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2014年 5月 15日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014年度 第 6回理事会 

報告事項 

 1. ＡＦＣ理事会（4月 16日開催）の件 

  4月 16日にＡＦＣ理事会がマレーシアで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜競技委員会 関連＞ 

(1)代表チーム競技会関連 

 ＡＦＣアジアカップ 

2019年大会から出場チーム枠数を現行の 16から 24へ増やす。 

 ＡＦＣアジアカップ予選、及び、ＦＩＦＡワールドカップアジア予選 

両大会の一次予選を合同ラウンドとする。 

エントリー数に応じて 8 グループに分け、各グループ 1 位チーム、及び、8 グループ 2 位チ

ーム中上位 4 チームの合計 12 チームがＦＩＦＡワールドカップアジア予選最終ラウンドへ

進出する。また、これら 12チームはＡＦＣアジアカップ出場権を獲得する。 

上記 12 チーム以下の 24 チームを 6 グループに分け、残るＡＦＣアジアカップ出場枠をかけ

て予選最終ラウンドを行う。 

 ＡＦＣＵ-22、Ｕ-19、Ｕ-16各選手権予選及び最終競技会における試合間隔 

現行 1日の試合間の休息日を、2017年以降は 2日間に増やす。 

 (2)ＡＦＣ競技会に向けた加盟協会ランキング決定方法 

 過去 4 年間のＡＦＣ競技会における各加盟協会の代表チームとクラブの戦績を、30：70 の

割合でポイント換算し、順位を出す。 

(3)クラブ競技会関連 

 上記ランキングの結果、上位 24 位までに入った加盟協会は、さらに、クラブライセンシン

グ基準、国内でのインテグリティプログラムの適用等、規則に定められた各種条件を満たす

ことにより、プレーオフからのＡＦＣチャンピオンズリーグへの出場資格を得ることができ

る。 

 上記ランキングの結果 25 位から 32 位に入った加盟協会はＡＦＣチャンピオンズリーグの下

位クラブ競技会であるＡＦＣカップへの出場資格を、33 位から 47 位の加盟協会はＡＦＣカ

ップのプレーオフ出場資格機会を得ることができる。 

＜技術委員会 関連＞ 

 ＡＦＣ競技会（代表・ユース・女子・クラブ）に参加するコーチングスタッフの指導者資

格条件を决定した。 

 

 2. 日本‐ＡＳＥＡＮサッカー連盟 Football Development セミナー・ＡＳＥＡＮ/東アジア地域 

サッカー協会合同会議 

  4 月 6 日（日）にアセアン地域の各国サッカー協会を対象とした「日本‐ＡＳＥＡＮサッカー連

盟 Football Development セミナー」を大阪にて、さらに 9 日(水)にはＡＳＥＡＮ、東アジア地

域の協会が一同に会した「ＡＳＥＡＮ/東アジア地域 サッカー協会合同会議」を東京にて開催
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した。「日アセアン青少年サッカー交流」を機に、4 月 6 日大阪・堺市の J-GREEN 堺にて開催し

た Football Development セミナーでは、ASEAN 地域各国の協会に対し、日本サッカーが歩んで

きた歴史、功績、現状の課題に加え ASEAN 地域をはじめとしたアジア各国との協力体制につい

て説明、その後 J リーグの歴史、アジアサッカーが抱える課題および J リーグのＡＳＥＡＮ各

国との協力事業に関しプレゼンテーションを行った。 

9 日には、会場を東京・ＪＦＡハウスに移し、東アジア地域各国協会の代表も加えた「ＡＳＥ

ＡＮ/東アジア地域 サッカー協会合同会議」を開催した。「八百長防止の取り組みについて」

と題し、サッカー界における八百長防止に向けた J リーグの取り組みが説明された。その後、

①競技、②運営・マーケティング、③技術の３つの分野に関しディスカッションが行われ、そ

れぞれの分野において各国が持つ強み、ノウハウを共有し、今後もアジアサッカー全体の発展

に向け協力していくことが同意された。さらに「ＡＳＥＡＮ/東アジア地域 サッカー協会合同

会議」を今後も継続して実施することも重ねて確認された。 

 

 3. ＪＥＮＥＳＹＳ 2.0 日アセアン青少年サッカー交流 

  （報告）資料№1 

外務省と協力し、標記行事に施設を提供し、競技運営・その他を担当した。 

■事業全体の概要 

・ＪＥＮＥＳＹＳ 2.0は外務省主催事業(日本とアジア諸国との交流事業) 

・(財)日本国際協力センター(ＪＩＣＥ)が外務省から受託し、受け入れ実務を担当 

・サッカー競技終了後にＪＩＣＥが担当する文化プログラムを数日間実施した。 

・全日程：4月 1日(火)～9日(水) 

■サッカー競技の概要 

・アセアンの 11カ国(フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、 

東ティモール、ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、ミャンマー)から U-14代表チームを

招聘し、U-14日本代表、ガンバ大阪門真 U-14、セレッソ大阪 U-14が加わりサッカー競技

を行った。 

・サッカー競技実施日程：4月 1日(火)～6日(日) 

