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2014年 10月 9日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014 年度 第 10 回理事会 

報告事項 

 1. ＦＩＦＡ理事会（9月 25－26日開催）の件  

  9月 25～26 日に FIFA 理事会がチューリッヒで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

＜選手の経済的権利の第三者による所有の禁止＞ 

移行期間の措置として、選手及びクラブ以外の第三者による選手の経済的権利保有を禁止   

することとした。今後ワーキンググループが規定の草案を行い、選手の地位委員会に提 

出、その後、理事会へ提出される。 

＜2018年及び 2022年ＦＩＦＡワールドカップ開催国決定に関する調査＞ 

調査レポートに関し、11月初旬に倫理委員会が初めて見解を公表する予定が報告された。 

＜医事関連事項＞ 

選手の健康を守るため、ＦＩＦＡ医事委員会が提案する脳震盪対応手順を承認。 

ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会に関して以下の報告があった。 

 選手の負傷発生が 2002年大会と比較し 40％減少した。  

 ドーピングテスト結果は全て陰性だった。 

 全選手が競技中（イン・コンペティション）に加えて、競技外(アウト・オブ・コンペ

ティション)のドーピングテストを受けた。 

世界アンチドーピング機構（ＷＡＤＡ）が 2015年 1月 1日から施行する新規定に従い、Ｆ  

ＩＦＡのアンチドーピング規定もあわせて更新される。ステロイド等の悪質なドーピング

物質使用の隠蔽や血液ドーピング等の意図的なドーピング方法等に対する 4 年間の制裁期

間（これまでは 2年間）などが含まれる。 

西アフリカで発生したエボラ熱と闘うため、ＦＩＦＡ医事委員会は世界保健機構(ＷＨＯ)  

にコンタクトし協力を行う。 

＜財務事項＞ 

ギニア、リベリア、シエラレオネの各サッカー協会に 5万ＵＳドルの寄付を決定、各地の  

国連主導で資金を活用する。さらに 30 万ＵＳドルをモンロヴィア（リベリア）にあるスタ

ジアムの芝改修のために寄付する。 

ＦＩＦＡソリダリティ・ファンド（連帯基金）から、レバノンに在留しているシリア難民

のために芝ピッチ 2 面を建設する資金として、100 万ＵＳドルを寄付。また鉱山事故が起

きたトルコのソマ地区にサッカースクールを創設するため 25万ＵＳドルを寄付。 

ブラジルにワールドカップのレガシーを長く残すため、8,000 万ＵＳドルのレガシー・フ

ァンドを追加。合計で 1億ＵＳドルとなる。 

2015－2018 期のクラブプロテクションプログラムを更新し、女子国際Ａマッチもカバーす

る。合計のコストは 1億ユーロを見込む。 

＜ディベロップメント事項＞ 

FIFA ディベロップメント委員会が推挙する様々なプログラム（ゴールプログラム、恵まれ

ないＭＡ向けプログラム、所得創出プログラム、パフォーマンスプログラム等）を承認。 
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＜ＦＩＦＡ競技会事項＞ 

2018ＦＩＦＡワールドカップロシア大会で使用する 2 スタジアムのキャパシティを 35,000

人に減らすことを承認。 

ＦＩＦＡ女子ワールドカップカナダ 2015 に関し、ピッチ（注：人工芝）の品質がＦＩＦＡ

の基準条件に適合しているかどうかを確認するため、独立した会社に業務を任名し、カナ

ダへ派遣する。 

＜その他の事項＞ 

ＦＩＦＡ会長選に関する選挙規定に従い、ＦＩＦＡ会長職選挙 2015 立候補に関するサーキ

ュラーを加盟協会及び大陸連盟に送る。 

南米サッカー連盟（ＣＯＮＭＥＢＯＬ）及びコパ・アメリカの 100 周年を記念し、南米サ

ッカー連盟と北中米カリブ海サッカー連盟（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）が、特別にジョイントで

2016 年にアメリカで開催するコパ・アメリカ 100 周年大会が承認され、ＦＩＦＡ 国際マッ

チデーに追加される。 

女子国際マッチカレンダー2015年後半及び 2016年が承認された。 

ＦＩＦＡクラブワールドカップモロッコ 2014のマッチスケジュールが承認された。 

次回ＦＩＦＡ理事会は 2014年 12月 18－19日にモロッコで開催される。 

 

 2. Ｊリーグ 報告の件 

  （報告）資料№1 

順位表、入場者数は別紙の通り。 

(1)リーグ戦 

Ｊ１ 第 26 節（9月 27日時点) 

Ｊ２ 第 34 節（9月 28日時点） 

Ｊ３ 第 26 節（9月 21日時点） 

(2)リーグカップ戦 

2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝(9月 7日時点) 

 

 3. 海外遠征申請の件  

  (1)公益財団法人北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道選抜 U-12 (第 4種) 

遠征期間 11月 21日(金)～24日(月・振休) 

遠 征 先 韓国／ソウル 

(2)一般財団法人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 11月 14日(金)～24日(月・振休) 

遠 征 先 アメリカ／ダラス 

(3)公益財団法人茨城県サッカー協会 

チ ー ム 茨城県立日立商業高校サッカー部 (第 2種) 

遠征期間 11月 27日(木)～30日(日) 

遠 征 先 チャイニーズ・タイペイ／タイペイ 
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(4)一般財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-15 (第 3種) 

遠征期間 11月 21日(金)～24日(月・振休) 

遠 征 先 ベトナム／ホーチミン・ビンズン 

(5) 一般財団法人静岡県サッカー協会 

チ ー ム azzuro FESTA 選抜 (フットサル) 

遠征期間 10月 31日(金)～11月 4日(火) 

遠 征 先 タイ／バンコク 

(6) 公益財団法人愛知県サッカー協会  

チ ー ム 名古屋グランパスエイト U-15 (第 3種) 

遠征期間 12月 23日(火・祝)～30日(火) 

