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報告事項 

 1. 会長候補者リストの件 

  （報告）資料№1 

会長予定者選出管理委員会から、別紙の通り評議員から7名以上の推薦があった会長候補者リス

トが提出された。 

 

 2. FIFAクラブワールドカップの件 

  3年振りの日本開催となったFIFAクラブワールドカップを横浜国際総合競技場（神奈川）、大阪

長居スタジアム（大阪）で開催した。大阪での開催は初めてとなったが、アルゼンチンから約

9,000人のリバープレートサポーター、また中国からも大勢の広州恒大サポーターが来日するな

ど大きな盛り上がりとなった。特にFCバルセロナの人気が高く、準決勝・決勝のチケットの売

れ行きも好調だった。 

大会前から神奈川、大阪両協会、Jリーグおよび大会スポンサー企業の協力を得て、大会告知を

実施した。チケット販売情報を中心とした大会情報は、JFA公式サイト内の特設ページやJFA公

式SNSを通じて発信した。また各開催地においては、優勝トロフィー展示等のイベントを開催し

大会情報の周知に努めた。 

《FIFAクラブワールドカップ ジャパン2015 大会結果》 

開 催 期 間： 2015年12月10日(木)～20日(日) 

会   場： 神奈川／横浜国際総合競技場・大阪／大阪長居スタジアム 

テレビ放送： 日本テレビ放送網株式会社により全試合を独占生放送 

試 合 結 果：  

【Ｍ１】１回戦（開幕戦） 

 開 催 日 時：2015年12月10日(木)19：45 

 会   場：神奈川／横浜国際総合競技場 

 対   戦：サンフレッチェ広島（開催国）vs. オークランド・シティーFC（OFC） 

 得   点：2－0（1－0） 

 公式観客数：19,421人／視 聴 率：10.3％（瞬間最大12.9％） 

【Ｍ２】準々決勝 

 開 催 日 時：2015年12月13日(日)16：00 

     会   場：大阪／大阪長居スタジアム 

 対   戦：クラブ・アメリカ（CONCACAF）vs. 広州恒大（AFC） 

 得   点：1－2（0－0） 

 公式観客数：18,772人／視 聴 率：7.2％（瞬間最大10.4％） 

【Ｍ３】準々決勝 

 開 催 日 時：2015年12月13日(日)19：30 

          会   場：大阪／大阪長居スタジアム 

 対   戦： TPマゼンベ（CAF）vs. サンフレッチェ広島（開催国） 
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 得   点：0－3（0－1） 

 公式観客数：23,609人／視 聴 率：9.3％（瞬間最大13.7％） 

【Ｍ４】５・６位決定戦 

 開 催 日 時：2015年12月16日(水)16：30 

 会   場：大阪／大阪長居スタジアム 

 対   戦：クラブ・アメリカ（CONCACAF）vs. TPマゼンベ（CAF） 

 得   点：2－1（2－1） 

 公式観客数：11,686人／視 聴 率：3.2％（瞬間最大4.7％） 

【Ｍ５】準決勝 

 開 催 日 時：2015年12月16日(水)19：30 

 会   場：大阪／大阪長居スタジアム 

 対   戦：サンフレッチェ広島（開催国）vs. リバープレート（CONMEBOL） 

 得   点：0－1（0－0） 

 公式観客数：20,133人／視 聴 率：11.4％（瞬間最大15.4％） 

【Ｍ６】準決勝 

 開 催 日 時：2015年12月17日(木)19：30 

 会   場：神奈川／横浜国際総合競技場 

 対   戦： FCバルセロナ（UEFA）vs. 広州恒大（AFC） 

 得   点：3－0（1－0） 

 公式観客数：63,870人／視 聴 率：9.1％（瞬間最大12.6％）  

【Ｍ７】３・４位決定戦 

 開 催 日 時：2015年12月20日(日)16：00 

 会   場：神奈川／横浜国際総合競技場 

 対   戦：サンフレッチェ広島（開催国）vs. 広州恒大（AFC） 

 得   点：2－1（0－1） 

 公式観客数：47,968人／視 聴 率：10.5％（瞬間最大18.3％） 

【Ｍ８】決勝 

 開 催 日 時：2015年12月20日(日)19：30 

          会   場：神奈川／横浜国際総合競技場 

 対   戦：リバープレート（CONMEBOL）vs. FCバルセロナ（UEFA） 

 得   点：0－3（0－1） 

 公式観客数：66,853人／視 聴 率：14.7％（瞬間最大18.1％） 

総観客数：272,312人 

 

