 17 名 

 

 29. Ｕ-21 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：10 月 6 日（水）～8日（金） 

場 所：静岡県 

 

 [スケジュール] 

10 月 6 日（水）集合、トレーニング 

     7 日（木）AM・PM トレーニング 

     8 日（金）AM トレーニング、昼食後解散 

[スタッフ] 

監 督    ：ミゲル・ロドリゴ ((財)日本ｻｯｶｰ協会） 

コーチ兼通訳：在原 正明 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ) 

コーチ兼通訳：小森 隆弘 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/東急ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ)  

ドクター    ：赤木 龍一郎 (千葉大学） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ：宮本 大輔 (国際ｽﾎﾟｰﾂ医科学研究所) 

総 務      ：倉田 研太郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会技術部)  

[選  手] 

ＧＫ  篠田 龍馬 (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ)   
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   清家 大葵 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分) 

関口 優志 (ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道)  

ＦＰ  吉川 智貴 (ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

小川 将成 (P.S.T.C. LONDRINA) 

前鈍内 ﾏﾃｨｱｽ ｴﾙﾅﾝ (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

早川 達也 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾚ町田) 

八木 健太朗 (ﾊﾞｻｼﾞｨ大分)  ＊ケガのため不参加 

正岡 晃太 (ﾌｴﾙﾃ大阪)  ＊追加招集 

倉持 翔太 (P.S.T.C. LONDRINA) 

加藤 竜馬 (ﾃﾞｳｿﾝ神戸) 

森  秀太 (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

丹野 聡士 (ﾊﾞﾙﾄﾞﾗｰﾙ浦安ｾｸﾞﾝﾄﾞ) 

黒瀬 翔平 (ｼｭﾗｲｶｰ大阪) 

内村 俊太 (stellAmigo/AMV) 

室田 祐希 (ｴｽﾎﾟﾗｰﾀﾞ北海道) 

平川 達彦 (府中ｱｽﾚﾃｨｲｸ FC) 

逸見 勝利 ﾗﾌｧｴﾙ (名古屋ｵｰｼｬﾝｽﾞ) 

前田  曜 (ﾍﾟｽｶﾄﾞｰﾚ町田)   計 18 名 

 

 30. ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：9月 7日（火）～9日（木） 

場 所：静岡県 

 

 [スケジュール] 

9 月 7 日（火）集合、トレーニング 

    8 日（水）AM・PM トレーニング 

    9 日（木）AM トレーニング、昼食後解散 

[スタッフ] 

監 督    ：ラモス 瑠偉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会） 

コーチ兼通訳：吉井 勝宏 ((財)日本ｻｯｶｰ協会/湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ SC) 

ドクター    ：平野  篤 (水戸協同病院） 

総 務      ：村山  勉 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)  

[選  手] 

ＧＫ  中野 豪士 (愛知 BOBO/MSU)   

   墨谷 雄輔 (ｱｳﾞｧﾝﾁ大阪) 

照喜名 辰吾 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

宜野座 寛也 (東京ﾚｷｵｽ BS) 

ＦＰ  河原塚 毅 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

牧野 真二 (PELE) 
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佐藤 義人 (DORSAL M.FC) 

法専 健太 (DORSAL M.FC) 

若林 邦広 (ｱｳﾞｧﾝﾁ大阪) 

田畑 輝樹 (東京ﾚｷｵｽ BS) 

望月 隆司 (G.C.Nerine) 

尾田 博文 (東京ﾚｷｵｽ BS) 

當間 正人 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

永山 宜秀 (ｱｳﾞｧﾝﾁ大阪) 

浜中 耕史 (ｱｳﾞｧﾝﾁ大阪) 

鈴木 俊多 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

上原 朋也 (ｿｰﾏﾌﾟﾗｲｱ) 

中川 敦人 (ｱｳﾞｧﾝﾁ大阪) 