遠 征 先 タイ／バンコク 

(7) 一般財団法人大阪府サッカー協会  

チ ー ム ＪＦＡアカデミー堺 (女子) 

遠征期間 11月 17日(月)～24日(月・振休)  

遠 征 先 アメリカ／バークレー 

 

 4. 第 94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝組合せ決定の件 

  （報告）資料№2 

第 94 回天皇杯全日本サッカー選手権大会につき、9 月 16 日に開催された組合せ抽選会の結果を

受けて、準々決勝の組合せ及び準々決勝から決勝までのマッチスケジュールが、別紙の通り決

定した。 

 

 5. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  1．公認申請者：岩手県遠野市 

  施設名：施設名 遠野市国体記念公園市民サッカー場 

  施設所有者：遠野市長 本田 敏秋 

  使用製品：積水樹脂株式会社／ドリームターフ PT2050RS+ SSL 

  公認期間：2014年 10 月 9日～2017年 10月 8日 

  公認番号：第 165 号 

 ＜特記事項＞ 

 積水樹脂株式会社／ドリームターフ PT2050RS+ SSL 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。 

 

 6. 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次のとおり。 

＜役員＞ 

（国際試合） 
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① AFC Champions League 2014 Semi-Final 

ｱｾｯｻｰ：石山昇 

期 間：9月 15 日～9月 18日 

場 所：ソウル／韓国 

（セミナー） 

① UEFA CORE（Centre of Referring Excellence）21 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：柏原丈二 

期 間：9月 10 日～9月 19日 

場 所：ジュネーブ／スイス 

＜審判員＞ 

（国際試合・大会） 

① 国際親善試合（中国 vs.クウェート） 

審判員：木村博之、唐紙学志、田中利幸 

期 間：9月 2日～9月 5日 

場 所：鞍山／中国 

② AFC U-16 Championship Thailand 2014 

審判員：西村雄一、相楽亨、八木あかね 

期 間：9月 3日～9月 21日 

場 所：バンコク／タイ 

③ 国際親善試合（韓国 vs.ウルグアイ） 

審判員：佐藤隆治、越智新次、五十嵐泰之 

期 間：9月 6日～9月 9日 

場 所：高揚市／韓国 

④ 第 17回アジア競技大会 

審判員：東城穣、越智新次、今泉奈美、梶山芙紗子、大畠千枝 

期 間：9月 11 日～10月 3日 

場 所：仁川／韓国 

⑤ AFC Champions League 2014 Semi-Final 

審判員：當麻政明、名木利幸、大塚晴弘、飯田淳平 

期 間：9月 13 日～9月 18日 

場 所：リヤド／サウジアラビア 

⑥ AFC Cup 2014 Semi-Final 

審判員：東城穣、八木あかね、唐紙学志、山本雄大 

期 間：9月 28日～10月 2日 

場 所：ジャヤプラ／インドネシア 

（セミナー） 

① UEFA CORE （Centre of Referring Excellence）21 

審判員：荒木友輔、穴井千雅、武部陽介 

期 間：9月 10 日～9月 19日 

場 所：ジュネーブ／スイス 
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② AFC Project Future Referees Batch 2012-Final Development Course 

審判員：浅田武志 

期 間：9月 17 日～9月 23日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

③ AFC Development Group Referees Course 

審判員：木村博之 

期 間：9月 25 日～10月 1日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

 7. フットサルＢ級コーチ養成講習会 開催要項の件 

  （報告）資料№3①② 

 

 8. フットサル指導者資格登録制度の件 

  （報告）資料№4 

2013 年 3 月の理事会で承認されたフットサル指導者登録制度の詳細につき、資格の更新条件、

登録料金、現在の資格保有者への告知方法等を別紙の通りにまとめる。 

WEB 登録システム「KICKOFF」が、2015 年 4 月から本格的に稼働することに併せて、フットサル

指導者資格保有者の各種管理もシステムで行うことになるため、既存保有者への周知方法も含

め、改めて別紙にて報告する。 

 

 9. ＪＦＡエリートプログラム U-13 日韓交流の件 

    

  

行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-13 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業 

期  間：10 月 5日(日)～10日(金) 

場  所：静岡/時之栖スポーツセンター 

［スケジュール］ 

10月５日(日) 集合・トレーニング 

10月６日(月) トレーニング  

10月７日(火) トレーニング・試合 

10月８日(水) トレーニング 

10月９日(木) トレーニング・試合 

10月 10 日(金) トレーニング・解散 

［スタッフ］ 

監 督 ：池内 豊    ＪＦＡナショナルトレセンコーチ 

コーチ ：橋川 和晃   ＪＦＡナショナルトレセンコーチ 

コーチ ：原田 貴志   ＪＦＡアカデミー福島コーチ 

ＧＫコーチ ：川俣 則幸   ＪＦＡナショナルトレセンコーチ 

［選手］ 

ＧＫ      志賀 一允   柏レイソル U-15 

飯川 雄介   ヴィッセル神戸 U-15 

ＦＰ     近藤 友喜   名古屋グランパス U15 

岩井 龍翔司  横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 
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川崎 修平   ガンバ大阪ジュニアユース 

久保 成世   京都サンガＦ．Ｃ．U-15 

生井澤 呼範  鹿島アントラーズジュニアユース 

岡本 拓海   サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース 

工藤 真人   ウインズフットボールクラブ U-15 

吉馴 空矢   セレッソ大阪 U-15 

川本 梨誉   清水エスパルス U-15 

坂下 桂悟   コンサドーレ札幌 U-15 

森 夢真    ＡＦＥＲＲＡＲＳＥ四日市 U-15 

本間 洋平   コンサドーレ札幌 U-15 

樋口 堅大   宮崎日本大学中学校サッカー部 

谷内田 哲平  長岡ジュニアユースフットボールクラブ 

矢尾板 岳斗  長岡ジュニアユースフットボールクラブ 

西川 潤    横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 

佐藤 湧大   スマイス・セレソン 

澤崎 凌大   徳島ヴォルティスジュニアユース    以上 20名 

 

