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報告事項 

 1 Jリーグ 報告の件 

  （報告）資料№1 

(1)リーグ戦 

明治安田生命 J1 リーグ 1stステージ、2ndステージ 

明治安田生命 J2 リーグ 

明治安田生命 J3 リーグ 

順位表、入場者数は別紙の通り 

 

(2)リーグカップ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

 

 2 EAFF E-1 Football Championship 2017 Round 1への TSG派遣の件 

  主催組織からの派遣要請につき、以下指導者を派遣する。 

 

大会名 ：EAFF E-1 Football Championship 2017 Round 1 

 

開催期間：[女子] 6月 29日(水)～7月 3日(日) 

     [男子] 6月 30 日(木)～7月 4日(月) 

渡航日程：[女子] 6月 28日(火) 現地着～7月 4日(月) 現地発 

     [男子] 6月 29 日(水) 現地着～7月 5日(火) 現地発 

主  催：EAFF（東アジアサッカー連盟） 

開催地 ：グアム（GFA National Training Center） 

職務内容：大会 TSG（分析レポートの作成および大会 MVPの選定） 

派遣者 ：[女子] 種田 佳織 前湯郷 Bell監督（現在所属無し） 

    [男子] 川俣 則幸 JFA指導者養成サブダイレクター 

保持資格：[種田氏] JFA公認 A級ジェネラルライセンス（本年 S級受講中） 

     [川俣氏] JFA公認 S級ライセンス 

経費負担：[主催連盟] 航空券、宿泊費、食費、現地移動費、日当（US$100） 

     [JFA] 保険 

 

 3 第 96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 組み合わせの件 

  （報告）資料№2①② 

 

「第 96 回天皇杯全日本サッカー選手権大会」の 1 回戦～3 回戦の組み合わせと会場が、天皇杯

実施委員会（6/23開催）において、別紙の通り決定した。 
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 4 名義使用申請の件 

  (1) 申請団体：一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

事業名：第 8回パワーチェアーフットボールブロック選抜大会 

主催：一般社団法人日本電動車椅子サッカー協会 

後援(申請中)：厚生労働省、文部科学省、広島県、広島市、 

社会福祉法人広島県社会福祉協議会、 

社会福祉法人広島市社会福祉協議会、公益財団法人広島市スポーツ協会、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、広島県障害者スポーツ協会、 

広島市障害者スポーツ協会、広島県障害者スポーツ指導者協議会、 

公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人広島県サッカー協会、 

アンジュヴィオレ広島、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

公益財団法人広島観光コンベンションビューロー 

日程：9月 3日(土)・4日(日) 

会場：マエダハウジング東区スポーツセンター(広島県広島市) 

入場料：無料 

内容・目的：我が国における身体障がい者のスポーツ競技として、電動車椅子サッカーの

普及振興及びワールドカップに向けた技術の向上、選手の育成強化を図る為

に開催する。 

 

(2) 申請団体：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

事業名：第 6回日本アンプティサッカー選手権大会 2016 

主催：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

共催：川崎市 

後援(申請中)：スポーツ庁、川崎市教育委員会、公益財団法人川崎市スポーツ協会、 

川崎市障がい者スポーツ協会、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、 

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

日程：10月 1日(土)・2日(日) 

会場：富士通スタジアム川崎 

入場料：無料 

内容・目的：国内におけるアンプティサッカーの技術向上と広くアンプティサッカーの普

及振興に寄与することを目的とし、特定非営利活動法人日本アンプティサッ

カー協会登録チームが参加できる全国大会として実施する。 

 

(3) 申請団体：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

事業名：スペシャルオリンピックス日本 2016年第 1回全国ユニファイドサッカー大会 

主催：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

後援(申請中)：スポーツ庁、公益財団法人日本体育協会、 

公益財団法人日本オリンピック委員会、 

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、 
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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、 

一般社団法人大阪府サッカー協会、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ、 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

公益社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

特定非営利法人日本知的障がい者サッカー連盟、大阪府、堺市、 

大阪府教育委員会、堺市教育委員会 

日程：12月 17日(土)・18 日(日) 

会場：J-GREEN堺 

入場料：無料 

内容・目的：知的障がいのある人達に年間を通じて、スポーツ・トレーニングと競技の場

を継続的に提供する国際的スポーツ組織として、アスリートの日頃のトレー

ニングの成果を競い、喜びを共にするオリンピック形式のスポーツ大会を開

催し、知的障害のある人達の自立性と社会性を高め、スポーツボランティア

を含むすべての参加者の交流、理解を深めることを目的としている。 

 

