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報告事項 

 1. AFC U-23選手権カタール 2016 組み合わせ決定の件 

  アジアサッカー連盟は 9月 12日、カタールのドーハで来年 1月に予定されている「AFC U-23

選手権カタール 2016」の組み合わせ抽選会を実施し、下記のとおり、グループ分けがきまっ

た。日本は、サウジアラビア、朝鮮民主主義人民共和国、タイと同組のグループ Bに入った。 

グループＡ カタール、イラン、シリア、中国 

グループＢ サウジアラビア、日本、朝鮮民主主義人民共和国、タイ 

グループＣ イラク、韓国、ウズベキスタン、イエメン 

グループＤ ヨルダン、オーストラリア、UAE、ベトナム 

※4チーム×4グループに分かれてグループステージを戦い、各グループ上位 2チームがノック

アウトステージへ進出 

※上位 3チームがリオデジャネイロオリンピックの出場権を獲得する 

 

 2. 名義使用申請の件 

  (1)申請団体：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

事業名：第 8回スポーツクラブサミット 

主催：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

後援(申請中)：文部科学省、厚生労働省、経済産業省、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人日本体育協会、 

公益財団法人日本レクリエーション協会、 

公益社団法人全国スポーツ推進委員連合、 

公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本体育施設協会、 

公益財団法人笹川スポーツ財団、公益財団法人日本サッカー協会、 

公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会、 

健康日本 21推進全国連絡協議会、 

公益財団法人健康・体力づくり事業財団、公益財団法人住友生命健康財団、 

NPO法人日本フィットネス産業協会 

日程：11月 7日（土）・8日（日） 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（国際交流棟１階、国際会議室） 

定員：150名 

目的：本サミットでは、講演、及び事例発表を通じて、日本全国にスポーツクラブの普及・

育成を図るための課題解決策を探求する。 

備考：2014年度においても本事業の後援を行っている。 
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 3.  競技会名義の件 

①     大会名称：第 64回全国青年大会 

主  催：日本青年団協議会、一般財団法人日本青年館、東京都 

後  援：文部科学省、内閣府、厚生労働省、各道府県または道府県教育委員会、 

公益財団法人日本体育協会、独立行政法人日本芸術文化振興会、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人日本バレーボール協会、 

公益財団法人日本バスケットボール協会、公益財団法人日本バドミントン協会、 

公益財団法人全日本軟式野球連盟、公益財団法人日本卓球協会、 

公益財団法人全日本柔道連盟、一般財団法人全日本剣道連盟、 

公益財団法人全日本ボウリング協会、公益財団法人日本サッカー協会、 

特定非営利活動法人日本アマチュア演劇連盟、 

特定非営利活動法人テレビ日本美術家協会、一般社団法人全日本合唱連盟、 

日本体育大学、公益財団法人日本レクリエーション協会、 

公益財団法人あしたの日本を創る協会、江戸川区、NHK（予定） 

期  間：11月 13日（金）～16日（月） 

競  技：バレーボール（9人制）（男子・女子）、バスケットボール（男子・女子）、 

バドミントン、軟式野球、卓球（男子・女子・混合）、柔道（男子）、 

剣道（男子・女子）、ボウリング（男子・女子・混合）、フットサル 

 4. 大会役員 国際試合への派遣の件  

  AFC U-19女子選手権中国 2015 

大会期間： 8月 18日（火）～29日（土） 

アシスタントジェネラルコーディネーター： 小林 美由紀 

派遣期間： 8月 13日（木）～24日（月） 

2018FIFAワールドカップロシア アジア 2次予選 マッチデー3 グループ C 

カタール 対 ブータン 

試合日： 9月 3 日（木） 

 マッチコミッショナー： 貝瀬 智洋 

AFCカップ 2015準々決勝 2 2ndレグ 

South China（香港） 対 Johor Darul Ta'zim（マレーシア） 

試合日： 9月 15日（火） 

 マッチコミッショナー： 青木 克史 

AFC U-16選手権インド 2016予選 グループ J 

大会期間： 9月 16日（水）～20日（日） 

マッチコミッショナー： 大谷 憲也 

派遣期間： 9月 13日（日）～21日（月・祝） 

AFC U-19選手権バーレーン 2016予選 グループ G 

大会期間： 9月 28日（月）～10月 6日（火） 

マッチコミッショナー： 大矢 丈之 

派遣期間： 9月 25日（金）～10月 7日（水） 
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2018FIFAワールドカップロシア アジア 2次予選 マッチデー5 グループ D 

オマーン 対 イラン 

試合日： 10月 8日（木） 

 マッチコミッショナー： 青木 克史 

 

 5. 海外遠征申請の件  

  （1）公益社団法人 千葉県サッカー協会   

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 9 月 12日（土）～22日（火） 

遠 征 先 マドリード/スペイン 

（2）公益財団法人 東京都サッカー協会  

チ ー ム 内藤新宿 FC （第 4種） 

遠征期間 9 月 19日（土）～21日（月） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（3）一般社団法人 神奈川県サッカー協会  

チ ー ム 星槎国際湘南・OSA FC U-18 （第 2種） 

遠征期間 9 月 22日（火）～10月 1日（木） 

遠 征 先 ヴォルフスブルク、ブレーメン/ドイツ 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会  

チ ー ム 川崎フロンターレ U-12 （第 4種） 

遠征期間 10月 20日（火）～27日（火） 

遠 征 先 マラケシュ/モロッコ 

（5）一般財団法人 静岡県サッカー協会  

チ ー ム コンフィアンサ （第 4種） 

遠征期間 12月 27日（日）～30日（水） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（6）一般社団法人 奈良県サッカー協会  

チ ー ム 奈良市立一条高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 2016 年 3月 21日（月・振休）～29日（火） 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

（7）公益財団法人 北海道サッカー協会  

チ ー ム 旭川地区中学生選抜 （第 3種）/ 旭川地区小学生選抜 （第 4種） 

遠征期間 10月 30日（金）～11月 3日（火・祝） 

遠 征 先 水原市/韓国 

（8）一般財団法人 静岡県サッカー協会  

チ ー ム JFAアカデミー福島 U15 （第 3種） 

遠征期間 9 月 24日（木）～28日（月） 

遠 征 先 クアラルンプール/マレーシア 

【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。 
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（1）公益財団法人 茨城県サッカー協会  

チ ー ム 茨城県 U-14トレセン （第 3種） 

遠征期間 8 月 15日（土）～24日（月） 

遠 征 先 スースト/オランダ、イモラ/イタリア 

（2）公益財団法人 埼玉県サッカー協会  

チ ー ム 大宮アルディージャジュニア （第 4種） 

遠征期間 8 月 16日（日）～21日（金） 

遠 征 先 嘉峪関/中国 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会  

チ ー ム クマガヤサッカースポーツクラブ （第 3種） 

遠征期間 8 月 18日（火）～25日（火） 

遠 征 先 慶尚/韓国 

（4）公益財団法人 埼玉県サッカー協会  

チ ー ム 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 9 月 1日（火）～8日（火） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（5）公益財団法人 埼玉県サッカー協会  

チ ー ム 江南南サッカー少年団 （第 4種） 

遠征期間 8 月 22日（土）～27日（木） 

遠 征 先 大田/韓国 

（6）公益財団法人 埼玉県サッカー協会  

チ ー ム 成立ゼブラフットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 8 月 16日（日）～25日（火） 

遠 征 先 ロンドン、スタッフォードシャー、マンチェスター/イギリス 

（7）公益社団法人 千葉県サッカー協会  

チ ー ム 柏レイソル U-15 （第 3種） 

遠征期間 8 月 19日（水）～9月 1日（火） 

遠 征 先 マドリード/スペイン 

（8）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 8 月 17日（月）～22日（土） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会  

チ ー ム 町田ゼルビアジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8 月 21日（金）～29日（土） 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（10）公益財団法人 愛知県サッカー協会  

