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2015年 6月 11日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2015年度 第 6回理事会 

報告事項 

 1. 第 65回 FIFA総会（5月 29日開催）の件 

  5 月 29 日に第 65 回 FIFA 総会が、スイスのチューリヒで開催され、以下の各事項について協

議、報告が行われた。 

＜財務事項＞ 

 総会にて 2014年、2011-2014年期の各連結決算、及び、2016年予算を承認 

 監査コンプライアンス委員会の推挙にて 2015-2018期 FIFA監査役に KPMGを指名 

＜パレスチナサッカー連盟提出議案：イスラエルサッカー連盟資格停止＞ 

 総会は FIFA規則のもとにパレスチナのサッカー発展を統括する委員会の創設を承認 

 これを受けてパレスチナサッカー連盟は議案を取り下げた 

＜差別、民族差別撲滅＞ 

 2013 年に総会にて承認された、ポイント減点、チームの降格や退場といった厳しい制裁

が、本問題撲滅の目的に大きな影響を与えている 

＜平和の握手＞ 

 チームキャプテンとレフェリーによる試合前、及び、試合後の握手が、リスペクトと団結の

シンボル、友情と平和の堅固な例であるとして、各協会への実施が呼びかけられた 

＜メディカル＞ 

 総会に先駆けて第 3 回 FIFA メディカル・カンファレンスが開催され、様々な予防とともに

「健康増進」が強調された 

＜監査コンプライアンス委員会＞ 

 各加盟協会における FIFA 規約遵守のチェックは効率よく行われており、さらに透明性が高

く、信頼がおける体制の実施を委員会がサポートしていく 

＜FIFA副会長、及び、FIFA理事＞ 

 総会において FIFA副会長、及び、FIFA理事が正式に就任（一覧：次頁参照） 

 特任女性理事としてモヤ・ドッド（オーストラリア）女史、ソニア・ビエン・エメ（ターコ

ス・カイコス諸島）の任期をさらに 1年間延長 

＜司法機関＞ 

 現任期内の残存期間に就任する倫理委員会調査室委員長及び委員、規律懲罰委員 2 名が選出

された 

＜FIFAワールドフットボールミュージアム＞ 

 来年チューリヒに開設される施設の準備状況についてレポートがなされた 

＜FIFA会長選挙＞ 

 第 1 回目の投票で有効投票数 206 のうちジョセフ・S・ブラッター氏が 133 票、アリ王子が

73 票をそれぞれ獲得した後、アリ王子が立候補を取り下げ、ブラッター氏の 5 期目の会長

就任が決定した 

＜次回 FIFA総会＞ 

 メキシコシティ(2016年 5月 12-13日)、クアラルンプール(2017年 5月 10-12日) 



報告事項 

2015/6/11 第 6回理事会 

 

2015－2019年期 FIFA 会長、副会長、理事一覧 

会   長：ジョセフ・S・ブラッター（スイス） 

筆頭副会長：イッサ・ハヤトウ（カメルーン） 

副 会 長：アンヘル・マリア・ヴィジャロナ（スペイン） 

      ミシェル・プラティニ（フランス） 

       デヴィッド・チュン（パプアニューギニア） 

       シェイクサルマン・ビン・イブラヒム・アリカリファ（バーレーン） 

       ファン・アンヘル・ナプー（パラグアイ） 

       デヴィッド・ジル（イングランド） 

       アルフレッド・ハウィットバネガス（ホンジュラス） 

理   事：ミシェル・ドーグ（ベルギー） 

       セネス・アージック（トルコ） 

       マリオス・レフカリティス（キプロス） 

       ハニー・アボリダ（エジプト） 

       ヴィタリ・ムトコ（ロシア） 

       マルコ・ポロ・デル・ネロ（ブラジル） 

       スニル・グラティ（ＵＳＡ） 

       リディア・ンセケラ（ブルンディ） 

       ルイス・ベドヤ（コロンビア） 

       ウォルフガング・ニールスバッハ（ドイツ） 

       タレク・ブシャマウイ（チュニジア） 

       コンスタント・オマリ（コンゴＤＲ） 

       アブドゥラ王子（マレーシア） 

       シェイク・アーマド・アル・ファハド・アル・サバー（クウェート） 

       田嶋幸三（日本） 

特任理事： モヤ・ドッド（オーストラリア） 

       ソニア・ビアン・エメ（ターコス・カイコス諸島） 

セクレタリー・ジェネラル：ジェローム・ヴァルケ（フランス） 

 

 2. FIFA理事会（5月 25 日、及び、5月 30日開催）の件 

  5 月 25 日に 2011－2015 年期最後の FIFA 理事会がスイスのチューリヒで開催された。主な決

定・報告事項は以下の通り。 

＜FIFAワールドカップ関連＞ 

 2018FIFAワールドカップロシア、7月 25日にサンクトペテルブルクで開催される予選ドロ

ーの準備報告 

 2026FIFAワールドカップ招致手順の承認（ホスト国選出は 2017年 5月 10日の FIFA総会を

予定） 

＜2018-2024年度国際マッチカレンダー＞ 

 9月の FIFA理事会で決定 
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＜イスラエル－パレスチナ間の状況＞ 

 ブラッター会長による中東訪問報告、調査書類は FIFA総会へ提出予定 

 FIFA規約違反が無い限り FIFA加盟協会の資格停止処分は行われないことを確認 

＜FIFA財務委員会からの提案＞ 

 サイクロン被害を受けたバヌアツサッカー連盟に対する 2度目の支援（US$450,000）を承認 

 洪水被害を受けたモザンビークへの支援（US$200,000）を承認 

 地震被害を受けたネパールへの視察を検討 

＜トリプル・パニッシュメント（三重の罰則）＞ 

 懲罰規程の改正を現時点では実施しないこととなった 

＜女子サッカー関連＞ 

 “選手の地位および移籍に関する FIFA規則”に女子のクラブによる代表チームへの選手リ

リースに関する条項を追加 

  FIFA U-17女子ワールドカップヨルダン 2016の試合日程承認 

＜第 67回 FIFA総会＞ 

 クアラルンプールにて 2017年 5月 10～12日に開催することを承認 

 