(4)申請者：株式会社スペースメディアジャパン 

名 称：Stadia&ArenaAsiaPacific 2016（スタジアム＆アリーナ 2016） 

主  催：ALAD Limited(英国) 

共  催：株式会社コングレ、 株式会社スペースメディアジャパン 

後 援：スポーツ庁、横浜市、英国大使館貿易・対英投資部、 

一般財団法人日本フットサル連盟、公益財団法人日本サッカー協会 

日時：9月 26日(月)13:30～19:00、9月 27日(火)9:30～17:00、9月 28日(水)9:30～14:00 

特別協力：コトブキシーティング株式会社、株式会社ソル・スポーツマネージメント 

来場者数：2,000 人予定（登録者数・無料入場者含む） 

来場対象：国内外のスポーツ施設オーナー、施設管理者、スポーツ競技協会・団体、 

サプライヤー、政府機関、地方公共団体など 

 

(5)申請者：株式会社 ヒビノスペシャル 

名 称：HIBINO CUP 2016 

日 時：9月 22日(木・祝)10：00～16：00 ※荒天中止 

会 場：水戸芸術館広場 

対 象：小学生以上 

定 員：16 チーム 

参加費：個人参加 500 円、グループ参加 2,000円（5～7名まで） 

主 催：HIBINO CUP実行委員会、公益財団法人水戸市芸術振興財団 

後 援：水戸市サッカー協会、公益財団法人日本サッカー協会 

特別協力：水戸 21の会 

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

    公益社団法人水戸青年会議所 
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主 旨：本事業は、2005 年に水戸芸術館にて開催された日比野克彦個展「HIBINO EXPO 2005 

日比野克彦の一人万博」の関連企画として始まり、今年で 11 年めを迎えた。アー

ト（工作ワークショップ）とスポーツの融合した市民参加イベントである。午前中

は、各参加チームがボールとゴールを段ボールで自作し、午後はオリジナルのルー

ルによるミニ・サッカーの試合を行う。2005 年の第 1 回以来、毎年開催され、小学

生から大人まで幅広い年齢層の人びとが参加する恒例の行事となっている。この日

の為に県外から会場に駆けつける方やリピーターも多く、年々、活動の幅が広がっ

ている。 

 

 5 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）：一般社団法人宮城県サッカー協会 

施 設 名：一般社団法人宮城県サッカー協会 松島フットボールセンター 

     （宮城県宮城郡松島町手樽字大蓬沢 13-1） 

使用製品：泉州敷物株式会社 セーフティターフ MF-200 

公認期間：2016 年 2月 10 日～2018年 2月 9日 

公認番号：第 098 号 

 

(2)申請者（施設所有者）：株式会社ノジマ 

施 設 名：ノジマフットボールパーク（神奈川県相模原市南区新戸 478番 1） 

使用製品：クリヤマ株式会社 モンドターフ NSF  Monofibre 3NX 60 AE STAR THERMO 

公認期間：2016 年 3月 14 日～2019年 3月 13日 

公認番号：第 137 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。 

 

 6 海外遠征申請の件 

  （1）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-15 J リーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 26日～9月 5日 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

 

（2）公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

チ ー ム U-13 J リーグ選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 11日～20日 

遠 征 先 瀋陽/中国 
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（3）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 12日～21日 

遠 征 先 瀋陽/中国 

 

（4）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 宮城フェニックスサッカークラブ （シニア） 

遠征期間 8月 29日～9月 3日 

遠 征 先 ウランバートル/モンゴル 

 

（5）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ユース （第 2種） 

遠征期間 8月 17日～25日 

遠 征 先 バルセロナ/スペイン 

 

（6）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム 仙台第二高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 5日～16日 

遠 征 先 グールスベーグ・ウィンタースウェイク/オランダ、ドルトムント/ドイツ 

 

（7）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 8月 18日～23日 

遠 征 先 アムステルダム/オランダ 

 

（8）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニア （第 4種） 

遠征期間 8月 23日～30日 

遠 征 先 ミラノ/イタリア 

 

（9）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 7月 22日～31日 

遠 征 先 青島/中国 

 

