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2013年 3月 14日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2012 年度 第 12 回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡクラブワールドカップの件  

   (1)ＦＣＷＣ ＪＦＡ実行委員会について 

 以下にて第 3回実行委員会を開催した。 

日時：2013年 3月 11日（月） 16:00‐17:00 

場所：ＪＦＡハウス 4F 会議室 6 

 (2)ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員会について 

以下の詳細にて上記委員会に出席する。 

日時：2013 年 3月 18 日（月） 13:00（スイス時間） 

場所：ＦＩＦＡ本部／チューリヒ 

出席：松崎常務理事（同委員会特別顧問）、五香実行本部長 

 

 2. ＡＦＣ選挙 2013 立候補者の件  

   2012 年度第 11 回理事会にて、5 月 2 日にＡＦＣ臨時総会が開催されることとなり、以下のポ

ストが改選されること、立候補の締切は 2013年 3月 3日であることを報告した。 

＜改選されるポスト＞ 

役職 任期 

ＡＦＣ会長(1名) 2013-2015 

ＦＩＦＡ理事(1名) 2013-2017 

ＡＦＣ女性副会長(1名) 2013-2015 

ＡＦＣ女性理事(2名) 2013-2015 

 

ＡＦＣは、以下の立候補の届出を受領したことを 3月 4日に発表した。 

＜ＡＦＣ会長（2013-2015）＞ 

Dato’ Worawi Makudi (タイ) 

Dr. Hafez Ibrahim Al Medlej (サウジアラビア) 

Shaikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (バーレーン) 

Yousuf Al Serkal (ＵＡＥ) 

＜ＦＩＦＡ理事（2013-2017）＞ 

Hassan Al Thawadi (カタール) 

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa (バーレーン) 

＜ＡＦＣ女性副会長（2013-2015）＞ 

Moya Dodd (オーストラリア) 

＜ＡＦＣ女性理事 2名（2013-2015）＞ 

Han Un-gyong (朝鮮民主主義人民共和国) 

Moya Dodd (オーストラリア) 

Susan Shalabi Molano (パレスチナ) 
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 3. 東アジアサッカー連盟理事会の件 

  東アジアサッカー連盟（ＥＡＦＦ）は、第 37 回東アジアサッカー連盟臨時理事会を開催し

た。会議での協議・決定事項は下記の通り。 

第 37回東アジアサッカー連盟臨時理事会 

日時：2013 年 2月 28 日（木）16：00～16：45 

会場：Park Hyatt Seoul （ソウル） 

(1)2012 年の活動報告 

EAFF女子東アジアカップ 2013予選大会ラウンド 2 

（11月 20日～24日、中国・シンセン） 

EAFF東アジアカップ 2013予選大会ラウンド 2 

（12月 1日～9日、香港） 

       EAFF10周年記念イベント 

     （12月 17 日、東京） 

(2)ＡＦＣ選挙について 

東アジア地区から選出されるＡＦＣ女性理事に、朝鮮民主主義人民共和国サッカー    

協会から立候補することが報告された。 

(3)ＥＡＦＦ会長の交代について 

前会長：趙重衍（チョ・ジュンヨン）（前大韓サッカー協会会長） 

新会長：鄭夢奎（チョン・モンギュ）（新大韓サッカー協会会長） 

 

 4. 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会の参加チーム数変更の件 

  2013 年度より、皇后杯全日本女子サッカー選手権大会を 32 チームから 36 チームトーナメン

トへ変更する。なお、34 回大会同様に、競技日数は６日間、なでしこリーグチームは３回戦シ

ードとする。 

変更前： 34回大会  

32チーム [なでしこリーグ枠 10、地域枠 22（チャレンジリーグ 12）] 

6回戦、31試合 

  ↓ 

変更後： 35回大会  

36チーム [なでしこリーグ枠 10、地域枠 26（チャレンジリーグ 16）] 

6回戦、35試合 

[変更理由] 

チャレンジリーグ加盟チーム数が 12 から 16 チームへ増加に伴い、4 チーム枠を増やすこととす

る。但し、チャレンジリーグ加盟 16チームは、そのチームが所属する地域予選より参加する。 

 

 5. 大会役員 国際試合への派遣の件  

  大会役員・審判員の国際試合派遣は以下の通り。 

（役員） 

① AFC Champions League 2013 Play-Off Round 2-East 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 
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期 間：2月 11 日～2月 14日 

