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 1. FIFAフットサルワールドカップ 2020招致の件 

   

 招致委員会委員ついて 

「FIFAフットサルワールドカップ 2020日本招致委員会」の委員が、以下のとおり決定した。 

＜委員長＞ 

小倉 純二                        JFA最高顧問/日本フットサル連盟会長 

＜副委員長＞  

大村 秀章 （おおむら ひであき）  愛知県知事 

田嶋 幸三              JFA会長 

＜委員＞ 

新谷 岳史 （あらたに たけし）   名古屋オーシャンズ常務取締役 

植田 昌也 （うえだ まさや）     愛知県振興部長 

大立目 佳久（おおたちめ よしひさ） 日本フットサル連盟副会長 

岡島 正明              JFA専務理事 

北澤 豪               JFAフットサル委員会委員長 

鈴木 登  （すずき のぼる）    愛知県サッカー協会会長 

平岡 英介 （ひらおか えいすけ）   日本オリンピック委員会専務理事 

松崎 康弘              JFA常務理事 

（敬称略、五十音順） 

 

 今後の予定について 

8月 5日  署名済みの開催契約書および招致ブックを FIFAに提出 

12月    FIFA評議会によるホスト国の指名 

 

 2 地域サッカー協会/都道府県サッカー協会シンボルデザインの件 

  （報告）資料№1 

本協会シンボルのデザイン変更に伴い、地域サッカー協会および都道府県サッカー協会シンボ

ルデザインを別紙の通り、制作する。 

 

別紙デザインの利用方法については、地域サッカー協会および都道府県サッカー協会に委ねら

れる。都道府県サッカー協会については、独自に制作、使用しているシンボルデザインの継続

使用を妨げるものではない。 

 地域サッカー協会および都道府県サッカー協会が、本協会シンボルデザインの使用を希望す

る場合には、本協会基本規程に則り、従来通り、承認申請を本協会へ提出することとする。 
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 3 評議員会への提案の件 

  5月に開催された 2016年度第 6回理事会において、下記の件については、評議員会の承認が必

要であるが、評議員会は開催せず、電磁的記録及び書面決議により全評議員の同意を得ること

とした。 

結果、6月 15日までに、評議員 75名全員から同意の回答を得た。 

 

記 

評議員選出団体である以下の 3法人より、以下の通り新たな評議員の推薦があったため、評議

員の選任を評議員会に提案したい。 

 

(1)現評議員 

①武田 信平（たけだ しんぺい）／株式会社川崎フロンターレ 前代表取締役会長 

②中野 雄二（なかの ゆうじ）／一般財団法人全日本大学サッカー連盟 副理事長 

③横田 智雄（よこた ともお）／公益財団法人全国高等学校体育連盟 前サッカー専門部長 

 

(2)新たに推薦された評議員 

①藁科 義弘（わらしな よしひろ）／株式会社川崎フロンターレ 代表取締役社長 

②西田 裕之（にしだ ひろゆき）／一般財団法人全日本大学サッカー連盟 副理事長 

③滝本 寛（たきもと ひろし）／公益財団法人全国高等学校体育連盟 サッカー専門部長 

以上 

 

 4 名義使用申請の件 

  申請者：金花商店振興会 

イベント名：「第 5回サッカー通り夏まつり」 

主催：金花商店振興会 

後援：公益財団法人日本サッカー協会 

協力：金助町会、春木会、三組町会、新花会、(株)マッス、(株)マツオ計画、(株)TONEGAWA、 

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

日程：7月 18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。 

 

 5 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-14 Jリーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 7月 13日～25日 

遠 征 先 ヨーテボリ/スウェーデン 

（2）公益財団法人 北海道サッカー協会 
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チ ー ム コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 7月 5日～17日 

遠 征 先 ヤクーツク/ロシア 

（3）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 常盤木学園高校 （女子） 

遠征期間 7月 11日～20日 

遠 征 先 ブレイン/アメリカ 

（4）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 25日～8月 1日 

遠 征 先 調整中/オーストラリア 

（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ユース （第 2種） 

遠征期間 8月 4日～13日 

遠 征 先 深川/中国 

（6）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 武蔵丘短期大学シエンシア （女子） 

遠征期間 8月 8日～19日 

遠 征 先 ロンドン/イギリス 

（7）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム GAフットボールクラブ （フットサル） 

遠征期間 7月 22日～8月 12日 

遠 征 先 ノッティンガム/イギリス 

（8）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水エスパルスユース （第 2種） 

遠征期間 7月 12日～25日 

遠 征 先 ヨーテボリ/スウェーデン 

（9）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 28日～31日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（10）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 浜松市立高校 （第 2種） 

遠征期間 7月 26日～29日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

（11）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 U-15 （第 3種） 

遠征期間 7月 24日～29日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

（12）一般財団法人 静岡県サッカー協会 
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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 28日～30日 

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 大阪府選抜男子 U-16 （第 3種） 

遠征期間 7月 11日～15日 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（14）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 大阪府選抜女子 U-18 （第 3種） 