・結果は添付別紙参照。 

■ＪＦＡの協力内容 

・U-14日本代表チームの交流試合参加 

・J-GREEN堺での宿泊/交流試合/練習の手配、運営 

・Jリーグ試合観戦 

・参加 11カ国サッカー協会との調整 

 

 4. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合等への派遣は次のとおり。 

（役員） 

① AFC U-14 Girls’ Regional Championship 2014 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：深野悦子 

期 間：3月 19日～4月 4日 
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場 所：アンマン/ヨルダン 

② The Dr Pepper Dallas Cup XXXV-2014 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：廣嶋禎数、江角直樹 

期 間：4月 11日～4月 22日 

場 所：ダラス/米国 

③ AFC Champions League 2014 Group F 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：4月 13日～4月 17日 

場 所：ゴスフォード/オーストラリア 

④ AFC Men Referee Recruiting 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：岡田正義 

期 間：5月 1日～5月 3日 

場 所：シンガポール 

⑤ AFCカップ 2014 ラウンド 16 

Qadsla Sc (クウェート) vs. That Ras Club（ヨルダン） 

試合日： 5月 13日 

マッチコミッショナー： 野上 宏志 

 

（審判員） 

① AFC Champions League 2014-Group D 

審判員：佐藤隆治、越智新次、山内宏志、木村博之 

期 間：3月 30日～4月 3日 

場 所：リヤド/サウジアラビア 

② AFC Cup 2014-Group E 

審判員：山本雄大、越智新次 

期 間：4月 6日～4月 11日 

場 所：シンガポール 

③ Seminar for Selected Referees and Assistant Referees 

for AFC Women’s Asian Cup Vietnam 2014 

審判員：山岸佐知子、梶山芙紗子、手代木直美 

期 間：4月 9日～4月 15日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

④ The Dr Pepper Dallas Cup XXXV-2014 

審判員：三上正一郎、吉田哲郎、松尾久美子、山下良美 

期 間：4月 11日～4月 22日 

場 所：ダラス/米国 

⑤ AFC Champions League 2014-Group B 

審判員：東城穣、八木あかね、五十嵐泰之、飯田淳平 

期 間：4月 13日～4月 17日 

場 所：アフヴァーズ/イラン 
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⑥ AFC Champions League 2014-Group D 

審判員：西村雄一、相楽亨、名木利幸、山本雄大 

期 間：4月 19日～4月 24日 

場 所：リヤド/サウジアラビア 

⑦ AFC Champions League 2014-Group A 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、唐紙学志 

期 間：4月 20日～4月 25日 

場 所：アブダビ/UAD 

⑧ スロバキアカップ 2014 

審判員：木村博之 

期 間：4月 25日～5月 4日 

場 所：スロバキア 

 

 5. 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 6月 29日（日）～7月 8日（火） 

遠 征 先 リスボン/ポルトガル 

（2）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 武蔵丘短期大学シンシエア （女子） 

遠征期間 8月 8日（金）～8月 19日（火） 

遠 征 先 ロンドン/イギリス 

（3）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム LARGO FOOTBALL CLUB U-15 （第 3種） 

遠征期間 7月 21日（月・祝）～7月 29日（火） 

遠 征 先 ウィーン、ザルツブルグ/オーストリア 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノス （第 1種） 

遠征期間 5月 19日（月）～22日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 6月 5日（木）～6月 11日（水） 

遠 征 先 キアッソ/スイス 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスユース （第 2種） 

遠征期間 6月 9日（月）～6月 17日（火） 

遠 征 先 プラハ/チェコ 

（7）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム アルビレックス新潟 U-15 （第 3種） 
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遠征期間 5月 22日（木）～5月 28日（水） 

遠 征 先 ニュルンベルグ/ドイツ 

（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪 （第 1種） 

遠征期間 6月 17日（火）～6月 24日（火） 

遠 征 先 ジャカルタ、バンドン/インドネシア 

（9）公益財団法人広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 （第 1種） 

遠征期間 5月 19日（月）～5月 22日（木） 

遠 征 先 釜山/韓国 

 