場 所：ブリラム／タイ 

② Refereeing Assistance Programme Seminar for FIFA referee instructors 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：石山 昇・大岩真由美 

期 間：2月 17 日～2月 23日 

場 所：チューリッヒ／スイス 

③ AFC Referees Committee  

委 員：上川 徹 

期 間：3月 9日～3月 11 日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

④AFCカップ 2013 グループ F  

Sunray Cave JC Sun Hei (香港) vs. Persibo (インドネシア) 

試合日： 4月 9日（火） 

マッチコミッショナー： 平井 徹 

⑤AFCカップ 2013 グループ G  

SHB Da Nang (ベトナム) vs. Kelantan (マレーシア) 

試合日： 4月 10日（水） 

マッチコミッショナー： 青木 克史 

⑥ACL 2013 グループ E  

Buriram United (タイ) vs. Jiangsu Sainty (中国) 

試合日： 4月 10日（水） 

マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

⑦AFCカップ 2013 グループ G  

Ayeyawady United (ミャンマー) vs. Maziya Sports & Recreation (モルジブ) 

試合日： 4月 10日（水） 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

⑧ACL 2013 グループ H  

Suwon Bluewings (韓国) vs. Central Coast Mariners (オーストラリア) 

試合日： 4月 23日（火） 

マッチコミッショナー： 青木 克史 

⑨ACL 2013 グループ G  

Pohang Steelers (韓国) vs. Bunyodkor (ウズベキスタン) 

試合日： 4月 30日（火） 

マッチコミッショナー： 福田 寛 

⑩AFCカップ 2013 グループ D  

Qadsia (クウェート) vs. Al Ramtha (ヨルダン) 

試合日： 4月 30日（火） 

マッチコミッショナー： 平井 徹 
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（審判員） 

① AFC Project Future Referees Batch 2012 

審判員：浅田武士 

期 間：2月 2日～2月 8日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② Asian Cup Australia 2015 Qualification Group B 

審判員：西村雄一・相樂 亨 

期 間：2月 3日～2月 7日 

場所：テヘラン／イラン  

③ Asian Cup Australia 2015 Qualification Group B 

審判員：佐藤隆治・名木利幸・唐紙学志  

期 間：2月 4日～2月 7日 

場 所：バンコク／タイ 

④ Asian Cup Australia 2015 Qualification Group C 

審判員：東城 穣・八木あかね・越智新次・飯田淳平 

期 間：2月 4日～2月 7日 

場 所：ドバイ／UAE 

⑤ AFC Champions League 2013 Play-Off 

審判員：當麻政明・大塚晴弘・山本雄大 

期 間：2月 6日～2月 10 日 

場 所：ドバイ／UAE 

⑥ AFC Project Future Referees Batch 2010 

審判員：荒木友輔 

期 間：2月 15 日～2月 23日 

場 所：ロンドン／イングランド 

⑦ AFC Cup Group Stage Group F  

審判員：飯田淳平・大塚晴弘・唐紙学志 

期 間：2月 24 日～2月 27日 

場 所：ヤンゴン／ミャンマー 

⑧ AFC Champions League 2013 Group Stage Group C 

審判員：西村雄一・相樂 亨・名木利幸 

期 間：2月 24 日～3月 1日 

場 所：エスファハーン／イラン 

⑨ AFC Champions League 2013 Group Stage Group C 

審判員：佐藤隆治・八木あかね・田尻智計 

期 間：2月 24 日～3月 1日 

場 所：ジェッダ／サウジアラビア 

⑩ AFC Cup 2013 Group Stage Group E  

審判員：東城 穣・八木あかね・唐紙学志 

期 間：3月 10 日～3月 13日 
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場 所：シンガポール 

⑪ AFC Cup 2013 Group Stage Group E  

審判員：山本雄大・大塚晴弘・越智新次 

期 間：3月 9日～3月 14 日 

場 所：プネー／インド 

⑫ AFC Champions League 2013 Group Stage Group A 

審判員：西村雄一・相樂 亨・名木利幸 

期 間：3月 9日～3月 13 日 

場 所：ドーハ／カタール 

 

 6. 日本サッカーミュージアムの件 

  (1)入場者数報告 

    2月 1,894 人  1日平均 78.9人 

 （2012年:2,637人 2011年:8,140人 2010年:1,852人 2009年:2,294人） 

 