5 月 30 日に 2015－2019 年期最初の FIFA 理事会がスイスのチューリヒで開催された。主な決

定・報告事項は以下の通り。（田嶋 FIFA理事出席） 

＜FIFAワールドカップ＞ 

 2018年ロシア大会及び 2022年カタール大会の大陸別出場枠を下記の通りに決定 

アフリカ：    5 枠 

アジア：    4.5 枠 

欧州：      13 枠 

北中米：   3.5 枠 

オセアニア：  0.5 枠 

南米：    4.5 枠 

ホスト国：    1 枠 

 ワールドカップ 2026年大会の招致プロセスに関して、FIFA規約 80条 4項に則り、2大会連

続で同大陸連盟に加盟する協会の招致は不可であることを確認 

＜FIFA緊急委員会、財務委員会、常設委員会＞ 

 緊急委員会及び財務委員会の新体制を決定 

 常設委員会における FIFA理事の担当を決定 

 田嶋 FIFA理事：FIFAワールドカップ組織委員会委員、FIFAクラブワールドカップ組織委員

会副委員長 

＜インドネシアサッカー協会（PSSI）資格停止＞ 

 FIFA規約 13条及び 17条を履行するまで、同協会に資格停止処分を科すことを決定 

 但し、同国代表の SEA GAMES 2015への参加を例外的措置として認める 

＜次回 FIFA理事会＞ 

 チューリヒの FIFA本部にて、9月 24～25日に開催予定 

 



報告事項 

2015/6/11 第 6回理事会 

 

 3. FIFAクラブワールドカップの件  

  (1)大会会場・マッチスケジュールについて 

2015年大会の会場ならびにマッチスケジュールが以下の通り決定した。 

大阪長居スタジアムは初めての開催。 

12月 10日（木） M1 開幕戦：     横浜国際総合競技場 

12月 11日（金） レストデー 

12月 12日（土） レストデー 

12月 13日（日） M2 準々決勝：     大阪長居スタジアム 

  M3 準々決勝：    大阪長居スタジアム 

12月 14日（月） レストデー 

12月 15日（火） レストデー 

12月 16日（水）  M4 5／6位決定戦：   大阪長居スタジアム  

  M5 準決勝：     大阪長居スタジアム 

12月 17日（木）  M6 準決勝：     横浜国際総合競技場 

12月 18日（金）  レストデー 

12月 19日（土）  レストデー 

12月 20日（日）  M7 3／4位決定戦：   横浜国際総合競技場 

  M8 決勝：      横浜国際総合競技場 

(2)FIFAクラブワールドカップ実行委員会委員追加について 

  マッチスケジュール確定後、開催ベニュー協会から委員を数名選出予定であった為、以下

の 2名を FIFAクラブワールドカップ実行委員会委員として追加する。 

    藤縄 信夫（大阪）、本木 幹雄（神奈川） 

 

 4. 大会役員 国際試合への派遣の件 

  AFC U-14ガールズ地区選手権 2015-ASEAN  

大会期間： 6月 23 日（火）～28日（日） 

マッチコミッショナー： 江川 純子 

派遣期間： 6月 20 日（土）～29日（月） 

 

 5. 名義使用申請の件 

  (1)申請者：日本知的障がい者サッカー連盟 

大会名：第 1回全国知的障害特別支援学校高等部交流大会 2015 

主催：日本知的障がい者サッカー連盟 

主管：一般財団法人静岡県サッカー協会ハンディキャップ委員会、 

もう一つの高校選手権実行委員会 

後援：文部科学省、公益財団法人日本サッカー協会、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、全国特別支援学校知的障害教育校長会、 

全国手をつなぐ育成会連合会、静岡県、静岡県教育委員会、藤枝市、 

藤枝市教育委員会、一般財団法人静岡県サッカー協会、静岡県特別支援学校長会、 

静岡県手をつなぐ育成会、静岡県知的障害者福祉協会、 
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静岡新聞社・静岡放送（予定） 

協賛：プーマジャパン株式会社、公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 

日程：2016年 2 月 13日（土）・14日（日） 

会場：藤枝総合運動公園サッカー場および陸上競技場 

目的：知的障がい者特別支援学校高等部の部活動の目標となる全国大会とする。知的障がい

者のスポーツ促進、生涯学習の環境作りと推進に寄与する。 

(2)申請団体：日本ブラインドサッカー協会 

大会名：IBSAブラインドサッカーアジア選手権 2015 

主催：日本ブラインドサッカー協会 

共催：International Blind Sport Federation（IBSA：国際視覚障害者スポーツ連盟）、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会  

後援：厚生労働省、文部科学省、東京都、渋谷区、新宿区、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人日本サッカー協会、 