遠征期間 7月 15日～20日 

遠 征 先 済州/韓国 

（15）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 U-12 （第 4種） 

遠征期間 7月 28日～8月 5日 

遠 征 先 蔚珍郡/韓国 

（16）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫フットボールクラブ （第 4種） 

遠征期間 7月 22日～7月 31日 

遠 征 先 盈徳/韓国 

（17）一般財団法人 岡山県サッカー協会 

チ ー ム ファジアーノ岡山 U-15 （第 3種） 

遠征期間 7月 31日～8月 4日 

遠 征 先 釜山/韓国 

（18）一般社団法人 山口県サッカー協会 

チ ー ム 岩国サッカー協会ジュニアユース T.C. U-14,U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 11日～15日 

遠 征 先 蔚山/韓国 

（19）一般社団法人 愛媛県サッカー協会 

チ ー ム FC今治 （第 1種） 

遠征期間 7月 2日～9日 

遠 征 先 ホルン/オーストリア 

（20）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム 平戸市サッカーチーム （第 4種） 

遠征期間 7月 21日～25日 

遠 征 先 南海郡/韓国 

（21）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 25日～29日 

遠 征 先 旺角/中国 

【事後申請】 
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以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請。 

（1）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 5月 26日～30日 

遠 征 先 ミラノ/イタリア 

 

 6 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 11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、序列：申込み順 

 

認定日：5月 10日 

(１) FC PORT                          （障がい者サッカー） 

(２) ROSA SHIGA              （引退なし） 

 

認定日：5月 13日 

(１) F.C.JATS サッカースクール       （補欠ゼロ） 

 

認定日：5月 16日 

(１) アイリス FC住吉             （補欠ゼロ） 

(２) positivo FC                     （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(３) 一般社団法人筑北スポーツ振興協会（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(４) 碧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） 

(５) ポットレーロ FC          （補欠ゼロ） 

 

認定日：5月 19日 

(１) FC東京                          （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

 

認定日：5月 20日 

(１) 特定非営利活動法人プチユナイテッドアスリートクラブ 

（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

認定日：5月 25日 

(１) NPO法人八尾大正スポーツクラブ  （引退なし、補欠ゼロ） 

 

 7 審判交流プログラム実施の件 

  ポーランドサッカー協会 及び オーストラリアサッカー連盟との審判交流プログラムを、以下

の通り実施した。 

＜審判交流プログラムとは＞ 

審判員を相互交流しあうことにより、他国のリーグの試合やインストラクターの指導を通し、

技術向上を図り、異なる文化や環境下でも審判ができる柔軟性、適用力を養うことを目的とし

た交流事業である。 
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(1)ポーランドサッカー協会からの招聘審判員 

・Bartosz FRANKOWSKI（主審） 

・Konrad SAPELA（副審） 

・Michal OBUKOWICZ（副審） 

招聘期間：5月 18日～6月 6日 

担当試合：Jリーグヤマザキナビスコカップ 第 6節、第 7節 

      明治安田生命 J1リーグ 第 14節 

      キリンカップサッカー（日本代表 vsブルガリア代表） 

 

(2)オーストラリアサッカー連盟からの招聘審判員 

・Benjamin WILLIAMS（主審） 

・Jarred GILLET（主審） 

招聘期間：5月 31日～6月 12日 

担当試合：キリンカップサッカー（ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 vs.デンマーク代表、 

日本代表 vs.ボスニア・ヘルツェゴビナ代表） 

      明治安田生命 J1リーグ 第 15節 

明治安田生命 J2リーグ 第 16節、第 17節 

 

(3)ポーランドサッカー協会への派遣審判員 

・木村 博之（主審） 

・名木 利幸（副審） 

・田中 利幸（副審） 

派遣期間：3月 24日～4月 11日 

担当試合：国際親善試合（ポーランド vs.フィンランド） 

      Ekstraklasa（ポーランドリーグ） 2試合 

      ポーランド FAカップ 準決勝 

(4)オーストラリアサッカー連盟への派遣審判員 

・岡部 拓人（主審） 

・福島 孝一郎（主審） 

派遣期間：3月 10日～3月 20日 

担当試合：Hyundai A-League Round 23、Round 24 

ポーランドサッカー協会、オーストラリアサッカー連盟との審判交流プログラム実施年 

 ・ポ ー ラ ン ド ：2008、2009、2010、2013、2014 

 ・オーストラリア：2015 

 8 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 FIFA Seminar for prospective AFC, CAF and OFC assistant referees for the 2018 FIFA 
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World Cup Russia TM 

期 間：5月 22日～29日 

場 所：アガディール／モロッコ 

インストラクター：上川 徹 

 

② AFC Course for FIFA Futsal World Cup Colombia 2016-Referee Candidates 

期 間：5月 24日～30日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎 康弘 

 

③ AFC Refereeing Expert Workshop 2016 

期 間：5月 28日～6月 2日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：小川 佳実、石山 昇、深野 悦子 

 