 3. Jリーグ報告の件 

  （報告）資料№2 

2015シーズンの Jリーグの全日程が終了した。 

(1)リーグ戦 

明治安田生命 J1 1stステージ・2ndステージ、チャンピオンシップ、 

明治安田生命 J2 リーグ、明治安田生命 J3リーグの大会結果、入場者数は別紙の通り 
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(2)リーグカップ戦 

予選リーグ結果、決勝トーナメント（準決勝まで）結果、入場者数は別紙の通り 

 

 4. 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 FC （第 4種） 

遠征期間 1 月 21日～27日 

遠 征 先 ハワイ/アメリカ 

（2）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 （第 4種） 

遠征期間 3 月 18日～28日 

遠 征 先 ファロ/ポルトガル 

（3）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 真岡高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3 月 26日～30日 

遠 征 先 仁川/韓国 

（4）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ユース （第 2種） 

遠征期間 3 月 21日～29日 

遠 征 先 ブエノスアイレス/アルゼンチン 

（5）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 柏レイソル U-18 （第 2種） 

遠征期間 2 月 3日～16日 

遠 征 先 ドーハ/カタール 

（6）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜(U-12) （第 4種） 

遠征期間 3 月 27日～4月 5日 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

（7）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜(U-16) （第 2種） 

遠征期間 3 月 26日～31日 

遠 征 先 クアラルンプール/マレーシア 

（8）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム Verdy S.S, Ajunt JY （第 3種） 

遠征期間 3 月 22日～4月 5日 

遠 征 先 プレイク/ベトナム 

（9）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FC （第 1種） 

遠征期間 1 月 22日～31日 

遠 征 先 プレイク/ベトナム 
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（10）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-18 （第 2種） 

遠征期間 2 月 22日～29日 

遠 征 先 天安/韓国 

（11）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県西部高校遠征 （第 2種） 

遠征期間 3 月 21日～29日 

遠 征 先 オビエド/スペイン 

（12）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム ジュビロ磐田 U-18 （第 2 種） 

遠征期間 3 月 23日～30日 

遠 征 先 フェンロ/オランダ、デュッセルドルフ/ドイツ 

（13）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 （第 1種） 

遠征期間 1 月 25日～2月 1日 

遠 征 先 チェンマイ/タイ 

（14）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム JFAアカデミー堺 （第 3種） 

遠征期間 2 月 12日～19日 

遠 征 先 サンフランシスコ/アメリカ 

（15）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 神戸市トレセン U-12 （第 4種） 

遠征期間 3 月 25日～28日 

遠 征 先 高雄/台湾 

（16）一般社団法人 大分県サッカー協会 

チ ー ム バサジィ大分 （フットサル 1種） 

遠征期間 1 月 25日～2月 1日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

 

 5. 標章使用申請の件 

  （1）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 1名分（100枚） 

（2）申請団体： 一般社団法人 長崎県サッカー協会 

   使用目的： 2016全労済カップ九州少年サッカー長崎大会ポスター制作 

 

 6. 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）：福島市 

施設名：福島市十六沼公園サッカー場A（福島県福島市大笹生字俎板山 地内） 

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12月20日～2018年12月19日 
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公認番号：第031号 

(2) 申請者（施設所有者）：福島市 

施設名：福島市十六沼公園サッカー場B（福島県福島市大笹生字俎板山 地内） 

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12月20日～2018年12月19日 

公認番号：第032号 

(3) 申請者（施設所有者）：高梁市 

施設名：神原スポーツ公園多目的広場（岡山県高梁市松原町神原2281-11） 

使用製品：クリヤマ株式会社 モンドターフ Monofibre AE60 

公認期間：2015年5月14日～2017年5月13日 

公認番号：第085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。 

 

 7. 審判員海外派遣の件 

  審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次のとおり。 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① インドスーパーリーグ 

