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報告事項 

 1 AFC理事会（2月 28日開催）の件 

  2 月 28 日（火）に AFC 理事会がクアラルンプールで開催された。主な決定・報告事項は以下

の通り。 

 

 サッカーに関する政府干渉へ反対する姿勢を再度強調（昨年まで FIFA より活動停止処分を

受けているインドネシアサッカー協会及び現在も資格停止処分中のクウェートサッカー協

会に言及）。 

 AFC 加盟協会タスクフォースが主張する、パレスチナ-イスラエル案件における FIFA 及び

FIFAモニタリング委員会による早期解決策の立案を強調。 

 5 月 8 日（月）にバーレーンにて行われる FIFA カウンシルメンバーの選挙に向け、AFC 事

務局が早急な立候補者の適正チェックを FIFA に依頼。 

 将来的に AFC理事会選挙は各ゾーンにて実施することも可能と同意。 

 AFC アニュアルアワード 2017はタイ/バンコクにて開催決定。 

 

 2 アマチュア選手の移籍手続き及び大会要項等における出場資格の適正化の件 

  （報告）資料№1①②③ 

 

本協会加盟チームに登録するアマチュア選手の試合出場の機会が適正に与えられるようにす

るため、別紙資料の通り、9 地域サッカー協会、47 都道府県サッカー協会、各種サッカー連盟

に通達し、本協会加盟チームへの移籍手続きの周知徹底を行うとともに、当該協会/連盟および

その傘下組織の規約及び大会要項等における選手の出場資格の適正化を図りたい。 

 

 3 2017年度 JFAマッチコミッショナー新規認定の件 

  （報告）資料№2 

 

｢ＪＦＡマッチコミッショナー認定制度｣に基づき、457 名を新規ＪＦＡマッチコミッショナー

として認定したい。いずれも、都道府県サッカー協会の推薦を受け、E ラーニングによる講習会

の受講を完了している 

＜参考＞ 

●2017年度 JFAマッチコミッショナー ※（ ）内は 2016年度認定者数 

・新規認定者 457 名 （482名） 

・継続    803 名 （358名） 

合計 1,260 名 （840名) 

●区分別人数  

・Jリーグマッチコミッショナー    97 名 

・JNFマッチコミッショナー     139名 

・47マッチコミッショナー        1,024名 
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 4 JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件  

  下記の 3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：2月 13日  

(1)   皐月フットボールクラブ    （障がい者サッカー） 

(2)  IGSユニバーサルスポーツクラブ（引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 

(3)   ＪＯＹＦＵＬサッカークラブ  （補欠ゼロ） 

 

総申請件数  ：122 件（2月 28日現在） 

総認定団体数：112団体 

「引退なし」    ： 85団体 

「補欠ゼロ」    ： 88団体 

「障がい者サッカー」： 61団体 

 

 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-17 Jリーグ選抜 （第 2種） 

遠征期間 4 月 11日～19日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダム 

（2）公益財団法人 北海道サッカー協会 

チ ー ム 北海道コンサドーレ札幌 U-18 （第 2種） 

遠征期間 3 月 24日～4月 3日 

遠 征 先 ブラジル/リオデジャネイロ 

（3）一般社団法人 宮城県サッカー協会 

チ ー ム ベガルタ仙台ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 4 月 3日～7日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（4）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 4 月 8日～17日 

遠 征 先 スペイン/タラゴナ 

（5）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム アイデンティみらい （第 3種） 

遠征期間 3 月 27日～4月 4日 

遠 征 先 ドイツ/ハム 

（6）公益社団法人 群馬県サッカー協会 

チ ー ム 前橋フットボールクラブ （第 3種） 

遠征期間 4 月 7日～18日 

遠 征 先 アメリカ/テキサス 
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（7）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム FELICE FC 浦安 （第 3種） 

遠征期間 3 月 24日～4月 1日 

遠 征 先 イタリア/トリノ 

（8）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム S.T. FOOTBALL CLUB （第 3種） 

遠征期間 5 月 21日～30日 

遠 征 先 イタリア/クレモナ 

（9）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FC東京 U-15むさし （第 3種） 

遠征期間 4 月 11日～18日 

遠 征 先 オランダ/エーペ 

（10）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 4 月 11日～19日 

遠 征 先 フランス/サンス 

（11）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 3 月 26日～4月 3日 

遠 征 先 ドイツ/トリフェルス 

（12）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FCトリプレッタ Jrユース （第 3種） 

遠征期間 3 月 29日～4月 7日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（13）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム FCトリプレッタユース （第 2種） 