④ AFC Referees Appointment Sub-Committee Meeting 

期 間：6月 3日～5日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

委 員：上川 徹 

（大会・試合） 

① AFC Futsal Refereeing Recruiting 2016 

期 間：5月 4日～5日 

場 所：ドバイ／UAE 

ﾘｸﾙｰﾀｰ：松崎 康弘 

 

② AFC Cup 2016-Group G 

期 間：5月 9日～13日 

場 所：ヤンゴン／ミャンマー 

アセッサー：岡田 正義 

 

③ AFC U-14 Girls’ Regional Championship 2016-East Region 

期 間：5月 10日～23日 

場 所：北京／中国 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：深野 悦子 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① AFC Course for FIFA Futsal World Cup Colombia 2016 Referee Candidates 

期 間：5月 25日～30日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：小崎 知広、小林 裕之 
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② FIFA Seminar for prospective AFC, CAF and OFC assistant referees for the 2018 

FIFA World Cup Russia TM 

期 間：5月 21日～29日 

場 所：アガディール／モロッコ 

審判員：相樂 亨、山内 宏志 

 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2016-Group D 

期 間：4月 30日～5月 5日 

場 所：アルアイン／UAE 

審判員：東城 穣、大塚 晴弘、八木 あかね 

 

② AFC Cup 2016-Group F 

期 間：5月 8日～11日 

場 所：香港 

審判員：飯田 淳平、名木 利幸、越智 新次、岡部 拓人 

 

 

③ AFC U-14 Girls’ Regional Championship 2016-East Region 

期 間：5月 11日～23日 

場 所：北京／中国 

審判員：堀川 うらら、三國 真緒、大谷 美瑛 

 

④ AFC Champions League 2016-Round of 16 

期 間：5月 15日～18日 

場 所：ドバイ／UAE 

審判員：佐藤 隆治、相樂 亨、名木 利幸、木村 博之 

 

⑤ トゥーロン国際大会 

期 間：5月 17日～29日 

場 所：マルセイユ／フランス 

審判員：山本 雄大、八木 あかね、田中 利幸 

  

 

⑥ AFC Asian Cup UAE 2019－Qualifiers-Play-Off-1st Leg 

期 間：5月 31日～6月 3日 

場 所：ジョホールバル／マレーシア 

審判員：木村 博之、名木 利幸、岡部 拓人 
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 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 1名を S級コーチとして認定した。 

 

氏  名 ：狩野 倫久（かのう みちひさ） 

指導チーム：SAGAWA SHIGA FC 

生年月日 ：1976年 7 月 6 日 

資  格 ：2005年 A級コーチジェネラルライセンス 

      2007年 A級コーチ U-12ライセンス 

指 導 歴 ：2003年～2007年 佐川急便大阪 SCトップ コーチ 

2007年～2008年 SAGAWA SHIGA FCトップ コーチ 

2008年～      SAGAWA SHIGA FOOTBALL ACADEMY 

ディレクター兼ジュニアユース監督  

2015年 ～ 現在  ナショナルトレセンコーチ関西女子担当  

JFAエリートプログラム U-14女子 コーチ 

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：440名（上記 1名含む） 

※ 2015年度 S級コーチ認定者数：13名/21名中 

 

 10 2016年度 ナショナルトレセン U-14（前期）活動の件 

  行事名：ナショナルトレセン U-14（前期）    

期  間：5月 26日(木)～29日(日) 

場  所：東日本 時之栖スポーツセンター（静岡県裾野市） 

中日本 ヤマハリゾートつま恋(静岡県掛川市) 

西日本 コカ・コーラウエストスポーツパーク（鳥取県鳥取市） 

    鳥取市営サッカー場とりぎんバードスタジアム（鳥取県鳥取市） 

鳥取市若葉台スポーツセンター（鳥取県鳥取市） 

 

［スケジュール］ 

5月 26日(木) 集合・トレーニング 

5月 27日(金) トレーニング  

5月 28日(土) トレーニング 

5月 29日(日) ゲーム・解散 

 

 

［スタッフ］ ※開催地域のチーフ 

 開催地域：東日本（北海道・東北・関東） 

山橋 貴史※  （JFAナショナルトレセンコーチ/北海道チーフ） 

北原 次郎  （JFAナショナルトレセンコーチ/北海道） 

手倉森 浩  （JFAナショナルトレセンコーチ/東北チーフ） 
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鈴木 淳   （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

吉田 賢太郎 （JFAナショナルトレセンコーチ/東北） 

有馬 賢二  （JFAナショナルトレセンコーチ/関東チーフ） 

影山 雅永  （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） 

尾形 行亮  （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/北海道） 

植田 元輝  （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/東北） 

 

中日本（北信越・東海・関西） 

遠藤 善主※ （JFAナショナルトレセンコーチ/北信越チーフ） 

栗原 活志  （JFAナショナルトレセンコーチ/北信越） 

濱崎 芳己  （JFAナショナルトレセンコーチ/東海チーフ） 

矢野 隼人  （JFAナショナルトレセンコーチ/東海） 

星原 隆昭  （JFAナショナルトレセンコーチ/関西チーフ） 

菊池 彰人    （JFAナショナルトレセンコーチ/関西） 

前田 信弘  （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/北信越） 

武田 亘弘   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/関西） 

 