審判員：山本雄大、相樂亨、名木利幸 

期 間：12月8日～12月22日 

場 所：ニューデリー他／インド 

② 香港リーグ 

審判員：上原直人、田中玲匡 

期 間：12月10日～12月17日 

場 所：香港 

③ FIFA Club World Cup Japan 2015 

審判員：佐藤隆治、八木あかね 

期 間：12月4日～12月21日 

場 所：横浜・大阪／日本 

④ SAFF Suzuki Cup 2015 

審判員：木村博之 

期 間：12月21日～1月4日 

場 所：ケーララ／インド 

 

 8. 海外指導者資格審査の件 

  次のクラブより申請のあった指導者資格審査について、技術委員会にて審議の結果、S級コーチ
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ライセンスと同等以上の資格を有しているものと認定する。 

申請クラブ名：サガン鳥栖 

氏  名 ：マッシモ フィッカデンティ 

国  籍 ：イタリア 

生年月日  ：1967年11月6日 

主な指導歴：2002年～    フィオレンツォーラ（イタリア）監督 

     2002年～    アヴェッリーノ（イタリア）監督 

      2003年～2004年 ピストイエーゼ（イタリア）監督 

      2004年～2006年 ヴェローナ（イタリア）監督 

      2007年～    レッジーナ（イタリア）監督 

      2009年～2010年 ピアチェンツァ（イタリア）監督 

      2010年～2011年 チェゼーナ（イタリア）監督 

      2011年～2012年 カリアリ（イタリア）監督 

      2014年～2015年 FC東京 監督 

保有ライセンス：2005年 UEFA PRO Diploma Licence 

 

 9. 2015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2名をS級コーチとして認定した。 

氏  名 ： 藤代 隆介（ふじしろ りゅうすけ） 

指導チーム： FCフォルテU18 

生年月日 ： 1973年7月4日 

資  格 ：  2014年      A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：  1996年 ～1997年 ルネス学園金沢サッカー部 コーチ 

         1997年 ～1998年 ルネス学園広島サッカー部 監督 

         1998年 ～2004年 北海道朝鮮高級部サッカー部 コーチ 

         2004年 ～2011年 北海道朝鮮高級部サッカー部 監督 

         2011年 ～現在  FCフォルテU18 監督 

 

氏  名 ： 宮本 恒靖（みやもと つねやす） 

指導チーム： ガンバ大阪ジュニアユース 

生年月日 ： 1977年2月7日 

資  格 ：  2015年         A級ジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 2008年～2014年 ミヤモトフットボールアカデミー 

2015年～現在  ガンバ大阪ジュニアユース（U-13）コーチ 

※ 現S級コーチライセンス保持者数：429名（上記2名含む） 

※ 2015年度S級コーチ認定者数： 2名/21名中 

 

 10. 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の件 

①  ②  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   



報告事項 

2016/1/21 第 1回理事会 

 

  期  間：2015年12月15日(火)～20日(日) 

場  所：大分県/大分スポーツ公園 

[スケジュール］ 

12月15日(火) PM 集合/トレーニング 

12月16日(水) AM トレーニング 

       PM トレーニング 

12月17日(木) AM トレーニング 

PM 試合 U-13日本選抜 2-1 U-13韓国代表 

12月18日(金) AM U-13韓国代表との合同トレーニング 

PM U-13韓国代表との交流会 

12月19日(土) AM トレーニング 

PM 試合 U-13日本選抜 3-3 PK（1-4） U-13韓国代表 

12月20日(日) AM トレーニング 

PM 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 ：島田 信幸 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

ＧＫコーチ ：川俣 則幸 （JFAナショナルトレセンコーチ） 

 [選手］ 

ＧＫ       西澤 翼  （静岡県：アスルクラロ沼津U15） 

         松原 颯汰 （大阪府：RIP ACE SOCCER CLUB） 

         勝木 翔也 （大分県：ｶﾃｨｵｰﾗﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞU-15/JFAアカデミー宇城） 