（10）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ユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日～9月 5日 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 
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（11）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズつくばジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日～9月 5日 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

 

（12）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズノルテジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 26日～9月 5日 

遠 征 先 リオデジャネイロ/ブラジル 

 

（13）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 7月 21日～8月 4日 

遠 征 先 浦項/韓国 

 

（14）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県選抜 （第 4種） 

遠征期間 8月 23日～26日 

遠 征 先 ソウル・扶餘/韓国 

 

（15）公益社団法人 栃木県サッカー協会 

チ ー ム 栃木県 U-14 選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 15日～19日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

 

（16）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 8月 29日～9月 6日 

遠 征 先 ベルリン/ドイツ 

 

（17）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッズユース （第 2種） 

遠征期間 8月 22日～26日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 

（18）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 8月 19日～23日 

遠 征 先 ソウル/韓国 
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（19）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-18 （第 2種） 

遠征期間 7月 21日～8月 4日 

遠 征 先 浦項/韓国 

 

（20）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム 市立習志野高校 （第 2種） 

遠征期間 8月 9日～31日 

遠 征 先 フロリアノーポリス/ブラジル 

 

（21）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 15日～22日 

遠 征 先 デン・ハーグ/オランダ 

 

（22）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブユース （第 2種） 

遠征期間 8月 8日～16日 

遠 征 先 ヘームスケルク・アルクマーク/オランダ 

 

（23）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブユース巣鴨ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 5日～9日 

遠 征 先 天安/韓国 

 

（24）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 三菱養和サッカークラブユース調布ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 5日～9日 

遠 征 先 天安/韓国 

 

（25）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都サッカー協会女子 （女子） 

遠征期間 8月 22日～30日 

遠 征 先 デュイスブルグ/ドイツ 

 

（26）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都選抜 （第 2種） 

遠征期間 8月 23日～26日 

遠 征 先 ソウル/韓国 
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（27）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 7月 29日～8月 8日 

遠 征 先 エスビャウ/デンマーク 

 

（28）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC Consorte （第 3種） 

遠征期間 7月 21日～8月 4日 

遠 征 先 ブエノスアイレス/アルゼンチン 

 

（29）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム エスペランサジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 7月 31日～8月 14日 

遠 征 先 ブエノスアイレス/アルゼンチン 

 

（30）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横須賀シーガルズ （女子） 

遠征期間 8月 13日～15日 

遠 征 先 嘉義/チャイニーズ・タイペイ 

 

（31）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム NPO大豆戸フットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 7月 26日～8月 15日 

遠 征 先 フランクフルト/ドイツ 

 

（32）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 26日～10月 5日 

遠 征 先 ヴォルフスブルグ・ブレーメン/ドイツ 

 

（33）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-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 12日～19日 

遠 征 先 高陽/韓国 

 

（34）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-15 長岡 （第 3種） 

遠征期間 8月 12日～19日 

遠 征 先 高陽/韓国 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

 

（35）一般社団法人 石川県サッカー協会 

チ ー ム ツエーゲン金沢 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 3日～7日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 

（36）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県サッカー協会中東部支部 3種トレセン U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 19日～23日 

遠 征 先 新竹/チャイニーズ・タイペイ 

 

（37）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム NPO藤枝東 FCジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 18日～25日 

遠 征 先 ニューベネップ/オランダ 

 

（38）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 焼津市トレーニングセンター （第 3種） 

遠征期間 8月 1日～5日 

遠 征 先 メルボルン/オーストラリア 

 

（39）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水エスパルスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 25日～9月 4日 

遠 征 先 バルセロナ・バレンシア/スペイン 

 

（40）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 清水エスパルスジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 6日～9日 

遠 征 先 香港/中国 

 

（41）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 8月 1日～10日 

遠 征 先 フランクフルト/ドイツ 

 

（42）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県立清水東高校 （第 2種） 

遠征期間 8月 22日～25日 

遠 征 先 ソウル/韓国 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

 

（43）一般財団法人 静岡県サッカー協会 

チ ー ム 静岡県グラブユース(U-15)選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 14日～23日 

遠 征 先 パレルモ・フィレンツェ・ミラノ/イタリア 

 

（44）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 碧南市選抜 U-14 （第 3種） 

遠征期間 8月 16日～19日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 

（45）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム AS. ラランジャ豊川 （第 4種） 

遠征期間 8月 1日～9日 

遠 征 先 エスビャウ/デンマーク 

 