遠征期間 3 月 29日～4月 7日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（14）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 3 月 10日～17日 

遠 征 先 シンガポール/シンガポール 

（15）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-12 （第 4種） 

遠征期間 3 月 28日～4月 4日 

遠 征 先 ドイツ/シュツットガルト 

（16）一般社団法人 京都府サッカー協会 

チ ー ム Vervento 京都 F.C. （第 3 種） 

遠征期間 3 月 27日～4月 5日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 
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（17）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪ジュニアユース （第 3種） 

遠征期間 3 月 19日～27日 

遠 征 先 タイ/バンコク 

（18）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県 U-16選抜 （第 2種） 

遠征期間 3 月 11日～21日 

遠 征 先 ポーランド/クラクフ、ドイツ/デュッセルドルフ 

（19）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 U-14選抜 （第 3種） 

遠征期間 4 月 7日～18日 

遠 征 先 アメリカ/テキサス 

 

 6 競技会委員会 女子大会部会員 交代の件 

  競技会委員会 女子大会部会 

現） 部会員 向井 淳也（むかい じゅんや） 

新） 部会員 田村 貢（たむら みつぐ）/一般社団法人日本女子サッカーリーグ 専務理事 

 

田村 貢氏が、2017 年 2 月 1 日付で一般社団法人日本女子サッカーリーグの専務理事に就任した

ため 

 

 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）：平塚市 

施設名：馬入ふれあい公園馬入サッカー場（人工芝） 

     （神奈川県平塚市中堂 246-1） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ ER-60 

公認期間：2017 年 3月 9日～2020年 3月 8日 

公認番号：第 027 号 

 

(2)申請者（施設所有者）：仙台市 

施設名：仙台市泉総合運動場泉グラウンド（宮城県仙台市泉区野村字新桂島前 60番地） 

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：2017 年 3月 9日～2020年 3月 8日 

公認番号：第 051 号 

(3)申請者（施設所有者）：水戸市 

施設名：水戸市立サッカー・ラグビー場（茨城県水戸市河和田町 3458-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2055RS+U SSL10-CF 

公認期間：2017 年 3月 9日～2020年 3月 8日 

公認番号：第 063 号 
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＜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 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）：今治市 

施設名：今治市営スポーツパーク サッカー場（愛媛県今治市高橋ふれあいの丘 1番地 2） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XXP-62HP 

公認期間：2017 年 3月 9日～2020年 3月 8日 

公認番号：第 189 号 

(2)申請者（施設所有者）：愛知県 

施設名：愛知県口論義運動公園（愛知県日進市北新町西口論義 323-8） 

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：2017 年 3月 9日～2020年 3月 8日 

公認番号：第 190 号 

(3)申請者（施設所有者）：名張市 

施設名：名張市民陸上競技場（三重県名張市夏見 2778） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSpro2060 

公認期間：2017 年 3月 9日～2020年 3月 8日 

公認番号：第 191 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。 

＜インストラクター＞ 

（セミナー） 

① Refereeing Assistance Programme－Seminar for FIFA referees instructors 

期 間：2月 12 日～2月 17日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

インストラクター：石山昇、深野悦子 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2017―Group F 

期 間：2月 19 日～2月 22日 
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場 所：ソウル／韓国 

アセッサー：上川徹 

 

＜審判員＞ 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2017―Group C 

期 間：2月 18 日～2月 23日 

場 所：ジェッダ／サウジアラビア 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志、荒木友輔 

② AFC CUP 2017－Group G 

期 間：2月 19 日～2月 22日 

場 所：シンガポール 

審判員：岡部拓人、三原純、田中利幸 

 

 10 2017年度 フットサル A級コーチ養成講習会受講者決定の件 

  2017年度のフットサル A級コーチ養成講習会の受講者を、以下の 24名に決定した。 

 

阿久津 貴志 
 

在原 正明 
 

伊久間 洋輔 
 

伊藤 雅範 

奥村 敬人 
 

小野 直樹 
 

小野寺 隆彦 
 

金井 一哉 

小宮山 友祐 
 

齋藤 九 
 

柴沼 真 
 

須賀 雄大 

高橋 優介 
 

谷本 俊介 
 

中嶋 孝行 
 

福角 有紘 

藤田 安澄 
 

前川 義信 
 

丸山 哲平 
 

保田 健二朗 

横江 塁 
 

吉武 茂郎 
 

米川 正夫 
 

若山 伸太郎 
 

 11 女子 GKキャンプの件  

  行事名：女子 GKキャンプ 

期 間：2月 3日(金)～5日(日) 