ＦＰ      荒木 遼太郎（熊本県：ロアッソ熊本ジュニアユース） 

大橋 滉太 （大阪府：セレッソ大阪 西U-15） 

赤井 瞭太 （三重県：FC AVENIDASOL U15） 

鈴木 史哉 （宮城県：ベガルタ仙台ジュニアユース） 

吉田 有志 （大阪府：セレッソ大阪U-15） 

吉田 尊  （静岡県：JFAアカデミー福島U15） 

青島 健大 （静岡県：清水エスパルスジュニアユース） 

大山 智也 （埼玉県：浦和レッズジュニアユース） 

大和 蓮  （北海道：コンサドーレ札幌U-15） 

 近藤 蔵波 （大阪府：セレッソ大阪U-15） 

大森 理生 （東京都：FC東京U-15むさし） 

石谷 光基 （愛知県：名古屋グランパスU15） 

西野 太陽 （徳島県：徳島ヴォルティスジュニアユース） 

植田 啓太 （神奈川県：横浜F・マリノスジュニアユース） 

加納 大  （静岡県：静岡学園中学校サッカー部） 

遠藤 貴成 （新潟県：アルビレックス新潟U-15） 

佐古 真礼 （東京都：東京ヴェルディジュニアユース） 

木戸 柊摩 （北海道：コンサドーレ札幌U-15）   
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                          以上 21名 

 

 11. 2015年度 ゴールキーパーC級コーチライセンス判定結果の件 

  （報告）資料№3 

2015年度ゴールキーパーC級コーチ養成講習会の全てのカリキュラムを修了した、別紙の受講者

について認定する。 

 

 12. 2016年度 S級コーチ養成講習会受講者の件 

  （報告）資料№4 

2016年度のS級コーチ養成講習会受講者について、別紙の通りとする。 

 

 13. JFAエリートプログラム 女子U-13 韓国遠征の件 

 ①  

  

行事名：JFAエリートプログラム 女子U-13 韓国遠征 

    ～JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期  間：2015年11月5日（木）～ 10日（火） 

場  所：Mokpo International Football Center（韓国・木浦） 

[スケジュール］ 

11月  5日(木) 集合 → ロジカル・コミュニケーションスキル → ソウル・金浦空港 

  6日(金) トレーニング 

  7日(土) トレーニング 

ゲーム：U-13日本女子選抜 0-0（前半0-0） U-13韓国女子代表 

  8日(日) 韓国チームと合同トレーニング・木浦市内観光 

 9日(月) トレーニング 

ゲーム：U-13日本女子選抜 2-0（前半1-0） U-13韓国女子代表 

 10日(火) 東京・羽田空港 → 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） 

ドクター ： 飯尾 浩平 （むつ総合病院 整形外科） 

総務 ： 宮崎英津子 （JFA女子部） 

[選手］ 

GK    野田明日香 （東京都：東京ベイフットボールクラブ女子） 

大場 朱羽 （福島県：JFAアカデミー福島） 

FP    木村 日咲 （岡山県：岡山湯郷Belle U-15・U-18） 

伊藤めぐみ （福島県：JFAアカデミー福島） 

河合野乃子 （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース） 

葛西 由依 （青森県：SHLINE 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） 
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城和 怜奈 （福島県：JFAアカデミー福島） 

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） 

渡邉さくら （新潟県：アルビレックス新潟レディースU-15） 

今立のどか （福島県：北海道リラ・コンサドーレ） 

山本 柚月 （東京都：日テレ・メニーナ） 

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

善積わらい （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

阿部 文音 （新潟県：アルビレックス新潟レディースU-15） 

高良 琴音 （沖縄県：ヴィクサーレ沖縄フットボールクラブ・ナビィータ） 

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） 

     計20名 

 

 14. 中学校女子サッカー部フェスティバル【2015年度・後期】の件 

①  ②  

  

行事名： 中学校女子サッカー部フェスティバル【2015年度・後期】 

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： 2015年11月21日（土）～ 23日（月・祝） 

場  所： 那須スポーツパーク（栃木県大田原市） 

[スケジュール］ 

11月21日(土)   集合 → ゲーム・レクチャー 

22日(日)   トレーニング・ゲーム・レクチャー 

23日(祝・月) ゲーム → 解散 

[参加チーム］（※は合同チーム） 

①北海道 空知地区中学校サッカー部 ※ 

（岩見沢市立北村中学校、岩見沢市立緑中学校、岩見沢市立東光

中学校、岩見沢市立豊中学校、栗山町立栗山中学校、南幌町立南

幌中学校、美唄市立美唄東中学校、月形町立月形中学校） 

②宮城県 県北トレセン女子 ※ 

 