 6. 日本サッカーミュージアムの件 

  (1)入場者数（有料ゾーン） 

３月入場者数 

3,987人 1日平均  142.4人 

（2013年 2,560人 2012年 4,541人 2011年   969人 2010年 2,594人） 

４月入場者数 

3,097人 1 日平均  119.1人 

（2013年 2,111人 2012年 2,485人 2011年   810人 2010年 1,453人） 

(2)特別企画展示「夢を力に 2014」 

「夢を力に 2014」企画展示 

開催期間：4月 8日（火） ～ 未定 

会  場：日本サッカーミュージアム 地下２階特別企画展示室 他 

概  要： 

【ワールドカップへの挑戦の軌跡】 

日本代表が FIFA ワールドカップ出場に初挑戦した 1954 年スイスワールドカップから前

回の南アフリカ大会までの軌跡を展示 

【SAMURAI BLUEの軌跡】 

ザッケローニ監督が就任して以来の SAMURAI BULEの写真と記録を展示 

【SAMURAI BLUEトレーニングボール～入魂～】 

日本代表がブラジルで使用するトレーニングボール（1球）に直接触れることができる。 

夢や思いをボールに込めて日本代表に届けましょう。 

※5月 27日（火）まで（予定） 

【SAMURAI BLUEへの応援メッセージを書こう】 

ミュージアム特製 BLUE カードに SAMURAI BLUE への応援メッセージを書いていただき、

ボードに張り出して日本一丸となって日本代表を応援。 

※5月 27日（火）まで（予定） 

【SAMURAI BLUE顔出しパネルを新設】 

SAMURAI BLUE（2013 年 11 月 16 日オランダ戦スターティングメンバー）の記念撮影用、顔

出しパネルを新設します。12人目の選手になって写真を撮影できる。 
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【写真付シール機に「夢を力に 2014」フレームを追加】 

写真付シール機（500円/1回）に「夢を力に 2014」フレームが登場 

【円陣を組もう！】 

5月 5日（月・祝）10:30～12:00、13:30～15:00 

館内各所で、SAMURAI BLUE（日本代表）のユニフォームをまとった 10 人が出没。来館者

と円陣を組んで日本代表へエールを送る。撮影した円陣写真は Facebookにて紹介。 

午後の部にはスペシャルゲストとして元日本代表選手の波戸康広氏も参加。 

※期間中、展示の更新やイベントの実施を予定 

(3)マッチフラッグプロジェクト 2014 ワークショップ＠日本サッカーミュージアム 

ワークショップでは、FIFAワールドカップ 2014ブラジル大会に向け、SAMURAI BLUE(日本

代表)が対戦するコートジボワール、ギリシャ、コロンビアと日本の国旗をモチーフに、1

枚の布に「サッカーとアートを融合したマッチフラッグ」を製作。 

日 程：5月 6日（火・祝）11:00 ～16:00 

会 場：日本サッカーミュージアム 1階エントランス 

指導者：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 日比野克彦氏（理事/東京藝術大学 教授） 

参加者：どなたでもご参加いただけます（無料）  

(4)こどもの日 小中学生 入館無料 

５月５日（月・祝）「こどもの日」小中学生、の有料ゾーンへの入場を無料 

 

 7. 名義使用申請の件  

   (1)申請団体：JICA横浜 海外移住資料館 

行事名：「ブラジル・サッカーのサムライたち～日系スーパープレーヤー列伝」 

主 催：JICA横浜海外移住資料館 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会 

協 力：下薗昌記、ニッケイ新聞社、ティア・スサナ 

期 間：6月 7日（土）～29日（日） 

会 場：JICA横浜海外移住資料館 企画展示室 

入場料：無料 

目 的：ブラジルで活躍した日系人選手、来日して活躍した日系人選手を紹介し、日系人の

サッカーを通じた日伯交流の姿を紹介する。 

※JICA：独立行政法人国際協力機構 

(2)申請団体：NHK 

行事名：「FIFAワールドカップ 2014」～NHKで SAMURAI BLUEを応援しよう！～展（仮） 

主 催：NHK 

協 力：日本サッカーミュージアム 

期 間：6月 10日（火）～7月 13日（日） 

会 場：NHKスタジオパークギャラリー 

入場料：200円（18歳以上 65歳未満） 

内 容：視聴者への広報普及を目的に、日本サッカーミュージアム収蔵品、選手の紹介、放

送予定パネル等を展示。 
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(3) 申請団体：独立行政法人 日本スポーツ振興センター 

事業名：Integrity of Sportsシンポジウム 

趣 旨：スポーツ界の脅威（違法賭博・八百長、ドーピング、ガバナンス欠如、暴力等）

の存在とスポーツの価値を護ることの重要性を周知する。  

また、サッカーの八百長行為、違法賭博防止活動等を推進し、スポーツの健全性

や高潔性（Integrity of Sports）を守り、公正・公平なスポーツの発展に寄与す

ることを目的とする。 

主 催：日本スポーツ振興センター  

協 力：国際サッカー連盟（FIFA） 

後 援：公益財団法人日本サッカー協会、文部科学省、Jリーグ、JADA、 

日本スポーツ仲裁機構、日本経済新聞社 

開催日：6月 7日（土） 

開催時間(予定)：13:00～16:00 

会 場：東京国際フォーラム 

(4) 申請団体：SAYONARA国立競技場 実行委員会 

イベント名：SAYONARA国立競技場 FINAL“FOR THE FUTURE”【サッカー】レジェンドマッチ 

主  催：SAYONARA国立競技場 実行委員会 

共  催：独立行政法人日本スポーツ振興センター 

協 力：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 

公益財団法人日本陸上競技連盟 

主 管：公益財団法人東京都サッカー協会  

T V 局：TBS 

開催期日：5月 31日（土） 16:10キックオフ（予定） 

会  場：東京・国立競技場 

イベント内容：8：30～11：30【陸上】ファイナルファンラン DAY 

16：00～17：20【サッカー】レジェンドマッチ 

18：10～19：30【ラグビー】レジェンドマッチ 

19：30～21：00（予定）ファイナルセレモニー 

21：00～23：15（予定）ピッチ開放 

備  考：スポーツの聖地として親しまれてきた国立競技場。半世紀にわたるその歴史に敬

意と感謝を表するために、スポーツの素晴らしさを未来に伝えられることを目指

して協力する。 

※出場選手については調整中 

 