場 所：静岡県裾野市 

 

［スケジュール］ 

2月 3日 (金) 集合 

2月 5日 (日) 解散 

   
 

[スタッフ] 

GKコーチ  西入 俊浩 (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) 

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 安齋 和之  (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／FC BLOOM) 
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GKコーチ 山郷 のぞみ (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ／成立学園中学・高校) 

ドクター 大岩 孝子 (静岡赤十字病院) ※2/3～4 

ドクター 渡辺 善明 (渡辺外科医院) ※2/4～5 

総務 奈良輪 織恵 (JFA女子部) 

 

[選手(GK)] 

横堀 美優 埼玉県 (FC.CHOUETTE) 

小野 杏菜 新潟県 (アルビレックス新潟レディース U-15) 

木崎 あみ 奈良県 (Atletico Femina) 

中園 花怜 大阪府 (セレッソ大阪堺ガールズ) 

石川 愛紘 東京都 (スフィーダ世田谷 FCユース) 

尾添 有紗 島根県 (ディオッサ出雲 F.C.) 

古賀 あかね 埼玉県 (大宮 FCエンジェルス 05) 

川幡 凪 埼玉県 (ちふれ ASエルフェン埼玉マリ) 

富永 若葉 広島県 (シーガル広島レディース) 

服部 茜汐香 静岡県 (JFAアカデミー福島) 

小野 未織 愛知県 (名古屋フットボールクラブ) 

菊田 ひかる 岩手県 (FCフォルタレオン) 

草苅 希羽 岡山県 (岡山湯郷 Belle U-15・U-18) 

工藤 歩希 北海道 (札幌 BONITA U12) 

長峰 怜愛 茨城県 (FCドルフィン大洋スポーツ少年団) 

田村 亜沙美 千葉県 (千葉中央 FC U12ガールズ) 

安間 帆乃香 静岡県 (豊田ジュニアフットボールクラブ) 

遠藤 有紗  神奈川県 (FCすすき野レディース) 

田中 美緒 兵庫県 (大津茂サッカークラブ) 

新美 沙弥 愛知県 (アクアジュニアフットボールクラブ) 

小河 菜々 埼玉県 (鶴ケ島栄 FC少年団) 

吉田 佳菜 静岡県 (三島 VFC) 

宜野座 令愛 沖縄県 (羽地フットボールクラブ) 

鹿島 彩莉 神奈川県 (大沼サッカースポーツ少年団) 

山内 夏実 東京都 (INAC多摩川ジュニア) 

                                    計 25名 

 12 U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 東日本の件 

  行事名：U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ東日本 

期 間：2月 10日(金)～12日(日) 
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場 所：静岡県御殿場市 

 

[スケジュール] 

2月 10日 (金) 集合  

2月 12日 (日) トレーニングマッチ 

  
                   vs.JFAアカデミー福島(女子)●1-2 

   
 

[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町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ) 

コーチ 宮本 ともみ (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/高田短期大学) 

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 小林 慶司  (順天堂大学練馬病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 (亀田総合病院スポーツ医学科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (JFA) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFA) 

総務 重松 志穂 (JFA女子部) 

 

[選手] 

GK 松井 里央 (富山レディースサッカークラブ)  

 福田 史織 (浦和レッズレディースジュニアユース)  

 大場 朱羽 (JFAアカデミー福島)  

DF 小野 遥香 (JFAアカデミー福島)  

 富岡 千宙 (JFAアカデミー福島）  

 三谷 和華奈 (日テレ・メニーナ）  

 伊藤 彩羅 (日テレ・メニーナ）  

MF 中江 萌 (アルビレックス新潟レディース U-18)  

 加藤 もも (星槎国際高校湘南)  

 松田 紫野 (日テレ・メニーナ)  

 一法師 央佳 (浦和レッズレディースジュニアユース)  

 石田 千尋 (JFAアカデミー福島)  

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

 中尾 萌々 (ｼﾞｪﾌ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18) ※1 

 岩井 蘭 (JFAアカデミー福島)  

 岩﨑 心南 (日テレ・メニーナ)  

 甲斐 碧海 (ｼﾞｪﾌ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18) ※2 

FW 小林 ひなた (修徳高校)  

 瀧澤 千聖 (十文字高校)  