（登米市立石越中学校、登米市立登米中学校、登米市立佐沼中学

校、気仙沼市立条南中学校、栗原市立栗駒中学校、栗原市立志波

姫中学校、栗原市立築館中学校、大崎市立三本木中学校、美里町

立不動堂中学校） 

③宮城県 仙台市立長町中学校サッカー部 

④東京都 大田ホワイトベアーズ ※ 

 （実践女子学園中学校、大田区立矢口中学校、大田区立大森第一
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中学校、大田区立六郷中学校） 

⑤東京都 杉並区立中学校女子サッカー部 ※ 

（杉並区立松ノ木中学校、杉並区立宮前中学校、杉並区立東田中

学校） 

⑥山梨県 甲府市立城南中学校 

⑦大阪府 大阪女子アカデミー FC Fairies ※ 

 

（大阪市立美津島中学校、大阪市立矢田中学校、大阪市立大池中

学校、大阪市立茨田北中学校、大阪市立白鷺中学校、大阪市立平

野中学校、大阪市立東住吉中学校、大阪市立南中学校） 

・選手合計人数：64名 

 
 

 15. U-15日本女子選抜トレーニングキャンプ の件 

 ①  

  

行事名：U-15日本女子選抜トレーニングキャンプ 

期  間：2015年12月4日（金）～ 7日（月） 

場  所：J-GREEN堺（大阪府堺市） 

[スケジュール］ 

12月  4日(金) 集合 → トレーニング・レクチャー 

  5日(土) トレーニング 

  6日(日) ゲーム：U-15日本女子選抜 0-8（0-2,0-5,0-1）セレッソ大阪U-13 

        ※30分3本の変則マッチ、トレーニング 

  7日(月) トレーニング →解散 

[スタッフ］ 

監督   ：  大部 由美 （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 ：  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） 

ドクター ：  勝谷 洋文 （島田病院 整形外科） 

総務 ：  宮崎英津子 （JFA女子部） 

[選手］ 

GK  近澤 澪菜 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

   伊能 真弥 （埼玉県：浦和レッズレディースユース） 

   山下 莉奈 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ） 

FP  柴山 史菜 （岡山県：NGU名古屋FCレディースユース） 

中西 ふう （高知県：Kochi ganador FC） 

林 涼香  （福岡県：オエステ福岡U15） 

加藤 栞  （岐阜県：FCオリベ多治見ジュニアユース） 

宮本 春花 （大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ／JFAアカデミー堺） 

白井ひめ乃 （新潟県：アルビレックス新潟レディースU-15） 

大岩みつば （岐阜県：FCオリベ多治見ジュニアユース） 

渡辺 桃加 （静岡県：常葉学園橘中学校） 

井上 萌  （埼玉県：浦和レッズレディースユース） 
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轡田 歩  （埼玉県：浦和レッズレディースユース） 

小池 真理 （静岡県：東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部） 

宮本 光梨 （奈良県：アスペガスフットボールクラブ） 

梶井 鈴音 （埼玉県：ＡＳエルフェン埼玉マリ） 

石谷 唯華 （東京都：FC Belta） 

岡田 真波  （東京都：FC Belta） 

中江 萌  （新潟県：アルビレックス新潟レディースU-15） 

田中 麻帆 （千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディースRame） 

猿澤 桃佳 （香川県：MOMOKO F.C） 

根津 茉琴 （静岡県：JFAアカデミー福島） 

植田 真以 （徳島県：徳島ラティーシャ） 

     計23名 

 

 16. ナショナルトレセン女子U-14の件 

①  ②  行事名：ナショナルトレセン女子U-14 

期 間：2015年12月11日（金） ～ 14日（月） 

【東日本】 

場  所：鹿島ハイツスポーツプラザ（茨城県鹿嶋市） 

参加者数：選手 60名（北海道10名/東北10名/関東16名/東海13名/JFAアカデミー福島11名） 

指導者講習会受講者 6名 

【西日本】 

場  所：J-GREEN堺（大阪府堺市） 

参加者数：選手 61名（1名を追加招集したため） 

（北信越10名/関西14名/中国11名/四国10名/九州13名/JFAアカデミー福島3名） 

指導者講習会受講者 8名 

 