 7. 海外遠征申請の件 

  （1）一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

チ ー ム 全日本大学選抜 （第 1種） 

遠征期間 2013 年 3月 14 日（木）～20日（水） 

遠 征 先 ヘネフ/ドイツ 

（2）財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム プリマベーラ函館 U-15 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 28 日（木）～31日（日） 

遠 征 先 高陽市/韓国 

（3）社団法人 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 2013 年 4月 21 日（日）～26日（金） 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

（4）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム F.C. フトゥーラス エストレージャス （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 26 日（火）～4月 5日（金） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（5）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-18 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～4月 2日（火） 

遠 征 先 ダラス/アメリカ 

（6）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-18 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 4月 4日（木）～17日（水） 

遠 征 先 アブダビ/アラブ首長国連邦 
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（7）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FCトリプレッタユース （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～4月 2日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（8）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FCトリプレッタ Jrユース （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～4月 2日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-18 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 26 日（金）～4月 2日（火） 

遠 征 先 ビジャレアル/スペイン 

（10）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-15 深川・むさし選抜チーム （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 26 日（金）～4月 2日（火） 

遠 征 先 サンス/フランス 

（11）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-15 深川・むさし選抜チーム （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 26 日（金）～4月 2日（火） 

遠 征 先 エーペ/オランダ 

（12）社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15小田原 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～4月 3日（水） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（13）社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15南足柄 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～4月 3日（水） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（14）社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15平塚 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～4月 3日（水） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（15）社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ U-18 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 25 日（月）～4月 2日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（16）社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 26 日（火）～4月 2日（火） 

遠 征 先 大邱・釜山/韓国 
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（17）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水小学生選抜 （第 4種） 

遠征期間 2013 年 3月 27 日（水）～29日（金） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（18）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 藤枝明誠高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 28 日（木）～4月 1日（月） 

遠 征 先 ウルサン市/韓国 

（19）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム ジュビロ磐田 （第 1種） 

遠征期間 2013 年 1月 20 日（日）～27日（日） 

遠 征 先 ノンタブリー県/タイ 

（20）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム シルフィードフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 25 日（月）～4月 2日（火） 

遠 征 先 ロッテルダム/オランダ 

（21）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム モリノスフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 25 日（月）～30日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（22）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム 岐阜経済大学体育会サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～28日（木） 

遠 征 先 ソウル市/韓国 

（23）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム 帝京大学可児中学校 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 4日（月）～13日（水） 

遠 征 先 ロンドン/イングランド 

（24）社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム 京都サンガ F.C.U-15 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 24 日（日）～4月 2日（火） 

遠 征 先 マドリッド・オビエド/スペイン 

（25）社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム U-13 京都府選抜チーム （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 24 日（日）～4月 2日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（26）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-15(選抜) （第 3種） 

遠征期間 2013 年 4月 3日（水）～9日（火） 

遠 征 先 ビルバオ/スペイン 
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（27）公益社団法人 滋賀県サッカー協会 

チ ー ム びわこ成蹊スポーツ大学サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 2013 年 2月 28 日（木）～3月 8日（火） 

遠 征 先 マンチェスター・ロンドン/イギリス 

（28）財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム ハジャスフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 25 日（月）～4月 2日（火） 

遠 征 先 バルセロナ・パラモス/スペイン 

（29）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム 広島県トレセン U-16 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 24 日（日）～27日（水） 

遠 征 先 龍仁市/韓国 

（30）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム 広島県トレセン U-14 （第 3種） 

遠征期間 2013 年 3月 24 日（日）～27日（水） 

遠 征 先 龍仁市/韓国 

（31）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島トレセン U12 （第 4種） 

遠征期間 2013 年 3月 22 日（金）～26日（火） 

遠 征 先 抱川市/韓国 

（32）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム ルーテル学院高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 15 日（金）～22日（金） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（33）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島実業高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 2013 年 3月 19 日（火）～24日（日） 

遠 征 先 釜山/韓国 

 

 8. 標章使用申請の件  

  （1）申請団体：東北サッカー協会 

使用目的：協会旗  3枚 

（2）申請団体：公益財団法人東京都サッカー協会 

使用目的：2013 東京国際ユース（U-14）サッカー大会 

        チラシ 35,000枚、ポスター2,600枚、プログラム 1,000部、ホームページ 

（3）申請団体：社団法人京都府サッカー協会 

使用目的：ＡＤカード  41 枚 

 

