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＜公益目的事業（サッカー普及振興事業）＞ 

 
Ⅰ 日本代表関連事業 
 

１ SAMURAI BLUE（日本代表） 

 

(1) 2018FIFAワールドカップロシア TMアジア 2次予選兼 AFCアジアカップ UAE2019予選 

 

①日  時：3月 24 日（木） 19:34キックオフ 

会  場：埼玉／埼玉スタジアム２００２ 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 5-0（1-0）アフガニスタン代表 

入場者数：48,967人 

 

②日  時：3月 29 日（火） 19:34キックオフ 

会  場：埼玉／埼玉スタジアム２００２ 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 5-0（1-0）シリア代表 

入場者数：57,475人 

 

(2) 2018FIFAワールドカップロシア TMアジア最終予選 Road to Russia 

 

①日  時：9月 1日（木） 19:35 キックオフ 

会  場：埼玉／埼玉スタジアム 2002 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 1-2（1-1）アラブ首長国連邦（UAE）代表 

入場者数：58,895人 

 

②日  時：9月 6日（火） 19:15 キックオフ 

会  場：Rajamangala Stadium 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 2-0（1-0）タイ代表 

入場者数：44,500人 

 

③日  時：10 月 6日（木） 19:35キックオフ 

会  場：埼玉／埼玉スタジアム２００２ 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 2-1（1-0）イラク代表 

入場者数：57,768人 

 

④日  時：10 月 11 日（火） 20:00キックオフ 

会  場：Docklands Stadium 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 1-1（1-0）オーストラリア代表 

入場者数：48,460人 

 

⑤日  時：11月 15 日（火） 19:35キックオフ 

会  場：埼玉／埼玉スタジアム２００２ 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 2-1（1-0）サウジアラビア代表 

入場者数：58,420人 

 

(3) 国際親善試合等 

 

①キリンカップサッカー2016 

【M1】6月 3日（金） 16:04キックオフ 

会  場：愛知／豊田スタジアム 

対  戦：ボスニア・ヘルツェゴビナ代表  2-2（0-2）PK 4-3 デンマーク代表  

入場者数：14,001人 

【M2】6月 3日（金） 19:42キックオフ 
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会  場：愛知／豊田スタジアム 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 7-2（4-0）ブルガリア代表  

入場者数：41,940人 

【M3】6月 7日（火） 16:04キックオフ 大阪／市立吹田サッカースタジアム 

対  戦：デンマーク代表  4-0（1-0）ブルガリア代表  

入場者数：14,226人 

【M4】6月 7日（火） 19:34キックオフ 大阪／市立吹田サッカースタジアム 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 1-2（1-1）ボスニア・ヘルツェゴビナ代表  

入場者数：35,589人 

【最終順位】 

第 1位 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 

第 2位 SAMURAI BLUE（日本代表） 

第 3位 デンマーク代表 

 

②キリンチャレンジカップ 2016 

日  時：11月 11日（金） 19:23キックオフ 

会  場：茨城／茨城県立カシマサッカースタジアム 

対  戦：SAMURAI BLUE（日本代表） 4-0（2-0）オマーン代表 

入場者数：33,709人 

 

(4) トレーニングキャンプ（※ゴールキーパーのみ） 

 

活動期間    10月 17日（月）～19日（水）   大阪 

   

 

２ U-23（リオデジャネイロオリンピック 2016）日本代表 

 

(1) AFC U-23選手権カタール 2016 

 

活動期間 1月 2日（土）～31日（日） 

キャンプ 1月 2日（土）～11日（月・祝） カタール 

大会期間 1月 12 日（火）～30日（土） カタール 

 

   ＜国際親善試合第 1戦＞ 

 日  時：1月 6日（水） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Al Ahli Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 2-1（1-0）U-23シリア代表 

＜国際親善試合第 2戦＞ 

 日  時：1月 7日（木） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Al Ahli Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 2-0（2-0）U-23ベトナム代表 