 17. U-22日本代表 カタール・UAE遠征の件 

  行事名：U-22日本代表 カタール・UAE遠征 

期 間：2015年12月6日（日）～14日（月） 

場 所：カタール/ドーハ、UAE/ドバイ 

 [スケジュール] 

12月6日 (日) 集合、出発 

12月7日 (月) 現地着 

12月10日 (木) 国際親善試合 vs.U-22イエメン代表 △0-0 

12月11日 (金) ドバイへ移動 

12月13日 (日) 国際親善試合 vs.U-22ウズベキスタン代表 △0-0 

12月14日 (月) 帰国、解散 

[スタッフ] 

団 長 霜田 正浩 (JFA特任理事/技術委員長) 
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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 佐藤 洋平 (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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

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 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）  

 杉本 大地 (京都サンガF.C.)  

 中村 航輔 (アビスパ福岡)  

DF 松原 健 (アルビレックス新潟)  

 山中 亮輔 (柏レイソル)  

 亀川 諒史 (アビスパ福岡)  

 西野 貴治 (ガンバ大阪) ※ 

 奈良 竜樹 (FC東京)  

 室屋 成 (明治大学)  

 岩波 拓也 (ヴィッセル神戸)  

 植田 直通 (鹿島アントラーズ)  

 中谷 進之介 (柏レイソル)  

MF 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

 遠藤 航 (湘南ベルマーレ)  

 原川 力 (京都サンガF.C.)  

 矢島 慎也 (ファジアーノ岡山)  

 中島 翔哉 (FC東京)  

 秋野 央樹 (柏レイソル)  

 前田 直輝 (松本山雅FC) ※ 

 関根 貴大 (浦和レッズ)  

 井手口 陽介 (ガンバ大阪) ※ 

FW 荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌)  

 鈴木 武蔵 (水戸ホーリーホック)  

 金森 健志 (アビスパ福岡)  

 オナイウ 阿道 (ジェフユナイテッド千葉)  

 鎌田 大地 (サガン鳥栖)  

※追加招集                                 計26名 

 



報告事項 

2016/1/21 第 1回理事会 

 

 18. U-22日本代表 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-22日本代表 トレーニングキャンプ 

期 間：2015年12月22日（火）～30日（水） 

場 所：沖縄県 

[スケジュール] 

12月22日 (火) 集合 

12月30日 (水) 解散 

[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 佐藤 洋平 (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) 

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グスタッフ/流通経済大学) 

ドクター 武冨 修治 (東京大学病院) 

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）  

 杉本 大地 (京都サンガF.C.)  

 牲川 歩見 (ジュビロ磐田)  

 中村 航輔 (アビスパ福岡)  

DF 櫛引 一紀 (コンサドーレ札幌)  

 松原 健 (アルビレックス新潟)  

 高橋 祐治 (カマタマーレ讃岐)  

 亀川 諒史 (アビスパ福岡)  

 奈良 竜樹 (FC東京) ※2 

 室屋 成 (明治大学)  

 岩波 拓也 (ヴィッセル神戸) ※2 

 植田 直通 (鹿島アントラーズ)  

 三竿 健斗 (東京ヴェルディ)  

MF 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  

 遠藤 航 (湘南ベルマーレ)  

 原川 力 (京都サンガF.C.)  

 矢島 慎也 (ファジアーノ岡山)  

 安在 和樹 (東京ヴェルディ)  

 中島 翔哉 (FC東京) ※2 

 豊川 雄太 (鹿島アントラーズ)  
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 前田 直輝 (松本山雅FC)  

 川辺 駿 (ジュビロ磐田)  

FW 荒野 拓馬 (コンサドーレ札幌)  

 久保 裕也 (BSCヤングボーイズ/スイス)  

 鈴木 武蔵 (水戸ホーリーホック)  

 金森 健志 (アビスパ福岡) ※1 

 オナイウ 阿道 (ジェフユナイテッド千葉)  

※1離脱 ※2追加招集                           計27名 

 

 19. U-18日本代表 イングランド遠征の件   

  行事名：U-18日本代表 イングランド遠征 

期 間：2015年11月9日(月)～17日(火) 

場 所：イングランド/マンチェスター、リバプール 

[スケジュール] 