 大澤 春花 (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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 原田 えな (日テレ・メニーナ)  

 原田 采世 (アルビレックス新潟レディース U-18)  

※1は※2に選手変更                            計 21名 

 

 13 U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ西日本の件 

  行事名：U-16日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 西日本 

期 間：2月 17日(金)～19日(日) 

場 所：大阪府堺市 

 

[スケジュール] 

2月 17日 (金) 集合  

2月 19日 (日) トレーニングマッチ 

  
                   vs.大阪学芸高校 △4-4 

   
 

[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町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ) 

コーチ 宮本 ともみ (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ／高田短期大学) 

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 長尾 雅史 (順天堂大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 河瀬 麻希 (亀田総合病院スポーツ医学科) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFA) 

総務 重松 志穂 (JFA女子部) 

 

[選手] 

GK 山下 莉奈 (セレッソ大阪堺ガールズ)  

 石田 心菜 (益城ルネサンス熊本 FCフェニックス)  

 竹下 奏彩 (INAC神戸レオネッサ U-15)  

DF 根津 茉琴 (JFAアカデミー福島)  

 大道 奏 (NGU名古屋 FCレディース)  

 門脇 真依 (JFAアカデミー福島)  

 幹戸 萌 (FCヴィトーリア／JFAアカデミー堺) ※1 

 後藤 若葉 (日テレ・メニーナ)  

 浅野 綾花 (FCヴィトーリア／JFAアカデミー堺) ※1 

 新井 美夕 (JFAアカデミー福島)  

 長江 伊吹 (富山レディースサッカークラブ)  

 奈須野 安侑里 (大分トリニータレディース)  

MF 渡邊 凜 (オールサウス石山 SC／JFAアカデミー堺)  

 松本 歩音 (セレッソ大阪堺ガールズ)  
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 増永 朱里 (INAC神戸レオンチーナ／JFAアカデミー堺)  

 青木 柚香 (京都精華学園中学校)  

 田畑 晴菜 (ヴィエント FCとよの／JFAアカデミー堺)  

 山本 柚月 (日テレ・メニーナ)  

FW 神谷 千菜 (聖カピタニオ女子高校)  

 平井 杏幸 (INAC神戸レオンチーナ／JFAアカデミー堺)  

 瀧下 まひる (スフィーダ世田谷 FC)  

 万力 安純 (アンジュヴィオレ広島)  

 百濃 実結香 (セレッソ大阪堺ガールズ)  

※1追加招集                                計 23名 

 

 14 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：2月 19日(日)～22日(水) 

場 所：大阪府堺市 

 

[スケジュール] 

2月 19日 (日) 集合  

2月 21日 (火) トレーニングマッチ 

  
            vs.伊賀フットボールクラブくノ一 ○1-0 

2月 22日 (水) 解散 

   
 

[スタッフ] 

監 督  池田 太 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

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 西入 俊浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 橋本 立子 (公立学校共済組合 関東中央病院) 

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) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFA) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

 

[選手] 

GK 福田 まい (藤枝順心高校→日体大 FIELDS横浜) ※1 

 鈴木 あぐり (常盤木学園高校→ベガルタ仙台レディース)  

 スタンボー華 (JFAアカデミー福島→INAC神戸レオネッサ)  

 西村 清花 (大商学園高校→日テレ・ベレーザ) ※2 

DF 宮川 麻都 (日テレ・ベレーザ)  

 南 萌華 (浦和レッズレディース)  
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 小野 奈菜 (日テレ・メニーナ)  

 高平 美憂 (JFAアカデミー福島)  

 北村 菜々美 (セレッソ大阪堺レディース)  

 牛島 理子 (日ノ本学園高校)  

 高橋 はな (浦和レッズレディースユース)  

 大熊 良奈 (JFAアカデミー福島→浦和レッズレディース) ※1 

MF 林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース)  

 福田 ゆい (藤枝順心高校→INAC神戸レオネッサ)  

 村上 真帆 (十文字高校→早稲田大学)  

 平塚 万貴 (日ノ本学園高校→INAC神戸レオネッサ)  

 長嶋 玲奈 (浦和レッズレディース)  

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

 長野 風花 (浦和レッズレディース)  

FW 児野 楓香 (日体大 FIELDS横浜)  

 小澤 寛 (ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18) ※2 

 目原 莉奈 (日ノ本学園高校→日体大 FIELDS横浜)  

 松本 茉奈加 (十文字高校→早稲田大学)  