＜グループステージ第 1戦＞ 

 日  時：1月 13 日（水） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Grand Hamad Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 1-0（1-0）U-23朝鮮民主主義人民共和国代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

 日  時：1月 16 日（土） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Grand Hamad Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 4-0（1-0）U-23タイ代表 

＜グループステージ第 3戦＞ 

 日  時：1月 19 日（火） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Suhaim Bin Hamad Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 2-1（1-0）U-23サウジアラビア代表 
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＜準々決勝＞ 

 日  時：1月 22 日（金） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Abdullah Bin Khalifa Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 3-0（0-0, 0-0, 1-0, 2-0）U-23イラン代表 

＜準決勝＞ 

 日  時：1月 26 日（火） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Abdullah Bin Khalifa Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 2-1（1-1）U-23イラク代表 

＜決勝＞ 

 日  時：1月 30 日（土） 17:45キックオフ（現地時間） 

    会  場：Abdullah Bin Khalifa Stadium 

    対  戦：U-23日本代表 3-2（0-1）U-23韓国代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-23 日本代表 

 第 2位 U-23 韓国代表 

 第 3位 U-23 イラク代表 

 

※U-23日本代表含め、上位 3チームが第 31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）

の出場権を獲得した。 

 

(2) 海外遠征 

 

①活動期間  3月 21 日（月・振休）～30日（水） ポルトガル 

＜国際親善試合＞ 

日  時：3月 25日（金） 15:36キックオフ（現地時間） 

会  場：Estadio Municipal de Rio Maior  

対  戦：U-23 日本代表 2-1（2-0）U-23メキシコ代表 

 

②第 44回トゥーロン国際大会 2016 

  活動期間  5月 17 日（火）～29日（日） 

      大会期間  5月 21 日（土）～27日（金） フランス 

  ＜グループステージ第 1戦＞ 

 日  時：5月 21 日（土） 16:15キックオフ（現地時間） 

    会  場：Stade De Lattre  

    対  戦：U-23日本代表 1-2（0-1）U-21パラグアイ代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

 日  時：5月 23 日（月） 17:15キックオフ（現地時間） 

    会  場：Stade De Lattre 

    対  戦：U-23日本代表 0-1（0-1）U-20ポルトガル代表 

＜グループステージ第 3戦＞ 

 日  時：5月 25 日（水） 17:15キックオフ（現地時間） 

    会  場：Stade Antoine Baptiste  

    対  戦：U-23日本代表 2-1（2-1）U-23ギニア代表 

＜グループステージ第 4戦＞ 

 日  時：5月 27 日（金） 17:15キックオフ（現地時間） 

    会  場：Stade Leo-Lagrange  

    対  戦：U-23日本代表 0-1（0-1）U-22イングランド代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-22 イングランド代表 

 第 2位 U-20 フランス代表 

 第 3位 U-20 ポルトガル代表 

    （U-23日本代表はグループステージ敗退） 
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(3) トレーニングキャンプ 

 

活動期間  4月 11 日（月）～13日（水） 静岡 

 

(4) 国際親善試合等 

 

①活動期間  5月 9日（月）～12日（木） 佐賀 

＜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～＞ 

日  時：5月 11日（水） 19:15キックオフ 

会  場：佐賀/ベストアメニティスタジアム 

対  戦：U-23 日本代表  3-0（3-0）ガーナ代表 

入場者数：11,038人  

 

②活動期間  6月 26 日（日）～30日（木） 長野 

＜キリンチャレンジカップ 2016＞ 

日  時：6月 29日（水） 19:34キックオフ 

会  場：長野/松本平広域公園総合球技場 

対  戦：U-23 日本代表  4-1（3-1）U-23南アフリカ代表 

入場者数：15,571人 

 

(5) 第 31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ） 

 

活動期間 7月 19 日（火）～8月 13日（土） 

キャンプ 7月 19 日（火）～31日（日）    千葉、ブラジル 

大会期間 8月 4日（木）～20日（土） ブラジル 

＜国際親善試合＞ 

 日  時：7月 30 日（土） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Estadio Serra Dourada  

