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 1 FIFA評議会（5月 9・10日開催）の件 

  5 月 9・10 日の期間に初の FIFA 評議会（旧 FIFA 理事会）がメキシコシティで開催された。主な

決定・報告事項は以下の通り。 

 

＜FIFAワールドカップ 2026＞ 

 招致プロセスに 4つのフェーズを設けることを決定。 

①新たな戦略及び協議フェーズ（2016年 5月～2017年 5月） 

   協議フェーズでは下記 4つの領域に焦点が当てられる 

- 人権基準、持続可能なイベントマネジメント、環境保護 

- 技術的要件を満たさない招致国の除外の原則 

- 共同招致の再検討 

- チーム数 

協議フェーズは、2017 年 5 月までに完了するが、チーム数・大会方式・招致が可能な大

陸連盟の検討は 2016年 10月までに決定。 

②招致準備のための強化フェーズ（2017年 6月～2018年 12月） 

③招致評価フェーズ（2019年 1月～2020年 2月） 

④招致国の決定（2020年 5月） 

 

＜その他の決定・報告事項＞ 

 第 66回 FIFA総会アジェンダに、ジブラルタルの FIFA加盟申請の件を追加。 

 FIFAガバナンス規約の改正を承認。 

 大陸連盟及び各加盟協会による FIFA常設委員会メンバー推薦期限は 2016年 7月 31日。 

 大地震で被災したエクアドルにサッカー施設の修繕費用として 50万 USドルを援助。 

 FIFA U-17女子ワールドカップ 2018のホスト国はウルグアイ。 

 同国内における政治的な介入により、ベナンサッカー協会に資格停止処分が下る。 

 インドネシア、クウェート、ベナンの資格停止処分に関し FIFA総会で投票を実施。 

 ギリシャに資格停止処分を下さないという FIFA緊急委員会による決定を批准。 

 ウェリントン・フェニックス（ニュージーランドのクラブ）が、2016 年～2020 年も引き続

きオーストラリア Aリーグに参加することを承認。 

 ギニアサッカー連盟の日常業務を執り行う正常化委員会を任命。 

 FIFA クラブワールドカップ UAE2017 の開催期間を一日前倒し（新日程：12 月 6 日～16

日）。 

 

＜次回 FIFA評議会＞ 

 チューリッヒの FIFA本部にて、10月 13・14日に開催予定。新規 FIFA 評議員の選出期限は

2016年 9月 30日。 
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 2 FIFA総会（5月 13日開催）の件 