西日本（中国・四国・九州） 

和泉 茂徳※ （JFAナショナルトレセンコーチ/中国チーフ） 

望月 一頼  （JFAナショナルトレセンコーチ/中国） 

猿澤 真治   （JFAナショナルトレセンコーチ/四国チーフ） 

島田 信幸   （JFAナショナルトレセンコーチ/九州チーフ） 

寺峰 輝   （JFAナショナルトレセンコーチ/九州） 

阿江 孝一   （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/中国） 

墨屋 孝    （JFAナショナルトレセンコーチ・GK/九州） 

 

［地域スタッフ・選手］ 

（報告）資料№2 

 

 11 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 

期  間：5月 12日(木)～ 15日(日) 

場  所：J-GREEN堺(大阪府堺市) 

［スケジュール］ 

5月 12日(木)  集合→フィジカル測定、トレーニング、ロジカルコミュニケーションスキル 

13日(金)  トレーニング・ミーティング、レクチャー 

14日(土)  トレーニング・ミーティング、レクチャー 

15日(日)  ゲーム、クロージング→ 解散 
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［スタッフ］ 

コーチ(チーフ)：西村  陽介(JFAナショナルトレセンコーチ 北信越担当/医療法人雨宮病院) 

コーチ：大野  真(JFAナショナルトレセンコーチ チーフ) 

コーチ：大部  由美 

(JFAナショナルコーチングスタッフ/ナショナルトレセンコーチ サブチーフ) 

コーチ：松田  哉(JFAナショナルトレセンコーチ 北海道担当) 

コーチ：山路  嘉人(JFAナショナルトレセンコーチ 東北担当/ベガルタ仙台) 

コーチ：淀川  知治(JFAナショナルトレセンコーチ/関東担当) 

コーチ：沖山  雅彦(JFAナショナルトレセンコーチ 東海担当/JFAアカデミー福島) 

コーチ：髙須  理稔(JFAナショナルトレセンコーチ 関西担当/JFAアカデミー堺) 

コーチ：和田  敬(JFAナショナルトレセンコーチ 中国担当/岡山県立玉野高校) 

コーチ：影山  啓自(ナショナルトレセンコーチ 四国担当/JFAアカデミー今治) 

コーチ：利光  ちはる 

(JFAナショナルトレセンコーチ 九州担当/カティオーラフットボールクラブ） 

GKコーチ：西入  俊浩(JFAナショナルトレセンコーチ GK担当) 

GKコーチ：前田  信弘(JFAナショナルトレセンコーチ GK担当) 

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

ドクター：増田  研一(関西医療大学) 

総務：亀井  拓夫(JFA女子部) 

主務：奈良輪  織恵(JFA女子部) 

 

［選手］ 

GK 高橋 千空     (長野県：F.C.SWAN U-15) 

越智 れもん   (高知県：高知中学校女子サッカー部) ※JFAアカデミー今治 

菊田 ひかる   (岩手県：FCフォルタレオン) 

渡 青空       (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

野田 にな     (東京都：日テレ・メニーナ) 

出濵 花音     (愛知県：NGU名古屋 FCレディース Jr.ユース) 

西川 佳那     (北海道：函館ジュニオール FCバロンドール) 

草苅 希羽     (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18) 

坂口 波       (鹿児島県：神村学園中等部女子サッカー部) 

FP 朝倉 加奈子   (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18/JFAアカデミー堺) 

坂本 あかり   (神奈川県：ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ) 

西村 紀音     (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

山下 妃華     (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

木村 瑠菜     (埼玉県：白岡 SCL) 

大西 ひなた   (愛媛県：トレーフル FC fille) 

三和 りのあ   (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

稲田 雛       (熊本県：熊本ユナイテッド SCフローラ） 

北野 寛奈     (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15） 
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箕輪 千慧     (東京都：日テレ・メニーナ) 

佐々木  ユリア (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

中嶋 愛瑠     (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

石川 くらら   (静岡県：JFAアカデミー福島) 

近藤 星奈     (徳島県：徳島ラティーシャ) 

大西 夏奈     (岡山県：Jフィールド岡山フトゥーロ/JFAアカデミー堺) 

近藤 桃花     (愛媛県：愛媛 FCレディース MIKAN） 

佐々木 穂乃花（青森県：五戸町スポーツクラブ） 

石川 璃音     (静岡県：JFAアカデミー福島) 

丹野 凜々香  （埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

田中 葵咲     (山口県：光フットボールクラブ) 

中島 彩       (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

中村 三緒     (静岡県：東海大学付属静岡翔洋高校中等部 女子サッカー部) 

山﨑 茉歩蕗   (長野県：FOOT BALL CLUB THINKERS) 

山田 彩葉     (三重県：楠クラブレディース) 