 9. Ｆリーグ 2013準会員リーグの件 

  （報告）資料№1 
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2011 年度 1月理事会で承認されたＦリーグ準会員制度に伴い、Ｆリーグ準会員リーグを 2013年

度より開催するにあたり、以下の通り大会概要が決定した。 

＜大会概要＞ 

名    称：Ｆリーグ 2013準会員リーグ 

主    催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主    管：日本フットサルリーグ 

参加クラブ：クオーレ仙台、柏 TOR’82、フウガすみだ、VEEX KIMURA FUTSAL CLUB、 

広島Ｆ・ＤＯ、Ｆリーグ選抜Ｕ-23 

期    間：2013 年 6月 29 日（土）～12月 23日（月・祝） 

会    場：原則として各クラブのホームアリーナ 

 ※大会方式、対戦表については別紙参照 

 

 10. Ｊリーグディビジョン３（Ｊ３）への参加に向けた各種資格要件の件 

  （報告）資料№2 

Ｊリーグ理事会（1 月 22 日）および本協会理事会（2 月 7 日）において、2014 年シーズンか

らのスタートを目指し、Ｊリーグディビジョン３（Ｊ３）を発足させることが決議された。こ

れに伴い、2 月 26 日のＪリーグ理事会において、Ｊ３発足初年度からの参加を目指すクラブに

対する資格要件が別添冊子の内容にて決議された。 

なお、この資格要件の概要は、Ｊリーグ主催のメディア向け説明会（3 月 6 日）にて対外公表

された。 

 

 11. 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：東京都三鷹市 

施設名：三鷹市大沢総合グラウンド サッカー兼ラグビー場 

施設所有者：三鷹市長 清原 慶子（きよはら けいこ） 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ（MXpro2065）/ 積水樹脂㈱ 

公認期間：2013 年 4月 7日～2016年 4月 6日 

公認番号：第 102 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：特定非営利活動法人徳島スポーツビレッジ / 徳島県 

施設名：徳島スポーツビレッジ 

施設所有者：特定非営利活動法人徳島スポーツビレッジ 

 理事長 新田 広一郎（にった こういちろう） 

ロングパイル人工芝：スーパーターフ（ST-60RSL）/ 大塚ターフテック㈱ 

公認期間：2012 年 11 月 15 日～2015年 11月 14日 

公認番号：第 46 号 

＜特記事項＞ 
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 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。 

 

 12. 2013年度 S級審判インストラクター認定の件 

  審判委員会で認定審査を実施し、次の者を S級審判インストラクターとして認定した。 

S級審判インストラクター（1名）：柏原丈二（関東／神奈川県） 

 

 13. 女子：ＧＫコーチ研修会の件 

    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：2013年 2月 22日（金）～ 24日（日） 

場  所：J-GREEN 堺（大阪府堺市） 

内 容：講義・実技講習・指導実践 

インストラクター：小林  忍 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

西入 俊浩 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

前田 信弘 （JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝグｽﾀｯﾌ） 

坂田  恵 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／広島文教女子大学附属高等学校） 

受講者：18名 

 

 14. 2012年度 Ｓ級コーチライセンス養成講習会判定結果の件 

  全てのコースを修了し、筆記試験・口頭試験・指導実践・レポート全てにおいて合格した 

下記 3名をＳ級コーチとして認定する。 

氏  名 ：大槻 毅（おおつき つよし） 

指導チーム: 浦和レッズユース 

生年月日 ：1972年 12月 1日 

資  格 ：2004年 Ａ級コーチライセンス 

指 導 歴 ：1995年 ～1998 年 宮城県立富谷高校サッカー部監督 

       1998 年 ～2000 年 筑波大学蹴球部コーチ 

       2000 年 ～2003 年 水戸ホーリーホックトップチームコーチ 

       2003 年 ～2004 年 大宮アルディージャトップチームコーチ 

       2004 年 ～2006 年 浦和レッズ強化本部 

       2006 年 ～2011 年 浦和レッズトップチームコーチ 

     2011 年 ～2012年 ベガルタ仙台トップチームコーチ 

2012年 ～2013年 浦和レッズ強化本部    

2013年 ～     浦和レッズユースチーム監督 

氏  名 ：栗原 圭介（くりはら けいすけ） 

指導チーム: ヴィッセル神戸伊丹 U-15 

生年月日 ：1973年 5月 20日 

資  格 ：2011年 Ａ級コーチライセンス 

指 導 歴 ：2010年 ～2012 年 ヴィッセル神戸スクール  

       2011 年 ～2012 年 甲南大学体育会サッカー部ヘッドコーチ 
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       2013 年 ～      ヴィッセル神戸伊丹 U-15監督   