チ ー ム 一宮 FC・U-12 （第 4種） 

遠征期間 8 月 21日（金）～27日（木） 

遠 征 先 慶州/韓国 
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（11）一般財団法人 岐阜県サッカー協会  

チ ー ム 岐阜 Vamos （第 4種） 

遠征期間 8 月 22日（土）～28日（金） 

遠 征 先 慶州/韓国 

（12）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-13選抜 （第 3種） 

遠征期間 9 月 8日（火）～15日（火） 

遠 征 先 アルネド/スペイン 

（13）一般社団法人 兵庫県サッカー協会  

チ ー ム なぎさ FC （第 4種） 

遠征期間 8 月 8日（土）～13日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（14）一般社団法人 長崎県サッカー協会  

チ ー ム V・ファーレン長崎 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8 月 9日（日）～12日（水） 

遠 征 先 上海/中国 

（15）一般社団法人 熊本県サッカー協会  

チ ー ム JFA アカデミー熊本宇城 （第 3種） 

遠征期間 7 月 20日（月・祝）～24日（金） 

遠 征 先 チョンブリ/タイ 

（16）一般社団法人 沖縄県サッカー協会  

チ ー ム 琉球代表選抜チーム （第 1種） 

遠征期間 8 月 21日（金）～25日（火） 

遠 征 先 台中/台湾 

【申請取下げ】 

以下の海外遠征は、申請を取り下げた。 

（1）公益社団法人 栃木県サッカー協会  

チ ー ム U-14 中学校選抜 （第 3種） 

遠征期間 8 月 19日（水）～23日（日） 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（2）一般財団法人 静岡県サッカー協会  

チ ー ム 静岡県クラブ選抜(U-15) （第 3種） 

遠征期間 8 月 20日（木）～26日（水） 

遠 征 先 チョンブリ、バンコク、チェンマイ/タイ 

（3）一般財団法人 静岡県サッカー協会  

チ ー ム 浜松市立高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8 月 3日（月）～6日（木） 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 6. 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 
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使用目的： 名刺 1名分（100枚） 

（2）申請団体： 公益財団法人埼玉県サッカー協会 

使用目的： 協会旗 2枚（145㎝×200㎝） 

（3）申請団体： 公益財団法人東京都サッカー協会 

使用目的： U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2015 

大会ホームページ 東京都 U-12選抜紹介ページ 

大会記念グッズ（Tシャツ・タオルマフラー 各 300 枚） 

（4）申請団体： 一般社団法人和歌山県サッカー協会 

使用目的： 名刺 4名分（計 450枚） 

（5）申請団体： 一般社団法人高知県サッカー協会 

使用目的： 名刺 43名分（各 100枚） 

 

 7. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  1. 申請者（施設所有者）：函館市 

施 設 名：函館フットボールパーク人工芝多目的グラウンド C 

     （北海道函館市日吉 4丁目 50番 5および 64番地 4） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2015 年 9月 17日～2018年 9月 16日 

公認番号：第 176 号 

2. 申請者（施設所有者）：函館市 

施 設 名：函館フットボールパーク人工芝多目的グラウンド D 

     （北海道函館市日吉 4丁目 50番 5および 64番地 4） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2015 年 9月 17日～2018年 9月 16日 

公認番号：第 177 号 

3. 申請者（施設所有者）：帝人株式会社 

施 設 名：帝人アカデミー富士グラウンド 

     （静岡県裾野市須山字大野 2431-1、2431-2、2431-3、2478、2479番の一部） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSpro2060 

公認期間：2015 年 9月 17日～2018年 9月 16日 

公認番号：第 178 号 

4. 申請者（施設所有者）：学校法人 日章学園 

施 設 名：日章学園中学・高校人工芝サッカー場（宮崎県宮崎市広原前原 1354-1） 

使用製品：株式会社アストロ アストロピッチ DS N-60 

公認期間：2015 年 9月 17日～2018年 9月 16日 

公認番号：第 179 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
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実施し、基準を満たしている。 

 

 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）：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 2サッカー場 

     （埼玉県坂戸市四日市場 81-1 東京国際大学坂戸キャンパス） 

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 9月 10日～2017 年 9月 9日 

公認番号：第 089 号 

2. 申請者（施設所有者）：学校法人 産業能率大学 

施 設 名：産業能率大学 湘南キャンパス 第 2グラウンド（サッカー場） 

     （神奈川県伊勢原市上粕屋 1573） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065 

公認期間：2015 年 10月 19日～2016 年 10月 18日 

公認番号：第 045 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. 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通り。 

＜役員＞ 

（大会・試合） 

① AFC Men Referee Recruiting 2015 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：石山昇 

期 間：7月 14 日～7月 16日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

② AFC Men Referee Recruiting 2015 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：岡田正義 

期 間：7月 21 日～7月 23日 

場 所：フィリピン 

③ AFC Futsal Referee Recruiting 2015 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：松崎康弘 

期 間：7月 31 日～8月 1日 

場 所：チャイニーズ・タイペイ 

④ AFC Men Referee Recruiting 2015 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：上川徹 

期 間：8月 15 日～8月 18日 



報告事項 

2015/9/17 第 8回理事会 

 

場 所：プノンペン／カンボジア 

⑤2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone-Round 2-Match day 3 

（中国対香港） 

ｱｾｯｻｰ：石山昇 

期 間：9月 1日～9月 4日 

場 所：深セン／中国 

⑥2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone-Round 2-Match day 4 

（香港対カタール） 

ｱｾｯｻｰ：岡田正義 

期 間：9月 6日～9月 9日 

場 所：香港 

⑦2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone-Round 2-Match day 4 

（ラオス対クウェート） 

ｱｾｯｻｰ：上川徹 

期 間：9月 6日～9月 10日 

場 所：ビエンチャン／ラオス 

（セミナー） 

① AFC Referees Teaching Material Workshop 

参加者：石山昇 

期 間：8月 1日～8月 6日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

② AFC Member Association Referee Director Workshop 

参加者：増田尚弘 

期 間：8月 7日～8月 9日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

③ キルギスサッカー協会へのフットサル審判インストラクター派遣事業 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎康弘 

期 間：8月 24 日～8月 30日 

場 所：ビシュケク／キルギス 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① 第 28回ユニバーシアード競技大会 

審判員：岡部拓人、山下良美 

期 間：6月 30 日～7月 14日 

場 所：光州／韓国 

② Exhibition Match 

審判員：木村博之 

期 間：7月 14 日～7月 26日 

場 所：ブリスベン／オーストラリア 

③ Emirates Cup 
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審判員：佐藤隆治 

期 間：7月 23 日～7月 28日 

場 所：ロンドン／英国 

④ AFC Futsal Club Championship IR Iran 2015 

審判員：小崎知広、小林裕之 

期 間：7月 27 日～8月 9日 

場 所：イスファハン／イラン 

⑤ AFC U-19 Womens Championship China PR 2015 

審判員：山岸佐知子、手代木直美、坊薗真琴（スタンバイ） 

期 間：8月 15 日～8月 30日、（スタンバイ：8月 15日～8月 17 日） 

場 所：南京／中国 

⑥ ベトナムリーグ（第 21節） 

審判員：岡部拓人 

期 間：8月 14 日～8月 17日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

⑦ AFC Project Future Referees Batch 2014-2nd Development Course 

審判員：笠原寛貴 

期 間：8月 19 日～8月 27日 

場 所：マーレ／モルディブ 

⑧ AFC Champions League 2015 Quarter Final 2-1st Leg 

審判員：東城穣、名木利幸、大塚晴弘、岡部拓人 

期 間：8月 24 日～8月 28日 

場 所：テヘラン／イラン 

⑨2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone Round 2 Match day 3 

（韓国対ラオス） 

審判員：飯田淳平、越智新次、山内宏志 

期 間：9月 1日～9月 4日 

場 所：華城／韓国 

⑩ AFC U-14 Regional Festival of Football 2015-East Region 

審判員：手塚優、小野裕太、松坂樹 

期 間：9月 2日～9月１4日 

場 所：北京／中国 

⑪2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone Round 2 Match day 4 

（タイ対イラク） 

審判員：當麻政明、大塚晴弘、五十嵐泰之 

期 間：9月 6日～9月 9日 

場 所：バンコク／タイ 

⑫2018 FIFA World Cup Russia TM Preliminary Competition Asian Zone Round 2 Match day 4 