後藤 崇介 (東京ﾚｷｵｽ BS) 

山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

瀧口 貴史 (東京ﾚｷｵｽ BS) 

大城 道生 (東京ﾚｷｵｽ BS)    計 22 名 

 

 31. なでしこジャパン海外強化指定選手の件 

  [海外強化指定選手 活動状況（9月）] 

 

【アメリカ】 

澤 穂希   （所属：Washington Freedom） 

9 月  5 日 vs. Chicago Red Stars  1-2 

9 月 11 日 vs. Atlanta Beat  1-0 

9 月 19 日 vs. Philadelphia Independence  0-1 

9 月 25 日   帰国  

 

宮間 あや  （所属：Atlanta Beat） 

9 月  1 日 vs. Boston Breakers  1-3 （1 アシスト） 

9 月  5 日 vs. Sky Blue FC  0-0 

9 月 11 日 vs. Washington Freedom  0-1 

9 月 16 日     帰国 

 

山口 麻美  （所属：Atlanta Beat ） 

9 月  1 日 vs. Boston Breakers  1-3  

9 月  5 日 vs. Sky Blue FC  0-0 

9 月 11 日 vs. Washington Freedom  0-1 

9 月 16 日     帰国 
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【ドイツ】 

安藤 梢   （所属：FCR2001 Duisburg） 

9 月  5 日 vs. FC Bayern Munchen  4-2 （1 得点） 

9 月 11 日 vs. 1.FFC Frankfurt  1-2  

9 月 19 日 vs. Herforder SV  5-0 （1 アシスト） 

9 月 23 日 vs. CSHVSM（UEFA CL1 回戦） 5-0 

9 月 26 日 vs. 1.FFC Turbine Potsdam  1-1  

 

永里 優季  （所属：1.FFC Turbine Potsdam） 

9 月  1 日 vs. Lichterfelder（DFB カップ 2回戦）8-0 （2 得点） 

9 月  5 日 vs. Herforder SV  2-1（1 得点） 

9 月 11 日 vs. VfL Wolfsburg  1-2（1 得点） 

9 月 19 日 vs. SC 07 Bad Neuenahr  1-0  

9 月 22 日 vs. Aland United（UEFA CL1 回戦）9-0（1 得点、1アシスト）  

9 月 26 日 vs. FCR2001 Duisburg  1-1 

 

【フランス】 

宇津木 瑠美   （所属：Montpellier HSC） 

9 月 5 日 vs. Paris Sait Germain 3-1 

9 月 19 日 vs. Rodez A.F 2-0 

9 月 26 日 vs. Saint Etienne 0-1 

 

 32. Ｕ-16(FIFAＵ-17 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2011)日本代表 ヨルダン遠征（直前キャンプ）の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事名：U-16 日本代表 ヨルダン遠征（直前キャンプ） 

期 間：2010 年 10 月 11 日(月)～10 月 20 日(水) 

場 所：ヨルダン（アンマン）  

 

[スケジュール] 

10 月 11 日(月)  集合 

12 日(火)  移動 

13 日(水)  トレーニング 

14 日(木) vs U-16 チュニジア代表 1-2(負) 

15 日(金) トレーニング 

16 日(土) vs U-17 ヨルダン代表 3-1(勝) 

    17 日(日)  トレーニング 

   18 日(月) vs U-16 ヨルダン代表 3-0(勝) 

19 日(火)  トレーニング 

20 日(水)  ウズベキスタンへ移動 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉武 博文 ((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    ： 菊原 志郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

ＧＫコーチ  ： 大橋 昭好 ((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   ： 田島 一樹 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ドクター   ： 松永  怜  (東京医科大学病院) 

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)) 

総 務    ： 池辺 友和 ((財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

   

[選  手] 

ＧＫ 岩脇 力哉 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

山田 元気 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18) 

   中村 航輔 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

ＤＦ 脇本 晃成 (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽ) 