 植木 理子 (日テレ・メニーナ) ※3 

 宮澤 ひなた (星槎国際高校湘南) ※3 

 宝田 紗織 (セレッソ大阪堺レディース)  

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島）  

※1 は※2 に選手変更 ※3 不参加                         計 27

名 

 

 15 ビーチサッカー日本代表 タイ 5ビーチサッカー選手権 2017の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 タイ 5ビーチサッカー選手権 2017 

期 間：2月 9日（木）～17日（金） 

場 所：タイ／バンコク 

 

[スケジュール] 

2月 9日 （木） 集合 

2月 13日 （月） 第 1戦 vs.ビーチサッカーハンガリー代表 ◯5-3 

2月 14日 （火） 第 2戦 vs.ビーチサッカーマレーシア代表 ◯15-0 

2月 15日 （水） 第 3戦 vs.ビーチサッカータイ代表 ◯6-5 

2月 16日 （木） 決勝 vs.ビーチサッカーハンガリー代表 ◯6-3 

2月 17日 （金） 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)  
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ドクター 立石 智彦 (同愛記念病院)  

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フットサル・ビーチサッカー部)  

 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ) 

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS) 

FP 磯 裕章 (東京ヴェルディ BS) 

 小牧 正幸 (所属なし) 

 飯野 智之 (ドルソーレ北九州) 

 後藤 崇介 (東京ヴェルディ BS) 

 茂怜羅 オズ (東京ヴェルディ BS) 

 原口 翔太郎 (東京ヴェルディ BS) 

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 中原 勇貴 (東京ヴェルディ BS) 

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS) 

 鈴木 将人 (東京レキオス BS) 

               計 12名 

 16 U-18日本代表 スペイン遠征 U-18 International Tournament"Copa del Atlantico"の件 

  行事名：U-18日本代表 スペイン遠征  

第 43回 U-18 International Tournament"Copa del Atlantico" 

期 間：2月 2日（木）～13日（月） 

場 所：スペイン/カナリア諸島 

 

 [スケジュール] 

2月 2日(木) 集合 

2月 3日(金) フィジカルテスト 

2月 7日(火) 第 1戦 vs.U-18カナリア諸島代表 ◯2-1 

2月 8日(水) 第 2戦 vs.U-18ベルギー代表 ◯2-1 

2月 10日(金) 第 3戦 vs.U-18スペイン代表 ◯2-0 

2月 13日(月) 解散 

 

 [スタッフ] 

団長 木村 浩吉 (JFA ユースナショナルチームダイレクター) 

監督 影山 雅永 (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 土肥 洋一 (JFA ナショナルコーチングスタッフ/東京ヴェルディ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス) 
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ドクター 梶原 将也 (筑波大学) 

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 秋江 昌司 (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 陸 (柏レイソル U-18) 

 橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 杉山 弾斗 (船橋市立船橋高校) 

 中川 創 (柏レイソル U-18) 

 俣野 亜以己 (京都サンガ F.C.U-18) 

 生駒 仁 (鹿児島城西高校) 

 川井 歩 (サンフレッチェ広島ユース ) 

 阿部 海大 (東福岡高校) 

MF 堀 研太 (横浜 F・マリノスユース) 

 伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) 

 郷家 友太 (青森山田高校) 

 井澤 春輝 (浦和レッズユース) 

 藤本 寛也 (東京ヴェルディユース) 

 山田 康太 (横浜 F・マリノスユース) 

 酒井 将輝 (大分トリニータ U18) 

FW 田川 亨介 (サガン鳥栖) 

 中島 元彦 (セレッソ大阪 U-18) 

 安藤 瑞季 (長崎総合科学大学附属高校) 

                                              計 20名 

 17 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：2月 16日（木）～19日（日） 

場 所：静岡県静岡市（J-STEP）  

 

[スケジュール] 

2月 16日(木)  集合 

2月 18日(土) 
 

練習試合 vs. 清水桜が丘高校 ◯2-0 

練習試合 vs. 静岡学園高校 ◯8-3 

2月 19日(日) 

 

練習試合 vs. 藤枝明誠高校 ◯3-2 

練習試合 vs. 浜松開成館高校 ●1-2 

解散 
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 [スタッフ] 

技術委員 木村 浩吉 (JFA技術委員) 

監督 有馬 賢二 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ) 

コーチ 廣山 望 (JFAナショナルコーチングスタッフ/JFA アカデミー福島) 