公益財団法人東京都サッカー協会、公益財団法人東京都障害者スポーツ協会（予定） 

日程：8月 30日（日）～9月 8日（火） 

会場：国立代々木競技場フットサルコート 特設会場 

目的：都心でパラリンピック出場権を争う大会を開催することで、障がい者スポーツの関心

を高め、振興に寄与すること、および、スポーツを通じた多様性理解とインクルージ

ョンの推進のため。  

(3)申請者：株式会社 ヒビノスペシャル 

日 時：8月 29 日（土）10：00～16：00 ※雨天の場合は翌日に順延 

会 場：水戸芸術館広場 

対 象：小学生以上 

定 員：16チーム 

参加費：個人参加500円、グループ参加2,000円（5～7名まで） 

主 催：HIBINO CUP実行委員会、公益財団法人水戸市芸術振興財団 

後 援：水戸市サッカー協会、公益財団法人日本サッカー協会 

特別協力：水戸21の会 

協 力：アサヒビール株式会社、レンゴー株式会社（予定）、FC水戸ホーリーホック 

    公益社団法人水戸青年会議所 

主 旨：水戸芸術館において開催される展覧会「カフェ・イン・水戸 R」関連イベント

として、アーティスト日比野克彦氏の総合企画演出のもと『HIBINO CUP』を開

催する。 本事業は、2005年に水戸芸術館にて開催されたアーティスト 日比野

克彦氏による個展「HIBINO EXPO 2005 日比野克彦の一人万博」の関連企画と

して立案され始まった、工作ワークショップとスポーツの融合した市民参加イ

ベントである。午前は各参加チームがボールとゴールを段ボールで自作するワ

ークショップを行い、午後はオリジナルのルールによるミニ・サッカーの試合

を行う。2005年の第一回以来毎年開催され、小学生から大人まで幅広い年齢層

の人びとが参加する恒例の事業となり、県外の他地域にも広がっている。アー

トとスポーツが融合したこのイベントの体験を通じて、地域の芸術・文化・ス
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ポーツの振興に資する取り組みとし、現代社会においての新たなる表現形態を

提案する。 

(4)申請者：金花商店振興会 

イベント名：「第 4回サッカー通り夏まつり」 

主催：金花商店振興会 

協賛：(株)マッス、(株)マツオ計画、練馬板橋ベーゴマの会湯島支部、(株)TONEGAWA、 

東京ケーブルネットワーク(株)、Chako Family Dance Studio、湯島小学校、 

本郷台中学校（予定） 

後援：公益財団法人日本サッカー協会 

日程：7 月 20日（月・祝） 

会場：サッカー通り 

内容・目的：主に地域住民を対象とした各種イベント（シュートゴール大会等）を実施し、

サッカー通り周辺地域の繋がりを深める。 

 

 6. 海外遠征申請の件  

  （1）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-13 J リーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 7 月 25日（土）～31日（金） 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

（2）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-14 J リーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 7 月 25日（土）～31日（金） 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

（3）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-14 J リーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 7 月 6日（月）～20日（月・祝） 

遠 征 先 ヨーテボリ/スウェーデン 

（4）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 常磐木学園高等学校 （女子） 

遠征期間 7 月 5日（日）～20日（月・祝） 

遠 征 先 ①バンクーバー/カナダ②ミネソタ/アメリカ 

（5）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 仙台第二高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 7 月 31日（金）～8月 11日（火） 

遠 征 先 ①ヘームズケルク/オランダ②ゲルゼンキルヒェン/ドイツ 

（6）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム さいたま市高校選抜サッカー選手団 （第 2種） 

遠征期間 7 月 24日（金）～31日（金） 

遠 征 先 都市未定/ドイツ 

（7）公益社団法人 千葉県サッカー協会 
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チ ー ム ジェフユナイテッド市原・千葉 U-15 （第 3種） 

遠征期間 7 月 18日（土）～29日（水） 

遠 征 先 メキシコシティ/メキシコ 

（8）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム VEEX Tokyo Ladies （フットサル） 

遠征期間 7 月 8日（水）～14日（火） 

遠 征 先 アヴェイロ/ポルトガル 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブ （第 3種） 

遠征期間 8 月 3日（月）～11日（火） 

遠 征 先 ヘームスケルク、アルクマーク/オランダ 

（10）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム エスペランサ ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 7 月 26日（日）～8月 9日（日） 

遠 征 先 ブエノスアイレス/アルゼンチン 

（11）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県西部掛川地区 U-12選抜 （第 4種） 

遠征期間 7 月 30日（木）～8月 2日（日） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（12）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡トレーニングセンター U-12 （第 4種） 

遠征期間 7 月 30日（木）～8月 1日（土） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（13）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム Erba Football Club （第 4種） 

遠征期間 7 月 22日（水）～31日（金） 

遠 征 先 ヨンドク/韓国 

（14）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪女子 U-18 （第 2種） 

遠征期間 7 月 20日（月・祝）～25日（土） 

遠 征 先 上海/中国 

（15）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 関西学院高等部 （第 2種） 

遠征期間 8 月 11日（火）～20日（木） 

遠 征 先 ヘネフ/フランクフルト/ドイツ 

（16）一般社団法人 大分県サッカー協会 

チ ー ム 大分市 U－14選抜チーム （第 3種） 

遠征期間 7 月 27日（月）～8月 3日（月） 

遠 征 先 アベイロ/ポルトガル 
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【事後申請】 

 以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請分として報告致します。 

（1）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム さいたま市サッカー訪問団 （第 1種） 

遠征期間 5 月 29日（金）～31日（日） 

遠 征 先 水原/韓国 

（2）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 （第 3種） 

遠征期間 6 月 4日（木）～8日（月） 

遠 征 先 ベルリン/ドイツ 

（3）一般社団法人 長野県サッカー協会 

チ ー ム AC長野パルセイロ U-15 （第 3種） 

遠征期間 6 月 26日（金）～28日（日） 

遠 征 先 カピョン/韓国 

 

 7. 標章使用申請の件 

 

 

 （1）申請団体： 特定非営利活動法人山形県サッカー協会 

使用目的： 名刺 1名分（100枚） 

 

 8. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  (1)申請者（施設所有者）：三重県 

施設名：三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場第 3グラウンド 

     （三重県鈴鹿市御薗町 1669） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社／ハイブリットターフ XP-62 