（46）公益財団法人 愛知県サッカー協会 

チ ー ム 愛知フットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 8月 18日～23日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 

（47）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 U-15 （第 3種） 

遠征期間 12月 17日～26 日 

遠 征 先 バンコク/タイ 

 

（48）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム TSV1973 四日市ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 8月 19日～22日 

遠 征 先 仁川/韓国 

 

（49）一般社団法人 三重県サッカー協会 

チ ー ム 三重県トレーニングセンターU-14 （第 3種） 

遠征期間 8月 16日～19日 

遠 征 先 ソウル/韓国 

 

（50）一般財団法人 岐阜県サッカー協会 

チ ー ム FC岐阜 U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 11日～19日 

遠 征 先 高陽/韓国 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

 

（51）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム Smile セレソン （女子） 

遠征期間 8月 6日～10日 

遠 征 先 嘉義・台中/チャイニーズ・タイペイ 

 

（52）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム U-14 京都府選抜チーム （第 3種） 

遠征期間 7月 31日～8月 8日 

遠 征 先 エスビャウ/デンマーク 

 

（53）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-15選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 23日～30日 

遠 征 先 盈徳/韓国 

 

（54）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-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 9日～16日 

遠 征 先 ネイメーヘン・ティール/オランダ 

 

（55）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-14選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 25日～30日 

遠 征 先 盈徳/韓国 

 

（56）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 追手門学院大学男子サッカー部 （第 1種） 

遠征期間 8月 16日～20日 

遠 征 先 光州/韓国 

 

（57）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪堺ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 7月 29日～8月 2日 

遠 征 先 ホーチミン/ベトナム 

 

（58）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム フットボールクラブ フレスカ神戸 （第 4種） 

遠征期間 7月 28日～8月 5日 

遠 征 先 蔚珍/韓国 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

 

（59）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-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 12日～20日 

遠 征 先 瀋陽/中国 

 

（60）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム オリエント FC U-15 （第 3種） 

遠征期間 8月 23日～28日 

遠 征 先 江蘇/中国 

 

（61）一般社団法人 長崎県サッカー協会 

チ ー ム 長崎県トレセン U-13 （第 3種） 

遠征期間 8月 1日～5日 

遠 征 先 上海/中国 

 

（62）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 1日～5日 

遠 征 先 上海/中国 

 

（63）一般社団法人 熊本県サッカー協会 

チ ー ム 熊本県選抜 U-16 （第 2種） 

遠征期間 8月 16日～24日 

遠 征 先 北京/中国 

 

（64）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島実業高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 8月 7日～15日 

遠 征 先 済州/韓国 

 

（65）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 18日～25日 

遠 征 先 台中/チャイニーズ・タイペイ 

 

 7 標章使用申請の件 

  (1)一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

全国社会人サッカー連盟40周年記念 功労者表彰楯17個 

 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

 

 8 JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

  下記の 10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：6月 15 日 

(1)   KAZU SOCCER CLUB                （引退なし、補欠ゼロ） 

(2)  清水エスパルス              （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(3)   FCアンビシャス                  （補欠ゼロ） 

(4)   NPO法人 GranArbolスポーツクラブ （引退なし、補欠ゼロ） 

 

認定日：6月 22 日 

(1)   NPO港北フットボールクラブ     （補欠ゼロ） 

(2)   浦和グランパワーズ            （引退なし、補欠ゼロ）   

(3)   FC もんちっち                 （障がい者サッカー） 

(4)   南中野ダックス F.C.           （引退なし、補欠ゼロ） 

(5)   白岡市サッカー協会            （引退なし、補欠ゼロ）  

 

認定日：6月 24 日  

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

 

認定日：6月 27 日 

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

 

総申請件数  ：87件（7月 4日現在） 

総認定団体数 ：78団体 

「引退なし」    ： 57団体 

「補欠ゼロ」    ： 60団体 

「障がい者サッカー」： 44団体 

 

 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以下の通り。 

 

＜インストラクター＞ 

（セミナー、委員会他） 

① AFC MEN REFEREE RECRUITING 2016-2nd Assessment Visit 

期 間：6月 14 日～6月 16日 

場 所：ソウル／大韓民国 

リクルーター：石山昇 

② PGMOL Annual Conference 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

期 間：6月 23 日～6月 27日 

場 所：ロンドン／英国 

参加者：小川佳実、須原清貴 

 