GKコーチ 水原 大樹 (JFAナショナルコーチングスタッフ/横浜 FC) 

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 兵頭 康次郎 (筑波記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 太田原 裕幸 (かもめ Clinic) 

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部) 

主務 杉山 友朗 (JFA代表チーム部) 

 

 [選  手] 

GK 山田 大樹 (鹿島アントラーズジュニアユース) 
 

 
吉川 直輝 (ガンバ大阪ジュニアユース) 

 

 
佐々木 雅士 (柏レイソル U-15) 

 

 
鈴木 彩艶 (浦和レッズジュニアユース) 

 
DF 半田 陸 (モンテディオ山形ジュニアユース村山) 

 

 
下川 太陽 (セレッソ大阪 U-15) 

 

 
古屋 颯眞 (FC東京 U-15むさし) 

 

 
野中 悠翔 (ジュビロ磐田 U-15) 

 

 
鈴木 海音 (ジュビロ磐田 U-15) 

 
 安斎 颯馬 (FC東京 U-15深川)  

 佐古 真礼 (東京ヴェルディジュニアユース)  

MF 荒木 遼太郎 (ロアッソ熊本Ｕ-15)  

 渡辺 綾平 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜)  

 西川 潤 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 吉田 尊 (JFAアカデミー福島 U15) ※2 

 青島 健大 (清水エスパルスジュニアユース)  

 荻野 元伸 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 藤原 優大 (青森山田中学校)  

 近藤 蔵波 (セレッソ大阪 U-15)  

 城水 晃太 (サンフレッチェ広島ジュニアユース)  

 成岡 輝瑠 (清水エスパルスジュニアユース)  

 角 昂志郎 (東京武蔵野シティフットボールクラブ U-15)  

 中野 桂太 (京都サンガ F.C.U-15)  

 植田 啓太 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 小田 奏 (アルビレックス新潟 U-15) ※1 

FW 豊福 直人 (愛媛 FCU-15)  
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 古薗 汰久己 (JFAアカデミー福島 U15)  

 吉田 有志 (セレッソ大阪 U-15)  

 石橋 翔太 (アビスパ福岡 U-15)  

 池端 今汰 (ジュビロ磐田 U-15)  

 大和 蓮 (コンサドーレ札幌 U-15)  

 唐山 翔自 (ガンバ大阪ジュニアユース)  

 須藤 直輝 (大宮アルディージャジュニアユース)  

※1は※2に選手変更                            計 33名 

 

 18 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  選手名： 下川 陽太（しもかわ ようた） 

     （所属歴：アスペガス生駒 FC→長崎県立国見高等学校→大阪商業大学サッカー部） 

所属元： 大阪商業大学サッカー部 

受入先： 松本山雅 FC 

承認日： 2017年 2月 10日 

 

 19 JFAアカデミー福島 2016年度卒校生の件  

 

 

 

 

 

 

 

 2016年度卒校生（6期生）21名 

 

〔男子〕15名 【 】内は卒校後進路 

上野 瑶介 （うえの ようすけ） 【順天堂大学 スポーツ健康科学部】 

清水 映心 （しみず えいしん） 【青山学院大学 社会情報学部】 

清水 颯人 （しみず はやと） 【未定（大学進学予定）】 

下口 稚葉 （しもぐち わかば） 【ファジアーノ岡山】 

冨田 翼 （とみた つばさ） 【日本体育大学 体育学部】 

延 祐太 （のべ ゆうた） 【立命館大学 産業社会学部】 

服部 遼太郎 （はっとり りょうたろう）【東京学芸大学 教育学部】 

林 健太 （はやし けんた） 【立教大学 コミュニティ福祉学部】 

飛鷹 啓介 （ひたか けいすけ） 【未定（大学進学予定）】 

本田 大空 （ほんだ たく） 【立教大学 経済学部】 

三浦 立 （みうら たつ） 【中央大学 経済学部】 

宮田 和哉 （みやた かずや） 【静岡産業大学 経営学部】 

宮本 英治 （みやもと えいじ） 【国士舘大学 体育学部】 

安井 凜太郎 （やすい りんたろう） 【甲南大学 経営学部】 

吉川 幸佑 （よしかわ こうすけ） 【北海道教育大学 教育学部】 

 〔女子〕6名 

池田 茉央 （いけだ まお） 【神奈川大学 人間科学部】 

茨木 美都葉 （いばらき みつば） 【日本体育大学 体育学部】 

大熊 良奈 （おおくま らな） 【浦和レッドダイヤモンズレディース 
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/国士舘大学 体育学部】 