公認期間：2015年 4月 9日～2017年 4月 8日 

公認番号：第 080 号 

(2)申請者（施設所有者）：学校法人 城西大学 

施設名：高円宮殿下記念スポーツパーク（千葉県東金市家之子 508-3） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社／ハイブリットターフ XXP-62HP 

公認期間：2015年 6月 21日～2018年 6月 20日 

公認番号：第 124 号 

＜特記事項＞ 

 使用製品は、JFAロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を完了し

ている。 

 当該施設は、JFA ロングパイル人工芝公認規程に基づく現地検査（フィールドテスト）を

実施し、基準を満たしている。 

 

 9. 2014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した。 
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氏  名 ：小菊 昭雄 

指導チーム：セレッソ大阪 

生年月日 ：1975年７月７日 

資  格 ：2012年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1998年 ～セレッソ大阪 U15コーチ 

       2001 年 ～セレッソ大阪 U13監督 

       2002 年 ～セレッソ大阪強化部 スカウト 

       2006 年 ～セレッソ大阪 トップチームコーチ 

       2014 年 ～セレッソ大阪 強化部課長 

     2014 年 9月 ～セレッソ大阪 トップチームコーチ 

    2015年 ～セレッソ大阪 強化部課長 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：419名（上記 1名含む） 

※ 2014年度 S級コーチ認定者数： 12名/19名中 

 

 10. 2015年度 B級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  B級コーチ養成講習会山梨県 FAコースの受講者として、以下の 18名を決定した。 

（開催期間：6月 19～ 21日、7月 18～20日、11月 27～1 29日、12月 4～6日） 

吉野 佳卓   趙  光洙   金丸 浩明   金丸清二郎   岩下  勝 

倉澤  隆   早川 嘉明   佐藤 大輔   佐野  新   宇佐美邦広 

深江雄士郎   桑原  信   小林 圭司   栗林 秀年   竹中  翼 

足達 敏弥   長沼 裕樹   小池 淳一 

 

 11. JFAエリートプログラム 女子 U-14 中国遠征の件 

①  ②  

  

行事名：JFAエリートプログラム 女子 U-14 AFC U-14ガールズ地域選手権 2015 

期  間：5月 17日（日）～ 25日（月） 

場  所：中国/北京 

［スケジュール］ 

5月 17日(日) 成田空港集合、コミュニケーションスキル授業、出発→現地着 

 18日(月) AM/PMトレーニング・ミーティング 

 19日(火) AMトレーニング PM第 1戦 vs韓国 ●0－2（0－1） 

     20日(水) AMトレーニング PM第 2戦 vsグアム ○14－0（9－0） 

   21日(木) AMトレーニング PM第 3戦 vsチャイニーズ・タイペイ ○7－1（3－0） 

   22日(金) AMトレーニング 

   23日(土) 準決勝 vs朝鮮民主主義人民共和国 ●0－3（0－1） 

     24日(日) 3位決定戦 vs韓国 ○4－1（1－1） 

   25日(月) 現地発→成田着、解散 

［最終順位］ 

    優勝 ：朝鮮民主主義人民共和国 

    準優勝：中国 

    第 3位：日本 
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    第 4位：韓国 

 フェアプレー賞：日本 

［スタッフ］ 

監督 ： 加藤 賢二 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ） 

コーチ ： 田代 久美子（JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／山梨学院大学） 

GKコーチ ： 井嶋 正樹 （JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／東海大学熊本サッカー部） 

ドクター ： 高橋 達也 （船橋整形外科病院） 

総務 ： 宮崎 英津子（JFA女子部） 

［選手］ 

GK 三宅 紗優 （岡山県/大阪府：岡山湯郷 Belle U-15・U-18/JFAアカデミー堺） 

伊藤 七海 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース Colza） 

FP 中江 萌  （新潟県：アルビレックス新潟レディース U－15） 

及川 莉子 （宮城県：FCみやぎ） 

寺田 妃花 （宮崎県：旭スポーツ FCジュニアユース） 

月東 優季乃（埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

小野 遥香 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

芳本 小夏 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

上田 佳奈 （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

齊藤 理子 （北海道：下音更中学校サッカー部） 

青木 柚香 （京都府：京都精華女子中学校サッカー部） 

田中 智子 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

富岡 千宙 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

大西 歩花 （徳島県：徳島ラティーシャ） 

三谷 和華奈（東京都：日テレ・メニーナ） 

野嶋 彩未 （静岡県：藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー） 

長江 伊吹 （富山県：富山レディースサッカークラブ） 

中尾 萌々 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース Rame） 

計 18名 

 

 12. キヤノン ガールズ・キャンプ JFAエリートプログラム女子 U-13トレーニングキャンプ の件 

①  ②  

  

行事名：キヤノン ガールズ･キャンプ JFAエリートプログラム女子 U-13 トレーニングキャンプ 

期  間：5月 15日（金）～ 19日（火） 

場  所：J-GREEN堺（大阪府堺市） 

［スケジュール］ 

5月 15日(金) 集合、ﾌｨｼﾞｶﾙ測定・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ 

 16日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ・ﾛｼﾞｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ 

17日(日)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ｹﾞｰﾑ・ﾚｸﾁｬｰ 

 18日(月) ﾚｸﾁｬｰ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

 19日(火) ｹﾞｰﾑ・ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ、解散 

※5 月 16日（土）～17日（日）の 2 日間で指導者講習会を並行開催し、9地域から合計 20名
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のトレセンスタッフが参加した。 

［スタッフ］ 

コーチ（チーフ） : 淀川 知治 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

コーチ : 大野 真 (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) 

コーチ : 松田 哉 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

コーチ : 西村 陽介 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

コーチ : 浦田 敏己 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/静岡産業大学) 

コーチ : 高須 理稔 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺) 