    対  戦：U-23日本代表 0-2（0-2）U-23ブラジル代表 

＜グループステージ第 1戦＞ 

 日  時：8月 4日（木） 21:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Arena Amazonia Manaus  

    対  戦：U-23日本代表 4-5（2-3）U-23ナイジェリア代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

 日  時：8月 7日（日） 21:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Arena Amazonia Manaus  

    対  戦：U-23日本代表 2-2（0-0）U-23コロンビア代表 

＜グループステージ第 3戦＞ 

 日  時：8月 10 日（水） 19:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Arena Fonte Nova Salvador  

    対  戦：U-23日本代表 1-0（0-0）U-23スウェーデン代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-23 ブラジル代表 

 第 2位 U-23 ドイツ代表 

 第 3位 U-23 ナイジェリア代表 

    （U-23日本代表はグループステージ敗退） 

 

 

３ U-19（FIFA U-20ワールドカップ 2017）日本代表 

 

(1) 海外遠征 

 

①活動期間 8月 28 日（日）～9月 8日（木） フランス、アラブ首長国連邦 
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＜国際親善試合第1戦＞ 

    日  時：8月31日（水） 17:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Pibarot Stadium 

    対  戦：U-19日本代表 3-0（0-0）U-19フランス代表 

＜国際親善試合第2戦＞ 

    日  時：9月3日（土） 14:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Les Bourgognes Stadium 

    対  戦：U-19日本代表 1-4（0-0）U-19フランス代表 

＜国際親善試合第3戦＞ 

    日  時：9月7日（水） 17:45キックオフ（現地時間） 

    会  場：AL-SHABAB FOOTBALL CLUB 

    対  戦：U-19日本代表 4-2（2-1）U-19アラブ首長国連邦代表 

 

②活動期間 11月 30 日（水）～12月 10日（土） アルゼンチン 

＜国際親善試合第1戦＞ 

    日  時：12月5日（月） 16:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Ezeria,Buenos Aires 

    対  戦：U-19日本代表 1-2（0-1）U-19アルゼンチン代表 

＜国際親善試合第2戦＞ 

    日  時：12月7日（水） 10:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Ezeria,Buenos Aires 

    対  戦：U-19日本代表 1-2（1-0）U-19アルゼンチン代表 

 

(2) バーレーン U-19 カップ 2016 

 

活動期間 3月 19 日（土）～30日（水） 

大会期間 3月 22 日（火）～28日（月） バーレーン 

＜第 1戦＞ 

    日  時：3月 22 日（火） 16:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Khalifa Stadium 

    対  戦：U-19日本代表 0-2（0-1）U-19マリ代表 

   ＜第 2戦＞ 

    日  時：3月 25 日（金） 18:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Khalifa Stadium 

    対  戦：U-19日本代表 3-2（2-1）U-19バーレーン代表 

   ＜第 3戦＞ 

    日  時：3月 28 日（月） 16:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Khalifa Stadium  

    対  戦：U-19日本代表 2-3（1-1）U-19メキシコ代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-19 メキシコ代表 

 第 2位 U-19 マリ代表 

 第 3位 U-19 日本代表 

 第 4位 U-19 バーレーン代表 

 

(3) 2016 Suwon JS Cup 
 

活動期間 5月 16 日（月）～23日（月） 

大会期間 5月 18 日（水）～22日（日） 韓国 

＜第 1戦＞ 

    日  時：5月 18 日（水） 17:15キックオフ（現地時間） 

    会  場：Suwon World Cup Stadium  

    対  戦：U-19日本代表 1-3（1-3）U-19フランス代表 
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   ＜第 2戦＞ 

    日  時：5月 20 日（金） 16:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Suwon Sports Complex  