（グアム対オマーン） 

審判員：木村博之、名木利幸、唐紙学志、岡部拓人 
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期 間：9月 6日～9月 9日 

場 所：グアム 

 

 10. 中学校女子サッカー部フェスティバル【2015年度・前期】の件 

②  ③  

  

行事名： 中学校女子サッカー部フェスティバル【2015年度・前期】 

目 的： ・中学校女子サッカー部の存在・活動を広く知ってもらう。 

・中学校女子サッカー部の活動を支援する。 

・創部間もない、人数が少ないなど、大会や公式戦に出場できないチームの選手で  

も、サッカーを楽しみ、サッカーを通じて仲間ができる機会をつくる。 

・サッカー部顧問・コーチのレベルアップを図る。 

期  間： 8月 10日（月）～ 12日（水） 

場  所： J-GREEN堺（大阪府堺市） 

［スケジュール］ 

8月 10日(月) 集合 → ゲーム・レクチャー 

 11日(火) トレーニング・ゲーム・レクチャー 

 12日(水) フェスティバル（FIFAグラスルーツフェスティバル形式） → 解散 

［参加チーム］（※は合同チーム） 

①宮城県 塩竈市立玉川中学校 

②栃木県 足利市女子中学選抜 ※ 

 
（足利市立西中学校、足利市立坂西中学校、足利市立第三中学校、 

足利市立北中学校、白鳳大学足利中学校） 

③群馬県 新島学園中学校 

④石川県 鹿西レディース ※ 

 （中能登町立中能登中学校、志賀町立志賀中学校） 

⑤愛知県 椙山女学園中学校 

⑥宮崎県 都農中学校サッカー部女子 ※ 

 
（都農町立都農中学校、西都市立妻中学校、西都市立三財小中学校、 

木城町立木城中学校） 

⑦沖縄県 宮古女子蹴球クラブ UNITY MIYAKO ※ 

 （宮古島市立平良中学校、宮古島市立北中学校） 

⑧沖縄県 石垣島サッカー女子 ※ 

 （石垣市立大浜中学校、石垣市立石垣中学校、石垣市立白保中学校） 

・選手合計人数：82名 

 
 

 11. 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  

  

行事名：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：9月 4日（金）～ 7日（月） 

場  所：桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

[スケジュール］ 

9月 4日(金) 集合→ ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ（AC今治合同）・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 
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 5日(土) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾚｸﾁｬｰ（コミュニケーションスキル、FC今治 吉武氏） 

 6日(日) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾁ vs.FC今治 U-13 11-0（1本目 5-0 2本目 4-0 3本目 2-0） 

 7日(月)  ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ → 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  ： 西村 陽介 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

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） 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 濱本 雄一郎（愛媛十全医療学院附属病院） ※9/4～5, 9/7 

ﾄﾞｸﾀｰ ： 今岡 大也 （いまおか内科クリニック）※9/5～6 

総務  ： 宮崎 英津子（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） 

大場 朱羽 （静岡県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

竹下 奏彩 （兵庫県：ＩＮＡＣ神戸レオネッサ U-15） 

FP  西野 朱音 （富山県：富山ﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ） 

木村 日咲 （岡山県：岡山湯郷 Belle U-15･U-18） 

伊藤めぐみ （静岡県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

松原 星空 （静岡県：JFA ｱｶﾃﾞﾐｰ福島） 

河合野乃子 （埼玉県：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

島田 芽依 （東京都：浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ） 

田畑 晴菜 （大阪府：ヴィエントフットボールクラブとよの(JFAアカデミー堺）） 

松久 栞南 （東京都：十文字中学校） 

河本 紗英 （愛媛県：愛媛ＦＣレディースＭＩＫＡＮ） 

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） 

田村 笑菜 （神奈川県：ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ） 

百濃実結香 （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

岩﨑 心南 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ）  

善積わらい （大阪府：ｾﾚｯｿ大阪堺ｶﾞｰﾙｽﾞ） 

阿部 文音 （新潟県：ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-15） 

高良 琴音 （沖縄県：移籍手続中） 

島村 美風 （東京都：日ﾃﾚ･ﾒﾆｰﾅ） 

片野田朱珠 （三重県：楠クラブレディース） 

秋田 咲良 （北海道：北海道リラ・コンサドーレ）        計 23名 

 

 12. 女子 GKキャンプ セレクションキャンプの件 

④  ⑤  

  

行事名： 女子 GKキャンプ セレクションキャンプ 

期  間： 7月 10日（金）～ 12日（日） 

場  所： J-GREEN堺（大阪府堺市） 
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[スケジュール］ 

7月 10日(金) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

 11日(土) トレーニング・ミーティング 

 12日(日) 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アカデミー堺） 

GKコーチ ： 加藤 竜二 （JFAナショナルトレセンコーチ／JFAアカデミー福島） 

GKコーチ ： 影山 啓自 （JFAナショナルトレセンコーチ／JFAアカデミー今治） 

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） 

GKコーチ ： 磯上 まみ （フェアリーズいわき） 

ドクター ： 増田 研一 （関西医療大学） 

総務 ： 宮崎 英津子（JFA女子部） 

[選手（GK）］ 

内山 涼香 （千葉県：FC.VIDA ﾕｰｽ） 

平石 樹  （大阪府：大阪市立宮原中*） 

笠井 祐希 （広島県：青崎ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ Hanako Clover's） 

井田 琴子 （マレーシア：Garden International School*） 

正木 唯海 （長崎県：NJSS） 

渡邊 怜奈 （宮城県：名取市立増田中学校ｻｯｶｰ部） 

齋藤 智恵 （神奈川県：横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ MEG） 

大城 はな （沖縄県：琉邦ｸﾗﾌﾞ） 

半谷 風花 （大分県：ｶﾃｨｵｰﾗﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞﾚﾃﾞｨｰｽ） 

中西 莉夏 （東京都：NPO法人杉並ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

高橋 七海 （福島県：ｴｽﾃﾚｰﾗ相馬） 

加藤 杏寿 （愛知県：FC.ﾌｪﾙﾎﾞｰﾙ.MIMOSA） 

阿部 千優 （埼玉県：白岡 SCL+） 

秦 鼓乃実 （大分県：大分ﾄﾘﾆｰﾀﾚﾃﾞｨｰｽ） 

和田 瀬菜 （広島県：FC ﾊﾞｲｴﾙﾝﾂﾈｲｼﾚﾃﾞｨｰｽ） 

山田 桜音 （沖縄県：とみしろ南 JFC） 

石川 愛紘 （東京都：Tachikawa elf FC） 

中村 江里菜（東京都：八王子市立元八王子東小*） 

高田 帆夏 （神奈川県：横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ AMY） 

古賀 あかね（埼玉県：北浦和スポーツ少年団） 

生駒 恵菜 （大阪府：豊中市立東豊中小*） 
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川幡 凪  （埼玉県：戸田一ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団） 

安野 菜留 （山口県：萩明倫女子ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団） 

園田 花蓮 （大阪府：大阪 COSMO.FCU-12） 

布留川 こころ（神奈川県：佐野ﾍﾞｱｰｽﾞ） 

高山 紗季 （静岡県：三島市立北上小*） 

田島 伊織 （兵庫県：西神中央ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

                     計 27名 

*印の選手は選手登録なし 

 
 

 13. 女子 GKトレーニングキャンプの件 

⑥  ⑦  

  

行事名： 女子 GKトレーニングキャンプ 

期  間： 8月 26日（水）～ 28日（金） 

場  所： 札幌サッカーアミューズメントパーク（北海道札幌市） 

[スケジュール］ 

8月 26日(水) 集合 → フィジカル測定・トレーニング・ミーティング 

 27日(木) トレーニング・ミーティング 

 28日(金) 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アカデミー堺） 

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

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 ： 本村 俊三 （北海道文教大学明清高等学校女子サッカー部） 