  5 月 13 日に第 66 回 FIFA 総会がメキシコシティで開催された。主な決定・報告事項は以下のと

おり。 

＜FIFA Forwardプログラムの導入＞ 

 各加盟協会に 4 年間で 5 百万 US ドルの資金援助。独立監査による財務報告書の提出が必

要。 

＜新 FIFA事務総長の任命＞ 

 初のセネガル国籍の女性、ファトム・サムラ氏を起用。 

＜各リフォーム政策の進捗報告＞ 

 収入と支出のコンプライアンス強化。 

 各委員会の新規委員及び幹部職の適正チェック。 

 FIFA幹部の個人給与の公開。 

 主要委員会の初となる独立委員の任命。 

＜FIFAレジェンドプログラム＞ 

 男女の元トップ選手たちによるイベントやフォーラム等を開催予定。 

＜FIFA新加盟協会の承認＞ 

 コソボとジブラルタルが新たな FIFA 加盟協会として承認され、2018FIFA ワールドカップ予

選の出場権利が与えられる。 

＜各 FIFA委員会の新メンバー選挙を実施＞ 

 ガバナンス委員会：ルイス・ミゲル・ポイアレス・マドゥロ（ポルトガル）委員長、ムクー

ル・ムドガル（インド）代理委員長を選出。両者は独立レビュー委員会の指揮も執る。ま

た、委員にルイス・フェリペ・カントゥアリアス・サラベリー氏（ペルー）を選出。 

 規律委員会：委員に、ジョン・シモンド氏（ジャマイカ）、レオナルド・カルロス・スタッ

グ・ペーニャ氏（エクアドル）、カルロス・マニュエル・テラン・ヴァレロ氏（ベネズエ

ラ）を選出。 

 倫理委員会：審査機関メンバーに、原秋彦氏（日本）、オスカー・ビセンテ・スキャボネ・

リヴァス氏（パラグアイ）、アニン・エボワ氏（ガーナ）を選出。 

 監査＆コンプライアンス委員会：新規委員に、エンリケ・ボニラ氏（メキシコ）、ホルヘ・

デ・ソラール・ブエノ氏（ボリビア）を選出。 

 財務委員会：独立委員に、バネッサ・アメス・ウィットマン氏（アメリカ）、テオドロス・

ザゴラキス氏（ギリシャ、元代表選手）を選出。 

 ディベロップメント委員会：独立委員に、ルイス・フィーゴ委員長代理（ポルトガル、元代

表選手）、ミア・ハム委員長代理（アメリカ、元代表選手）を選出。 

 フットボール・ステークホルダー委員会：独立委員に、ラモン・ヘスルン委員長（コロンビ

ア）、カール＝ハインツ・ルンメニゲ委員長代理、（ドイツ、元代表選手）、ディディエ・

ドログバ委員長代理（コートジボワール、未定）。 

＜その他の決定事項＞ 

 インドネシアの資格停止処分を解除。 

 ベナンとクウェートの資格停止処分は必要要件が満たされ次第解除。 

 イスラエル・パレスチナ監視委員会の活動は継続。 
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 3 AFC理事会（5月 11日開催）の件 

  5月 11日に AFC理事会がメキシコシティで開催された。主な決定・報告事項は以下のとおり。 

 9月 27日にインドのゴアにおいて AFC臨時総会を開催し、FIFA評議員となる 3名（うち 1

名は女性）の選挙を実施。 

 

 4 日本女子代表（なでしこジャパン）監督選任の件 

   

（報告）資料№1 

日本女子代表（なでしこジャパン）監督を以下のとおり選任した。 

氏 名：高倉 麻子（たかくら あさこ）/48 歳 

 

 5 浅見顧問 2016年春の叙勲受章の件 

  浅見俊雄顧問が 2016 年春の叙勲で瑞宝小綬章を受章し､勲章伝達式が 5月 12日に行われた。 

功労概要：スポーツ振興功労、教育研究功労 

瑞宝章：公務等に長年にわたり従事し､成績を挙げた方に授与される勲章(内閣府 HPによる) 

 

 6 評議員会への提案の件 

   

4月に開催された 2016年度第 5回理事会において、以下の 2件については、評議員会の承認が

必要であるが、評議員会は開催せず、書面決議により全評議員の同意を得ることとした。 

結果、5月 10日までに、評議員 75名全員から同意の回答を得た。 

 

(1)評議員選出団体である一般財団法人日本フットサル連盟より、以下のとおり新たな評議員の

推薦があった。 

 現評議員 

大立目 佳久（おおたちめ よしひさ）／一般財団法人日本フットサル連盟 専務理事 

 新たに推薦された評議員 

原田 理人（はらだ みちと）／一般財団法人日本フットサル連盟 理事 

 

(2)以下の基本規程第５３条の２第４項を、以下の通り改正したい。 

基本規程第５３条の２（２０１６年３月２７日施行版） 

 

（改正前） 

４．事務総長は、本協会の評議員、理事、監事、司法機関若しくは各種委員会の委員長若し

くは委員又は加盟団体の役職員を兼ねることができない。 

 