 8. 標章使用申請の件 

  （1）申請団体： 北信越サッカー協会 

使用目的： 封筒 2種（各 1,000枚）、賞状（500枚） 

（2）申請団体： 一般社団法人三重県サッカー協会 

使用目的： 名刺 4名分（各 100枚）、功労賞賞状（50枚） 
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 9. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  （新規） 

1．公認申請者：岩手県盛岡市 

施設名：盛岡市立つなぎ多目的運動場 

施設所有者：盛岡市長 谷藤 裕明（たにふじ ひろあき） 

ロングパイル人工芝：ドリームターフ（PT2065RS+）/ 積水樹脂㈱ 

公認期間：2014年 5 月 15日～2017年 5月 14日 

公認番号：第 161号 

＜特記事項＞ 

 ドリームターフ（PT2065RS+）/ 積水樹脂㈱ は製品検査（ラボテスト）を完了し、ＪＦ

Ａロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 公認規程に基づき 2 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：福井県坂井市 

施設名：丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド A面 

施設所有者：坂井市長 坂本 憲男（さかもと のりお） 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ（ET-50HP・SP）/ 住友ゴム工業㈱ 

公認期間：2014年 5 月 15日～2017年 5月 14日 

公認番号：第 162号 

＜特記事項＞ 

 ハイブリッドターフ（ET-50HP・SP）/ 住友ゴム工業㈱ は製品検査（ラボテスト）を完

了し、ＪＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 公認規程に基づき 2 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：福井県坂井市 

施設名：丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド B面 

施設所有者：坂井市長 坂本 憲男（さかもと のりお） 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ（ET-50HP・SP）/ 住友ゴム工業㈱ 

公認期間：2014年 5 月 15日～2017年 5月 14日 

公認番号：第 163号 

＜特記事項＞ 

 ハイブリッドターフ（ET-50HP・SP）/ 住友ゴム工業㈱ は製品検査（ラボテスト）を完

了し、ＪＦＡロングパイル人工芝基準を満たしている。 

 公認規程に基づき 2 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。 

 

 10. 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：学校法人東京国際大学 

施設名：東京国際大学坂戸キャンパス第 1サッカー場 ※更新 2回目 
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施設所有者：学校法人東京国際大学 理事長 倉田 信靖（くらた のぶやす） 

ロングパイル人工芝：ハイブリッドターフ（XP-62）/ 住友ゴム工業㈱ 

公認期間：2014年 4 月 10日～2016年 4月 9日 

公認番号：第 68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。 

 

 11. 日本代表候補 強化合宿 2014の件 

  行事名：日本代表候補 強化合宿 2014 

期 間：4月 7日（月）～9日（水） 

場 所：千葉県 

[スケジュール] 

4月 7日 （月） 集合、トレーニング 

4月 8日 （火） トレーニング 

4月 9日 （水） トレーニングマッチ vs. 流通経済大学 2－0（0－0） 

試合後解散 

[スタッフ] 

監 督 ｱﾙﾍﾞﾙﾄ・ｻﾞｯｹﾛｰﾆ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｽﾃﾌｧﾉ・ｱｸﾞﾚｽﾃｨ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ﾏｳﾘﾂｨｵ・ｸﾞｲｰﾄﾞ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｴｳｼﾞｪﾆｵ・ｱﾙﾊﾞﾚｯﾗ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター 池田 浩 (JFAスポーツ医学委員会/ 

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 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 (JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介   (JFA)  

通訳 矢野 大輔 (JFA)  

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 加藤 秀樹 (JFAコミュニケーション部)  

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 松田 利幸 (JFAコミュニケーション部) 

宿泊・輸送 原川 剛 (西鉄旅行) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (アディダス ジャパン/BOTTOM UP) 

 [選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 林  彰洋 (サガン鳥栖)  

 権田 修一 (FC東京) 
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DF 水本 裕貴 (サンフレッチェ広島) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 山下 達也 (セレッソ大阪) 

 安田 理大 (サガン鳥栖) 

 塩谷 司 (サンフレッチェ広島) 

 鈴木 大輔 (柏レイソル) 

 今井 智基 (大宮アルディージャ) 

 昌子 源 (鹿島アントラーズ) 

MF 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島) 

 高橋 秀人 (FC東京) 