氏  名 ：佐熊 裕和（さくま ひろかず） 

指導チーム: 桐光学園高等学校サッカー部 

生年月日 ：1963年 12月 1 日 

資  格 ：2011年 Ａ級コーチライセンス 

指 導 歴 ：1986年 ～現在   桐光学園高校サッカー部監督  

 

※ 現Ｓ級コーチライセンス保持者数：369名（上記 3名含む） 

※ 2012年度 S級コーチライセンス認定者数：3名/20名中 

 

 15. ＪＦＡアカデミー福島 2013年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 286名 

2012年 8月 20日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2012年 8月 21日（火） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2012年 8月 23日（木） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2012年 8月 24日（金） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

■2次選考試験：受験者数 129名 

2012年 9月 9日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2012年 9月 15日（土） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2012年 9月 16日（日） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2012年 9月 22日（土・祝） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■3次選考試験：受験者数 72名 

2012年 10月 13 日（土）～14日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 31名 

2012年 11月 3日（土・祝）～4日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■第 2回目募集選考試験：受験者数 33名 

2012年 12月 7日（金）～9日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

②最終合格者 

16名 

〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 107名 

2012年 8月 14日（火） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2012年 8月 20日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2012年 8月 25日（土） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■2次選考試験：受験者数 45名 

2012年 9月 29日（土）～30日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 22名 
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2012年 11月 9日（金）～11日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

③ 終合格者 

5名 

 

 16. ＪＦＡアカデミー熊本宇城 2013 年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 54名 

2012年 8月 24日（金） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2012年 8月 25日（土） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■2次選考試験：受験者数 30名 

2012年 9月 15日（土）～16日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター 

（熊本県宇城市） 

■最終選考試験：受験者数 23名 

2012年 9月 28日（金）～30日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター 

（熊本県宇城市） 

②最終合格者 

18名 

 

 17. ＪＦＡアカデミー堺 2013年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 64名 

2012年 8月 20日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2012年 8月 27日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■2次選考試験：受験者数 42名 

2012年 9月 22日（土・祝）～23日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■最終選考試験：受験者数 27名 

2012年 10月 19 日（金）～21（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

②最終合格者 

12名 

 

 18. 2013年度 ナショナルトレセン U-14及び U-12開催要項の件 

 

 

 （報告）資料№3①② 

2013年度のナショナルトレセン U-14及び U-12の開催要項を別紙の資料の通りとする。 

 

 19. 2013年度 Ａ級コーチジェネラルライセンス養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№4 
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 20. 2013年度 Ａ級コーチＵ12ライセンス養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№5 

 

 21. 2013年度 Ｂ級コーチライセンス養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№6 

 22. 2013年度 ＧＫＣ級コーチライセンス養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№7 

※ 2013年度 GKA級、GKB級コーチ養成講習会については 4月理事会にて報告予定 

 

 23. 2013年度 トレセン支援制度の件 

 

 

 

 （報告）資料№8①～⑤ 

2013年度の下記トレセン支援制度を別紙資料のとおり実施する。 

① 9地域指導スタッフ研修会支援制度 

②地域リーグ支援制度 

③地域 GK キャンプ支援制度 

④U-12モデル地区トレセン 

⑤地域トレセン女子 U-15・U-12ガイドライン 

 

 24. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2013の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2013 

期 間：2013年 2月 4日（月）～6日（水） 

場 所：兵庫県神戸市 

[スケジュール] 

2月 4日 （月） 集合、トレーニング 

2月 5日 （火） 公式練習 

2月 6日 （水） 
キリンチャレンジカップ 2013 

日本代表 vs. ラトビア代表 ○3－0（1－0） 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ ((公財)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 ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ ((公財)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 和田 一郎 ((公財)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 ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ ((公財)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 ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾄﾚｰﾅｰ 早川 直樹 ((公財)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 池田 浩 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ドクター 島田 和典 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ｽﾎﾟｰﾂ医学委員会/ 

順天堂大学附属順天堂医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会)  
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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 菊島 良介   ((公財)日本ｻｯｶｰ協会)  

通訳 矢野 大輔 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会)  

総 務 津村 尚樹 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会広報部)  

宿泊・輸送 原川 剛 (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)/（株）BOTTOM UP) 