スタンボー 華 （すたんぼー はな） 【INAC神戸レオネッサ】 

平田 舞 （ひらた まい） 【ドイツ 1.FFCフランクフルト（アマチュア）】 

髙橋 楓姫 （たかはし ふうこ） 【ドイツ デュイスブルグ（アマチュア）】 

 

 20 JFAアカデミー熊本宇城 2016年度卒校生の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016年度卒校生（6期生）16名 【 】内は卒校後進路 

荒木 亮輔 （あらき りょうすけ） 【清水エスパルスユース/受験中】 

石坂 陸 （いしざか りく） 【東海大学附属熊本星翔高校】 

太田 舜 （おおた しゅん） 【鵬翔高校】 

岐部 総志郎 （きべ そうしろう） 【東福岡高校】 

後藤 堅心 （ごとう けんしん） 【作陽高校】 

庄嶋 竜太朗 （しょうじま りゅうたろう）【東福岡高校】 

髙橋 宥成 （たかはし ゆうせい） 【大分鶴崎高校】 

田尻 将太 （たじり しょうた） 【東福岡高校】 

德丸 陵雅 （とくまる りょうが） 【東福岡高校】 

中村 颯 （なかむら そう） 【船橋市立船橋高校】 

長尾 泰成 （ながお たいせい） 【V・ファーレン長崎/鎮西学院高校】 

林 楓雅 （はやし ふうが） 【東海大学附属熊本星翔高校】 

林田 琉冴 （はやしだ りゅうが） 【受験中】 

松本 真弥 （まつもと なおや） 【熊本国府高校】 

水野 畝蓮 （みずの せれん） 【東福岡高校】 

村上 民旺 （むらかみ たみお） 【受験中】 

  

 21 JFAアカデミー堺 2016年度卒校生の件  

  2016年度卒校生（3期生）12名 【 】内は卒校後進路 

浅野 綾花 （あさの あやか） 【藤枝順心高校】 

小林 結奈 （こばやし ゆいな） 【大阪学芸高校】 

恒石 亜弓 （つねいし あゆみ） 【大商学園高校】 

樋口 梨陽 （ひぐち りょう） 【大阪学芸高校】 

平井 杏幸 （ひらい あみゅ） 【日ノ本学園高校】 

前田 佳澄 （まえだ かすみ） 【作陽高校】 

増永 朱里 （ますなが あかり） 【日ノ本学園高校】 

幹戸 萌 （みきど めぐみ） 【福井工業大学附属福井高校】 

三宅 紗優 （みやけ さゆ） 【JFAアカデミー福島 

/福島県立ふたば未来学園高校】 

山本 天珠 （やまもと てんじゅ） 【福井工業大学附属福井高校】 

山本 菜々美 （やまもと ななみ） 【大阪学芸高校】 

渡邊 凜 （わたなべ りん） 【藤枝順心高校】 
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 22 JFAアカデミー福島 2017年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 249名 

2016年 7月 31日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2016年 8月 8日（月） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2016年 8月 9日（火） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2016年 8月 10日（水） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2016年 8月 11日（木・祝）岩手県フットボールセンター（岩手県紫波郡） 

2016年 8月 18日（木） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2016年 8月 19日（金） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2016年 8月 20日（土） 北陸大学フットボールパーク （石川県金沢市） 

■2次選考試験：受験者数 96名 

2016年 9月 10日（土）～11日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

 2016年 9月 24日（土）～25日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

2016年 10月 1日（土）～2日（日）  御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 28名 

2016年 12月 10 日（土）～11日（日） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

 

〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 138名 

2016年 8月 19日（金） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2016年 8月 22日（月） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2016年 8月 23日（火） しんよこフットボールパーク（神奈川県横浜市） 

2016年 8月 25日（木） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■2次選考試験：受験者数 29名 

2016年 9月 18日（日）～19日（月・祝） 御殿場高原時之栖（静岡県御殿場市） 

■最終選考試験：受験者数 18名 

2016年 10月 1日（土）～2日（日） 帝人アカデミー富士（静岡県裾野市） 

 23 JFAアカデミー熊本宇城 2017年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 〔男子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 46名 

2016年 9月 22日（木・祝）宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

2016年 9月 25日（日）  宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■2次選考試験：受験者数 34名 

2016年 10月 15 日（土） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 
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2016年 10月 16 日（日） 宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