コーチ : 和田 敬 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/岡山県立玉野高等学校) 

コーチ : 影山 啓自 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ今治) 

コーチ : 北川 ちはる (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｶﾃｨｵｰﾗﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

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 : 安齋 和之 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/FC BLOOM) 

GKコーチ : 轟  奈都子 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｾﾚｯｿ大阪) 

ドクター : 勝谷 洋文 (島田病院 整形外科) 

総務 : 亀井 拓夫 (JFA女子部) 

［選手］ 

GK 石田 心菜 (熊本県：益城ルネサンス熊本ＦＣフェニックス) 

 板倉 彩 (富山県：富山レディースサッカークラブ) 

 村上 楓 (北海道：釧路リベラルティ) 

 馬場 ひなの (三重県：楠クラブレディース) 

 友  菜奈歌 (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

 大場 朱羽 (静岡県：ＪＦＡアカデミー福島) 

 小林 めい (秋田県：秋田Ｌ．Ｆ．Ｃ．ユース) 

 西村 瑠音 (愛媛県：愛媛ＦＣレディースＭＩＫＡＮ) 

 竹下 奏彩 (兵庫県：ＩＮＡＣ神戸レオネッサＵ－１５) 

FP 坂本 那帆 (山口県：レストライザック北浦ＦＣ Ｕ－１５) 

 伊藤 めぐみ (静岡県：ＪＦＡアカデミー福島) 

 渡部 麗 (静岡県：ＪＦＡアカデミー福島) 

 岡崎 莉子 (山口県：山口ウィングス) 

 高橋 幸々 (千葉県：ＦＣ．ＶＩＤＡユース) 

 葛西 由依 (青森県：ＳＨＲＩＮＥ ＬＦＣ) 

 島田 芽依 (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

 河岸 笑花 (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

 野町 香好 (高知県：Ｋｏｃｈｉ ｇａｎａｄｏｒ ＦＣ) 

 加藤 明星 (大分県：大分トリニータ レディース) 

 田畑 晴菜 (大阪府：ｳﾞｨｴﾝﾄﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞとよの/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

 伊勢 さつき (兵庫県：ＩＮＡＣ神戸レオネッサＵ－１５) 

 小泉 七瀬 (新潟県：アルビレックス新潟レディースＵ－１５) 
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 松久 栞南 (東京都：十文字中学校) 

 山口 歌子 (新潟県：アルビレックス新潟レディースＵ－１５) 

 水本 陽菜 (北海道：北海道リラ・コンサドーレ) 

 安田 聖羅 (北海道：小樽 Ｃｏｒｓａ’ｒｉｏ) 

 渡邉 さくら (新潟県：アルビレックス新潟レディースＵ－１５) 

 中川 瑚々 (愛媛県：ＦＣ今治 レディース/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ今治) 

 舘  奈凪海 (福井県：福井工業大学附属福井中学校女子サッカー部) 

 岡本 亜子 (岡山県：ＦＦＣウェネス) 

 高和 芹夏 (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

 山本 柚月 (東京都：日テレ・メニーナ) 

 河本 紗英 (愛媛県：愛媛ＦＣレディースＭＩＫＡＮ) 

 原田 和佳 (徳島県：プルミエール徳島サッカークラブ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

 右江 星羅 (三重県：伊勢 ＹＡＭＡＴＯ ＦＣ ＪＹ) 

 福田 莉子 (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

 國生 乃愛 (鹿児島県：モゼーラ鹿児島) 

 古本 菜乃葉 (静岡県：藤枝順心サッカークラブジュニアユースブルー) 

 伊東 珠梨 (三重県：ＦＣ ＧＲＡＮＲＩＯ ＳＵＺＵＫＡ) 

 宮野 日和 (青森県：ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ Ｕ－１５) 

 百濃 実結香 (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

 大住 六花 (徳島県：プルミエール徳島サッカークラブ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

 田山 有彩 (福岡県：ＭＡＲＳ福岡Ｕ－１５) 

 滝口 晴子 (北海道：サンクＦＣ レディース) 

 中丸 美令 (山口県：周南市立太華中学校) 

 阿部 文音 (新潟県：アルビレックス新潟レディースＵ－１５) 

 三浦 めぐ (徳島県：プルミエール徳島サッカークラブ/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺） 

 豊島 花梨 (千葉県：船橋市立船橋中学校) 

 高良 琴音 (沖縄県：真志喜中学校女子サッカー部) 

 森  文佳 (兵庫県：ＩＮＡＣ神戸レオネッサＵ－１５/JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ堺) 

 島村 美風 (東京都：日テレ・メニーナ) 

 玉川 実奈 (静岡県：ＪＦＡアカデミー福島) 

 片野田 朱珠 (三重県：楠クラブレディース) 

 稲村 雪乃 (長野県：ＴｏｐＳｔｏｎｅ Ｒｏｓｅｔｔａ Ｕ－１５) 

 木下 桃香 (東京都：日テレ・メニーナ) 

 山本 陽菜 (愛媛県：トレーフルＦＣ ｆｉｌｌｅ) 

 沼尾 圭都 (静岡県：ＪＦＡアカデミー福島) 

  計 57名 

   
 

 13. 日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：日本代表候補 トレーニングキャンプ  

期 間：5月 12日（火）～13日（水） 
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場 所：千葉県 

[スケジュール] 

5月 12日 （火） 集合、PMトレーニング 

5月 13日 （水） AMトレーニング、PM トレーニング、解散 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 霜田 正浩 (JFA特任理事/技術委員長) 

監 督 ｳﾞｧｲｯﾄﾞ・ﾊﾘﾙﾎｼﾞｯﾁ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾞﾇﾍﾞｰ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 手倉森 誠 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｼﾘﾙ・ﾓﾜﾝﾇ (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) 