 10. ＪＦＡエリートプログラム U-13 韓国遠征の件 

    

  

行事名：ＪＦＡエリートプログラム U-14韓国遠征 JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業 

期  間：9月 28 日(日)～10月 3日(金) 

場  所：木浦/ Mokpo International Football Center 

［スケジュール］ 

９月 28 日(日) 集合・移動 

９月 29 日(月) トレーニング  

９月 30 日(火) トレーニング・試合 

10 月１日(水) トレーニング 

10 月２日(木) トレーニング・試合 

10 月３日(金) 移動・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 

ＧＫコーチ ：末廣 亮介   ＪＦＡナショナルトレセンコーチ 

［選手］ 

ＧＫ      青木 心    ＪＦＡアカデミー福島 U-15 

        谷 晃生    カンバ大阪ジュニアユース 

ＦＰ      池高 暢希   ＳＳＳジュニアユース 

        平川 怜    ＦＣ東京 U-15むさし 

        徳永 悠大   ジュビロ磐田 U-15 

        河原 淳    日章学園中学校サッカー部 

        山保 璃空   コンサドーレ札幌 U15 
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        曽根 嵩之   徳島ヴォルティスジュニアユース 

        鈴木 冬一   セレッソ大阪 U-15 

        監物 拓歩   清水エスパルス U-15 

        瀬古 歩夢   セレッソ大阪 U-15 

        喜田 陽    セレッソ大阪 U-15 

        武 眞大    東京ヴェルディジュニアユース 

        中村 敬斗   三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース 

        若月 輝    アルビレックス新潟 U-15 

        田村 祐二朗  ＪＦＡアカデミー福島 U-15 

        本間 至恩   アルビレックス新潟 U-15 

        桂 陸人    サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース 

        粟野 健翔   ベガルタ仙台ジュニアユース 

        成瀬 竣平   名古屋グランパスＵ-15          以上 20名 

 

 11. 日本代表 キリンチャレンジカップ 2014の件 

  行事名：日本代表 キリンチャレンジカップ 2014 

期 間：9月１日（月）～9日（火） 

場 所：北海道/札幌市・神奈川県/横浜市 

[スケジュール] 

9月 1日 （月） 集合、トレーニング 

9月 2日 （火） トレーニング 

9月 3日 （水） トレーニング 

9月 4日 （木） 公式練習 

9月 5日 （金） 
キリンチャレンジカップ 2014 

日本代表 vs. ウルグアイ代表     ●0－2 

9月 6日 （土） トレーニング、移動 

9月 7日 （日） トレーニング 

9月 8日 （月） 公式練習 

9月 9日 （火） 

キリンチャレンジカップ 2014 

日本代表 vs. ベネズエラ代表     △2－2 

試合後解散 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 JFA技術委員長 

監 督 ﾊﾋﾞｴﾙ・ｱｷﾞｰﾚ JFAナショナルコーチングスタッフ 

コーチ ｽﾁｭｱｰﾄ・ｹﾞﾘﾝｸﾞ JFAナショナルコーチングスタッフ 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 手倉森 誠 JFAナショナルコーチングスタッフ 

GKコーチ ﾘｶﾙﾄﾞ・ﾛﾍﾟｽ JFAナショナルコーチングスタッフ 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ﾌｱﾝ・ｲﾘﾊﾞﾚﾝ JFAナショナルコーチングスタッフ 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 JFA代表チーム部 
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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 香取 庸一 東京医科大学 

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 久保田 武晴 くぼたスポーツ接骨院 

通訳 羽生 直行 JFA 

通訳 渡邉 幸治 株式会社天道 

ﾁｰﾑ運営統括 湯川 和之 JFA代表チーム部 

総 務 津村 尚樹 JFA代表チーム部 

総 務 秋江 昌司 JFA代表チーム部 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 西澤 和剛 JFAコミュニケーション部 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 JFAコミュニケーション部 

宿泊・輸送 田山 義高 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 川島 永嗣 スタンダール・リエージュ(ベルギー) 

 西川 周作 浦和レッズ 

 林  彰洋 サガン鳥栖 

DF 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) 

 森重 真人 FC東京 

 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） 

 坂井 達弥 サガン鳥栖 

 酒井 高徳 VfBシュツットガルト(ドイツ) 

 松原 健 アルビレックス新潟 

MF 長谷部 誠 ｱｲﾝﾄﾗﾊﾄ・ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ(ドイツ)      ※1 

 細貝 萌 ヘルタ・ベルリン（ドイツ） 

 田中 順也 スポルティング(ポルトガル) 

 森岡 亮太 ヴィッセル神戸 

 扇原 貴宏 セレッソ大阪 

 柴崎 岳 鹿島アントラーズ 

FW 岡崎 慎司 1.FSVマインツ 05(ドイツ) 

 本田 圭佑 ACミラン(イタリア) 

 柿谷 曜一朗 FCバーゼル 1893(スイス)  

 大迫 勇也 1.FCケルン(ドイツ) 

 皆川 佑介 サンフレッチェ広島 

 武藤 嘉紀 FC東京 
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※1 途中離脱                         計 23名 

 

 12. U-21日本代表 アジア競技大会の件 

  行事名：U-21日本代表 第 17回アジア競技大会 仁川 2014 直前キャンプ及び本大会 

期 間：9月 8日(月)～29 日(月) 

場 所：千葉県/千葉市・韓国/仁川 

[スケジュール] 