[選  手] 

GK 林 卓人 (ベガルタ仙台) 

 川島 永嗣 (スタンダール・リージュ(ベルギー)) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 伊野波 雅彦 (ヴィッセル神戸) 

 水本 裕貴 (サンフレッチェ広島) 

 長友 佑都 (インテル・ミラノ(イタリア)) 

 内田 篤人 (FCシャルケ 04)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン(イングランド)) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96(ドイツ)) 

 酒井 高徳 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

MF 遠藤 保仁 (ガンバ大阪) 

 長谷部 誠 (VfLヴォルフスブルグ(ドイツ)) 

 細貝  萌 (バイエル・レバークーゼン(ドイツ)) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

FW 前田 遼一 (ジュビロ磐田) 

 岡崎 慎司 (VfBシュトゥットガルト(ドイツ)) 

 本田 圭佑 (CSKAモスクワ(ロシア)) 

 ﾊｰﾌﾅｰ・ﾏｲｸ (SBVフィテッセ(オランダ)) ※1 

 乾 貴士 (ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ（ﾄﾞｲﾂ）) 

 香川 真司 (ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ・ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ(ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ)） 

 清武 弘嗣 (1．FCニュルンベルク(ドイツ)) 

 大津 祐樹 (VVV フェンロ（オランダ）) 

※1 参加辞退 

以上 23名 

 

 25. Ｕ-17日本代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-17日本代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2013年 2月 8日(金)～17日(日) 

場 所：宮崎県、鹿児島県、熊本県 
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[スケジュール] 

2月 8日(金) PM集合 

9日(土) 練習試合 vs．清水エスパルス ●2-5 

      練習試合 vs．ヴォルカ鹿児島 ●1-3 

10日(日) 練習試合 vs．カターレ富山 ●1-3 

11日(月) AM トレーニング 

12 日(火) AM/PM トレーニング 

13日(水) 練習試合 vs.全日本学生選抜 ●2-12 

      練習試合 vs．サンフレッチェ広島 △1-1 

14日(木) 練習試合 vs．京都サンガ F.C．● 

15日(金) 練習試合 vs. 宮崎産業経営大学 ●0-2 

      練習試合 vs．ファジアーノ岡山 ◯3-0 

16日(土) 練習試合 vs． ホンダロック SC △1-1 

17日(日) 練習試合 vs．ロアッソ熊本 ● 

終了後、解散 

[スタッフ]  

監 督     ： 吉武 博文  ((公財)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     ： 高畠  勉   ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ) 

コーチ     ： 木村 康彦  ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ ： 早川 直樹  （(公財)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   : 大橋 昭好  ((公財)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  ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙﾃｸﾆｶﾙﾊｳｽ) 

ドクター    ： 高松 晃    (名古屋大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  ： 並木 磨去光 (スポーツマッサージ・ナズー) 

代表ﾃｸﾆｶﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ： 霜田 正浩 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会技術委員会) 

総 務     ： 池辺 友和  ((公財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選 手]  

GK 高丘 陽平 (横浜 FCユース) ※2 

 

林 瑞輝 (ガンバ大阪ユース) 

 
小島 亨介 (名古屋グランパス U18) ※1 

 
ｵﾋﾞ ﾊﾟｳｴﾙ ｵﾋﾞﾝﾅ (JFAアカデミー福島) 

DF 石田 崚真 (ジュビロ磐田 U-18) 

 

松原 后 (浜松開誠館高校) 

 

茂木 力也 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 

平岡 翼 (作陽高校) 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズつくばジュニアユース) 

 
宮原 和也 (サンフレッチェ広島 F.Cユース) 

 
熊川 翔 (柏レイソル U-15) ※2 

 
岡田 優輝 (川崎フロンターレ U-18) 

 

上原 力也 (ジュビロ磐田 U-18) 
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樋口 雄太 (サガン鳥栖 U-18) 

 

山口 真司 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 
岩田 智樹 (大分トリニータ U-15宇佐) 

MF 斎藤 翔太 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ U-18) 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪ジュニアユース） 

 
瓜生 昴勢 (筑陽学園高校) 

 
安藤 翼 (長崎総合科学大学附属高校) 

 
品川 侑輝 (前橋商業高校) ※1 

 
永島 悠史 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
渡辺 凌磨 (前橋育英高校) 

 
鈴木 徳真 (前橋育英高校) 