篠田 帆花     (岐阜県：若鮎長良フットボールクラブ/JFAアカデミー堺) 

窓岩 日菜     (福井県：丸岡 RUCKレディース) 

堀内 香歩     (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

北岡 梨愛里   (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15/JFAアカデミー堺) 

松崎 こころ   (茨城県：小美玉フットボールアカデミー) 

柳原 希帆     (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

井手段 祐有   (大阪府：pazduro girls) 

遠藤 光ノ美   (北海道：ASC北海道 U-15) 

及川 小枝     (静岡県：JFAアカデミー福島) 

新澤 そら     (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

四海 結稀奈   (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

坂部 幸菜     (東京都：日テレ・メニーナ) 

菊地 莉央     (青森県：五戸町スポーツクラブ) 

植田 絢羽     (岡山県：岡山湯郷 Belle U-15・U-18) 

兵頭 來良     (愛媛県：FC今治ひうちレディース/JFAアカデミー今治) 

佐藤 千優     (広島県：FCバイエルンツネイシ レディース/JFAアカデミー今治) 

森 宙舞       (岡山県：FCガレオ玉島) 

内田 光       (東京都：日テレ・メニーナ) 

吉見 真冬     (愛媛県：FC今治ひうちレディース/JFAアカデミー今治) 

藤野 あおば   (東京都：日テレ・メニーナ・セリアス) 

川添 ゆず     (宮崎県：ヴィラル木花サッカークラブ U-15) 

津田 和奏     (佐賀県：FC ALEGRE CAMINHO) 

古林 采奈     (岡山県：ヒーロ備前 AZALEA) 

宮林 桜生     (北海道：北海道リラ・コンサドーレ) 

計 57名  ※GK/FP別に年齢順 
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 12 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 2016 東地区 

期  間：5月 15日(日)～ 23日(月) 

場  所：中国/北京 

 

［スケジュール］ 

5月 15日(日)  集合、移動 

16日(月)  AM/PMトレーニング・ミーティング 

17日(火)  AMトレーニング PM第 1戦 vs北マリアナ諸島  ○23－0 (13－0） 

18日(水)  AMトレーニング PM第 2戦 vs韓国  ○2－0 (2－0） 

19日(木)  AMトレーニング PM第 3戦 vs中国  ○3－0 (2－0） 

20日(金)  AMトレーニング 

21日(土)  準決勝 vsチャイニーズ・タイペイ  ○5－0 (3－0） 

22日(日)  決勝 vs朝鮮民主主義人民共和国  ●0－3 (0－1） 

23日(月)  帰国、解散 

 

 

［最終順位］ 

優 勝：朝鮮民主主義人民共和国 

準優勝：日本 

第 3位：韓国 

第 4位：チャイニーズ・タイペイ 

フェアプレー賞：チャイニーズ・タイペイ 

 

［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：狩野  倫久(JFAナショナルトレセンコーチ／SAGAWA SHIGA FC) 

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：貞升  彩(国保松戸市立病院) 

総 務：宮崎  英津子(JFA女子部) 

 

［選手］ 

GK 大場 朱羽   (静岡県：JFAアカデミー福島) 

竹下 奏彩  (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

FP 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アカデミー福島) 

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) 

城和 怜奈  (静岡県：JFAアカデミー福島) 
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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) 

今立 のどか (北海道：北海道リラ・コンサドーレ) 

河本 紗英  (大阪府：愛媛 FCレディース MIKAN) 

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) 

渕上 野乃佳 (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

片野田 朱珠 (三重県：楠クラブレディース) 

野口 明莉  (千葉県：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15) 

計 18名  ※GK/FP別に年齢順 

 

 13 U-23日本代表 ＭＳ＆ＡＤカップ 2016の件 

   

行事名：U-23日本代表 ＭＳ＆ＡＤカップ 2016  

～ 九州 熊本震災復興支援チャリティーマッチ がんばるばい熊本 ～ 

期 間：5月 9日(月)～11日(水) 

場 所：佐賀県/鳥栖市 

 [スケジュール] 

5月 9日 (月) 集合 

5月 11日 (水) 国際親善試合 vs.ガーナ代表 ○3-0 

  
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 池辺 友和 （JFA代表チーム部) 

主務 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） 
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牲川 歩見 （サガン鳥栖） 

 
DF 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） ※2 

 
伊東 幸敏 （鹿島アントラーズ） 

 

 
奈良 竜樹 （川崎フロンターレ） 

 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） 

 

 
ファン・ウェルメスケルケン・際 （FCドルトレヒト） 

 

 
植田 直通 （鹿島アントラーズ） 

 

 
三浦 弦太   （清水エスパルス） 

 
MF 大島 僚太 （川崎フロンターレ） 

 

 
伊東 純也 （柏レイソル） ※1 

 
橋本 拳人 （ＦＣ東京） 

 

 
原川 力 （川崎フロンターレ） 

 

 
為田 大貴 （アビスパ福岡） ※2 

 
矢島 慎也 （ファジアーノ岡山） 

 