9月 8日(月) 集合、トレーニング 

9月 9日(火) トレーニング 

9月 10 日(水) トレーニングマッチ vs.全日本大学選抜    △0-0 

9月 11 日(木) トレーニング 

9月 12 日(金) 移動(羽田→金浦)、トレーニング 

9月 13 日(土) トレーニング 

9月 14 日(日) アジア競技大会 第 1戦 vs. クウェート代表   ○4-1 

9月 15 日(月･祝) トレーニング 

9月 16 日(火) トレーニング 

9月 17 日(水) アジア競技大会 第 2戦 vs.イラク代表     ●1-3 

9月 18 日(木) トレーニング 

9月 19 日(金) トレーニング 

9月 20 日(土) トレーニング 

9月 21 日(日) アジア競技大会 第 3戦 vs. ネパール代表    ○4-0 

9月 22 日(月) トレーニング 

9月 23 日(火･祝) トレーニング 

9月 24 日(水) トレーニング 

9月 25 日(木) アジア競技大会 Round 16vs.パレスチナ代表  ○4-0 

9月 26 日(金) トレーニング 

9月 27 日(土) トレーニング 

9月 28 日(日) アジア競技大会 準々決勝 vs.韓国代表       ●0-1 

9月 29 日(月) 帰国、解散 

[スタッフ]  

団 長 霜田 正浩 JFA技術委員長           ※9/10～ 

監 督 手倉森 誠 JFAナショナルコーチングスタッフ 

GKコーチ ﾘｶﾙﾄﾞ・ﾛﾍﾟｽ JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ         ※9/10～ 

GKコーチ 川俣 則幸 JFAユースサブダイレクター     ※～9/11 

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 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 JFA                ※9/10～ 
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ドクター 高木 博 昭和大学藤が丘病院 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 JFA                 ※9/11～ 

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ポーツ振興センター  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山浦 伊吹 スポーツマッサージ・ナズー       ※～9/11 

総 務 津村 尚樹 JFA代表チーム部  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 永松 太 JFAコミュニケーション部 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 峯尾 雅樹 アディダス・ジャパン 

[選 手]  

GK 牲川 歩見 ジュビロ磐田 

 
杉本 大地 京都サンガ F.C.                ※1 

 
ﾎﾟｰﾌﾟ･ｳｨﾘｱﾑ 東京ヴェルディ                ※2 

DF 室屋 成 明治大学 

 
西野 貴治 ガンバ大阪                  ※1 

 
植田 直通 鹿島アントラーズ 

 
岩波 拓也 ヴィッセル神戸 

 
遠藤 航 湘南ベルマーレ           

 
山中 亮輔 ジェフユナイテッド市原・千葉 

MF 大島 僚太 川崎フロンターレ  

 
原川 力 愛媛 FC 

 
矢島 慎也 浦和レッズ 

 
金森 健志 アビスパ福岡 

 
中島 翔哉 カターレ富山 

 
喜田 拓也 横浜 F・マリノス 

 
秋野 央樹 柏レイソル 

 
吉野 恭平 サンフレッチェ広島 

 
野澤 英之 FC東京                 

FW 鈴木 武蔵 アルビレックス新潟 

 
荒野 拓馬 コンサドーレ札幌   

 
野津田 岳人 サンフレッチェ広島 

※1 途中離脱 ※2追加招集          以上 21名 

 

 13. U-19日本代表 AFF NutiFood U19 Cup 2014の件 

  行事名：U-19日本代表 AFF NutiFood U19 Cup 2014 

期 間：9月 2日(火)～14 日(日) 

場 所：ベトナム・ハノイ 
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[スケジュール] 

9月 2日(火) 集合 

9月 3日(水) 移動、トレーニング 

9月 4日(木) トレーニング 

9月 5日(金) トレーニング 

9月 6日(土) トレーニング 

9月 7日(日) グループリーグ第 1戦 vs. オーストラリア代表 ◯4-3 

9月 8日(月) トレーニング 

9月 9日(火) グループリーグ第 2戦 vs. ベトナム代表    ◯3-2 

9月 10 日(水) トレーニング 

9月 11 日(木) 準決勝 vs. タイ代表             ◯2-1 

9月 12 日(金) トレーニング 

9月 13 日(土) 決勝 vs. ベトナム代表            ◯1-0 

9月 14 日(日) 移動、羽田着、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   ：井澤 敏明  九州大学整形外科 

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 中村 航輔 柏レイソル  

 
吉丸 絢梓 ヴィッセル神戸  

DF 三浦 弦太 清水エスパルス  

 
内山 裕貴 コンサドーレ札幌  

 
中谷 進之介 柏レイソル ※1 

 
進藤 亮佑 コンサドーレ札幌 U-18  

 
茂木 力也 浦和レッズユース ※2 

 
藤谷 壮 ヴィッセル神戸 U-18 ※2 

MF 金子 翔太 清水エスパルス  

 
大山 啓輔 大宮アルディージャ  

 
安東 輝 福島ユナイテッド FC  

 
小川 直毅 ガンバ大阪 ※2 

 
高木 大輔 東京ヴェルディ ※2 

 
杉本 太郎 鹿島アントラーズ  

 
中野 雅臣 東京ヴェルディユース  

 
奥川 雅也 京都サンガ F.C.U-18  



報告事項 

2014/10/9 第 10回理事会 

12 

 
井手口 陽介 ガンバ大阪 ※2 

 
坂井 大将 大分トリニータ U-18  

 
鈴木 徳真 前橋育英高校 ※1 

FW 越智 大和 産業能率大学  

 
表原 玄太 愛媛 FC  

 
北川 航也 清水エスパルスユース  

※1 辞退 ※2 追加招集                 以上 22名 

 

 14. U-16日本代表 AFC U-16選手権直前キャンプ及び本大会の件 

  行事名：U-16日本代表 AFC U-16 選手権直前キャンプ及び本大会 

期 間：8月 26 日(火)～9月 16 日(火) 

場 所：タイ／チョンブリ・バンコク 

[スケジュール] 