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) 

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 湯浅 理平 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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 菊島 良介 (JSCマルチサポート事業)  

通訳 樋渡  群 (JFA) 

通訳 羽生 直行 (JFA) 

総 務 津村 尚樹 (JFA代表チーム部)  

副 務 秋江 昌司 (JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田  寛 (JFAコミュニケーション部) 

ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 渡邉  大 (JFAテクニカルスタッフ)  

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) 

宿泊・輸送 田山 義高 (西鉄旅行) 

[選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

 六反 勇治  (ベガルタ仙台) 

 権田 修一 (FC東京) 

DF 水本 裕貴 (サンフレッチェ広島) 

 丹羽 大輝 (ガンバ大阪) 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 森重 真人 (FC東京) 

 太田 宏介 (FC東京) 

 藤春 廣輝 (ガンバ大阪) 

 塩谷  司 (サンフレッチェ広島) 

 昌子  源 (鹿島アントラーズ) 
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 岩波 拓也 (ヴィッセル神戸) 

 植田 直通 (鹿島アントラーズ) 

MF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) 

 遠藤  康 (鹿島アントラーズ) 

 山口  蛍 (セレッソ大阪) 

 米本 拓司 (FC東京) 

 谷口 彰悟 (川崎フロンターレ) 

 柴崎  岳 (鹿島アントラーズ) 

FW 大久保 嘉人 (川崎フロンターレ) 

 豊田 陽平 (サガン鳥栖) 

 永井 謙佑 (名古屋グランパス) 

 川又 堅碁 (名古屋グランパス) 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

 武藤 嘉紀 (FC東京) 

 杉本 健勇 (川崎フロンターレ) 

 浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島) 

    計 28名 

 

 14. Jリーグ・アンダー22選抜 J3リーグの件 

  

 

 

 

 

1節 3月 15日（日） vs.SC相模原  ●0-3 (相模原ギオンスタジアム） 

2節 3月 21日(土･祝) vs.レノファ山口 ●0-8 (維新百年記念公園陸上競技場) 

3節 3月 29日(日) vs.FC琉球 ●1-2 (沖縄県総合運動公園陸上競技場 

4節 4月 5日(日) vs.ガイナーレ鳥取 ●0-2(とりぎんバードスタジアム) 

5節 4月 12日(日) vs.グルージャ盛岡 ○2-1(盛岡南公園球技場) 

6節 4月 19日(日) vs.藤枝 MYFC △1-1(藤枝総合運動公園サッカー場) 

7節 4月 26日(日) vs.FC町田ゼルビア ●0-6(町田市立陸上競技場) 

8 節 4月 29日(水･祝) vs.Y.S.C.C.横浜 △0-0(ニッパツ三ツ沢球技場) 

9節 5月 3日(日･祝) 開催なし  

10 節 5月 6 日(水･振休) vs.長野パルセイロ ●0-2(南長野運動公園総合球技場) 

11節 5月 10日(日) vs.カターレ富山 ●1-2(富山県総合運動公園陸上競技場) 

12節 5月 17日(日) vs.福島ユナイテッド FC ○4-1(とうほうみんなのスタジアム) 

13節 5月 24日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 ●0-1(あきぎんスタジアム) 

14節 5月 31日(日) vs．レノファ山口 ●0-3(下関市営下関陸上競技場) 

   
 

 15. U-18日本代表 海外遠征の件 

  行事名：U-18日本代表 海外遠征 

期 間：5月 18日(月)～21日(木) 

場 所：韓国/議政府市 
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[スケジュール] 

5月 18日(月) 集合、出発、現地着 

5月 19日(火) 練習試合 vs.FC SOL ◯2-1 

5月 20日(水) 練習試合 vs.ソウルデジタル大学 ◯5-2 

5月 21日(木) 帰国 

[スタッフ] 

団 長 木村 浩吉 (JFA技術委員) 

監 督 内山 篤 (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) 

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 寺門 大輔 (JSCマルチサポート事業)  

ドクター 杉本 武 (医療法人尚信会 整形外科河村医院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 秋山 良範 (コンディショニングルーム AKI) 

総 務 本間 一憲 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 小島 亨介 (早稲田大学) 
 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
森下 龍矢 (ジュビロ磐田 U-18) ※2 

 
野田 裕喜 (大津高校) 

 

 
柳 貴博 (FC東京 U-18) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) 

 

 
岡野 洵 (ジェフユナイテッド千葉 U-18) 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 
MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 

 

 
坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) ※1 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島 ユース) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
永藤 歩 (市立船橋高校) ※2 

 
黒川 淳史 (大宮アルディージャユース) ※2 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ユース) 

 
FW 杉森 考起 (名古屋グランパス U18) 

 

 
小川 航基 (桐光学園) 
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邦本 宜裕 (アビスパ福岡) 

 

 
一美 和成 (大津高校) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1辞退 ※2追加招集                                             計 25名 

 

 16. U-15日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-15日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：5月 15日（金）～18日（月） 

場 所：千葉県/市原市 

[スケジュール] 

5月 15日(金) AM 集合、PM トレーニング 

5月 16日(土) AM トレーニング、PM トレーニング 

5月 17日(日) AM トレーニングマッチ vs市立船橋高校 ●0-5（0-2） 

PM トレーニングマッチ vs流通経済大学付属柏高校 ●3-4（1-2） 

5月 18日(月) AM トレーニング、PM 解散 

[スタッフ] 

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 (JFA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 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 池川 直志  (柏市立柏病院) 

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

   
[選  手] 

GK 井ノ尾 匠 京都サンガ F.C.U-15 
 

 
林 祥太郎 セレッソ大阪 U-15 

 

 
藤田 和輝 アルビレックス新潟 U-15 

 
DF 中崎 颯人 名古屋グランパス U15 

 

 
渡辺 大貴 三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース 

 

 
井上 詩音 Nagoya S.S. 