11月9日(月) 集合 

11月10日(火) 移動 

11月12日(木) 練習試合 vs.U-18 バーミンガム・シティ △1-1 

11月13日(金) 練習試合 vs.U-18リバプールFC ●2-3 

11月15日(日) 親善試合 vs.U-18イングランド代表 ●1-5 

11月17日(火) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

団長 松永 英機 (JFA強化部会員/名古屋グランパス) 

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 佐藤 洋平 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

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) 
 

 
加藤 有輝 (大宮アルディージャユース) ※2 

DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 
 

 
柳 貴博 (FC東京U-18) ※2 

 
松坂 暖 (サウスエンド・ユナイテッドFC/ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) ※2 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) ※1 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸U-18) ※1 

 
岡野 洵 (ジェフユナイテッド千葉U-18) 
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舩木 翔 (セレッソ大阪U-18) 

 

 
長谷川 巧 (アルビレックス新潟U-18) 

 

 
森下 怜哉 (セレッソ大阪U-18) ※2 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡U-18) ※2 

MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 
 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) ※2 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島ユース) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディユース) 

 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田U-18) 

 
FW 杉森 考起 (名古屋グランパスU18) 

 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪U-18) 

 

 
加藤 陸次樹 (サンフレッチェ広島ユース) ※2 

 
小川 航基 (桐光学園) ※1 

 
伊藤 涼太郎 (作陽高等学校) ※2 

  
[トレーニングパートナー] 

 
MF ゴダード サイ (トッテナム ホットスパー/ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ) ※1 

※1離脱 ※2追加招集                                             計25名 

 

 20. 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：2015年12月7日（月）～10日（木） 

場 所：千葉県 

[スケジュール] 

12月7日 (月) 集合 

12月9日 (水) 練習試合 vs.日本体育大学 ●0-1 

12月10日 (木) 練習試合 vs.流通経済大学 ●1-2、試合後解散 

[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) 

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

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 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) 



報告事項 

2016/1/21 第 1回理事会 

 

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) 
 

 
加藤 有輝 (大宮アルディージャユース) 

 

 
脇野 敦至 (東福岡高校) 

 

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
DF 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) ※1 

 
柳 貴博 (FC東京U-18) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズユース) ※1 

 
小島 雅也 (ベガルタ仙台ユース) ※2 

 
常田 克人 (青森山田高校) 

 

 
岡野 洵 (ジェフユナイテッド千葉U-18) 

 

 
大南 拓磨 (鹿児島実業高校) 

 

 
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) 

 

 
増山 朝陽 (ヴィッセル神戸) 

 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) 

 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島ユース) 

 

 
森島 司 (四日市中央工業高校) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪ユース) ※1 

 
佐藤 亮 (FC東京U-18) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台ユース) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪ユース) ※1 

FW 垣田 裕暉 (鹿島アントラーズユース) ※1 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪U-18) 

 

 
小川 航基 (桐光学園) ※2 

 
吉平 翼 (大分トリニータU-18) 

 
※1離脱 ※2追加招集                            計27名 

                          

 21. 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：2015年12月 8日（火）～12日（土） 

場 所：熊本県熊本市 

[スケジュール] 

12月8日 (火) 集合 



報告事項 

2016/1/21 第 1回理事会 

 

12月9日 (水) 親善試合 vs．U-15韓国代表 ●1-3 

12月10日 (木) 練習試合 vs．東福岡高校 ●1-2 

12月11日 (金) 親善試合 vs．U-15韓国代表 ◯4-1 

12月12日 (土) 練習試合 vs．大津高校 ◯2-1、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 高桑 大二朗 (JFA ナショナルトレセンコーチ/横浜F・マリノス) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス) 

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

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 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) ※1 

 
青木 心 (JFAアカデミー福島U15) ※1 

 
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) ※1 

 
高山 汐生 (湘南ベルマーレU-15平塚) ※2 

DF 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) 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸U-15) 

 

 
桑原 海人 (アビスパ福岡U-15) 

 

 
岩井 龍翔司 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

 

 
生井澤 呼範 (鹿島アントラーズジュニアユース) 

 

 
西尾 隆矢 (セレッソ大阪U-15) 

 

 
井上 樹 (ヴァンフォーレ甲府U-15) 