コーチ  ： 松田 哉  （JFAナショナルトレセンコーチ） 

ドクター ： 小林 拓馬 （釧路赤十字病院 ）※8/26のみ 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ： 樋口 創太郎（A-STYLE TRAINER’S TEAM） 

総務 ： 宮崎 英津子（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） 

粟屋 莉菜 （山口県：萩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） 

木稲  瑠那 （福岡県：広川フラワーズフットボールクラブ） 

浜中 美咲 （東京都：青梅ＦＣ） 

松家 萌   （埼玉県：ＡＳエルフェン埼玉マリ） 

伊能 真弥 （埼玉県：浦和レッズレディースユース） 
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正木 唯海 （長崎県：NJSS） 

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） 

谷口 夕姫 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

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

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） 

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） 

浦崎 瑚乃美（北海道：北海道リラ・コンサドーレ） 

山浦 湖杜音（新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15） 

鈴木 紋伽 （群馬県：ザスパクサツ群馬 U-15レディース） 

加藤 杏寿 （愛知県：FC.フェルボール.MIMOSA） 

和田 瀬菜 （広島県：FC バイエルン ツネイシ レディース） 

                     計 20 名 

  

 14. 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、次

の 1名を S級コーチとして認定する。 

氏  名 ： 和泉 茂徳（いずみ しげなり）         

指導チーム： ＪＦＡナショナルトレセンコーチ中国・四国担当 

生年月日 ： 1969年 6月 30日 

資  格 ： 2000年 A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 1994年 ～ 2004年  愛媛ＦＣユース監督   

 2003年       愛媛県国体選抜（少年男子の部）監督      

        2005年       愛媛県チーフインストラクター      

        2006年 ～ 2007年  ＪＦＡナショナルトレセンコーチ四国担当 

        2006年 ～ 2009年 愛媛ＦＣ育成統括ディレクター       

        2008年 ～ 2009年  愛媛ＦＣユース監督 

        2010年 ～ 現在   ＪＦＡナショナルトレセンコーチ中国・四国担当  

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：421名（上記 1名含む） 

※ 2014年度 S級コーチ認定者数： 14名/20名中 

 

 15. 2015年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 追加合格者決定の件 

  2015年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会追加合格者 【15名】 

  牛山 優     浦上 壮史    遠藤 大志    大神 友明 
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  木村 仁司    行部 安洋    佐々木 篤史   鈴木 真暢 

  長井 敦史    中西 功     中村 考宏    橋満 知明 

  馬渕 圭太    百瀬 高志    吉坂 圭介    （五十音順） 

                      

 16. 日本代表 EAFF 東アジアカップ 2015決勝大会 

  行事名：日本代表 EAFF 東アジアカップ 2015 決勝大会 

期 間：7月 30日（木）～8月 10日（月） 

場 所：中国/武漢 

[スケジュール] 

7月 30日 (木) 移動、集合 

8月 2日 (日) EAFF 東アジアカップ 2015決勝大会 

朝鮮民主主義人民共和国代表 vs.日本代表 ●1－2 

8月 5日 (水) EAFF 東アジアカップ 2015決勝大会 

日本代表 vs.韓国代表 △1-1 

8月 9日 (日) EAFF 東アジアカップ 2015決勝大会 

中国代表 vs.日本代表 △1-1 

8月 10日 (月) 帰国 解散 

[スタッフ] 

団長 田嶋 幸三 (JFA副会長/FIFA理事) 

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) 

ドクター 御園生 剛 (筑波学園病院) 

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)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎二 (東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

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) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 高埜 尚人 (JFAコミュニケーション部) 
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ﾁｰﾑｶﾒﾗﾏﾝ 渡邉  大 (JFAテクニカルハウス)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン株式会社) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (株式会社 BOTTOM UP) 

ｼｪﾌ 西  芳照 (株式会社 Dream24) 

ｼｪﾌ 平田 太圭龍 (株式会社 Dream24) 

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社) 

[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) 

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) 

 米倉 恒貴 (ガンバ大阪) 

 藤春 廣輝 (ガンバ大阪) 

 遠藤  航 (湘南ベルマーレ) 

MF 藤田 直之 (サガン鳥栖) 

 武藤 雄樹 (浦和レッズ) 

 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 興梠 慎三 (浦和レッズ) 

 倉田  秋 (ガンバ大阪) 

 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) 

 浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島) 

計 23名 

 

 17. U-22日本代表候補 強化合宿の件  

  行事名：U-22日本代表候補 強化合宿 

期 間：8月 23日（日）～26日（水） 

場 所：京都府 

[スケジュール] 

8月 23日 (日) 集合(J1クラブ所属選手) 

8月 24日 (月) 集合(J2クラブ所属選手) 

8月 26日 (水) 練習試合 vs.京都サンガ F.C. ●1-2、試合後解散 
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[スタッフ] 

監 督 手倉森 誠 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 秋葉 忠宏 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 川俣 則幸 (JFAユースサブダイレクター) 

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 (JFA) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 渡邉 大 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 加藤 晴康 (JFAスポーツ医学委員/立教大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 (JFA)  

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)  

総 務 池辺 友和 (JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 高埜 尚人 (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 ジャパン株式会社) 

 [選  手] 

GK 櫛引 政敏 (清水エスパルス）  

 牲川 歩見 (ジュビロ磐田)  

 中村 航輔 (アビスパ福岡)  

DF 亀川 諒史 (アビスパ福岡)  

 伊東 幸敏 (鹿島アントラーズ)  

 奈良 竜樹 (FC東京)  

 室屋 成 (明治大学) ※2 

 川口 尚紀 (アルビレックス新潟) ※1 

 岩波 拓也 (ヴィッセル神戸)  

 安在 和樹 (東京ヴェルディ)  

 植田 直通 (鹿島アントラーズ)  

 吉野 恭平 (サンフレッチェ広島) ※3 

 宮原 和也 (サンフレッチェ広島)  

MF 内田 航平 (水戸ホーリーホック)  

 原川 力 (京都サンガ F.C.)  

 矢島 慎也 (ファジアーノ岡山)  

 前田 凌佑 (ヴィッセル神戸) ※2 

 野津田 岳人 (サンフレッチェ広島)  

 中島 翔哉 (FC東京)  

 喜田 拓也 (横浜 F・マリノス) ※1 

 前田 直輝 (松本山雅 FC)  

 小泉 慶 (アルビレックス新潟) ※1 

 川辺 駿 (ジュビロ磐田) ※2 

FW 杉本 竜士 (東京ヴェルディ) ※2 

 鈴木 武蔵 (水戸ホーリーホック)  

 金森 健志 (アビスパ福岡)  
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 浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島) ※1 

 小屋松 知哉 (名古屋グランパス) ※3 

 鎌田 大地 (サガン鳥栖)  

※1参加辞退 ※2追加招集 ※3途中離脱                 計 29名 

 

 18. 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) 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節 6月 7 日(日) vs.ガイナーレ鳥取 △1-1(とりぎんバードスタジアム) 

16節 6 月 14日(日) vs.FC琉球 ●1-2(沖縄県総合運動公園陸上競技場) 

17節 6 月 21日(日) vs.カターレ富山 △0-0(富山県総合運動公園陸上競技場) 

18節 6月 28日(日) vs.福島ユナイテッド FC △1-1(とうほう・みんなのスタジアム) 

19節 7月 5日(日) vs.グルージャ盛岡 ●0-5(盛岡南公園球技場) 

20節 7月 12日(日) vs.SC相模原  ◯2-1 (相模原ギオンスタジアム） 

21節 7月 19日(日) vs.FC町田ゼルビア ●1-3(町田市立陸上競技場) 

22節 7月 26日(日) vs.藤枝 MYFC ●0-2(藤枝総合運動公園サッカー場) 