 

 
石尾 崚雅 セレッソ大阪 U-15 

 

 
杉井 颯 柏レイソル U-15 

 

 
中川 裕仁 セレッソ大阪和歌山 U-15 ※1 

 
森田 晃樹 東京ヴェルディジュニアユース 

 

 
福田 心之助 コンサドーレ札幌 U-15 

 
MF 鬼京 大翔 流通経済大学付属柏高校 

 

 
東城 雅也 青森山田高校 
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 江川 慶城 京都サンガ F.C.U-15  

 檀崎 竜孔 青森山田中学校  

 山下 雄大 柏レイソル U-15  

 山崎 大地 サンフレッチェ広島 F.Cジュニアユース  

 谷内田 哲平 長岡ジュニアユース FC  

FW 山田 寛人 セレッソ大阪 U-18  

 宇津元 伸弥 鵬翔高校  

 今村 涼一 FC東京 U-15むさし  

 中村 敬斗 三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース  

 兵藤 健斗 大垣市立南中学校  

 津野 絢世 京都サンガ F.C.U-15  

※1離脱                                   計 24名 

 

 17. 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：6月 1日(月)～3日(水) 

場 所：千葉県千葉市 

[スケジュール] 

6月 1日 (月) PM 集合 

6月 3日 (水) PM 解散 

[スタッフ]  

監 督 ミゲル・ロドリゴ (JFA) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリー) 

コーチ兼通訳 小森 隆弘 (JFA) 

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  後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校) 

総 務 関口 豪 (JFA代表チーム部) 

[選 手] 

GK 冨金原 徹 (デウソン神戸) 

 
藤原 潤 (バルドラール浦安) 

 
関口 優志 (エスポラーダ北海道) 

FP 森岡 薫 (名古屋オーシャンズ)  

 
酒井 ラファエル 良男 (名古屋オーシャンズ) 

 

佐藤 亮 (シュライカー大阪) 

 
西谷 良介 (フウガドールすみだ) 

 
渡邉 知晃 (府中アスレティック FC) 

 
滝田 学 (ペスカドーラ町田) 

 
皆本 晃 (府中アスレティック FC) 

 
仁部屋 和弘 (バサジィ大分) 
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永井 義文 (シュライカー大阪) 

 
芝野 創太 (バサジィ大分) 

 
吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  

 
前鈍内 マティアス エルナン (名古屋オーシャンズ) 

 
加藤 竜馬 (バルドラール浦安) 

 
室田 祐希 (エスポラーダ北海道) 

計 17名 

 

 18. 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：5月 21日(木)～27日(水) 

場 所：沖縄県金武町 

[スケジュール] 

5月 21日 (木) AM集合/PMトレーニング 

5月 22日 (金) AM/PMトレーニング 

5月 23日 (土) AM/PMトレーニング 

5月 24日 (日) AMトレーニング 

5月 25日 (月) AM/PMトレーニング 

5月 26日 (火) AM/PMトレーニング 

5月 27日 (水) AMトレーニング/PM 解散 

[スタッフ]  

監 督 マルセロ･メンデス （JFAナショナルコーチングスタッフ） 

GKコーチ 中河 晶彦 （国士舘大学） 

ドクター 平野 篤 （水戸協同病院） 

ドクター 新城 宏隆 （バークレーじのん整形外科） 

トレーナー 田中 祐介 （三宅スポーツマッサージ） 

通訳 新垣セレマン エバルトン 

総務 杉山 友朗     （JFA代表チーム部） 

[選 手] 

GK 照喜名 辰吾 （ソーマプライヤ） 

 
杉田 哲司 （湘南 SPREAD1545） 

 
宜野座 寛也 （東京レキオス BS） 

 
齋藤 正紀 （Vamos a la Casa) 

FP 牧野 真二 （LEON福岡） 

 
田畑 輝樹 （東京レキオス BS）          ※1 

 

尾田 博文 （東京レキオス BS） 

 
原口 翔太郎 （東京レキオス BS） 

 
後藤 崇介 （東京レキオス BS）          ※2 

 
山内 悠誠 （G.C.Nerine） 
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茂怜羅 オズ （東京レキオス BS） 

 
赤熊 卓弥 （ドルソーレ北九州） 

 
松尾 那緒弥 （プラシア山口） 

 
大場 崇晃 （ドルソーレ北九州） 

 
山賀 嘉月 （Aqua Morcego Fusion） 

 
奥山 正憲 （Loewe Yokohama） 

 
松田 圭佑 （アヴァンチ大阪） 

 
上原 朋也 （ソーマプライヤ） 

※1 辞退 ※2途中離脱              計 18名 

 

 19. JFA・なでしこリーグ特別指定選手の件 

  選手名：水谷 有希 

（所属歴：湘南ルベントスポーツクラブジュニア→JFAアカデミー福島→筑波大学） 

所属元：筑波大学女子サッカー部 

受入先：浦和レッズレディース 

承認日：2015年 5月 18日 

 

 20. JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 志知 孝明 

    （所属歴：正木サッカー少年団→羽鳥ジュニアフットボールクラブ→正木サッカー少年団→羽

鳥市立羽鳥中学校→FC岐阜 U-18→東海学園大学サッカー部） 

所属元： 東海学園大学サッカー部 

受入先： 松本山雅 FC 

承認日： 2015年 5月 12日 

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

選手名： 川口 真史 

（所属歴：BUDDY・FC→筑紫野中学校→福岡県立筑紫丘高等学校→山口大学サッカー部） 

所属元： 山口大学サッカー部 

受入先： レノファ山口 

承認日： 2015年 5月 12日 

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

選手名： 湯澤 聖人 

（所属歴：谷田部フットボールクラブ→つくばフットボールクラブ→流通経済大学付属柏高等

学校→流通経済大学体育局サッカー部） 

所属元：  流通経済大学体育局サッカー部 

受入先： 柏レイソル 

承認日： 2015年 5月 12日 

 21. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 田口 友也 
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所属元： ヴォスクオーレ仙台サテライト 