 
MF 平川 怜 (FC東京U-15むさし) 

 

 
福岡 慎平 (京都サンガF.C.U-15) 

 
 喜田 陽 (セレッソ大阪U-15)  

 東 俊希 (FCゼブラ)  

 藤原 志龍 (徳島ヴォルティスジュニアユース)  

 清水 綾馬 (静岡学園中学校)  

 吉田 奨 (ジェフユナイテッド市原・千葉U-15)  

 上月 壮一郎 (京都サンガF.C.U-15)  

 瀬畠 義成 (JFAアカデミー福島U15)  

 福田 翔生 (小倉南FCジュニアユース) ※1 

FW 石井 快征 (サガン鳥栖U-15) ※1 
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 宮代 大聖 (川崎フロンターレU-15)  

 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離脱 ※2追加招集                            計28名 

 

 22. U-18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：2015年12月23日(水・祝)～25日(金) 

場 所：大阪府岸和田市 

[スケジュール] 

12月23日 (水・祝) 集合 

12月25日 (金) 解散 

[スタッフ] 

監 督 小森 隆弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリーフィジカルコーチ) 

ドクター 船越 雄誠 (聖隷浜松病院) 

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 山田 正剛 (府中アスレティックFC)  

 阿部 寛大 (聖和学園高校フットサル部)  

 伊名野 慎 (バルドラール浦安セグンド)  

FP 米田 圭孝 (多摩大体育会フットサル部)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)   

 原嶋 凌也 (SC聖和)  

 宇田川 雄翔 (カルチェット ポッジボンセーゼ) ※ 

 松野 史靖 (北海道釧路北陽高校)  

 津波 岳斗 (読谷高校)  

 二井岡 嵩登 (クラーク記念国際高校)  

 高橋 響 (帝京長岡高校)  

 浅井 拓 (エスパッソU-18)  

 脇山 蓮 (名古屋オーシャンズU-18)  

 金須 恭弥 (FC聖和)  

 植松 晃都 (湘南ベルマーレ)  

 山桐 正護 (マリオフットサルスクール)  

 松原 友博 (名古屋オーシャンズU-18)  

 宇田川 幸輝 (エスパッソU-18)  

※追加招集                                計18名 
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 23. ユニバーシアード日本女子代表 チャイニーズ・タイペイ遠征の件 

  行事名：ユニバーシアード日本女子代表 チャイニーズ・タイペイ遠征 

期 間：2015年12月11日（金）～13日（日） 

場 所：チャイニーズ・タイペイ 

[スケジュール] 

12月11日 （金） 集合、移動 

12月12日 （土） 国際親善試合 vs.チャイニーズ・タイペイ女子代表 ◯4-1 

12月13日 （日） 帰国、解散 

[スタッフ] 

監 督 望月 聡 (JFAﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/びわこ成蹊スポーツ大学) 

コーチ 黒澤 尚 (仙台大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

コーチ 八鍬 晶子 (東洋大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

コーチ/総務 中瀬 晴彦 (尚美学園大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

GKコーチ 田中 龍哉 (徳山大学/全日本大学女子サッカー連盟) 

ドクター 貞升 彩 (船橋中央病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三宅 明子 (筑波大学 スポーツR＆Dコア)  

[選  手] 

GK 小髙 愛理 (新潟医療福祉大学) 

 越後 希波 (仙台大学) 

DF 須永 愛海 (仙台大学) 

 山川 夏輝 (日本体育大学) 

 髙野 沙緒里 (仙台大学) 

 三浦 紗津紀 (早稲田大学) 

 山田 優衣 (静岡産業大学) 

 平山 光 (徳山大学) 

MF 吉武 愛美 (吉備国際大学) 

 三橋 眞奈 (大阪体育大学) 

 梅津 美絵 (神奈川大学) 

 根本 彩夏 (神奈川大学) 

 中村 みづき (早稲田大学) 

 熊谷 汐華 (早稲田大学) 

 吉田 凪沙 (吉備国際大学) 

FW 濱本 まりん (吉備国際大学) 

 田中 江梨奈 (日本体育大学) 

 山口 千尋 (姫路獨協大学) 

 兼重 紗里 (新潟医療福祉大学) 

計19名 

 

 