 
長谷川 アーリア

ジャスール 
(セレッソ大阪) 

 柴崎 岳 (鹿島アントラーズ) 

FW 石原 直樹 (サンフレッチェ広島)         ※2 

 豊田 陽平 (サガン鳥栖) 

 髙萩 洋次郎 (サンフレッチェ広島) 

 小林 悠 (川崎フロンターレ)          ※1 

 川又 堅碁 (アルビレックス新潟) 

 齋藤 学 (横浜 F・マリノス) 

 工藤 壮人 (柏レイソル) 

 原口 元気 (浦和レッズ) 

 南野 拓実 (セレッソ大阪) 

※1 不参加  ※2 追加招集                      以上 24名 

 

 12. Jリーグ・アンダー22 選抜 J3リーグの件 

  

 

 

 

 

 

 

1節 3月 9日(日) vs.FC琉球 ●0-3 (沖縄県総合運動公園陸上競技場） 

2節 3月 16日(日) vs.藤枝 MYFC1 ○4-2 (藤枝総合運動公園サッカー場) 

3節 3月 23日(日) vs.グルージャ盛岡 ●1-6 (盛岡南公園球技場） 

4節 3月 30日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ○2-1 (秋田市八橋運動公園球技場） 

5節 4月 6日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ○2-0（ニッパツ三ツ沢球技場） 

6節 4月 13日(日) vs.福島ユナイテッド FC ○1-0（とうほう・みんなのスタジアム） 

7節 4月 20日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-1（とりぎんバードスタジアム） 

8節 4月 26日(土) vs.FC町田ゼルビア ●0-4（町田市立陸上競技場） 

9節 4月 29日(火) vs.S.C相模原 ○1-0（相模原ギオンスタジアム） 

   
 

 13. U-19日本代表 ミャンマー遠征の件 

  行事名：U-19日本代表ミャンマー遠征 

期 間：4月 6日(日)～11日(金) 

場 所：ミャンマー・ヤンゴン 
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 [スケジュール] 

4月 6日(日) PM 集合 

4月 7日(月) 

 

AM 移動 

PM トレーニング 

4月 8日(火) 

 

AM トレーニング 

PM トレーニング 

4月 9日(水) 国際親善試合 vs.KBZ FC ◯4-0 

4月 10日(木) 

 

国際親善試合 vs.U-19ミャンマー代表 ●0-1 

試合後、移動 

4月 11日(金) AM 帰国、解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 鈴木 政一  (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 内山 篤   (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ   : 浜野 征哉  (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 片桐 央視  (ＪＦＡテクニカルハウス) 

ドクター   ： 深井 厚   (関東労災病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 松尾谷 泰  (make the Gratefulbody) 

総 務    ： 本間 一憲   (JFA代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 高木和 徹 （清水エスパルス） 

 
吉丸 絢梓 （ヴィッセル神戸） 

DF 三浦 弦太 （清水エスパルス） 

 
内田 裕斗 （ガンバ大阪） 

 
内山 裕貴 （コンサドーレ札幌） 

 
広瀬 陸斗 （水戸ホーリーホック） 

 
宮原 和也 （サンフレッチェ広島 F.C） 

 
中谷 進之介 （柏レイソル）       

 
山口 真司 （ヴィッセル神戸 U-18） 

 
茂木 力也 （浦和レッズユース） 

MF 大山 啓輔 （大宮アルディージャ）            

 
田村 亮介 （京都サンガ F.C.） 

 
磐瀬 剛 （京都サンガ F.C.） 

 
小川 直毅 （ガンバ大阪） 

 
汰木 康也 （モンテディオ山形）       ※2 

 
川辺 駿 （サンフレッチェ広島 F.C） 

 
中野 雅臣 （東京ヴェルディユース）      ※1 

 
三竿 健斗 （東京ヴェルディユース）      
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FW 金子 翔太 （清水エスパルス） 

 
諸岡 佑輔 （福岡大学） 

 
越智 大和 （産業能率大学） 

 
北川 柊斗 （筑波大学） 

 
宮市 剛 （湘南ベルマーレ） 

※1参加辞退  ※2追加招集                       以上 23名 

 

 14. U-18日本代表スロバキアカップ 2014の件 

  行事名：U-18日本代表スロバキアカップ 2014 

期 間：4月 24日(木)～5月 4日(日・祝) 

場 所：スロバキア・トレンチアンスケ 

[スケジュール] 

4月 24日(木) PM集合 

4月 25日(金) AM移動 PM 現地着 

4月 26日(土) AMトレーニング PM トレーニング 

4月 27日(日) AMトレーニング PM トレーニング 

4月 28日(月) グループリーグ第 1戦 vs.U-18ロシア代表 △0-0 

4月 29日(火・祝) グループリーグ第 2戦 vs.U-18ノルウェー ●0-1 

4月 30日(水) AMトレーニング  

5月 1日(木) グループリーグ第 3戦 vs.U-18ベルギー代表 ●0-1 

5月 2日(金) 順位決定戦(7位、8位) vs.U-18UAE代表 ◯6-0 

5月 3日(土・祝) 移動 

5月 4日(日・祝) AM帰国、解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 鈴木 政一  (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 内山 篤   (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ   : 浜野 征哉  (ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 片桐 央視  (ＪＦＡテクニカルハウス) 