（改正後） 

４．事務総長は、本協会の評議員、理事、監事又は司法機関若しくは各種委員会の委員長若

しくは委員を兼ねることができない。 
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＜理由＞ 

FIFAからの指導により、JFAの司法（司法機関）、立法（評議員会）、行政（理事会）の三権

は分立し、事務総長を最高責任者とする事務局は中立性を保つべきという方針のもと、JFAリフ

ォームが行われた。 

しかしながら、加盟団体は独立した存在であり、JFAの三権と事務局の中立性の観点とは異な

り、兼務を禁止するものではない。また加盟団体の運営について人的サポートをすることは、

状況に応じて必要である。 

よって事務総長（事務局員含む）の加盟団体役職員との兼務は可とするよう基本規程を改正し

たい。 

 

 7 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 1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：2016年 4月 10日～2017年 4月 9日 

公認番号：第 068 号 

(2)申請者（施設所有者）：笠松町 

施設名：笠松町多目的運動場 B（岐阜県フットボールセンター） 

     （岐阜県羽島郡笠松町江川地内） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XXP-62 

公認期間：2016年 4月 11日～2019年 4月 10 日 

公認番号：第 142 号 

(3)申請者（施設所有者）：庄内町 

施設名：庄内町八幡スポーツ公園サッカー場（山形県東田川郡庄内町余目字館之内） 

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：2016年 6月 6日～2019年 6月 5日 

公認番号：第 147 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。 

 

 8 海外遠征申請の件 

  （1）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム イデア FC 真岡 U-15 （第 3種） 

遠征期間 7 月 25日～29日 

遠 征 先 釜山/韓国 
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（2）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム エクセレントフィート FC U-11 （第 4種） 

遠征期間 6 月 1日～7日 

遠 征 先 ハノーファー/ドイツ 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム エクセレントフィート FC U-10 （第 4種） 

遠征期間 6 月 8日～14日 

遠 征 先 ハノーファー/ドイツ 

（4）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和学院高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 6 月 9日～20日 

遠 征 先 バジリカータ/イタリア 

（5）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 （第 4種） 

遠征期間 6 月 19日～7月 5日 

遠 征 先 マルヴェーリャ/スペイン、エストリル/ポルトガル 

（6）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 市立船橋高校 （第 2種） 

遠征期間 7 月 23日～31日 

遠 征 先 コールレイン/北アイルランド 

（7）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 7 月 21日～8月 1日 

遠 征 先 メキシコシティ/メキシコ 

（8）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスプライマリー U-11 （第 4種） 

遠征期間 6 月 19日～7月 5日 

遠 征 先 マルヴェーリャ/スペイン・エストリル/ポルトガル 

（9）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 F・マリノスジュニアユース U-14 （第 3種） 

遠征期間 6 月 15日～21日 

遠 征 先 レオン/スペイン 

（10）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム Link Football Club （第 3種） 

遠征期間 7 月 17日～25日 

遠 征 先 ミネアポリス/アメリカ 

（11）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム arco-iris KOBE （フットサル） 

遠征期間 6 月 15日～21日 

遠 征 先 アルガルヴェ/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ため、事後申請分として報告 

（1）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズユース （第 2種） 

遠征期間 5 月 22日～6月 2日 

遠 征 先 ジョホールバル/マレーシア 

（2）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島市選抜チーム （第 4種） 

遠征期間 4 月 30日～5月 7日 

遠 征 先 長沙/中国 

（3）一般社団法人 新潟県サッカー協会 

チ ー ム FC 下越セレソン （第 4種） 

遠征期間 5 月 31日～6月 7日 

遠 征 先 ハノーファー/ドイツ 

（4）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 （第 1種） 

遠征期間 5 月 30日～6月 2日 

遠 征 先 釜山/韓国 

 

 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とおり。 

 

＜インストラクター＞ 

（セミナー、委員会他） 

① AFC REFEREEING SEMINAR 2016: REFEREES FITNESS INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE 

期 間：4月 7日～13日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

インストラクター：山岸貴司 

② FIFA Seminar for prospective AFC, CAF and OFC referees for the 2018 FIFA World Cup 