23節 7月 29日(水) 開催なし  

24節 8月 2日(日) vs.ブラウブリッツ秋田 △0-0(あきぎんスタジアム) 

25節 8月 9日(日) vs.Y.S.C.C.横浜 ◯3-0(ニッパツ三ツ沢球技場) 

26節 8月 16日(日) vs.長野パルセイロ ◯1-0(南長野運動公園総合球技場) 

27節 9月 6日(日) vs.FC琉球 ●0-6沖縄県総合運動公園陸上競技場 

   
 

 19. U-18日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-18日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：7月 13日(月)～16日(木) 

場 所：新潟県新発田市 

[スケジュール] 
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7月 13日(月) 集合 

7月 16日(木) 練習試合 vs.JAPANサッカーカレッジ ◯6-2、解散 

[スタッフ] 

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 (JFA) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/流通経済大学) 

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) 
 

 
阿部 航斗 (アルビレックス新潟 U-18) 

 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

 
DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) ※1 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ U-18) ※1 

 
野田 裕喜 (大津高校) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

 
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 坂井 大将 (大分トリニータ) ※1 

 
増山 朝陽 (ヴィッセル神戸) 

 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) 

 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
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) 

 

 
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 岸本 武流 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
小川 航基 (桐光学園) 

 

 
一美 和成 (大津高校) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1追加招集                                        計 23名 

 20. U-18日本代表 2015SBSカップ国際ユースサッカーの件 

  行事名：U-18日本代表 2015SBSカップ国際ユースサッカー 

期 間：8月 10日(月)～16日(日) 

場 所：静岡県静岡市、他 
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[スケジュール] 

8月 10日(月) 集合 

8月 13日(木) 第 1戦 vs.U-18スペイン代表 ◯1-1PK(6-5) 

8月 14日(金) 第 2戦 vs.静岡ユース ●1-2 

8月 16日(日) 第 3戦 vs.U-18クロアチア代表 ●1-2、解散 

 [スタッフ] 

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 (JFA) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/流通経済大学) 

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 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) 

 
DF 板倉 滉 (川崎フロンターレ) ※2 

 
浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
岩田 智輝 (大分トリニータ U-18) 

 

 
野田 裕喜 (大津高校) ※1 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸 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) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
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 岸本 武流 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
小川 航基 (桐光学園) 

 

 
邦本 宜裕 (アビスパ福岡) ※3 

 
一美 和成 (大津高校) 

 
(トレーニングパートナー) 

  
GK 田中 勘太 (ベガルタ仙台ユース) 

 
DF 杉岡 大暉 (市立船橋高校) 

 
※1辞退 ※2追加招集 ※3離脱                                        計 21名 
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 21. U-17日本代表 第 19回国際ユースサッカーin新潟の件 

  行事名：U-17日本代表 第 19回国際ユースサッカーin新潟 

期 間：7月 13日（月）～20日（月･祝） 

場 所：新潟県新発田市、他 

[スケジュール] 

7月 13日(月) 集合 

7月 18日(土) 第 1戦 vs.U-17メキシコ代表 ◯4-0 

7月 19日(日) 第 2戦 vs.新潟選抜 ◯4-1 

7月 20日(月・祝) 第 3戦 vs.U-17セルビア代表 ◯不戦勝、解散 

[スタッフ] 

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) 

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 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 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 脇野 敦至 (東福岡高校) 
 

 
山口 瑠伊 (FCロリアン/フランス) 

 
DF 杉岡 大暉 (市立船橋高校) 

 

 
森下 怜哉 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-18) 

 

 
森岡 陸 (ジュビロ磐田 U-18) 

 

 
田中 陸 (柏レイソル U-18) 

 

 
橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 
MF 黒川 淳史 (大宮アルディージャユース) 

 

 
宮崎 幾笑 (アルビレックス新潟 U-18) ※2、※3 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
梶山 幹太 (名古屋グランパス U18) ※1 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ユース) ※1 

 
菅 大輝 (コンサドーレ札幌 U-18) ※2 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) 

 

 
安井 拓也 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

 
田中 康介 (京都サンガ F.C.U-18) ※2 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
FW 吉平 翼 (大分トリニータ U-18) ※2 
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伊藤 涼太郎 (作陽高校) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1辞退 ※2 追加招集 ※3 離脱                         計 21名 

 

 22. U-17日本代表 チェコ遠征の件 

  行事名：U-17日本代表 チェコ遠征 第 22回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント 

期 間：8月 14日（金）～24日（月） 

場 所：静岡県静岡市、チェコ/パルドゥビツェ 

[スケジュール] 

8月 14日(金) 集合 

8月 18日(火) 第 1戦 vs.U-17ウクライナ代表 ◯2-0 

8月 19日(水) 第 2戦 vs.U-17チェコ代表 ●1-4 

8月 21日(金) 第 3戦 vs.U-17ハンガリー代表 △2-2 

8月 22日(土) 5位・6位決定戦 vs.U-17スロバキア代表 ◯3-1 

8月 24日(月) 帰国、解散 

[スタッフ] 

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ナショナルトレセンコーチ) 

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 小林 洋平 (順天堂大学医学部付属順天堂医院) 

トレーナー 金成 仙太郎 (国際スポーツ医科学研究所) 

総務 杉山 友朗 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 脇野 敦至 (東福岡高校) 
 

 
山口 瑠伊 (FCロリアン/フランス) 

 
DF 立田 悠悟 (清水エスパルスユース) ※2 

 
杉岡 大暉 (市立船橋高校) 

 

 
森下 怜哉 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡 U-18) ※4 

 
森岡 陸 (ジュビロ磐田 U-18) 

 

 
長谷川 巧 (アルビレックス新潟 U-18) 

 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) ※1 

 
橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 
MF 黒川 淳史 (大宮アルディージャユース) ※3 

 
宮崎 幾笑 (アルビレックス新潟 U-18) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 
 梶山 幹太 (名古屋グランパス U18)  
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 堂安 律 (ガンバ大阪ユース)  

 菅 大輝 (コンサドーレ札幌 U-18)  

 渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース)  

 安井 拓也 (ヴィッセル神戸 U-18)  

FW 吉平 翼 (大分トリニータ U-18)  

 伊藤 遼哉 (FCシャルケ 04/ドイツ)  

 中村 駿太 (柏レイソル U-18)  

※1辞退 ※2 追加招集 ※3 離脱 ※4 辞退/追加招集                      計 21名 

 

 23. U-16日本代表 Ｂalcom ＢＭＷ 平和祈念広島国際ユースサッカー2015の件 

  行事名：U-16日本代表 Ｂalcom ＢＭＷ 平和祈念広島国際ユースサッカー2015 

期 間：8月 7日（金）～ 12日（水） 

場 所：広島県広島市 

[スケジュール] 

8月 7日(金) 集合 

8月 8日(土) トレーニングマッチ vs.瀬戸内高校 ◯2-1 

8月 9日(日) vs.広島県選抜 U-17 ◯2-0 

8月 11日(火) vs.U-17ウズベキスタン代表 ●0-1 

8月 12日(水) vs.U-17ポーランド代表 ●0-2、解散 

[スタッフ] 

監督 木村 浩吉 (JFA育成年代代表チームダイレクター)  

コーチ 木村 康彦 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 秋葉 忠宏 (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 戸祭 正喜 (医療法人川崎病院 整形外科) 

トレーナー 砂川 憲彦 (帝京平成大学) 

総務 杉山 友朗 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
若原 智哉 (京都サンガ F.C.U-18) 

DF 田中 康介 (京都サンガ F.C.U-18) 

 
石原 広教 (湘南ベルマーレユース) 

 
青山 夕祐 (名古屋グランパス U18) 

 
宮本 駿晃 (柏レイソル U-18) 

 
菅 颯馬 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
伊従 啓太郎 (川崎フロンターレ U-18) 

 
藤松 航矢 (サガン鳥栖 U-18) 
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MF 齊藤 未月 (湘南ベルマーレユース) 