ドクター   ： 諸岡 孝俊  (兵庫医科大学病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ ： 菊島 良介  (独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾏﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業) 

総 務    ： 本間 一憲   (ＪＦＡ代表チーム部) 

 [選 手]  

GK 吉丸 絢梓 ヴィッセル神戸 
 

 
川島 大輝 アビスパ福岡 U-18 

 
DF 三竿 健斗 東京ヴェルディユース 

 

 
水谷 拓磨 清水エスパルスユース 

 

 
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 浦和レッズユース 
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MF 丸岡 満 
ボルシア・ドルトムント U-23（ドイ

ツ） 
※2 

 
中野 雅臣 東京ヴェルディユース 

 

 
大島 康樹 柏レイソル U-18 

 

 
会津 雄生 柏レイソル U-18 

 

 
井手口 陽介 ガンバ大阪 

 

 
坂井 大将 大分トリニータ U-18 

 

 
鈴木 徳真 前橋育英高校 

 
FW 中島 賢星 東福岡高校 

 

 
渡辺 凌磨 前橋育英高校 

 

 
小川 紘生 浦和レッズユース ※2 

 
杉森 考起 名古屋グランパス 

 

 
長沼 洋一 サンフレッチェ広島 F.Cユース ※1 

※1参加辞退  ※2追加招集                       以上 19名 

 

 15. U-16日本代表 イタリア遠征（第 11回デッレナツィオーニトーナメント）の件 

  行事名：U-16日本代表 イタリア遠征（第 11回デッレナツィオーニトーナメント） 

期 間：4月 22日(火)～5月 3日(土・祝) 

場 所：オーストリア/ケットシャッハー、イタリア/リニャーノ 

 [スケジュール] 

4月 22日(火) PM集合 

4月 23日(水) 移動 

4月 24日(木) トレーニング 

4月 25日(金) 第 1戦 vs.U-16クロアチア代表 ●0-1（0-1） 

4月 26日(土) 第 2戦 vs.U-16チリ代表 ●1-2（1-1） 

4月 27日(日) 第 3戦 vs.U-16アゼルバイジャン代表 △1-1（0-0） 

4月 28日(月) AM トレーニング、 PM 移動 

4月 29日(火・祝) トレーニングマッチ vs.U-16アメリカ代表 ○3-1（2-0） 

4月 30日(水) トレーニングマッチ vs.U-16ザンビア代表 ●1-3（0-3） 

5月 1日(木) AMトレーニング、 PM決勝戦（スロヴェニア vs.メキシコ）観戦 

5月 2日(金) 移動 

5月 3日(土・祝) PM 帰国、解散 

[スタッフ]  

監 督    ： 吉武 博文  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    ： 木村 康彦  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ   ： 森山 佳郎  (JFAナショナルコーチングスタッフ/サンフレッチェ広島) 

ＧＫコーチ  :  大橋 昭好  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 酒井 清考  (JFAテクニカルハウス) 

ドクター   ： 齊藤 雅彦  (東邦大学医療佐倉病院) 

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

総 務    ： 小野 仁久  (JFA代表チーム部) 
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 [選 手]  

GK 井上 聖也 （セレッソ大阪 U-18）             ※2 

 谷井 宏気 （ガンバ大阪ユース）             ※1 

 大迫 敬介 （FELICIDOD FOOTBALL CLUB） 

DF 加藤 潤 （新潟明訓高校） 

 

阿部 雅志 （星稜高校） 

 梶山 幹太 （名古屋グランパス U18） 

 

斧澤 隼輝 （セレッソ大阪 U-18） 

 イヨハ 理 ヘンリー （サンフレッチェ広島ユース） 

 渡辺 皓太 （東京ヴェルディユース） 

 吉田 峻 （清水エスパルスジュニアユース） 

MF 佐々木 匠 （ベガルタ仙台ユース） 

 伊藤 遼哉 （FCバイエルン・ミュンヘン U16(ドイツ)） 

 西本 卓申 （鹿島アントラーズユース） 

 麻田 将吾 （京都サンガ F.C.U-18） 

 池田 太成 （ジュビロ磐田 U-18） 

 佐藤 颯汰 （日章学園中学校）                 

 神田 遼太郎 （FC・SFIDA2007）                 

FW 菅 大輝 （コンサドーレ札幌 U-18） 

 半谷 陽介 （FC東京 U-18） 

※1追加招集  ※2 途中離脱                     以上 19名 

 