Russia™ and the 2019 FIFA Women’s World Cup France™ 

期 間：4月 8日～16日 

場 所：ドーハ/カタール 

インストラクター：上川徹、深野悦子 

③ AFC MEN REFEREE RECRUITING 2016-2nd Assessment Visit 

期 間：4月 21 日～23日 

場 所：香港 

アセッサー：石山昇 
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＜審判員＞ 

（セミナー） 

① FIFA seminar for prospective AFC, CAF and OFC referees for the 2018 FIFA World 

Cup Russia TM 

FIFA seminar for prospective AFC, CAF and OFC referees for the 2019 FIFA Women's 

World Cup France TM 

期 間：4月 8日～16日 

場 所：ドーハ/カタール 

審判員：佐藤隆治、山下良美 

② AFC Beach Soccer Referees Selection Course 2016 

期 間：4月 13 日～18日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：波多野祐一、佐藤誠 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2016-Group C 

期 間：4月 3日～8日 

場 所：イスファハーン/イラン 

審判員：山本雄大、八木あかね、越智新次 

② AFC Cup 2016-Group E 

期 間：4月 10 日～14日 

場 所：セランゴール/マレーシア 

審判員：當麻政明、相樂亨 

③ AFC Champions League 2016-Group B 

期 間：4月 18 日～22日 

場 所：マスカット/オマーン 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

④ AFC Cup 2016-Group B 

期 間：4月 25 日～28日 

場 所：香港 

審判員：木村博之、越智新次、唐紙学志、岡部拓人 

 

 10 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件  

  下記の 25団体を「JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー」に認定した。 

（ ）内は賛同テーマ・申込み順 

 

認定日：4月 15日(金) 

(１)ワイズクラブ釧路              （引退なし、補欠ゼロ） 

(２) 一般社団法人スポーツアカデミー ロヴェスト神戸（引退なし、補欠ゼロ） 

(３) シーガルサッカークラブ       （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(４) 一般社団法人 One Life        （引退なし、障がい者サッカー） 



報告事項 

2016/5/19 第 6回理事会 

 

(５)VAMOS福岡 FC                  （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(６)NPO法人スポーツクラブ・エスペランサ熊本 

（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(７) 寄居サッカークラブ           （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(８) 一般社団法人埼玉県脳性麻痺 7人制サッカー協会     （障がい者サッカー） 

 

認定日：4月 22 日(金) 

(１) CONFIANÇA                     （引退なし） 

(２) ra`pido futsal club           （引退なし） 

(３) NPO法人 幕総クラブ          （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(４) 茨城県知的障がい者サッカー連盟（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(５) 特定非営利活動法人 CPサッカー＆ライフエスペランサ（障がい者サッカー） 

(６) エスペランサ NEXT                                 （障がい者サッカー） 

(７) VALLONFEEZ FOOTBALL CLUB      （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(８) 特定非営利活動法人ヴェレン大洗 SV（引退なし、補欠ゼロ） 

 

認定日：4月 28 日(木) 

(１) NPO法人ゼロスポーツコミュニケーション（引退なし） 

(２) チャレンジドサッカーサークル神戸（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(３) チーム SMiLEサラダ          （引退なし、障がい者サッカー） 

(４) NPO法人 BIWAKO SPORTS CLUB   （引退なし、補欠ゼロ） 

(５) バンクル茨城ダイバーシティフットボールクラブ（補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(６) FCプログレッソ              （障がい者サッカー） 

(７) NPO法人 吹田南フットボールクラブ（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(８) Club Atletico AICHI      （補欠ゼロ） 

(９) VOCK大崎レディース U15    （引退なし） 

 

 11 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 7 名を、S級コーチとして認定した。 

 

氏  名 ：石原 孝尚（いしはら たかよし） 

指導チーム：浦和レッズレディース 

生年月日 ：1977年 4月 8日 

資  格 ：2011年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2003年 ～  前橋育英高校サッカー部 コーチ 

      2005年 ～ 帝京高校サッカー部 コーチ 

      2009年 ～ 吉備国際大学男子サッカー部 コーチ 

      2011年 ～ 吉備国際大学男子サッカー部 監督 

      2012年 ～ INAC神戸レオネッサ コーチ兼 U-18監督 
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      2013年 ～ INAC神戸レオネッサ 監督 