8月 26 日(火) PM 集合、移動 

8月 27 日(水) トレーニング 

8月 28 日(木) トレーニング 

8月 29 日(金) トレーニングマッチ vs.アサンプション大学シラチャー校 ◯7-1 

8月 30 日(土) トレーニング 

8月 31 日(日) トレーニングマッチ vs.シラチャ・バンブーン FC   ◯3-1 

9月 1日(月) 休息日 

9月 2日(火) トレーニング 

9月 3日(水) トレーニング 

9月 4日(木) トレーニング 

9月 5日(金) トレーニング 

9月 6日(土) AFC U-16選手権 第 1戦 vs.U-16香港代表      ○2-0 

9月 7日(日) トレーニング  

9月 8日(月) AFC U-16選手権 第 2戦 vs.U-16中国代表      ○3-0 

9月 9日(火) トレーニング 

9月 10 日(水) AFC U-16選手権 第 3戦 vs.U-16オーストラリア代表 ●2-4 

9月 11 日(木) トレーニング 

9月 12 日(金) トレーニング 

9月 13 日(土) トレーニング 

9月 14 日(日) AFC U-16選手権 準々決勝 vs.U-16韓国代表      ●0-2 

9月 15 日(月･祝) 移動 

9月 16 日(火) 帰国、解散 

[スタッフ]  

団 長    : 原 博実   JFA専務理事             ※9/13～9/15 

監 督    ： 吉武 博文  JFAナショナルコーチングスタッフ 



報告事項 

2014/10/9 第 10回理事会 

13 

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   ： 松永  怜   東京医科大学病院          ※8/26～9/3 

ドクター   ： 齋藤 雅彦  東邦大学医療センター佐倉病院    ※9/2～9/16 

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          ※8/26～9/5 

総 務    ： 池辺 友和  JFA代表チーム部          ※9/5～9/16 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  : 杉山 友朗  JFA代表チーム部 

 [選 手]  

GK 鶴田 海人 ヴィッセル神戸 U-18 

 
井上 聖也 セレッソ大阪 U-18 

 
千田 奎斗 横浜 F・マリノスユース 

DF 阿部 雅志 星稜高校 

 

下口 稚葉 JFAアカデミー福島 

 
堂安 律 ガンバ大阪ユース 

 

冨安 健洋 アビスパ福岡 U-18 

 
麻田 将吾 京都サンガ F.C.U-18 

 
石川 啓人 サガン鳥栖 U-18    

 
森岡 陸 ジュビロ磐田 U-18 

 
田中 康介 京都サンガ F.C.U-18 

 
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 

 
菅 大輝 コンサドーレ札幌 U-18 

 
田中 碧 川崎フロンターレ U-18 

 
永澤 竜亮 ヴィッセル神戸 U-18 

 
渡辺 皓太 東京ヴェルディユース 

 
藤本 寛也 東京ヴェルディジュニアユース 

FW 芹澤 隼輝 セレッソ大阪 U-18 

 
西本 卓申 鹿島アントラーズユース         ※2 

 
渡邊 陽 浦和レッズユース            ※1 

 
安井 拓也 ヴィッセル神戸 U-18 

 
半谷 陽介 FC東京 U-18 

 
杉浦 文哉 名古屋グランパス U15 

※1  追加招集 ※2 途中離脱                   以上 24名 

 15. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 野田 裕喜 

      （所属歴：ブレイズ熊本U-11→ブレイズ熊本ジュニア→ルーテル学院中学校サッカ

ー部→ブレイズ熊本→大津高等学校） 
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所属元： 大津高等学校 

受入先： ロアッソ熊本 

承認日： 2014年9月10日 

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

選手名： 中田 大貴 

      （所属歴：蜷川少年サッカークラブ→SQUARE富山FCジュニアユース→SQUARE富山

FCJry→富山第一高等学校→新潟医療福祉大学） 

所属元： 新潟医療福祉大学 

受入先： カターレ富山 

承認日： 2014年9月17日 

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

選手名： 伊東 純也 

 （所属歴：鴨居サッカークラブ→横須賀鴨居サッカークラブ→横須賀シーガルズ

FC→神奈川県立逗葉高等学校→神奈川大学）  

所属元： 神奈川大学 

受入先： ヴァンフォーレ甲府 

承認日： 2014年9月17日 

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

選手名： 吉崎 弘宣 

 （ 所属歴：城西フットボールクラブ→ASヴァレンティア→VALENTIA→佐賀県立佐賀

北高等学校→IPU・環太平洋大学）  

所属元： IPU・環太平洋大学 

受入先： ヴィッセル神戸 

承認日： 2014年9月17日 

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

選手名： 松浦 尚人 

 （ 所属歴：御幸サッカークラブ→サンフレッチェ常石F.C→翔英学園米子北高等学校

→九州国際大学）  

所属元： 九州国際大学 

受入先： ギラヴァンツ北九州 

承認日： 2014年9月17日 

 

 16. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 福重 勝徳 

所属元： 府中アスレティックフットボールクラブサテライト 

受入先： 府中アスレティックフットボールクラブ 

承認日： 2014 年 7月 29 日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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選手名： 外川 海斗 

所属元： フウガドールすみだバッファローズ 

受入先： フウガドールすみだ 

承認日： 2014 年 8月 5日 

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

選手名： 高溝 黎磨 

所属元： P.S.T.C.LONDORINA 

受入先： 湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日： 2014 年 8月 5日 

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

選手名： 成澤 晃 

所属元： P.S.T.C.LONDORINA 

受入先： 湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日： 2014 年 8月 5日 

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

選手名： 水田 貴明 

所属元： シュライカー大阪サテライト 

受入先： シュライカー大阪 

承認日： 2014 年 8月 26 日 

 

 17. なでしこジャパン（日本女子代表） 国際親善試合の件 

  行事名：なでしこジャパン WORLD MATCH   

期 間：9月 9日(火)～13 日(土) 

場 所：山形県/天童市 

[スケジュール] 

9月 9日(火) 集合/トレーニング 

9月 10 日(水) トレーニング 

9月 11 日(木) トレーニング 

9月 12 日(金) トレーニング 

9月 13 日(土) 国際親善試合 vs. ガーナ女子代表  ◯5-0 

[スタッフ]  