（大会・試合） 

① EAFF East Asian Football Championship 2017-Preliminary Competition Round 1 

期 間：6月 27 日～7月 4日 

場 所：グアム 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：山岸佐知子 

 

＜審判員＞ 

（セミナー他） 

① AFC Women Referees & Assistant Referees Fitness Re-Test 

期 間：6月 3日～6月 5日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：千葉恵美 

 

（大会・試合） 

① Four Nation International U-23 Football Torunament 

期 間：5月 31 日～6月 7日 

場 所：仁川／大韓民国 

審判員：當麻政明、田中利幸 

② 国際親善試合（オーストラリア代表 vs.ギリシャ代表） 

期 間：6月 1日～6月 9日 

場 所：シドニー／オーストラリア 

審判員：飯田淳平、越智新次 

③ 国際親善試合（オーストラリア女子代表 vs.ニュージーランド女子代表） 

期 間：6月 1日～6月 9日 

場 所：メルボルン／オーストラリア 

審判員：山下良美、梶山芙紗子 

④ EAFF East Asian Football Championship 2017－Preliminary Competition Round 1 

期 間：6月 28 日～7月 5日 

場 所：グアム 

審判員：岡部拓人、田中利幸、坊薗真琴 

 

 10 日本代表 キリンカップサッカー2016 の件 

   

行事名：日本代表 キリンカップサッカー2016 

期 間：5月 30 日(月)～6月 7日(火) 

場 所：愛知県・大阪府 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

 

[スケジュール] 

5月 30 日 (月) 集合 

6月 3日 (金) キリンカップサッカー2016準決勝 vs.ブルガリア代表 ○7－2 

6月 4日 (土) 移動 

6月 7日 (火) キリンカップサッカー2016決勝 vs.ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 

●1－2、試合後解散 

 

[スタッフ] 

  
 

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） 

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・ﾌｪﾘﾍﾟ （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） 

ドクター 御園生 剛 （筑波学園病院） 

ドクター 土肥 美智子 （国立スポーツ科学センター） 

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 菊島 良介 （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 後関 慎司 （東京スポーツ・レクリエーション専門学校） 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 久保田 武晴 （くぼたスポーツ接骨院）  

通訳 樋渡 群 （JFA）  

通訳 羽生 直行 （JFA）  

通訳 茂木 哲也 （Emi TRAVEL PARIS）  

総 務 津村 尚樹 （JFA 代表チーム部） 

主 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） 

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） 

宿泊・輸送 高橋 健一 （西鉄旅行株式会社） 

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 （株式会社 シミズオクト） 

 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (ダンディー・ユナイテッド/スコットランド) 

 東口 順昭 (ガンバ大阪) 

 西川 周作  (浦和レッズ) 

DF 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア) 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

 槙野 智章 (浦和レッズ) 

 森重 真人 (ＦＣ東京) 

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド) 

 丸山 祐市 (ＦＣ東京) 

 酒井 宏樹 (ハノーファー96/ドイツ) 

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/ドイツ) 

 昌子 源 (鹿島アントラーズ) 

MF 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) 

 柏木 陽介 (浦和レッズ) 

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ) 

 清武 弘嗣 (ハノーファー96/ドイツ) 

 小林 祐希 (ジュビロ磐田) 

 大島 僚太 (川崎フロンターレ) 

 遠藤 航 (浦和レッズ) 

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド) 

 本田 圭佑 (ACミラン/イタリア) 

 小林 悠 (川崎フロンターレ) 

 金崎 夢生 (鹿島アントラーズ) 

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ) 

 宇佐美 貴史 (ガンバ大阪) 

 浅野 拓磨 (サンフレッチェ広島) 

計 25名 

 

 11 U-23日本代表 キリンチャレンジカップ 2016の件 

  行事名：U-23日本代表 キリンチャレンジカップ 2016 

期 間：6月 26 日(日)～30日(木) 

場 所：長野県 

 

 [スケジュール] 

6月 26 日 (日) 集合 

6月 29 日 (水) キリンチャレンジカップ 2016 vs. U-23南アフリカ代表 ○4-1 

6月 30 日 (木) 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テクニカルハウス） 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

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 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） 