 
野津田 岳人 （アルビレックス新潟） 

 

 
豊川 雄太 （ファジアーノ岡山） ※1 

 
前田 直輝 （横浜 F・マリノス） ※2 

 
井手口 陽介 （ガンバ大阪） 

 
FW 富樫 敬真 （横浜 F・マリノス） 

 

 
金森 健志 （アビスパ福岡） 

 

 
浅野 琢磨 （サンフレッチェ広島） 

 

 
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 26名 

 

 14 U-23日本代表 第 44回トゥーロン国際大会の件 

  行事名：U-23日本代表 第 44回トゥーロン国際大会 

期 間：5月 16日(月)～29日(日) 

場 所：フランス/トゥーロン 

 

 [スケジュール] 

5月 16日 (月) 集合、出発 

5月 21日 (土) 第 1戦 vs.U-23パラグアイ代表 ●1-2 

5月 23日 (月) 第 2戦 vs.U-20ポルトガル代表 ●0-1 

5月 25日 (水) 第 3戦 vs.U-23ギニア代表 ○2-1 

5月 27日 (金) 第 4戦 vs.U-21イングランド代表 ●0-1 

5月 29日 (日) 帰国、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 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 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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 （JFA) 

ドクター 武冨 修治 （東京大学病院整形外科） 

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） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 並木 麿去光 （JFA/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) 

主務 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） 
 

 
中村 航輔 （柏レイソル） 

 
DF 亀川 諒史 （アビスパ福岡） ※1 

 
三丸 拡 （サガン鳥栖） 

 

 
奈良 竜樹 （川崎フロンターレ） ※1 

 
岩波 拓也 （ヴィッセル神戸） ※1 

 
ファン・ウェルメスケルケン・際 （FCドルトレヒト） 

 

 
植田 直通 （鹿島アントラーズ） 

 

 
三浦 弦太 （清水エスパルス） ※2 

MF 大島 僚太 （川崎フロンターレ） 
 

 
原川 力 （川崎フロンターレ） 

 

 
矢島 慎也 （ファジアーノ岡山） 

 

 
野津田 岳人 （アルビレックス新潟） 

 

 
喜田 拓也 （横浜 F・マリノス） 

 

 
前田 直輝 （横浜 F・マリノス） 

 

 
南野 拓実 （ザルツブルク） 

 

 
井手口 陽介 （ガンバ大阪） 

 
FW 富樫 敬真 （横浜 F・マリノス） 

 

 
久保 裕也 （BSCヤングボーイズ） ※1 

 
浅野 琢磨 （サンフレッチェ広島） ※1 

 
オナイウ 阿道 （ジェフユナイテッド千葉） ※2 

 
鎌田 大地 （サガン鳥栖） 

 
※1離脱 ※2追加招集                          計 22名 
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 15 U-19日本代表 2016 Suwon JS Cupの件 

  行事名：U-19日本代表 Suwon JS Cup 

期 間：5月 16日(月)～23日(月) 

場 所：韓国/水原 

 

 [スケジュール] 

5月 16日 (月) 集合、出発 

5月 18日 (水) 第 1戦 vs.U-19フランス代表  ●1-3 

5月 20日 (金) 第 2戦 vs.U-19ブラジル代表  △2-2 

5月 22日 (日) 第 3戦 vs.U-19韓国代表  ●0-1 

5月 23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ナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清孝 (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) 
 

 
廣末 陸 (青森山田高校) 

 
DF 岩田 智輝 (大分トリニータ) ※1 

 
野田 裕喜 (ガンバ大阪) 

 

 
柳 貴博 (ＦＣ東京) ※2 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
小島 雅也 (ベガルタ仙台) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪 U-18) 

 
MF 市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
佐藤 亮 (明治大学) 

 

 
坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 
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伊藤 涼太郎 (浦和レッズ) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 
FW 和田 昌士 (横浜 F・マリノス) 

 

 
垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) ※1 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 

 
中村 駿太 (柏レイソル U-18) ※2 

※1離脱 ※2追加招集                          計 22名 

 

 16 U-16日本代表 中国遠征の件 

  行事名：U-16日本代表  

Jiangyin Zhouzhuang Cup CFA International Youth Football Tournament 2016 

期 間：5月 8日(日)～15日(日) 

場 所：中国／江陰市江蘇省 

 [スケジュール] 

5月 8日 (日) 集合、移動 

5月 10日 (火) 第 1戦 vs. U-17ウズベキスタン代表 ◯3-1 

5月 12日 (木) 第 2戦 vs. U-17中国代表 ◯5-1 

5月 14日 (土) 第 3戦 vs. U-17イラン代表 ◯4-1 

5月 15日 (日) 帰国、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 戸祭 正喜 (医療法人川崎病院) 

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 青木 心 (JFAアカデミー福島 U18) 
 

 
小久保  玲央ブライアン (柏レイソル U-18) 

 
DF 監物 拓歩 (清水エスパルスユース) 

 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U18) 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-18) 