 
山本 宗太郎 (大津高校) ※1 

FW 小川 紘生 (浦和レッドダイヤモンズユース) 

 
野口 航 (大津高校) 

 
北川 航也 (清水エスパルスユース) 

 
杉本 太郎 (帝京大可児高校) 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス U15) 

 
北村 知也 (鵬翔高校) 

※1 追加招集  ※2 途中離脱 

以上 32名 

 

 26. なでしこジャパン（日本女子代表）強化合宿（大分）の件  

  行事名：なでしこジャパン（日本女子代表）強化合宿（大分） 

期 間：2013年 2月 8日(金)～11日(月) 

場 所：大分県大分市 

[スケジュール] 

2月  8日(金)  PM 集合･トレーニング 

9日(土)  AMトレーニング PMトレーニング 

10日(日) AMトレーニング PMトレーニング 

11日(月) AMトレーニング PM 解散 

[スタッフ] 

監 督 佐々木 則夫 ((公財)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 中村 順 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

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

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ 広瀬 統一 ((公財)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) 

ドクター 斎田  良知 (順天堂病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松井 史江 (くまざわ整形外科クリニック) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (フリー) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業/JAPAN ｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ) 
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ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) / (株)BOTTOM UP) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

総 務 山田   薫 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選  手] 

GK 海堀 あゆみ (INAC神戸レオネッサ) 

DF 岩清水 梓 (日テレ・ベレーザ) 

 鮫島  彩 (ベガルタ仙台レディース) 

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) 

MF 上尾野辺 めぐみ (アルビレックス新潟レディース) 

 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 田中 明日菜 (INAC神戸レオネッサ) 

FW 川澄 奈穂美 (INAC神戸レオネッサ) 

 永里 亜紗乃 (日テレ・ベレーザ) ※1 

 髙瀬 愛実 (INAC神戸レオネッサ) 

※1 参加辞退 

以上 10名 

 

 27. なでしこチャレンジ 強化合宿（大分）の件  

  行事名：なでしこチャレンジ 強化合宿（大分） 

期 間：2013年 2月 8日(金)～11日(月) 

場 所：大分県大分市 

[スケジュール] 

2月  8日(金) PM 集合･トレーニング 

9日(土) AMトレーニング PMトレーニング 

10日(日) AMトレーニング PMトレーニング 

11日(月) AMトレーニング PM 解散 

[スタッフ] 

監 督 佐々木 則夫 ((公財)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 中村 順 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ) 

コーチ 堀野 博幸 ((公財)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 前田 信弘 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会 ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ 広瀬 統一 ((公財)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) 

ドクター 斎田  良知 (順天堂大学附属順天堂医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松井 史江 (くまざわ整形外科クリニック) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (フリー) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (ﾁｰﾑ「ﾆｯﾎﾟﾝ」ﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業/JAPAN ｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) / (株)BOTTOM UP) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会広報部) 

総 務 山田   薫 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 
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[選  手] 

GK 天野 実咲 (ベガルタ仙台レディース) 

 久野 吹雪 (伊賀フットボールクラブくノ一) 

 山根 恵里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

DF 北原 佳奈 (アルビレックス新潟レディース) ※2 

 川村 優理 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 長船  加奈 (ベガルタ仙台レディース) 

 高畑 志帆 (浦和レッズレディース) 

 山崎 円美 (アルビレックス新潟レディース) ※2 

 加戸 由佳 (岡山湯郷 Belle) ※2 

 浜田 遥 (スペランツァ FC大阪高槻)※1 

 髙木 ひかり (早稲田大学) 

MF 原 菜摘子 (日テレ・ベレーザ)※2 

 渡辺 彩香 (INAC神戸レオネッサ)※2 

 木龍 七瀬 (日テレ・ベレーザ) 

 乃一 綾 (伊賀フットボールクラブくノ一)  

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ) 

 岸川 奈津希 (浦和レッズレディース) 

 西川 明花 (FC高梁吉備国際大学) 

 柴田 華絵 (浦和レッズレディース) 

 田中 陽子 (INAC神戸レオネッサ) 

FW 小川 志保 (INAC神戸レオネッサ) 

 後藤 三知 (浦和レッズレディース)※1 

 菅澤 優衣香 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) ※1 

 吉良 知夏 (浦和レッズレディース) 

 京川 舞 (INAC神戸レオネッサ) 

※1 参加辞退 ※2 追加招集 

以上 25名 

 