 
井澤 春輝 (浦和レッズユース) 

 
小林 真鷹 (FC東京 U-18) 

 渡井 理己 (静岡学園高校) 

 酒井 将輝 (大分トリニータ U-18) 

 杉浦 文哉 (名古屋グランパス U18) 

FW 高木 慎也 (香川西高校) 

 鈴木 魁人 (清水エスパルスユース) 

 藤原 志龍 (徳島ヴォルティスジュニアユース) 

                       計 18名 

 24. U-15日本代表 タイ遠征の件 

  行事名：U-15日本代表 タイ遠征 

期 間：7月 20日（月・祝）～30日（木） 

場 所：タイ／バンコク 

[スケジュール] 

7月 20日(月・祝) 移動 

7月 23日(木) 親善試合 vs.U-16 タイ代表 ◯4-0 

7月 25日(土) 親善試合 vs.U-18 バンコクグラス ＦＣ ◯4-2 

7月 27日(月) 親善試合 vsU-18 チョンブリ FC ◯4-2 

7月 29日(水) 親善試合 vsU-18 SCG ムアントン・ユナイテッド ◯5-1、移動 

7月 30日(木) 解散 

[スタッフ] 

団長 木村 浩吉 (JFA育成年代代表チームダイレクター)                    

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 山本 祐司   (弘前大学医学部附属病院) 

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 高田 侑真 (東山高校) 
 

 
石井 僚 (上州フットボールクラブ高崎) 

 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ジュニアユース) 

 
DF 岡本 將成 (アルビレックス新潟 U-15) 

 

 
作田 龍太郎 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 

 
菊地 健太 (JFAアカデミー福島 U15) ※2 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスジュニアユース) 
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遠藤 光 (三菱養和 SC調布ジュニアユース) 

 

 
鈴木 智也 (FC東京 U-15むさし) ※1 

 
大石 修也 (柏田 SC) 

 

 
岩井 龍翔司 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

 

 
井上 樹 (ヴァンフォーレ甲府 U-15) 

 
MF 桝谷 岳良 (川崎フロンターレ U-18) 

 

 
平川 怜 (FC東京 U-15むさし) 

 

 
船越 大夢 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 
 鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-15)  

 瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-15)  

 菅原 由勢 (名古屋グランパス U15)  

 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-15)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース)  

 本間 至恩 (アルビレックス新潟 U-15)  

 谷内田 哲平 (長岡ジュニアユース FC)  

FW 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-15)  

 桂 陸人 (サンフレッチェ広島ジュニアユース)  

 久保 建英 (FC東京 U-15むさし)  

※1辞退 ※2追加招集                       計 25名 

 

 25. U-15日本代表候補 千葉トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-15日本代表候補 千葉トレーニングキャンプ 

期 間：8月 24日（月）～28日（金） 

場 所：千葉 

[スケジュール] 

8月 24日(月) 集合 

8月 26日(水) 親善試合 vs.市立船橋高校 ●2-7 

8月 28日(金) 練習試合 vsジェフユナイテッド市原 U-16 ◯4-1、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) 

ｺﾝﾃﾞｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩 (JFAテクニカルハウス／流通経済大学) 

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) 
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[選  手] 

GK 高田 侑真 (東山高校) 
 

 
青木 心 (JFAアカデミー福島 U15) 

 

 
大内 一生 (横浜 FCジュニアユース) 

 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ジュニアユース) 

 
DF 天野 悠貴 (FC東京 U-15むさし) 

 

 
作田 龍太郎 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 

 
菊地 健太 (JFAアカデミー福島 U15) 

 

 
野末 学 (JFAアカデミー福島 U15) 

 

 
加藤 隼登 (アスルクラロ沼津 U15) 

 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスジュニアユース) 

 

 
三木 慎博 (大分トリニータ U-15) 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 

 
岩井 龍翔司 (横浜 F・マリノスジュニアユース) 

 
MF 平川 怜 (FC東京 U-15むさし) 

 

 
鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-15) 

 
 工藤 蒼生 (ベガルタ仙台ジュニアユース) ※2 

 瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-15)  

 福岡 慎平 (京都サンガ F.C.U-15)  

 菅原 由勢 (名古屋グランパス U15)  

 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-15) ※1 

 東 俊希 (FCゼブラ)  

 本間 至恩 (アルビレックス新潟 U-15) ※1 

 桂 陸人 (サンフレッチェ広島ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ) ※2 

 粟野 健翔 (ベガルタ仙台ジュニアユース)  

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪 U-18)  

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-15)  

 原 尊 (上州フットボールクラブ高崎)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース)  

 久保 建英 (FC東京 U-15むさし)  

※1辞退 ※2追加招集                        計 29名 

 

 26. ビーチサッカー日本代表 FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル 2015の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル 2015 

期 間：7月 1日(水)～18日(土) 

場 所：ポルトガル/エスピーニョ 
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[スケジュール] 

7月 1日(水) 集合、移動 

7月 9日(木) グループステージ第 1戦 vs.ポルトガル代表 ●2-4 

7月 11日(土) グループステージ第 2戦 vs.アルゼンチン代表 ◯4-3 

7月 13日(月) グループステージ第 3戦 vs.セネガル代表 ◯4-3 

7月 16日(木) 準々決勝 vs.イタリア代表 ●2-3 

7月 17日(金) 移動 

7月 18日(土) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団長 松崎 康弘 (JFA常務理事) 

監督 ﾏﾙｾﾛ・ﾒﾝﾃﾞｽ (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 中河 昌彦  (国士舘大) 

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 ｴﾍﾞﾙﾄﾝ 
 

総務 杉山 友朗 (JFA代表チーム部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 
宜野座 寛也 (東京レキオス BS) 

FP 牧野 真二 (LEON福岡) 

 
田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 
尾田 博文 (東京レキオス BS) 

 
後藤 崇介 (東京レキオス BS) 

 
山内 悠誠 (G.C.Nerine) 

 
茂怜羅 オズ (東京レキオス BS) 

 
原口 翔太郎 (東京レキオス BS) 

 
松尾 那緒弥 (プラシア山口) 

 
赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 
大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

                                計 12名 

 

 27. ＪＦＡ・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 萱沼 優聖(かやぬま ゆうせい) 

（所属歴：ヴォルケーノ富士吉田ふじかめジュニア→Ｕスポーツクラブ→山梨学院大学附属高

等学校→関東学院大学） 

所属元： 関東学院大学 

受入先： カターレ富山 

承認日： 2015年7月15日 

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

選手名： 木本 恭生(きもと やすき) 
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（所属歴：富士見台サッカークラブスポーツ少年団→富士ジュニアフットボールクラブ→静岡

学園中学校サッカー部→静岡学園高等学校サッカー部→福岡大学サッカー部） 

所属元： 福岡大学 

受入先： アビスパ福岡 

承認日： 2015年7月21日 

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

選手名：  永石 拓海(ながいし たくみ) 

（所属歴：牟礼フットボールクラブ→防府市立国府中学校→高川学園高等学校→福岡大学サッ

カー部） 

所属元： 福岡大学 

受入先： サガン鳥栖 

承認日： 2015年7月22日 

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

選手名： 大野 哲煥(おおの ちょるふぁん) 

（所属歴：サンパルス浜田フットボールクラブ→浜田フットボールクラブジュニアユース→レ

スポール浜田フットボールクラブジュニアユース→サンフレッチェ広島F.Cユース→

城西国際大学体育会サッカー部） 

所属元： 城西国際大学体育会サッカー部 

受入先： ジェフユナイテッド市原・千葉 

承認日： 2015年7月28日 

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

選手名： 長谷川 竜也(はせがわ たつや)  

（所属歴：門池サッカースポーツ少年団→ＦＣ沼津→静岡学園中学校サッカー部→静岡学園高

等学校サッカー部→順天堂大学蹴球部） 

所属元： 順天堂大学蹴球部 

受入先： 川崎フロンターレ 

承認日： 2015年8月4日 

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

選手名：  富樫 敬真(とがし けいまん) 