■最終選考試験：受験者数 24名 

2016年 12月 16 日（金）～18日（日）  

宇城市立ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市） 

 

 24 JFAアカデミー堺 2017年度入校生選考試験の件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 60名 

2016年 8月 19日（金） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2016年 8月 22日（月） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■2次選考試験：受験者数 43名 

2016年 10月 1日（土）～2日（日） 関西医療大学（大阪府泉南郡） 

・J-GREEN堺（大阪府堺市） 

■最終選考試験：受験者数 23名 

2016年 10月 29日（土）～10月 30日（日） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

 

 25 JFAアカデミー今治 2017年度入校生選考試験の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔女子〕 

①選考試験 

■1次選考試験：受験者数 21名 

2016年 8月 19日（金） J-GREEN堺（大阪府堺市） 

2016年 8月 30日（火） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

■2次選考試験：受験者数 19名 

2016年 10月 15日（土）～16日（日） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

■最終選考試験：受験者数 14名 

2016年 12月 3日（金）～4日（日） 桜井海浜ふれあい広場サッカー場（愛媛県今治市） 

  

 26 2016年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 追加合格者の件 

  2016 年度ゴールキーパーA 級コーチ養成講習会の追加合格者として、以下の 1 名を決定し

た。 

諸岡 信教 

 

 27 2016年度ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 追加合格者の件 

  2016年度ゴールキーパーC級コーチ養成講習会の追加合格者として、以下の 8名を決定した。 

 

安藤 友司   石津  惇   猪瀬 拓也   北内 直人   小林 拓矢 

西村 一志   本田 貴宏   矢野 友和 
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 28 2017年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会 追加合格者の件 

  2017年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会の追加合格者として、以下の 4名を決定した。 

垣内 嘉弘   工藤 輝央   飛石 孝行   林  完俊 

 

 29 2017年度 A級コーチジェネラル養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№3＜別ファイル＞ 

 

 30 2017年度 A級コーチ U-15養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№4＜別ファイル＞ 

 

 31 2017年度 A級コーチ U-12養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№5＜別ファイル＞ 

 

 32 2017年度 B級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№6＜別ファイル＞ 

 

 33 2017年度 GK-C級コーチ養成講習会開催要項の件 

  （報告）資料№7＜別ファイル＞ 

 

 34 2016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 3名を S級コーチとして認定した。 

 

氏  名   : 原崎 政人（はらさき まさと） 

指導チーム : ベガルタ仙台ユース 

生年月日   : 1974 年 8月 13日 

資  格   : 2010 年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴   :  2005 年      大宮アルディージャ U-12 コーチ 

指 導 歴   : 2006 年～2008年   大宮アルディージャユース コーチ 

指 導 歴   :  2009 年～2011年   東洋大学 コーチ 

指 導 歴   :  2012 年～2015年   ベガルタ仙台 コーチ 

指 導 歴   :  2016 年～2017年   ベガルタ仙台アカデミー コーチ 

指 導 歴   :  2017 年～          ベガルタ仙台ユース 監督 

 

氏  名 ： 平岡 宏章（ひらおか ひろあき）       

指導チーム： 清水エスパルスユース  

生年月日 ：  1969 年 9月 2日 
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資  格 ：  2005 年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：  1999 年        アルビレックス新潟サッカースクール コーチ 

       2000年～2002年   アルビレックス新潟 アシスタントコーチ 

       2003 年～2006年   アルビレックス新潟 コーチ 

       2007 年～2008年   アルビレックス新潟シンガポール 監督 

       2009 年        アルビレックス新潟ジュニアユース コーチ 

2010年        アルビレックス新潟ジュニアユース 監督 

       2011 年～2014年 7月 清水エスパルスユース コーチ 

       2014 年 8月～    清水エスパルスユース 監督 

 

氏  名 ： 廣山 望（ひろやま のぞみ）          

指導チーム： JFAアカデミー福島/U-15日本代表 

生年月日 ： 1977 年 5月 6日   

資  格 ：  2015年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：  2014 年            JFAアカデミー福島 U-15B監督 

       2015 年        JFAアカデミー福島 U-15 監督 

       2016 年          JFAアカデミー福島 U-18チャレンジ 監督 

       2017 年        JFAアカデミー福島 U-14 監督/U-15日本代表 コーチ 

 

※ 現 S級コーチライセンス保持者数：453名（上記 3名含む） 

※ 2016年度 S級コーチ認定者数   ： 5名/21名中（2017年 3月 9日現在） 

 

 