   早川 史哉 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

      鈴木 隆雅 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ) 

      川口 尚紀 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

      岩波 拓也 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

     植田 直通 (大津高校) 

     吉田 一彦 (FC 東京 U-18) 

      新井 純平 (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

   高木 大輔 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＭＦ 新城 幸佑 (那覇高校) 

      楠美 圭史 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

      堀米 悠斗 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18) 

   神田 夢実 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18) 

      石毛 秀樹 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ) 

      秋野 央樹 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

      吉野 恭平 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

   望月 嶺臣 (野洲高校) 

      深井 一希 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18) 

   菅嶋 弘希 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＷ 岩田 拓也 (FC 東京 U-18) 

南野 拓実 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

      松本 昌也 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   北川 柊斗 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

   宮国 泰吾 (平良中学校) 

計 27 名 

 

 33. Ｕ-16(FIFAＵ-17 ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 2011)日本代表 AFC U-16 選手権(Final)2010 の件 

 

 

 

 

（報告）資料№3 

行事名：U-16 日本代表 AFC U-16 選手権(Final)2010 
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 期 間：2010 年 10 月 20 日(月)～11 月 6 日(土) 

場 所：ウズベキスタン（タシケント）  

 

[スケジュール] 

10 月 20 日(水)  ヨルダンから移動 

21 日(木) トレーニング 

22 日(金) トレーニング 

23 日(土) トレーニング 

24 日(日)  トレーニング 

25 日(月)  vs U-16 ベトナム代表 6-0(勝) 

26 日(火)  トレーニング 

27 日(水)  vs U-16 東ティモール代表 1-0(勝) 

28 日(木) トレーニング 

29 日(金) vs U-16 オーストラリア代表 0-0(分) 

20 日(土) トレーニング 

    31 日(日)  トレーニング 

11 月 01 日(月) vs U-16 イラク代表 3-1(勝) 

02 日(火)  トレーニング 

03 日(水)  トレーニング 

04 日(木) vs U-16 朝鮮民主主義人民共和国代表 1-2(負) 

05 日(金) トレーニング 

06 日(土) 移動・帰国・解散 

[スタッフ]  

団長     ： 西村 昭宏 ((財)日本ｻｯｶｰ協会 技術委員長(育成)) 

監 督    ： 吉武 博文 ((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    ： 菊原 志郎 ((財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ) 

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

ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ   ： 井尻 明  ((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) 

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) 

ドクター   ： 齊藤 雅彦 (千葉大学病院) 

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)) 

総 務    ： 池辺 友和 ((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(株)) 

   

[選  手] 

ＧＫ 岩脇 力哉 (ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田ﾕｰｽ) 

山田 元気 (京都ｻﾝｶﾞ F.C.U-18) 

   中村 航輔 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

ＤＦ 早川 史哉 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

      鈴木 隆雅 (鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ) 
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      川口 尚紀 (ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾕｰｽ) 

      岩波 拓也 (ｳﾞｨｯｾﾙ神戸ﾕｰｽ) 

     植田 直通 (大津高校) 

     新井 純平 (浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞﾕｰｽ) 

   高木 大輔 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＭＦ 楠美 圭史 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

      堀米 悠斗 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18) 

   神田 夢実 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18) 

      石毛 秀樹 (清水ｴｽﾊﾟﾙｽﾕｰｽ) 

      秋野 央樹 (柏ﾚｲｿﾙ U-18) 

      吉野 恭平 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨﾕｰｽ) 

   望月 嶺臣 (野洲高校) 

      深井 一希 (ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌 U-18) 

   菅嶋 弘希 (東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) 

ＦＷ 岩田 拓也 (FC 東京 U-18) 

南野 拓実 (ｾﾚｯｿ大阪 U-18) 

      松本 昌也 (JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島) 

   北川 柊斗 (名古屋ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ U15) 

                              計 23 名 

 

 