 

 
関川 郁万 (流通経済大学付属柏高校) ※1 

 
高畑 奎汰 (大分トリニータ U-18) 

 



報告事項 

2016/6/16 第 7回理事会 

 

 
桑原 海人 (アビスパ福岡 U-18) 

 

 
山崎 大地 (サンフレッチェ広島ユース) ※2 

MF 平川 怜 (FC東京 U-18) 
 

 
鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-18) 

 

 
喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18) 

 
 東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース)  

 桂 陸人 (サンフレッチェ広島ユース)  

 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C. U-18)  

 瀬畠 義成 (JFAアカデミー福島 U18)  

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)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース)  

※1離脱 ※2追加招集                         計 20名 

 

 

 17 U-15日本代表 イタリア遠征の件 

  行事名：U-15日本代表 第 13回デッレナツィオーニトーナメント 

期 間：4月 20日(水)～5月 3日(火･祝) 

場 所：オーストリア、スロベニア、イタリア  

 

 [スケジュール] 

4月 20日 (水) 集合、移動 

4月 24日 (日) 第 1戦 vs. U-15ノルウェー代表 ◯4-3 

4月 26日 (火) 第 2戦 vs. U-15メキシコ代表 ◯2-1 

4月 27日 (水) 第 3戦 vs. U-15オーストリア代表 ◯6-2 

4月 29日 (金・祝) 準決勝 vs. U-15ロシア代表 ◯2-2（PK5-4） 

5月 1日 (日) 決勝 vs. U-16スロベニア代表 ●1-2 

5月 3日 (火・祝) 帰国、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 池川 直志 (柏市立柏病院) 

トレーナー 中條 智志 (JFAアカデミー福島) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 
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 [選  手] 

GK 高山 汐生 (湘南ベルマーレ U-15平塚) 

 
鈴木 彩艶 (浦和レッズジュニアユース) 

DF 熊田 柊人 (鹿島アントラーズユース) 

 
岩井 龍翔司 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

 
西尾 隆矢 (セレッソ大阪 U-15) 

 
狩野 奏人 (JFAアカデミー福島 U15) 

 
井上 樹 (ヴァンフォーレ甲府 U-15) 

 
遠藤 海斗 (東京ヴェルディジュニアユース) 

 
石田 凌太郎 (名古屋グランパス U15) 

MF 山崎 大地 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
瀬畠 義成 (JFAアカデミー福島 U18) 

 
食野 壮磨 (カンバ大阪ジュニアユース) 

 山田 楓喜 (京都サンガ F.C. U-15) 

 小田 裕太郎 (ヴィッセル神戸 U-15) 

 松本 凪生 (セレッソ大阪 U-15) 

 山本 理仁 (東京ヴェルディジュニアユース) 

FW ブラウンノア 賢信 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜) 

 山崎 稜介 (清水エスパルスジュニアユース) 

 栗原 イブラヒムジュニア (三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース) 

 西川 潤 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース) 

                                    計 20名 

 

 18 U-20日本女子代表 パプアニューギニア遠征の件 

  行事名：U-20日本女子代表 パプアニューギニア遠征 

期 間：5月 22日(日)～28日(土) 

場 所：パプアニューギニア/ポートモレスビー 

 [スケジュール] 

5月 22日 (日) 集合、移動 

5月 24日 (火) 第 1戦 vs. U-20パプアニューギニア女子代表 ◯10-0 

5月 27日 (金) 第 2戦 vs. U-20アメリカ女子代表 ◯5-0 

5月 28日 (土) 帰国、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グスタッフ 
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/大宮アルディージャ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFAテクニカルハウス) 

ドクター 山口 奈美 (宮崎大学医学部附属病院) 

トレーナー 佐瀬 由紀子 (学校法人花田学園) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

 

 [選  手] 

GK 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 守屋 都弥 (INAC神戸レオネッサ) 

 
吉田 凪沙 (FC吉備国際大学 Charme) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
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 西川 彩華 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース) 

 
水谷 有希 (筑波大学) 

 
島村 友妃子 (日体大 FIELDS 横浜) 

 
大久保 舞 (岡山湯郷 Belle) 

 上野 真実 (愛媛 FC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) 

 神田 若帆 (AC長野パルセイロ・レディース) 

FW 鳥海 由佳 (日テレ・ベレーザ) 

 河野 朱里 (早稲田大学) 

 児野 楓香 (日体大 FIELDS 横浜) 

                                 計 17名 

 19 U-17日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-17日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：4月 24日(日)～28日(木) 

場 所：大阪府/堺市 

[スケジュール] 

4月 24日 (日) 集合 

4月 26日 (火) 練習試合 vs.大商学園高校 ◯10-0 

4月 27日 (水) 練習試合 vs.日ノ本学園高校 ◯6-0 

4月 28日 (木) 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) 

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) 
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ドクター 中村 香織 (東京医科歯科大学附属病院) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA代表チーム部) 

主務 重松 志穂 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 水口 茉優 (大和シルフィード U-18) 