    2014年 ～ Sky Blue FC（アメリカ） コーチ 

   2016年 ～ 浦和レッズレディース コーチ 

 

氏  名 ：伊藤 彰（いとう あきら） 

指導チーム：大宮アルディージャ 

生年月日 ：1972年 9月 19日 

資  格 ：2015年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2007年～2008年 大宮アルディージャ U-12スクールコーチ 

      2008年～2009年 大宮アルディージャ U-14ジュニアユースコーチ 

      2009年～2011年 大宮アルディージャ U-13ジュニアユースコーチ 

      2011年～2014年 大宮アルディージャ U-15ジュニアユース監督 

      2014年～2016年 大宮アルディージャ U-18ユース監督 

      2016年～     大宮アルディージャトップチームコーチ 

  

氏  名 ：岡本 三代（おかもと みよ） 

指導チーム：セレッソ大阪堺レディース・ガールズ 

生年月日 ：1978年 7月 1日 

資  格 ：2011年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2006年～2012年 Kochi ganador FC/高知県国体女子スタッフ 

      2009年〜2014年 JFAナショナルトレセンコーチ女子担当 

      2013年〜    セレッソ大阪堺レディースヘッドコーチ兼ガールズ監督 

      2013年     U-19日本女子代表コーチ 

      2015年     U-16日本女子代表コーチ 

      2016年     U-17日本女子代表コーチ 

 

氏  名 ：高橋 秀治（たかはし ひではる） 

指導チーム：私立高知高校サッカー部 

生年月日 ：1968年 5月 24日 

資  格 ：2003年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：1991年～2000年 私立高知中学校サッカー部 監督 

2001年～現在   私立高知高校サッカー部 監督 

       2012年～2014    高知県 U-12モデル地区トレセン（責任者） 

 

氏  名 ： 西村 俊寛（にしむら としひろ） 

指導チーム： カマタマーレ讃岐 

生年月日 ： 1973年 10 月 15 日 

資  格 ： 2013年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ： 2009年～2010年 アミティエ SC京都トップチーム コーチ、U-12監督 

       2010年～2011年 アミティエ SC京都トップチーム 監督 
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       2011年～2012年 アミティエ SC京都トップチーム コーチ 

       2012年～2014年 カマタマーレ讃岐 U-18 監督 

       2013年～現在  カマタマーレ讃岐トップチーム コーチ 

 

氏  名 ：福永 泰（ふくなが やすし） 

指導チーム：ベガルタ仙台  

生年月日 ：1973年 3月 6日  

資  格 ：2010年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2009年～2014年 青山学院大学コーチ 

      2015年～2016年 青山学院大学監督 

      2016年～     ベガルタ仙台トップチームコーチ  

 

氏  名 ：吉田 孝行（よしだ たかゆき） 

指導チーム：ヴィッセル神戸 

生年月日 ：1977年 3月 14日 

資  格 ：2015年 A級コーチジェネラルライセンス 

指 導 歴 ：2015年～2016年 ヴィッセル神戸トップチーム コーチ 

      2016年～     ヴィッセル神戸トップチーム ヘッドコーチ 

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：439名（上記 7名含む） 

※ 2015年度 S級コーチ認定者数： 12名/21 名中 

 

 12 2015年度 A級コーチ U-12 ライセンス判定結果の件 

  A級コーチ U-12養成講習会の全てのカリキュラムを終了した下記 1名の受講者を認定する。 

渋江 享一 

 

※2015年度 全合格者：37 名（上記 1名含む） 

 

 13 2016年度 指導者養成講習会受講者決定の件 

  （報告）資料№2①②③④⑤ 

 

2016年度の次の指導者養成講習会の受講者を別紙のとおり決定した。 

 