 28. Ｕ-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ（大分）の件 

  行事名：Ｕ-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ（大分） 

期 間：2013年 2月 8日(金)～11日(月) 

場 所：大分県大分市 

[スケジュール] 

2月  8日(金) PM 集合･トレーニング 

9日(土) AMトレーニング PMトレーニング 

10日(日) AMトレーニング PMトレーニング 

11日(月) AMトレーニング PM 解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉田 弘   ((公財)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    ： 岡本 三代  ((公財)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  : 川島 透   ((公財)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   ： 山本 祐司  (弘前大学大学院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 山口 由美子 (関西医療大学) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ     ： 見汐 翔太   (JFAアカデミー福島/筑波大学大学院） 

総 務    ： 宮崎 英津子 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選 手]  

GK 林﨑 萌維 (常盤木学園高等学校) 

 

山下 杏也加 (村田女子高等学校) 

 

平尾 知佳 (JFAアカデミー福島) 

DF 石井 咲希 (浦和レッズレディースユース) 

 

奥川 千沙 (藤枝順心高等学校) 

 

土光 真代 (日テレ・ベレーザ) 

 

清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) 

 

小島 美玖 (JFAアカデミー福島)※1 

 
万屋 美穂 (日ノ本学園高等学校) 

MF 猶本 光 (浦和レッズレディース) 

 
平野 里菜 (藤枝順心高等学校) 

 
布志木 香帆 (神村学園高等部) 

 
井上 綾香 (河内 SCジュベニール) 

 
成宮 唯 (JFAアカデミー福島) 

 

中村 みづき (浦和レッズレディースユース) 

 

隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 

西川 彩華 (常盤木学園高等学校) 

 

籾木 結花 (日テレ・ベレーザ)※2 

 
長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

FW 田中 美南 (日テレ・ベレーザ) 

 
道上 彩花 (常盤木学園高等学校) 

 
星山 彩香 (北海道大谷室蘭高等学校) ※3 

 
川原 奈央 (日ノ本学園高等学校) 

 
白木 星 (常盤木学園高等学校) 

※1 参加辞退  ※2 追加招集  ※3 途中離脱(2/10) 

以上 24名 

 

 29. Ｕ-16日本女子代表候補トレーニングキャンプの件 

  行事名：Ｕ-16日本女子代表候補トレーニングキャンプ 

期 間：2013年 2月 8日(金)～11日(月) 

場 所：大分県大分市 

[スケジュール] 

2月 8日(金) AM 集合 PMトレーニング 
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9日(土) AMトレーニング PMトレーニング 

10日(日) AMトレーニング PMトレーニング 

11日(月) AM トレーニング PM解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 高倉 麻子   ((公財)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    ： 大部 由美   ((公財)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    ((公財)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   ： 見汐 翔太   (JFAアカデミー福島/筑波大学大学院)  

ドクター   ： 山口 奈美    (宮崎大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 佐瀬 由紀子  (学校法人花田学園) 

          三井 弘子   (本間整骨院) 

総 務    ：大富部 佳奈子 ((公財)日本ｻｯｶｰ協会代表ﾁｰﾑ部) 

[選 手]  

GK 浅野 菜摘 (横須賀シーガルズ FC) 

 

福永 絵梨香 (高槻ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

 

松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

DF 工藤 真子 (日テレ・メニーナ) 

 
市瀬 菜々 (鳴門ポラリスレディースフットボールクラブ) 

 

森田 海 (JFAアカデミー福島) 

 

橋沼 真帆 (JFAアカデミー福島) 

 

佐藤 瑞夏 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U18) 

 

秦 美結 (FCヴィトーリア) 

 
南 萌華 (浦和レッズレディースジュニアユース) 

MF 安部 由希子 (聖和学園高等学校) 

 

杉田 妃和 (藤枝順心高等学校) 

 
北川 ひかる (JFAアカデミー福島) 

 
神田 若帆 (青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's) 

 
林 穂之香 (セレッソ大阪レディース) 

 
平田 舞 (JFAアカデミー福島） 

 
平塚 万貴 (西南フットボールクラブ U-15) 

 
前川 美紀 (セレッソ大阪レディース) 

 
長野 風花 (浦和レッズレディースジュニアユース) 

FW 小林 里歌子 (プラセル神戸) 

 
鴨川 実歩 (KASHIMA-LSC) 

 
児野 楓香 (名古屋フットボールクラブ) 

 
大熊 良奈 (JFAアカデミー福島) 

以上 23名 

 

 