 町 環 (スフィーダ世田谷 FCユース)         ※1 

 伊能 真弥 (浦和レッズレディースユース)        ※2 

 米澤 萌香 (日ノ本学園高校)              ※2 

DF 冨田 実侑 (岡山県作陽高校) 

 金勝 里央 (浦和レッズレディースユース) 

 蓮輪 真琴 (岡山県作陽高校) 

 小野 奈菜 (日テレ・メニーナ) 

 筒井 梨香 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

 牛島 理子 (日ノ本学園高校) 

 船木 和夏 (日テレ・メニーナ)            ※1 

 米井 朋香 (JFAアカデミー福島)            ※2 

MF 長野 風花 (浦和レッズレディースユース) 

 島野 美央 (追手門学院高校) 

 井芹 夏稀 (JFAアカデミー福島) 

 唐橋 万結 (アルビレックス新潟レディース U-18) 

 滝川 結女 (常盤木学園高校) 

 宮澤 ひなた (星槎国際高校湘南) 

 林 みのり (大商学園高校) 

 山田 ひかり (常葉学園橘高校) 

 菅野 奏音 (日テレ・メニーナ) 

FW 松本 茉奈加 (十文字高校) 

 植木 理子 (日テレ・メニーナ) 

 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) 

※1離脱 ※2追加招集                          25名 

 

 20 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名：林 友哉（はやし ともや） 

（所属歴：笠之原サッカースポーツ少年団→アミーゴス鹿児島U-15→アミーゴス鹿児島U-18） 

所属元：アミーゴス鹿児島 U-18 

受入先：V・ファーレン長崎 

承認日：2016年5月18日 

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

選手名：小山 拓哉（こやま たくや） 
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（所属歴：松が谷フットボールクラブ→FC東京U-15むさし→FC東京U-18→専修大学体育会サッ

カー部） 

所属元：専修大学体育会サッカー部 

受入先：FC東京 

承認日：2016年5月24日 

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

選手名：飯田 貴敬（いいだ たかひろ） 

（所属歴：真壁ジュニオール→KIIFunToPlayサッカークラブ→茨城県筑西市立下館西中学校サ

ッカー部→滋賀県立野洲高校サッカー部→専修大学体育会サッカー部） 

所属元：専修大学体育会サッカー部 

受入先：清水エスパルス 

承認日：2016年5月31日 

 

 21 JFA・フットサルリーグ特別指定選手の件 

  選手名：水野 拓海（みずの たくみ） 

（所属歴：名古屋オーシャンズUｰ18→名古屋オーシャンズサテライト→バルドラール浦安セグ

ンド） 

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：2016年5月31日 

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

選手名：水田 貴明（みずた たかあき） 

（所属歴：シュライカー大阪サテライト→府中アスレティックフットボールクラブサテライ

ト） 

所属元：東京府中アスレティックフットボールクラブサテライト  

受入先：東京府中アスレティックフットボールクラブ 

承認日：2016年5月31日 

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

選手名：山田 正剛（やまだ まさたか） 

（所属歴：府中アスレティックFCU-18→府中アスレティックFCサテライトB→府中アスレティッ

クフットボールクラブサテライト） 

所属元：東京府中アスレティックフットボールクラブサテライト  

受入先：東京府中アスレティックフットボールクラブ 

承認日：2016年5月31日 

 

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

選手名：中村 充（なかむら みつる） 

（所属歴：ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE） 

所属元：ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE 

受入先：ASV PESCADOLA 町田 
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承認日：2016年5月31日 

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

選手名：水谷 祐紀（みずたに ゆうき） 

（所属歴：ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE） 

所属元：ASV PESCADOLA 町田 ASPIRANTE 

受入先：ASV PESCADOLA 町田 

承認日：2016年5月31日 

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

選手名：植松 晃都（うえまつ こうと） 

（所属歴：PSTCﾛﾝﾄﾞﾘｰﾅ U-18→PSTCロンドリーナ） 

所属元：PSTCロンドリーナ 

受入先：湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日：2016年5月31日 

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

選手名：上原 拓也（うえはら たくや） 

（所属歴：PSTCロンドリーナ） 

所属元：PSTCロンドリーナ 

受入先：湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日：2016年5月31日 

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

選手名：上村 充哉（うえむら あつや） 

（所属歴：gatt2008→PSTCロンドリーナ） 

所属元：PSTCロンドリーナ 

受入先：湘南ベルマーレフットサルクラブ 

承認日：2016年5月31日 

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

選手名：橋本 優也（はしもと まさや） 

（所属歴：名古屋オーシャンズ サテライト） 

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：2016年5月31日 

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

選手名：齋藤 功一（さいとう こういち） 

（所属歴：デウソン神戸→名古屋オーシャンズ サテライト） 

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：2016年5月31日 

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

選手名：福永 将也（ふくなが まさや） 

（所属歴：シュライカー大阪サテライト） 



報告事項 

2016/6/16 第 7回理事会 

 

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：2016年5月31日 

 

 