（所属歴：駒林サッカークラブ→横浜Ｆ・マリノスジュニアユース→日本大学高等学校→関東

学院大学体育会蹴球部） 

所属元： 関東学院大学体育会蹴球部 

受入先： 横浜F・マリノス 

承認日： 2015年8月4日 

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

選手名：  松下 佳貴(まつした よしき) 

（所属歴：宮前サッカークラブ→三津浜中学校サッカー部→松山工業高等学校→阪南大学サッ

カー部） 

所属元： 阪南大学サッカー部 

受入先： ヴィッセル神戸 
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承認日： 2015年8月4日 

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

選手名：  青木 翼(あおき つばさ) 

（所属歴：飯田ファイターズサッカースポーツ少年団→清水フットボールクラブ→清水フット

ボールクラブジュニアユース→静岡市立清水商業高等学校サッカー部→順天堂大学蹴

球部） 

所属元： 順天堂大学蹴球部 

受入先： FC岐阜 

承認日： 2015年8月4日 

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

選手名：  中村 慶太(なかむら けいた) 

（所属歴：ときがねフットボールクラブ→増穂ＦＣ→ＭＡＳＡＫＩ ＦＣ→ときがねフットボー

ルクラブ→ＡＲＴＩＳＴＡ Ｆｏｏｔｂａｌｌ ｃｌｕｂ→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→ACBB(フランス）→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：  V・ファーレン長崎 

承認日： 2015年8月4日 

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

選手名：  前川 黛也(まえかわ だいや) 

（所属歴：大分トリニータジュニア（Ｕ‐１２）→サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニア→サン

フレッチェ広島Ｆ．Ｃジュニアユース→広島県立広島皆実高等学校サッカー部→関西

大学体育会サッカー部→関大ＦＣ２００８→関西大学体育会サッカー部） 

所属元：  関西大学体育会サッカー部 

受入先：  セレッソ大阪 

承認日：  2015年8月18日 

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

選手名：   小林 成豪(こばやし せいごう) 

（所属歴：若草少年サッカークラブ→ヴィッセル神戸ジュニアユース→ヴィッセル神戸ユース

→ヴィッセル神戸Ｕ－１８→関西学院大学体育会サッカー部） 

所属元：  関西学院大学サッカー部 

受入先：  ヴィッセル神戸 

承認日：  2015年8月18日 

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

選手名：   田上 大地(たがみ だいち) 

（所属歴：千葉アミカルスポーツクラブ→千葉中央ＦＣ→千葉アミカルスポーツクラブ→千葉

市立草野中学校→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：   栃木SC 

承認日： 2015年8月19日 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選手名：   古波津 辰希(こはつ たつき) 

（所属歴：高良フットボールクラブ→小禄中学校→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：   栃木SC 

承認日： 2015年8月19日 

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

選手名：    早川 史哉(はやかわ ふみや) 

（所属歴：小針レオレオサッカー少年団→アルビレックス新潟ジュニアユース→アルビレック

ス新潟ユース→筑波大学蹴球部） 

所属元：  筑波大学蹴球部 

受入先：   アルビレックス新潟 

承認日：  2015年8月25日 

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

選手名：   端山 豪(はやま ごう) 

（所属歴：東京町田成瀬サッカークラブ→ヴェルディジュニア→ヴェルディジュニアユース→

東京ヴェルディ１９６９ジュニアユース→東京ヴェルディジュニアユース→東京ヴェ

ルディユース→慶應義塾大学体育会ソッカー部） 

所属元：  慶應義塾大学体育会ソッカー部 

受入先：   アルビレックス新潟 

承認日：  2015年8月25日 

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

選手名：   深井 脩平(ふかい しゅうへい) 

（所属歴：上高野少年サッカークラブ→大宮アルディージャジュニアユース→大宮アルディー

ジャユース→北陸大学） 

所属元：   北陸大学 

受入先：   ツエーゲン金沢 

承認日：  2015年9月1日 

 

 28. Fリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 川添 亮吾（かわぞえ りょうご） 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2015年7月29日 

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

選手名： 川那部 遼（かわなべ りょう） 

所属元： デウソン神戸アスピランチ 

受入先： デウソン神戸 

承認日： 2015年8月4日 
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 29. なでしこジャパン（日本女子代表）直前合宿及び EAFF女子東アジアカップ 2015の件 

  行事名：なでしこジャパン 直前合宿 

期 間：7月 27日（月）～28日（火） 

場 所：愛知県名古屋市 

 

行事名：なでしこジャパン EAFF女子東アジアカップ 2015 

期 間：7月 29日（水）～8月 9日（日） 

場 所：中国/武漢 

[スケジュール] 

7月 27日 （月） 集合 

7月 29日 （水） 移動 

8月 1日 （土） EAFF女子東アジアカップ 2015 

vs.朝鮮民主主義人民共和国女子代表 ●2－4 

8月 4日 （火） EAFF女子東アジアカップ 2015 vs.韓国女子代表 ●1-2 

8月 8日 （土） EAFF女子東アジアカップ 2015 vs.中国代表 ◯2-0 

8月 9日 （日） 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 上田 栄治 (JFA女子副委員長［強化担当］) 

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ｸﾞｽﾀｯﾌ/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) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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 江口 陽子 (まごころ治療院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (日本スポーツ振興センターマルチサポート事業) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (日本スポーツ振興センターマルチサポート事業) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 三ツ木 将吾 (アディダス ジャパン株式会社)  

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 山根 恵里奈 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース） 

 武仲 麗依 （ベガルタ仙台レディース） 

 山下  杏也加 （日テレ・ベレーザ）           

DF 田中 明日菜 （INAC神戸レオネッサ） 

 北原 佳奈 （アルビレックス新潟レディース） 

 薊 理絵 （ASエルフェン埼玉） 

 高畑 志帆 （浦和レッズレディース） 

 髙良 亮子 （ベガルタ仙台レディース）  

 小原 由梨愛 （アルビレックス新潟レディース）     ※1           
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 村松 智子 （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） 

 上辻 佑実  （日テレ・ベレーザ） 

 川村 優理 （ベガルタ仙台レディース） 

 中島 依美 （INAC神戸レオネッサ）         ※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） 

 京川 舞 （INAC神戸レオネッサ） 

 横山 久美 （AC長野パルセイロ・レディース）    

 猶本 光 （浦和レッズレディース） 

 増矢 理花 （INAC神戸レオネッサ）  

FW 有町 紗央里 （ベガルタ仙台レディース） 

 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）  

 田中 美南 （日テレ・ベレーザ） 

※1怪我のため離脱、※2追加招集             計 23名 

 

 30. U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：7月 27日(月)～31日(金) 

場 所：新潟県十日町市 

[スケジュール] 

7月 27日 (月) 集合 

7月 29日 (水) トレーニングマッチ vs.新潟江南高等学校 ◯5-1 

7月 31日 (金) トレーニングマッチ vs.帝京長岡高等学校 ●2-5、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 大部 由美 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 渡邉 英豊 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮アルディージャ) 

ドクター 中村 結香子 (塙厚生病院) 

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)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (日本スポーツ振興センターマルチサポート事業) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)      ※ 

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

※7/27～28のみ 

 [選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 
浅野 菜摘 (JFAアカデミー福島) 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

DF 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 
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羽座 妃粋 (日本体育大学) 

 

畑中 美友香 (伊賀フットボールクラブくノ一)         ※1 

 
土光 真代 (日テレ・ベレーザ)               ※2 

 

清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) 

 
竹村 美咲 (INAC神戸レオネッサ) 

 
北川 ひかる (JFAアカデミー福島)         

 
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) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 
水谷 有希 (筑波大学)  

 
安齋 結花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 
長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 
杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ) 

 
三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
三浦 桃 (日本体育大学) 

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) 

 
白木 星 (浦和レッズレディース) 

 
園田 瑞貴 (武蔵丘短期大学) 