団 長    : 上田 栄治   JFA理事         

監 督    ： 佐々木 則夫  JFAナショナルコーチングスタッフ 

コーチ    :  中村 順    JFAナショナルコーチングスタッフ/大宮アルディージャ   

GKコーチ   : 前田 信弘   JFAナショナルコーチングスタッフ  

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ  ： 広瀬 統一   JFAナショナルコーチングスタッフ/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  独立行政法人日本スポーツ振興センター 
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ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 貞清 健一  独立行政法人日本スポーツ振興センター 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    :  寺口 謙介  独立行政法人日本スポーツ振興センター                  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ： 川北 裕之  アディダス・ジャパン/ BOTTOM UP 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  ： 種蔵  里美   JFAコミュニケーション部 

総 務    ： 山田 薫   JFA代表チーム部 

 [選 手]  

GK 海堀 あゆみ INAC神戸レオネッサ 

 
山根 恵里奈 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

DF 岩清水 梓 日テレ・ベレーザ 

 
有吉 佐織 日テレ・ベレーザ 

 
北原 佳奈 アルビレックス新潟レディース 

 
長船  加奈 ベガルタ仙台レディース 

 
臼井  理恵 浦和レッズレディース 

 
羽座 妃粋 日本体育大学             

MF 宮間 あや 岡山湯郷 Belle  

 
川澄 奈穂美 シアトル・レイン FC（アメリカ） 

 
阪口 夢穂 日テレ・ベレーザ 

 
木龍 七瀬 スカイブルーFC（アメリカ） 

 
中島 依美 INAC神戸レオネッサ 

 
猶本 光 浦和レッズレディース 

FW 菅澤 優衣香 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

 
髙瀬 愛実 INAC神戸レオネッサ   

 
吉良 知夏 浦和レッズレディース 

 
増矢 理花 INAC神戸レオネッサ 

以上 18名 

 18. なでしこジャパン アジア競技大会の件 

  行事名：なでしこジャパン 第 17回アジア競技大会 仁川 2014 

期 間：9月 14 日(日)～10月 2日(木) 

場 所：韓国/仁川 

[スケジュール] 

9月 14 日(日) 移動(羽田→仁川) 

9月 15 日(月･祝) アジア競技大会 第 1戦 vs. 中国女子代表                △0-0 

9月 16 日(火) トレーニング 

9月 17 日(水) トレーニング 

9月 18 日(木) アジア競技大会 第 2戦 vs. ヨルダン女子代表             ◯12-0 

9月 19 日(金) トレーニング 
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9月 20 日(土) トレーニング 

9月 21 日(日) トレーニング 

9月 22 日(月) アジア競技大会 第 3戦 vs. チャイニーズ・タイペイ女子代表   ○3-0 

9月 23 日(火･祝) トレーニング 

9月 24 日(水) トレーニング 

9月 25 日(木) トレーニング 

9月 26 日(金) アジア競技大会 準々決勝 vs. 香港女子代表             ◯9-0 

9月 27 日(土) トレーニング 

9月 28 日(日) トレーニング 

9月 29 日(月) アジア競技大会 準決勝 vs. ベトナム女子代表            ◯3-0 

9月 30 日(火) トレーニング 

10月 1日(水) アジア競技大会 決勝 vs. 朝鮮民主主義人民共和国女子代表     ●1-3 

10月 2日(木) 帰国、解散 

 [スタッフ]  

団 長    : 上田 栄治   JFA理事         

監 督    ： 佐々木 則夫  JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ    :  中村 順      JFAナショナルコーチングスタッフ/大宮アルディージャ   

GKコーチ   : 前田 信弘    JFAナショナルコーチングスタッフ  

ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ  ： 広瀬 統一   JFAナショナルコーチングスタッフ/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  独立行政法人日本スポーツ振興センター 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ   ： 貞清 健一   独立行政法人日本スポーツ振興センター 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ    :  寺口 謙介   独立行政法人日本スポーツ振興センター                  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ： 川北 裕之   アディダス・ジャパン株式会社/ BOTTOM UP 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ  ： 種蔵  里美    JFAコミュニケーション部 

総 務    ： 山田 薫    JFA代表チーム部 

 [選 手]  

GK 海堀 あゆみ INAC神戸レオネッサ 

 
山根 恵里奈 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

DF 岩清水 梓 日テレ・ベレーザ            ※9/11～ 

 
有吉 佐織 日テレ・ベレーザ 

 
北原 佳奈 アルビレックス新潟レディース 

 
長船  加奈 ベガルタ仙台レディース 

 
臼井  理恵 浦和レッズレディース 

 
羽座 妃粋 日本体育大学            

MF 宮間 あや 岡山湯郷 Belle  
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川澄 奈穂美 シアトル・レイン FC（アメリカ） 

 
阪口 夢穂 日テレ・ベレーザ 

 
木龍 七瀬 スカイブルー FC（アメリカ） 

 
中島 依美 INAC神戸レオネッサ 

 
猶本 光 浦和レッズレディース 

FW 菅澤 優衣香 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

 
髙瀬 愛実 INAC神戸レオネッサ 

 
吉良 知夏 浦和レッズレディース 

 
増矢 理花 INAC神戸レオネッサ 

以上 18名 

 

 19. U-23日本女子代表候補 国内合宿の件  

  行事名：U-23日本女子代表候補 国内合宿 

期 間：9月 9日(火)～14 日(日) 

場 所：山形県/天童市・宮城県/仙台市 

[スケジュール] 

9月 9日(火)   PM 集合、トレーニング 

9月 10 日(水)    AMトレーニング PM 練習試合＠仙台 vsガーナ女子代表 △0-0 

9月 11 日(木)    AMトレーニング PMトレーニング 

9月 12 日(金)    AMトレーニング PMトレーニング 

9月 13 日(土)    AMトレーニング PM JFAフットボールデー参加 

             19:00 なでしこジャパン World Matchスタジアム観戦 

9月 14 日(日)    AM 解散 

[スタッフ] 

監 督 高倉 麻子 JFAナショナルコーチングスタッフ 

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 川島 透 JFAナショナルコーチングスタッフ 

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 江口 陽子 まごころ治療院 

総 務 宮崎 英津子 JFA代表チーム部 

[選  手] 