 
中村 航輔 （柏レイソル） 

DF 松原 健 （アルビレックス新潟） 

 
亀川 諒史 （アビスパ福岡） 

 
橋本 拳人 （ＦＣ東京） 

 
室屋 成 （ＦＣ東京） 

 
植田 直通 （鹿島アントラーズ） 

 
三浦 弦太   （清水エスパルス） 

 
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 （浦和レッズ） 

 
伊東 純也 （柏レイソル） 

 
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） 

 
豊川 雄太 （ファジアーノ岡山） 

 
井手口 陽介 （ガンバ大阪） 

FW 鈴木 武蔵 （アルビレックス新潟） 

 
中島 翔哉 （ＦＣ東京） 

 
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） 

                                     計 21名 

 

 12 U-19日本代表 Panda Cup 2016の件 

  行事名：U-19日本代表 Panda Cup 2016 

期 間：6月 13 日(月)～20日(月) 

場 所：中国 

 

 [スケジュール] 

6月 13 日 (月) 集合、出発 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

6月 15 日 (水) 第 1戦 vs.U-19クロアチア代表  ◯5-0 

6月 17 日 (金) 第 2戦 vs.U-19チェコ代表  ◯2-1 

6月 19 日 (日) 第 3戦 vs.U-19中国代表  △0-0 

6月 20 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 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) ※2 

DF 浦田 樹 (ジェフユナイテッド千葉) 
 

 
中山 雄太 (柏レイソル) 

 

 
柳 貴博 (ＦＣ東京) 

 

 
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) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 
MF 久保田 和音 (鹿島アントラーズ) 

 

 
坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) ※1 

 
杉森 考起 (名古屋グランパス) 

 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
髙木 彰人 (ガンバ大阪) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 

 
長沼 洋一 (サンフレッチェ広島) ※2 

FW 垣田 裕暉 (鹿島アントラーズ) 
 

 
岸本 武流 (セレッソ大阪) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
岩崎 悠人 (京都橘高校) 

 
※1 離脱 ※2追加招集                        計 22名 
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 13 U-16日本代表 インド・ベトナム遠征の件 

  行事名：U-16日本代表 インド・ベトナム遠征 

期 間：5月 27 日(金)～6月 8日(水) 

場 所：インド/ゴア、ベトナム/ホーチミン 

 

 [スケジュール] 

5月 27 日 (金) 集合 

6月 1日 (水) 親善試合 vs. U-18インド代表 ◯4-0 

6月 2日 (木) 練習試合 vs. U-18ゴア選抜 ◯3-0 ※雷雨の為前半で試合終了 

6月 6日 (月) 練習試合 vs. U-19 Becamex Binh Duong FC △1-1   

6月 7日 (火) 練習試合 vs. U-18 Hoang Anh Gia Lai FC ◯4-1   

6月 8日 (水) 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)  

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 中馬 健太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ／ジュビロ磐田)  

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) 
 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

 

 
小久保 玲央ブライアン (柏レイソル U-18) 

 
DF 菊地 健太 (JFA アカデミー福島 U18) 

 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U18) 

 

 
東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース) 

 

 
桑原 海人 (アビスパ福岡 U-18) 

 

 
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) 

 
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) 
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 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)  

 松本 凪生 (セレッソ大阪 U-15)  

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪 U-18) ※1 

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース)  

 久保 建英 (ＦＣ東京 U-18)  

 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)  

※1 離脱                                  計 22名 

 

 14 U-16日本代表 インターナショナルドリームカップ 2016 JAPAN Presented by JFAの件 

  行事名：U-16日本代表インターナショナルドリームカップ 2016 JAPAN Presented by JFA 

期 間：6月 20 日(月)～26日(日) 

場 所：鳥取県 

 

 [スケジュール] 

6月 20 日 (月) 集合 

6月 22 日 (水) 第 1戦 vs. U-16ハンガリー代表 ◯4-1 

6月 24 日 (金) 第 2戦 vs. U-16マリ代表 ●1-2 

6月 26 日 (日) 第 3戦 vs. U-16メキシコ代表 ◯6-0   

 

 [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) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 中馬 健太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ/ジュビロ磐田) 

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 青木 心 (JFA アカデミー福島 U18) 
 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

 
DF 菊地 健太 (JFA アカデミー福島 U18) ※2 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスユース) 
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菅原 由勢 (名古屋グランパス U18) 

 