 A級コーチジェネラル養成講習会 

 A級コーチ U-15 養成講習会 

 A級コーチ U-12 養成講習会 

 B級コーチ養成講習会 

 ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 
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 14 U-23日本代表候補 トレーニングキャンプの件  

  行事名：U-23日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 11日（月）～13日（水） 

場 所：静岡県 

 

[スケジュール] 

4 月 11日 (月) 集合 

4 月 13日 (水) 練習試合 vs. 清水エスパルス △1-1 

  
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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 （JFA) 

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 杉山 友朗 （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 （鹿島アントラーズ） 
 

 
杉本 大地 （徳島ヴォルティス） 

 

 
牲川 歩見 （サガン鳥栖） 

 
DF 高橋 祐治 （京都サンガ F.C.） ※1 

 
山中 亮輔 （柏レイソル） ※1 

 
亀川 諒史 （アビスパ福岡） 

 

 
三丸 拡 （サガン鳥栖） 

 

 
伊東 幸敏 （鹿島アントラーズ） ※2 

 
奈良 竜樹 （川崎フロンターレ） 

 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） 

 

 
植田 直通 （鹿島アントラーズ） 

 

 
三浦 弦太   （清水エスパルス） 

 

 
小川 諒也 （ＦＣ東京） ※2 

MF 橋本 拳人 （ＦＣ東京） 
 

 
原川 力 （川崎フロンターレ） 

 

 
矢島 慎也 （ファジアーノ岡山） 
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野津田 岳人 （アルビレックス新潟） 

 

 
小塚 和季 （アルビレックス新潟） 

 

 
中島 翔哉 （ＦＣ東京） 

 

 
前田 直輝 （横浜 F･マリノス） 

 

 
三竿 健斗 （鹿島アントラーズ） 

 

 
鎌田 大地 （サガン鳥栖） 

 
FW 富樫 敬真 （横浜 F･マリノス） 

 

 
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） 

 
※1 離脱 ※2追加招集                          計 25名 

 

 15 U-19日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-19日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 11日（月）～13日（水） 

場 所：大阪府 

 

 [スケジュール] 

4 月 11日 (月) 集合 

4 月 13日 (水) 練習試合 vs.ガンバ大阪 ◯2-0 

 
 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 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) 

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) 
 

 
波多野 豪 (ＦＣ東京 U-18) 

 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

 

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
DF 岩田 智輝 (大分トリニータ) 

 

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪) ※1 

 
野田 裕喜 (ガンバ大阪) ※1 
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町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) ※1 

 
小島 雅也 (ベガルタ仙台) ※2 

 
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) ※2 

 
森下 怜哉 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 
MF 坂井 大将 (大分トリニータ) ※1 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) ※2 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F･マリノス) 

 

 
伊藤 涼太郎 (浦和レッズ) 

 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) 

 
FW 和田 昌士 (横浜 F･マリノス) 

 

 
森 晃太 (ヴァンフォーレ甲府) 

 

 
垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) ※1 

※1 離脱 ※2 追加招集                        計 28名 

 

 16 U-19日本代表候補 トレーニングキャンプの件  

  行事名：U-19日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 25日（月）～27日（水） 

場 所：静岡県 

 

 [スケジュール] 

4 月 25日 (月) 集合 

4 月 27日 (水) 練習試合 vs.ジュビロ磐田 ●0-1 

 
 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) 
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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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 (JFA) 

ドクター 井澤 敏明 (九州大学整形外科) 

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) 

 

 
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) ※1 

DF 岩田 智輝 (大分トリニータ) 
 

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪) ※1 

 
野田 裕喜 (ガンバ大阪) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
杉岡 大暉 (市立船橋高校) ※2 

 
森下 怜哉 (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) ※2 

 
鈴木 徳真 (筑波大学) ※1 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) ※1 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪) 

 

 
佐藤 亮 (明治大学) ※2 

 
伊藤 涼太郎 (浦和レッズ) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 
FW 森 晃太 (ヴァンフォーレ甲府) 

 