GK 山下 杏也加 日テレ・ベレーザ 

 平尾 知佳 JFAアカデミー福島 

DF 木下 栞 日テレ・ベレーザ                            ※1 

 齊藤 夏美 ASエルフェン埼玉                           ※2 

 田中 真理子 スフィーダ世田谷 FC                         ※3 

 浜田 遥 ベガルタ仙台レディース 

 上野 紗稀 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 
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 三宅 史織 INAC神戸レオネッサ 

 野口 彩佳 INAC神戸レオネッサ 

MF 佐藤 楓 スペランツァ FC大阪高槻                   ※2 

 杉田 亜未 伊賀フットボールクラブくノ一 

 柴田 華絵 浦和レッズレディース 

 齊藤 あかね 浦和レッズレディース 

 吉見 夏稀 ノジマステラ神奈川相模原                  ※3 

 京川 舞 INAC神戸レオネッサ 

 加藤 千佳 浦和レッズレディース                      ※1 

FW 横山 久美 AC長野パルセイロレディース               ※3 

 植村 祥子 日本体育大学                              ※3 

 田中 美南 日テレ・ベレーザ 

 籾木 結花 日テレ・ベレーザ 

※1 追加招集 ※2参加辞退 ※3途中離脱              計 20名 

 

 20. U-18日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-18日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：9月 28 日（日）～10月 1日（水） 

場 所：大阪府堺市 

[スケジュール] 

9月 28 日(日)  PM集合 

9月 29 日(月)   AM/PMトレーニング 

9月 30 日(火)  AMトレーニング、 

        15:30 トレーニングマッチ vs興国高校 ●2-8 

10月 1日(水)  AMトレーニング、 

         PM 解散 

[スタッフ] 

監 督 髙倉 麻子 JFAナショナルコーチングスタッフ 

コーチ 大部 由美 JFAナショナルコーチングスタッフ 

GKコーチ 川島 透 JFAナショナルコーチングスタッフ 

ドクター 鈴木 朱美 山形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 

総 務 大富部 佳奈子 JFA代表チーム部  

 

[選  手] 

GK 木付 優衣 日ノ本学園高等学校 

 
松本 真未子 浦和レッズレディースユース 

 
西中 麻穂 セレッソ大阪堺レディース 

DF 乗松 瑠華 浦和レッズレディース 
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土光 真代 日テレ・ベレーザ 

 
清水 梨紗 日テレ・ベレーザ 

 
畑中 美友香 スペランツァ FC大阪高槻 

 
竹村 美咲 日ノ本学園高等学校 

 
北川 ひかる JFAアカデミー福島 

 
松原 志歩 セレッソ大阪堺レディース 

 
市瀬 菜々 常盤木学園高等学校 

 
遠藤 優 浦和レッズレディースユース 

MF 隅田 凜 日テレ・ベレーザ 

 
水谷 有希 JFAアカデミー福島 

 
小島 美玖 JFAアカデミー福島 

 
安齋 結花 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18 

 
園田 瑞貴 京都精華女子高等学校 

 
三浦 桃 大商学園高等学校 

 
瀬野 有希 修徳高校 

 
長谷川 唯 日テレ・ベレーザ 

 
杉田 妃和 藤枝順心高等学校 

FW 籾木 結花 日テレ・ベレーザ 

 
清家 貴子 浦和レッズレディースユース 

 
白木 星 常盤木学園高等学校 

 
小林 里歌子 常盤木学園高等学校 

以上 25名 

 

 21. 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    9月 6日（土）～ 8日（月） 

場  所    大和高原ボスコヴィラ（奈良県奈良市） 

[スケジュール］ 

9月 6日(土) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティングﾞ 

9月 7日(日) トレーニング・ミーティング 

9月 8日(月) トレーニング・ミーティング → 解散 

[スタッフ］ 

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 

GKコーチ 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 

GKコーチ 井嶋 正樹 JFAナショナルトレセンコーチ/東海大学熊本 

GKコーチ 安齋 和之 東北・福島県トレセン/福島県国体女子選抜 

GKコーチ 磯上 まみ フェアリーズいわき 

ドクター 林  宏治 大手前病院 リハビリテーション科      ※9月 6日 

ドクター 山崎 剛司 大手前病院 整形外科                  ※9月 7日 
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ドクター 菊池 直哉 筑波大学付属病院 整形外科            ※9月 8日 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口由美子 関西医療大学                         ※9月 8日 

総務 今関 葉子 JFA女子部 

[選手（GK）］ 

和田 涼花 新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15 

星本 優桜 栃木県：栃木サッカークラブ レディース 

今井 佑香 東京都：日テレ・メニーナ・セリアス 

米田 揺杏 徳島県：徳島ラティーシャ 

木稲 瑠那 福岡県：広川フラワーズフットボールクラブ 

朝山 美帆 兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15 

秋庭 未奈 大阪府：大阪桐蔭ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾌﾗﾐﾝｺﾞﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ U-15 

西尾 彩花 鹿児島県：神村学園中等部女子サッカー部 

石塚 芽依 埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース 

林  桃歌 広島県：青崎サッカークラブ Hanako Clover's 

伊藤 三奈 兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15 

見矢明日香 三重県：FOOTBALL CLUB FAMILIA U-15 

松井 里央 富山県：富山レディースサッカークラブ 

小川 暖果 香川県：F.C.コーマレディースアザレア） 

佐藤 叶望 東京都：INAC多摩川レオネッサ U-18 

  計 15名 
 

 22. ＪＦＡエリートプログラム 女子 U-14 トレーニングキャンプ の件 

    

  

行事名   JFA ｴﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 女子 U-14 ﾄｰﾚﾆﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ～JOC日韓競技力向上ｽﾎﾟｰﾂ事業～ 