 
東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース) ※1 

 
桂 陸人 (サンフレッチェ広島ユース) 

 

 
桑原 海人 (アビスパ福岡 U-18) 

 

 
西尾 隆矢 (セレッソ大阪 U-15) 

 
MF 平川 怜 (ＦＣ東京 U-18) 

 

 
鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-18) ※1 

 
福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-18) 

 

 
喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18) 

 
 上月 壮一郎 (京都サンガ F.C. U-18)  

 成瀬 竣平 (名古屋グランパス U18) ※2 

 松本 凪生 (セレッソ大阪 U-15)  

FW 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスユース)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース)  

 久保 建英 (ＦＣ東京 U-18)  

※1 離脱 ※2追加招集                            計 20名 

 

 15 日本女子代表 アメリカ遠征の件 

   

行事名：日本女子代表 アメリカ遠征 

期 間：5月 30 日(月)～6月 7日(火) 

場 所：アメリカ 

 

[スケジュール] 

5月 30 日 (月) 集合、出発 

6月 2日 (木) 国際親善試合 第 1戦 vs.アメリカ女子代表 △3-3 

6月 5日 (日) 国際親善試合 第 2戦 vs.アメリカ女子代表  ●0-2 

※76分 雷のため試合中止 

6月 7日 (火) 帰国、解散 

 

[スタッフ] 

団 長 今井 純子 (JFA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 大橋 昭好  (JFAナショナルトレセンコーチ) 

ドクター 中村 香織  (東京医科歯科大学附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (JFA) 

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＆コア) 



報告事項 

2016/7/14 第 8回理事会 

 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 

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 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)  

チーム運営統括 宮崎 英津子 (JFA女子部) 

総務 池田 千佳子 (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） 

 池田 咲紀子 （浦和レッズレディース） 

 山下 杏也加 （日テレ・ベレーザ） 

DF 有吉 佐織 （日テレ・ベレーザ） 

 宇津木 瑠美 （モンペリエ HSC/フランス） 

 川村 優理 （ベガルタ仙台レディース） 

 熊谷 紗希 （オリンピック・リヨン/フランス） 

 佐々木 繭 （ベガルタ仙台レディース） 

 高木 ひかり （ノジマステラ神奈川相模原） 

 村松 智子 （日テレ・ベレーザ） 

MF 阪口 夢穂 （日テレ・ベレーザ） 

 中島 依美 （INAC神戸レオネッサ） 

 杉田 亜未 （伊賀フットボールクラブくノ一） 

 千葉 園子 （ASハリマアルビオン） 

 中里 優 （日テレ・ベレーザ） 

 増矢 理花 （INAC神戸レオネッサ） 

FW 大儀見 優季 （1. FFCフランクフルト/ドイツ） 

 菅澤 優衣香 （ジェフユナイテッド市原・千葉レディース） 

 岩渕 真奈 （FC Bayern Munchen） 

 横山 久美 （AC長野パルセイロ・レディース） 

                                     計 20名 

 

 16 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：6月 19 日(日)～22日(水) 

場 所：新潟県 

 

 [スケジュール] 

6月 19 日 (日) 集合 

6月 21 日 (火) 練習試合 vs.帝京長岡高校 ●0-6 

6月 22 日 (水) 解散 
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 [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 

/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 中村 結香子 (坂下厚生総合病院) 

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 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) 

 
松本 真未子 (浦和レッズレディース) 

 
鈴木 あぐり (常盤木学園高等学校) 

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) 

 
守屋 都弥 (INAC 神戸レオネッサ) 

 
北川 ひかる (浦和レッズレディース) 

 
松原 志歩 (セレッソ大阪堺レディース) 

 
塩越 柚歩 (浦和レッズレディース) 

 
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) 

 大久保 舞 (岡山湯郷 Belle) 

 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) 

 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) 

 上野 真実 (愛媛 FCレディース) 

 白木 星 (浦和レッズレディース) 

 河野 朱里 (早稲田大学) 

 神田 若帆 (AC 長野パルセイロ・レディース) 

                         計 23名 
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 17 ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：6月 12 日(日)～16日(木) 

場 所：兵庫県 

 

[スケジュール] 

6月 12 日 （日） 集合 

6月 16 日 （木） 解散 

 

[スタッフ] 

監 督 マルセロ・メンデス (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 柳澤 洋平 (筑波大学附属病院) 