受入先： ヴォスクオーレ仙台 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 浅野 佑多 

所属元： バルドラール浦安セグンド 

受入先： バルドラール浦安 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 木村 尚樹 

所属元： バルドラール浦安セグンド 

受入先： バルドラール浦安 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 宮崎 岳 

所属元： バルドラール浦安セグンド 

受入先： バルドラール浦安 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 新倉 康明 

所属元： ASVペスカドーラ ASPIRANTE 

受入先： ASVペスカドーラ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 西村 祐飛 

所属元： ASVペスカドーラ ASPIRANTE 

受入先： ASVペスカドーラ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 原 辰介 

所属元： ASVペスカドーラ ASPIRANTE 

受入先： ASVペスカドーラ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 植松 晃都 

所属元： P.S.T.C.LONDRINA U-18 

受入先： 湘南ベルマーレ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 成澤 晃 
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所属元： P.S.T.C.LONDRINA U-18 

受入先： 湘南ベルマーレ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 岡島 工 

所属元： 名古屋オーシャンズサテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 齋藤 功一 

所属元： 名古屋オーシャンズサテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 八木 聖人 

所属元： 名古屋オーシャンズサテライト 

受入先： 名古屋オーシャンズ 

承認日： 2015年 4月 28日 

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

選手名： 矢野 琢也 

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： 2015年 4月 28日 

 

 22. 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＞ 

① AFC Champions League 2015 Group G 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：5月 3日～5月 5日 

場 所：水原／韓国 

② AFC Cup 2015 Round of 16 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：5月 24 日～5月 27日 

場 所：香港 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2015 Group D 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、岡部拓人 
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期 間：5月 3日～5月 8日 

場 所：カルシ／ウズベキスタン 

② AFC Champions League 2015 Group A 

審判員：山本雄大、相楽亨、名木利幸 

期 間：5月 3日～5月 8日 

場 所：テヘラン／イラン 

③ AFC Cup 2015 Group F 

審判員：木村博之、相楽亨、越智新次 

期 間：5月 10 日～5月 14日 

場 所：ジョホールバル／マレーシア 

④ AFC U-14 Girls’ Regional Championship 2015-East 

審判員：三國真緒、堀川うらら、臼井茉利恵 

期 間：5月 13 日～5月 25日 

場 所：北京／中国 

⑤ AFC Champions League 2015 Round of 16 

審判員：山本雄大、名木利幸、唐紙学志 

期 間：5月 17 日～5月 22日 

場 所：テヘラン／イラン 

⑥ AFC Champions League 2015 Round of 16 

審判員：當麻政明、相楽亨、五十嵐泰之 

期 間：5月 23 日～5月 28日 

場 所：ドーハ／カタール 

⑦ AFC Cup 2015 Round of 16 

審判員：飯田淳平、大塚晴弘、越智新次 

期 間：5月 23 日～5月 28日 

場 所：ドゥシャンベ／タジキスタン 

 

 23. 2015年度 ナショナルトレセン U-14（前期）活動の件 

  （報告）資料№1 

行事名：ナショナルトレセン U-14 

期  間：5月 21日(木)～24日(日) 

場  所：東日本 岩木山総合公園（青森県弘前市） 

関 東 時之栖スポーツセンター（静岡県御殿場市・裾野市） 

中日本 七尾市和倉温泉多目的グラウンド(石川県七尾市) 

西日本 大分スポーツ公園 サッカーラグビー場（大分県大分市） 

［スケジュール］ 

５月 21日(木) 集合・トレーニング 

５月 22日(金) トレーニング  

５月 23日(土) トレーニング 

５月 24日(日) ゲーム・解散 



報告事項 

2015/6/11 第 6回理事会 

 

［スタッフ］※開催地域のチーフ 

 開催地域：東日本（北海道・東北） 

山﨑 茂雄 ※ （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

山橋 貴史   （JFAナショナルトレセンコーチ/北海道） 

菊池 利三  （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

山路 嘉人  （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

井上 祐   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/東北） 

尾形 行亮  （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/北海道） 

鎌田 安久  （JFAインストラクター/東北） 

開催地域：関東 

村松 浩※   （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

保坂 不二夫 （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

森島 修   （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

皆川 新一   （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

楠本 晃義    （JFAナショナルトレセンコーチ/キッズプロジェクト） 

高桑 大二朗 （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/関東） 

影山 雅永  （JFAナショナルトレセンコーチ/関東） 

開催地域：中日本 

片渕 浩一郎※（JFAナショナルトレセンコーチ/北信越） 

星原 隆昭  （JFAナショナルトレセンコーチ/関西） 

濱崎 芳己  （JFAナショナルトレセンコーチ/東海） 

菊池 彰人    （JFAナショナルトレセンコーチ/関西） 

武田 亘弘   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/関西） 

末廣 亮介  （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/関西） 

開催地域：西日本 

和泉 茂徳※ （JFAナショナルトレセンコーチ/中国） 

宮川 真一   （JFAナショナルトレセンコーチ/九州） 

猿澤 真治   （JFAナショナルトレセンコーチ/四国） 

橋川 和晃  （JFAナショナルトレセンコーチ/九州） 

墨屋 孝    （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/九州） 

阿江 孝一   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/中国） 

 

［地域スタッフ］［選手］ 

  ※別紙参照 

 

 