 16. 「なでしこジャパン海外強化指定選手」認定の件 

  「なでしこジャパン海外強化指定選手」を下記の通り認定した。 

 (1)認定期間：2014年 4月 1日～2016年 8月 31日 

（リオ・デ・ジャネイロオリンピック終了月の月末まで） 

※シーズンごとに指定選手の見直しあり 

 (2)新規： 

氏   名：大野 忍 （オオノ シノブ） 

所属チーム：Arsenal Ladies（イングランド） 

生年月日 ：1984/01/23 30歳 

身長/体重 ：154cm/50kg  

ポジション：ＦＷ 

国際 Aマッチ出場：123試合 39得点 

大会個人賞等：東アジア選手権 2008得点王 

海外チームでのプレー歴： 

Olympique Lyonnais（フランス‐女子サッカーリーグ 1部）2012-2013シーズン 

 

氏   名：近賀 ゆかり （キンガ ユカリ） 

所属チーム：Arsenal Ladies（イングランド） 

生年月日 ：1984/05/02 29歳 
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身長/体重 ：161cm/53kg  

ポジション：DF 

国際 Aマッチ出場：91試合 5得点 

大会個人賞等：なし 

海外チームでのプレー歴：なし 

 

氏   名：木龍 七瀬 （キリュウ ナナセ） 

所属チーム：Sky Blue FC（アメリカ） 

生年月日 ：1989/10/31 24歳 

身長/体重 ：161cm/51kg  

ポジション：MF 

国際 Aマッチ出場：8試合 0得点 

大会個人賞等：なし 

海外チームでのプレー歴：なし 

 

※国際 Aマッチ出場数は 2014年 3月 31日時点のもの。 

 

 17. U-23日本女子代表 ラ・マンガ国際大会の件 

  行事名：U-23日本女子代表 ラ・マンガ国際大会 

期 間：2月 24日(月)～3月 7日(金) 

場 所：千葉県、スペイン 

 [スケジュール] 

2月 24日(月) PM 集合･トレーニング 

25日(火) AMトレーニング PMトレーニング 

26日(水) AM移動 夜 現地着 

27日(木) PMトレーニング 

28日(金) AMトレーニング PMトレーニング 

3月  1日(土) 第 1 戦 vs U-23アメリカ女子代表 ●0-1(0-0) 

3月  2日(日) AMトレーニング 

3月  3日(月) 第 2 戦 vs U-23ノルウェー女子代表 ○2-1(0-1) 

3月  4日(火) AMトレーニング 

3月  5日(水) 第 3 戦 vs U-23イングランド女子代表○4-0(2-0) 

3月  6日(木) 移動 

3月  7日(金) 帰国・解散 

[スタッフ] 

監 督 中村 順 (JFA 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 岡本 三代 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｾﾚｯｿ大阪) 

GKコーチ 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) 

ドクター 中村 香織 (東京医科歯科大学附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学) 
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ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 渡邊 大 (JFAテクニカルハウス) 

総 務 宮崎 英津子 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 武仲 麗依 (INAC神戸レオネッサ) 

 井上 ねね (JFAアカデミー福島) 

DF 高村 ちさと (アルビレックス新潟レディース) 

 三橋 眞奈 (大阪体育大学) 

 上野 紗稀 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 石井 咲希 (浦和レッズレディース) 

 乗松 瑠華 (JFAアカデミー福島) 

 羽座 妃粋 (日ノ本学園高校)  

 杉田 亜未 (FC吉備国際大学 Charme) 

MF 嶋田 千秋 (日本体育大学)※1 

 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) 

 吉見 夏稀 (ノジマステラ神奈川相模原) 

 猶本 光 (浦和レッズレディース) ※2 

 入江 未希 (日ノ本学園高校) 

FW 吉良 知夏 (浦和レッズレディース) 

 佐藤 楓 (スペランツァ FC大阪高槻) 

 京川 舞 (INAC神戸レオネッサ)  

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)  

※1追加招集 ※2途中離脱                     以上 19名 

 

 18. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名：  武内 大 

     （所属歴：光岡少年サッカークラブ→国見中学校サッカー部→長崎県立国見高等学

校→福岡大学サッカー部） 

所属元： 福岡大学サッカー部 

受入先： V・ファーレン長崎 

承認日： 2014年 4月 22日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名：  田村 友 

     （所属歴：中央サッカークラブ→八幡中央ジュニアサッカークラブ→IBUKI 北九州→

DEMAIN SOLEIL→九州国際大学付属高等学校→福岡大学サッカー部） 

所属元： 福岡大学サッカー部 

受入先： アビスパ福岡 

承認日： 2014年 4月 22日 
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 19. 2013年度 Ｓ級コーチ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 

以下の 1名を S級コーチとして認定する。 

氏  名 ：永島 昭浩（ながしま あきひろ）        

生年月日 ：1964年 4月 9日 

資  格 ：2013年 A級コーチジェネラルライセンス 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：394名（上記 1名含む） 

※ 2013年度 S 級コーチ認定者数：8名/21名中 

 

 20. 2013年度 Ｂ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  2013（平成 25）年度 B級コーチ養成講習会 合格者 【7名】 