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 エベルトン  

総務 渡邉 大 (JFA代表チーム部) 

 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (ソーマプライア) 

 河合 雄介 (ソーマプライア) 

 齋藤 正紀 (Vamos a la Casa) 

FP 田畑 輝樹 (東京レキオス BS) 

 當間 正人 (東京レキオス BS) 

 後藤 崇介 (Fusion) 

 茂怜羅 オズ (Fusion) 

 佐藤 栄祐 (東京レキオス BS) 

 原口 翔太郎 (Inter Japan BS) 

 松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 坂田 淳 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 西口 佳佑 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 中原 勇貴 (アヴェルダージ熊本 BS) 

 大場 崇晃 (ドルソーレ北九州) 

                                     計 15名 

 18 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 鈴木 一朗（すずき いちろう） 

     （所属歴：緑が丘サッカークラブ 64→グルージャ盛岡ジュニア→青森山田中学校 

      →盛岡市立厨川中学校→盛岡中央高校→富士大学体育会サッカー部） 

所属元： 富士大学体育会サッカー部 

受入先： グルージャ盛岡 
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承認日： 2016 年 6月 7日 

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

選手名： 長谷川 洸（はせがわ こう） 

     （所属歴：砧少年サッカーチーム→FCトッカーノ U-15→東京ヴェルディユース→ 

      日本体育大学） 

所属元： 日本体育大学学友会サッカー部 

受入先： 東京ヴェルディ 

承認日： 2016 年 6月 21 日 

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

選手名： 河面 旺成（かわづら あきなり） 

     （所属歴：セレッソ大阪 U-12→セレッソ大阪 西 U-15→岡山県作陽高校→ 

     明治大学） 

所属元： 明治大学体育会サッカー部 

受入先： 大宮アルディージャ 

承認日： 2016 年 6月 28 日 

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

選手名： 北原 大奨（きたはら だいすけ） 

     （所属歴：芦子サッカークラブ→湘南ベルマーレジュニアユース→湘南ベルマーレ 

      ユース（U-18）→東海大学体育会サッカー部） 

所属元： 東海大学体育会サッカー部 

受入先： ＮＰＯ横浜スポーツ＆カルチャークラブ 

承認日： 2016 年 7月 5日 

 

 19 JFA・フットサルリーグ特別指定選手の件 

   

選手名： 石川 大暉（いしかわ ひろき） 

     （所属歴：仙台大学フットサル部→ヴォスクオーレ仙台サテライト→仙台大学フッ 

      トサル部） 

所属元： 仙台大学フットサル部  

受入先： ヴォスクオーレ仙台 

承認日： 2016 年 6月 7日 

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

選手名： 阿部 寛大（あべ かんた） 

     （所属歴：聖和学園高等学校フットサル部→ヴォスクオーレ仙台サテライト） 

所属元： ヴォスクオーレ仙台サテライト  

受入先： ヴォスクオーレ仙台 

承認日： 2016 年 6月 7日 

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

選手名： 金原 怜央（きんばら れお） 

     （所属歴：デウソン神戸アスピランチ） 
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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： 2016 年 6月 7日 

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

選手名： 山田 慈英（やまだ じえい） 

     （所属歴：オーパスワンフットサルクラブ U-18→デウソン神戸アスピランチ） 

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： 2016 年 6月 7日 

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

選手名： 宮本 拓（みやもと たく） 

     （所属歴：クラーク記念国際高校→デウソン神戸アスピランチ） 

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： 2016 年 6月 7日 

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

選手名： 三笠 貴史（みかさ たかふみ） 

     （所属歴：順天堂大学 GAZIL/jfc→フウガドールすみだバッファローズ） 

所属元： フウガドールすみだバッファローズ 

受入先： フウガドールすみだ 

承認日： 2016 年 6月 15 日 

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

選手名： 米村 尚也（よねむら なおや） 

     （所属歴：kelkel→シュライカー大阪サテライト） 

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 6月 20 日 

 

 20 2016年度 ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 合格者の件 

 

 

 

 2016年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会の合格者が以下の 15名に決定した。 

 

阿部勝弘  安藤信也  上杉哲平  上野秀章  大田康雄 

近江宏武  唐島和義  北川孝仁  艸川幸治  佐野智之 

杉野拓也  髙崎護   竹林優佑  藤井泰行  山田栄一郎（五十音順） 

 

 