期 間   9月 11 日（木）～ 16日（火） 

場  所   J-GREEN 堺（大阪府堺市） 

[スケジュール］ 

9月 11 日(木) 集合 → トレーニング・ロジカルコミュニケーションスキル 

9月 12 日(金) トレーニング 

ゲーム：U-14日本女子選抜 1-0（前半 0-0）U-14韓国女子代表 

9月 13 日(土) 日韓合同トレーニング・トレーニング 

9月 14 日(日) トレーニング 

9月 15 日（月・祝） ゲーム視察：JFA アカデミー堺 0-1（前半 0-0）U-14 韓国女子代

表 

 文化交流・大阪観光 

  トレーニング 

 ゲーム：U-14日本女子選抜 1-1（前半 0-1）U-14韓国女子代表 

9月 16 日(火) トレーニング → 解散 

[スタッフ］ 

監督 淀川 知治 JFAナショナルトレセンコーチ 

コーチ 大部 由美 JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ 

GKコーチ 影山 啓自 JFAナショナルトレセンコーチ 
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ドクター 勝谷 洋文 島田病院 整形外科       ※9月 11～15日 

ドクター 辻 秀一郎 辻秀輝整形外科        ※9月 16日 

総務 今関 葉子 JFA女子部 

[選手］ 

GK 伊能 真弥 埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 山下 莉奈 大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ 

FP 柴山 史菜 愛知県：NGU名古屋 FCレディース 

 高山のはら 埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 鈴木 陽奈 福島県：JFAアカデミー福島 

 秦野くるみ 東京都：日テレ・メニーナ 

 遠藤  純 福島県：JFAアカデミー福島 

 武田あすみ 福島県：JFAアカデミー福島 

 船木 和夏 東京都：日テレ・メニーナ 

 井上  萌 埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 轡田  歩 埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 松崎 愛華 千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16 

 三浦 晴香 埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ 

 十川 ゆき 福島県：JFAアカデミー福島 

 菅野 奏音 東京都：日テレ・メニーナ 

 中江  萌 新潟県：ｱﾌﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15 

 根津 茉琴 福島県：JFAアカデミー福島 

 松田 紫野 東京都：日テレ・メニーナ 

   計 18名 
 

 23. U-15日本女子選抜 トレーニングキャンプ の件 

    

  

行事名    U-15 日本女子選抜 トレーニングキャンプ 

期 間    9月 29日（月）～ 10月 2日（木） 

場  所    J-GREEN堺（大阪府堺市） 

[スケジュール］ 

9月 29 日(月) 集合 → トレーニング・レクチャー・ミーティング 

9月 30 日(火) トレーニング・ロジカルコミュニケーションスキル・ミーティング 

10月 1日(水) トレーニング・レクチャー・ミーティング 

10月 2日(木) トレーニング・ミーティング → 解散 

[スタッフ］ 

総括責任者 大野  真 JFAナショナルトレセンコーチ 

コーチ 加藤 賢二 JFAナショナルトレセンコーチ 

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 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 宮本ともみ  

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 矢野 喬子 神奈川大学 

ドクター 塚原 由佳 江戸川病院 
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総務 今関 葉子 JFA女子部 

[選手］ 

GK 小林 未歩 千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16 

 米澤 萌香 東京都：日テレ・メニーナ・セリアス 

 赤星 朋実 福岡県：北九州ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ﾆｭｰｳｪｰﾌﾞ北九州ﾚﾃﾞｨｰｽ 

 湯浅里香子 広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's 

FP 吉間かれん 栃木県：栃木サッカークラブ レディース 

 井芹 夏稀 福島県：JFAアカデミー福島 

 高橋萌々香 徳島県：ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ徳島ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ・JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺 

 千葉玲海菜 福島県：リベルダード磐城 

 脇阪 麗奈 大阪府：セレッソ大阪堺レディース 

 森本紗也佳 香川県：F.C.コーマレディースアザレア 

 金平 莉紗 岡山県：岡山湯郷 Belle U-15･U-18） 

 市瀬 千里 千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16 

 塚本 夏希 福島県：JFAアカデミー福島 

 江刺 亜摘 静岡県：常葉学園橘中学校女子サッカー部 

 千葉菜々美 福島県：JFAアカデミー福島 

 沖野くれあ 北海道：クラブフィールズ・リンダ 

 唐橋 万結 新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15 

 内藤 夏鈴 北海道：バーモス恵庭フットボールクラブ 

 滝川 結女 三重県：楠クラブレディース 

 曽根 七海 千葉県：ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原･千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-16 

 中塚 沙希 香川県：F.C.コーマレディースアザレア 

 鈴木  銘 北海道：ASCレディース 

 松永未衣奈 徳島県：徳島ラティーシャ 

 宮本 華乃 熊本県：ロアッソ熊本ジュ二アユース 

 井上 陽菜 大阪府：セレッソ大阪堺レディース 

 大久保香穂 山口県：ドリームチェイサー 

 平田  朋 滋賀県：YASU club U-15 

 岩下 胡桃 栃木県：栃木サッカークラブ レディース 

 高平 美憂 福島県：JFAアカデミー福島 

 原田 結奈 広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's 

 加藤  希 広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's 

 牛島 理子 熊本県：ロアッソ熊本ジュニアユース 

 林 かおる 愛知県：OWLET FC U-15 

 宝田 沙織 大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ﾚﾃﾞｨｰｽ・JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺 

 田村 鈴香 大阪府：FC ｳﾞｨｰﾄﾘｱ・JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺 

 有馬 りこ 宮崎県：PRINCESS CAMELLIA FC 

 小嶋 星良 埼玉県：浦和レッズレディース 

 武田菜々子 秋田県：秋田 L.F.C.ユース 
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 山田ひかり 静岡県：常葉学園橘中学校女子サッカー部 

 森中 陽菜 大阪府：セレッソ大阪堺レディース 

 高橋 はな 埼玉県：浦和レッズレディースユース 

 土肥穂乃香 新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15 

 加藤 ゆあ 宮城県：FCみやぎ  

   計 43名 
 

 