髙橋 靖 
 

但馬 佳樹 
 

宮澤 淳 
 

善家 正博 

渡部 駿 
 

伊藤 晴哉 
 

藤井 貴士 
   

※ 2013年度合格者  4月 419名報告済み 合計：426名 

 

 21. 2013年度 フットサルＢ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  （報告）資料№2 

※ 2013年度合格者  合計：19名 

   

 22. 2013年度 フットサルＣ級コーチ養成講習会受講判定結果の件 

  （報告）資料№3 

※ 2013年度合格者  合計：145名 

   

 23. 2014年度 フットサルＣ級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№4 

 

 24. 2014年度 指導者養成講習会受講者決定の件 

  （報告）資料№5①～④ 

2014年度の次の指導者養成講習会の受講者は別紙のとおり。 

 Ａ級コーチジェネラル（資料№5①） 

 Ａ級コーチ U-12（資料№5②） 

 Ｂ級コーチ（資料№5③） 

 ゴールキーパーＣ級コーチ（資料№5④） 

 

 25. ＪＦＡエリートプログラム U-14 日・ＡＳＥＡＮ青少年サッカー交流の件 

  行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-14 日・ＡＳＥＡＮ青少年サッカー交流  

期  間：４月２日(水)～６日(日) 

場  所：大阪府/J-GREEN堺 
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[スケジュール］ 

4月 2日(水)  集合・トレーニング 

4月 3日(木)  試合 U－14日本選抜 対 U－14インドネシア代表 ○６－０ 

             U－14日本選抜 対 U－14ベトナム代表   ●０－２ 

4月 4日(金)  試合 U－14日本選抜 対 U－14東ティモール代表 ●０－２ 

4月 5日(土)  試合 U－14日本選抜 対 U－14ブルネイ代表   ○７－０ 

            U－14日本選抜 対 U－14ミャンマー代表  ○３－０ 

4月 6日(日)  ミーティング・解散 

[スタッフ］ 

監 督     木村 浩吉（JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ     星原 隆昭（JFAナショナルトレセンコーチ） 

コーチ     猿澤 真治（JFAナショナルトレセンコーチ） 

ＧＫコーチ   大橋 昭好（JFAナショナルトレセンコーチ） 

[選手］ 

ＧＫ        吉嵜 勝哉(横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜/神奈川県） 

井ノ尾 匠(京都サンガ F.C. U-15/京都府） 

ＦＰ       渡邉 俊介(大宮アルディージャジュニアユース/埼玉県） 

平川 怜 (FC東京 U-15むさし/東京都） 

河原 淳 (日章学園中学校/宮崎県） 

宮代 大聖(川崎フロンターレ U-15/神奈川県） 

鈴木 駿之助(横浜Ｆ・マリノスジュニアユース/神奈川県） 

船戸 一輝(コンサドーレ札幌 U-15/北海道） 

本間 至恩(アルビレックス新潟ジュニアユース/新潟県） 

服部 航平(京都サンガ F.C. U-15 /京都府） 

山下 雄大(柏レイソル U-15/千葉県） 

池田 蓮 (コンサドーレ札幌 U-15/北海道） 

石川 聖人(愛媛 FC新居浜ジュニアユース/愛媛県） 

粟野 健翔(ベガルタ仙台ジュニアユース/宮城県） 

山﨑 大地(サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース/広島県） 

成瀬 竣平(名古屋グランパス U15 /愛知県） 

手嶋 秀 (名古屋グランパス U15/愛知県） 

                                           以上 17名 
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 26. プレジデンツ・ミッション（ＰＨＱ）の件 

  Ⅰ．2014年度 47都道府県協会訪問会議について 

2014年度 JFA-47都道府県協会訪問会議 スケジュール 

   
    2014.5.2現在 

日程 
訪問協会 

協会名 協会名 

5/16（金） 神奈川   

5/17（土） 群馬 徳島 

5/23（金） 静岡   

5/24（土） 長野   

5/25（日） 愛媛   

5/31（土） 秋田   

6/7（土） 山梨 長崎 

6/8（日） 愛知 大分 

6/21（土） 福井   

6/22（日） 石川 山形 

6/27（金） 新潟   

6/28（土） 北海道 岩手 

7/4（金） 茨城   

7/5（土） 鹿児島 島根 

7/6（日） 宮崎 兵庫 

7/18（金） 大阪   

7/19（土） 宮城 香川 

7/20（日） 栃木 滋賀 

7/25（金） 熊本   

7/26（土） 三重 高知 

7/27（日） 岐阜   

8/1（金） 京都 沖縄 

8/2（土） 和歌山 佐賀 

8/3（日） 奈良   

8/9（土） 山口   

8/22（金） 青森   

8/23（土） 福島 富山 

8/30（土） 岡山   

8/31（日） 広島 埼玉 

調整中：東京、千葉、鳥取、福岡 
 

   
 



報告事項 

2014/5/15 第 6回理事会 

20 

 