 
垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 
※1 離脱 ※2 追加招集                        計 27名 
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 17 U-20日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-20日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 17日（日）～20日（水） 

場 所：高知県 

[スケジュール] 

4 月 17日 （日） 集合 

4 月 19日 (火) 練習試合 vs.明徳義塾高等学校 ●0-6 

4 月 20日 （水） 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 山口 奈美 (宮崎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) 

主務 池田 千佳子 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 浅野 菜摘 (ちふれ ASエルフェン埼玉) 

 松本 真未子 (浦和レッズレディース) 

DF 乗松 瑠華 (浦和レッズレディース) 

 清水 梨紗 (日テレ･ベレーザ) 

 畑中 美友香 (伊賀フットボールクラブ くノ一) 

 小島 美玖 (アルビレックス新潟レディース) 

 北川 ひかる (浦和レッズレディース) 

 市瀬 菜々 (ベガルタ仙台レディース) 

 南 萌華 (浦和レッズレディースユース) 

MF 隅田 凜 (日テレ･ベレーザ) 

 西川 彩華 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 三浦 桃 (日本体育大学) 

 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･ベレーザ) 

 塩越 柚歩 (浦和レッズレディース) 

 西田 明華 (セレッソ大阪堺レディース) 

 林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース) 

FW 籾木 結花 (日テレ･ベレーザ) 

 白木 星 (浦和レッズレディース) 
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 園田 瑞貴 (武蔵丘短期大学) 

 河野 朱里 (早稲田大学) 

                                     計 23名 

 18 フットサル日本代表トレーニングキャンプ＆国際親善大会の件 

  行事名：フットサル日本代表 トレーニングキャンプ＆国際親善大会 

期 間：4月 19日(火)～24 日(日) 

場 所：愛知県 

[スケジュール] 

4 月 19日 (火) 集合 

4 月 22日 (金) 国際親善大会第 1戦 vs.フットサルベトナム代表 ◯7-0 

4 月 24日 (日) 国際親善大会第 2戦 vs.フットサルウズベキスタン代表 △3-3 

  
解散 

 

[スタッフ] 

監 督 木暮 賢一郎 (シュライカー大阪) 

コーチ 小森 隆弘 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 谷本 俊介 (府中アスレティックＦＣ) 

コーチ 岡山 孝介 (ペスカドーラ町田) 

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 原口 貴久 (東京医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  吉田 成仁 (帝京平成大学) 

総 務 関口 豪 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK ピレス・イゴール (ペスカドーラ町田) 

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ) 

FP 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪) 

 佐藤 亮 (シュライカー大阪) 

 西谷 良介 (フウガドールすみだ) 

 中村 友亮 (名古屋オーシャンズ) 

 星 龍太 (名古屋オーシャンズ) 

 仁部屋  和弘 (バサジィ大分) 

 安藤 良平 (名古屋オーシャンズ) 

 芝野 創太 (バサジィ大分) 

 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) 

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪) 

 清水 和也 (フウガドールすみだ) 

                                      計 14名 
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 19 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 齋藤 和希（さいとう かずき） 

     （所属歴：枚方フットボールクラブ→セレッソ大阪U-15→セレッソ大阪U-18→ 

          大阪学院大） 

所属元： 大阪学院大学体育会サッカー部 

受入先： セレッソ大阪 

承認日： 2016年4月19日 

 

 20 JFA・なでしこリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 高橋 麻美（たかはし あさみ） 

     （所属歴：AVANTI TOHOサッカークラブ→アルビレックス新潟レディースU-18→ 

          福井工業大附属福井高女子サッカー部→武蔵丘短期大シエンシア） 

所属元： 武蔵丘短期大学シエンシア 

受入先： ベガルタ仙台レディース 

承認日： 2016年4月12日 

 

 21 東日本大震災復興支援活動の件 

  

 

 

 

 

（報告）資料№3 

2011 年に発生した東日本大震災の復興支援活動について、震災発生後から 5 年間の取り組みを

別添資料のとおり報告する。  

 

 