 
小林 里歌子 (常盤木学園高等学校) 

※1辞退 ※2追加招集                  計 26名 

 

 31. U-19日本女子代表 AFC U-19女子選手権直前合宿の件 

  行事名：U-19日本女子代表 AFC U-19女子選手権直前合宿 

期 間：8月 10日(月)～14日(金) 

場 所：和歌山県西牟婁郡 

[スケジュール] 

8月 10日 (月) 集合 

8月 13日 (木) トレーニングマッチ vs.上富田中学校（男子） ◯9-1 

8月 14日 (金) 南京へ移動 

[スタッフ] 

団 長 綾部 美知枝 (JFA特任理事) 

監 督 高倉 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 渡邉 英豊 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮アルディージャ) 

ドクター 塚原 由佳 (江戸川病院) 
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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)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (日本スポーツ振興センターマルチサポート事業) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)  

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

[選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 
森田 有加里 (日本体育大学)            ※1 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

DF 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

 

羽座 妃粋 (日本体育大学) 

 

清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) 

 
竹村 美咲 (INAC神戸レオネッサ) 

 
北川 ひかる (JFAアカデミー福島)         

 
市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 
水谷 有希 (筑波大学)  

 
長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 
杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ) 

 
三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

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) 

 
安齋 結花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 
白木 星 (浦和レッズレディース) 

 
園田 瑞貴 (武蔵丘短期大学) 

 
小林 里歌子 (常盤木学園高等学校) 

※1追加招集                      計 23名 

 

 32. U-19日本女子代表 AFC U-19女子選手権の件 

  行事名：U-19日本女子代表 AFC U-19女子選手権中国 2015 

期 間：8月 14日(金)～30日(日) 

場 所：中国/南京 

[スケジュール] 

8月 14日 (金) 南京到着 

8月 18日 (火) グループステージ第 1戦 vs.U-19オーストラリア女子代表 ◯2-0 

8月 20日 (木) グループステージ第 2戦 vs.U-19ウズベキスタン女子代表 ◯6-0 

8月 22日 (土) グループステージ第 3戦 vs.U-19中国女子代表 ◯3-2 
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8月 26日 (水) 準決勝 vs.U-19韓国女子代表 ◯1-0 

8月 29日 (土) 決勝 vs.U-19朝鮮民主主義人民共和国女子代表 △0-0(4-2) 

8月 30日 (日) 帰国 

[スタッフ] 

団 長 綾部 美知枝 (JFA特任理事) 

監 督 高倉 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 渡邉 英豊 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/大宮アルディージャ) 

ドクター 塚原 由佳 (江戸川病院) 

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)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (日本スポーツ振興センターマルチサポート事業) 

メディアオフィサー 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)  

総 務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部)  

[選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 
森田 有加里 (日本体育大学)              ※1 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディースユース) 

DF 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

 

羽座 妃粋 (日本体育大学) 

 

清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ) 

 
竹村 美咲 (INAC神戸レオネッサ) 

 
北川 ひかる (JFAアカデミー福島)         

 
市瀬 菜々 (常盤木学園高等学校) 

 
宮川 麻都 (日テレ・メニーナ) 

MF 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ) 

 
水谷 有希 (筑波大学)  

 
長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) 

 
杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ) 

 
三浦 成美 (日テレ・メニーナ) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

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) 

 
安齋 結花 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 
白木 星 (浦和レッズレディース) 

 
園田 瑞貴 (武蔵丘短期大学) 

 
小林 里歌子 (常盤木学園高等学校) 

 
  ※1 追加招集 

  計 23名 
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 33. 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：8月 17日（月）～23日（日） 

場 所：新潟県十日町市 

[スケジュール] 

8月 17日 (月) 集合 

8月 18日 (火) トレーニングマッチ vs.FCアルティスタ（男子） ●0－4 

8月 20日 (木) トレーニングマッチ vs.新潟医療福祉大学（女子） ◯5-1 

8月 22日 (土) 
トレーニングマッチ vs.JAPAN サッカーカレッジレディース ◯

3-0 

8月 23日 (日) トレーニングマッチ vs.開志学園 JSC女子高等学部 ◯10-1 

解散 

[スタッフ] 

監 督 楠瀬 直木 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/FC町田ゼルビア)  

コーチ 岡本 三代 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/セレッソ大阪)  

コーチ 宮本 ともみ (学校法人高田学苑) ※ 

GKコーチ 小林 忍 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ)  

ドクター 齊藤 雅彦 (東邦大学医療センター佐倉病院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 山口 由美子 (関西医療大学)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 貞清 健一 (日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰﾙﾁｻﾎﾟｰﾄ事業)  

総 務 金子 美衣子 (JFA代表チーム部)  

※8/17～19のみ 

[選  手] 

GK 米澤 萌香 (日ノ本学園高校)  

 田中 桃子 (日テレ・メニーナ)  

 山下 莉奈 (セレッソ大阪堺ガールズ)  

DF 金勝 里央 (浦和レッズレディースユース)  

 小野 奈菜 (日テレ・メニーナ)  

 脇阪 麗奈 (セレッソ大阪堺レディース)  

 金平 莉紗 (日ノ本学園高校)  

 市瀬 千里 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18)  

 高平 美憂 (JFAアカデミー福島)  

 宝田 沙織 (セレッソ大阪堺レディース)  

 森中  陽菜 (セレッソ大阪堺レディース)  

 柴山 史菜 (NGU名古屋 FCレディース)  

MF 長野 風花 (浦和レッズレディースユース)  

 米井 朋香 (JFAアカデミー福島)  

 野島 咲良 (セレッソ大阪堺レディース)       ※1 

 唐橋 万結 (アルビレックス新潟レディース U-18)  

 曽根 七海 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18)  
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 菅野 奏音 (日テレ・メニーナ)  

FW 嶋中 美帆 (日テレ・メニーナ)  

 植木 理子 (日テレ・メニーナ)  

 宮澤 ひなた (星槎国際高等学校湘南)           ※1 

 小嶋 星良 (浦和レッズレディースユース)           ※2 

 高橋 はな (浦和レッズレディースユース)  

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島)  

 三浦 晴香 (浦和レッズレディースユース)  

計 25名 

 

 34. フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：フットサル日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：7月 16日(木)～20日(月・祝) 

場 所：兵庫県神戸市 

[スケジュール] 

7月 16日 (木) 集合 

7月 17日 (金) トレーニングマッチ vs.兵庫県選抜 ◯4-1 

7月 19日 (日) トレーニングマッチ vs.カタルーニャ選抜 △0-0 

7月 20日 (月･祝) PM 解散 

[スタッフ] 

監 督 在原 正明 (東急スポーツシステム株式会社) 

コーチ 福角  有紘 (多摩大学) 

GKコーチ 橋谷 英志郎 (バルドラール浦安) 

ドクター 絹笠 友則 (いちはら病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 岡田 瞳 (株式会社アレナトーレ)  

総 務 大富部 佳奈子 (ＪＦＡ代表チーム部)  

[選  手] 

GK 山本 彩加 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 
山本 彩可 (LETIZIA) 

 
山下 美幸 (Amaralo峰 FC) 

FP 小村 美聡 (arco-iris KOBE) 

 

堀田 えり子 (SAICOLO) 

 
東山 真依子 (バルドラール浦安ラス･ボニータス) 

 

中島 詩織 (Burela Pescados Ruben/スペイン) 

 
藤田 靖香 (arco-iris KOBE) 

 
加藤 沙織 (バルドラール浦安ラス･ボニータス)         

 
関灘 美那子 (arco-iris KOBE) 

 
坂田 睦 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 
春山 愛 (arco-iris KOBE) 



報告事項 

2015/9/17 第 8回理事会 

 

 
網城 安奈 (SWHレディースフットサルクラブ) 

 
吉林 千景 (VEEX TOKYO Ladies)  

 
五十嵐 愛海 (丸岡 RUCKレディース) 

 
高尾 茜利 (丸岡 RUCKレディース) 

                         計 16名 

 

 