    対  戦：U-19日本代表 2-2（2-0）U-19ブラジル代表 

   ＜第 3戦＞ 

    日  時：5月 22 日（日） 14:50キックオフ（現地時間） 

    会  場：Suwon World Cup Stadium  

    対  戦：U-19日本代表 0-1（0-0）U-19韓国代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-19 韓国代表 

 第 2位 U-19 ブラジル代表 

 第 3位 U-19 フランス代表 

 第 4位 U-19 日本代表 

 

(4) Panda Cup 2016 
 

活動期間 6月 13 日（月）～20日（月） 

大会期間 6月 15 日（水）～19日（日） 中国 

＜第 1戦＞ 

    日  時：6月 15 日（水） 15:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Shuangliu Sports Centre Stadium 

    対  戦：U-19日本代表 5-0（0-0）U-19クロアチア代表 

   ＜第 2戦＞ 

    日  時：6月 17 日（金） 15:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Shuangliu Sports Centre Stadium 

    対  戦：U-19日本代表 2-1（2-0）U-19チェコ代表 

   ＜第 3戦＞ 

    日  時：6月 19 日（日） 15:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Shuangliu Sports Centre Stadium 

    対  戦：U-19日本代表 0-0（0-0）U-19中国代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-19 日本代表 

 第 2位 U-19 クロアチア代表 

 第 3位 U-19 中国代表 

 第 4位 U-19 チェコ代表 

 

(5) 2016 NTC招待大会 

 

活動期間 6月 27 日（月）～7月 5日（火） 

大会期間 6月 29 日（水）～7月 3日（日） アメリカ 

＜第 1戦＞ 

    日  時：6月 29 日（水） 15:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Glenn“Mooch”Myernick Field 

    対  戦：U-19日本代表 0-0（0-0）U-19パナマ代表 

   ＜第 2戦＞ 

    日  時：7月 1日（金） 14:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Glenn“Mooch”Myernick Field 

    対  戦：U-19日本代表 3-0（3-0）U-19コスタリカ代表 

   ＜第 3戦＞ 

    日  時：7月 3日（日） 15:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：Glenn“Mooch”Myernick Field 

    対  戦：U-19日本代表 1-2（1-1）U-19アメリカ代表 

【最終順位】 
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 第 1位 U-19 アメリカ代表 

 第 2位 U-19 日本代表 

 第 3位 U-19 パナマ代表 

 第 4位 U-19 コスタリカ代表 

 

(6) トレーニングキャンプ 

 

①活動期間  3月 6日（日）～9日（水）    東京 

②活動期間  4月 11日（月）～13日（水）   大阪 

③活動期間  4月 25日（月）～27日（水） 静岡 

④活動期間  7月 17日（日）～20日（水）   宮城 

⑤活動期間  9月 25日（日）～26日（月） 東京 

 

(7) 第 40回 2016 SBSカップ国際ユースサッカー 

 

活動期間 8月 8日（月）～14日（日） 

キャンプ 8月 8日（月）～10日（水） 静岡 

大会期間 8月 11 日（木・祝）～14日（日） 静岡 

＜第 1戦＞ 

    日  時：8月 11 日（木・祝） 17:20キックオフ 

    会  場：静岡/藤枝総合運動公園サッカー場 

    対  戦：U-19日本代表 0-1（0-0）U-19コスタリカ代表 

   ＜第 2戦＞ 

    日  時：8月 12 日（金） 16:00キックオフ 

    会  場：静岡/愛鷹広域公園多目的競技場  

    対  戦：U-19日本代表 1-1（0-1）PK 2-4 静岡ユース 

   ＜第 3戦＞ 

    日  時：8月 14 日（日） 16:00キックオフ 

    会  場：静岡/エコパスタジアム 

    対  戦：U-19日本代表 0-1（0-0）U-19スロバキア代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-19 スロバキア代表 

 第 2位 静岡ユース 

 第 3位 U-19 コスタリカ代表 

 第 4位 U-19 日本代表 

 

(8) AFC U-19選手権バーレーン 2016 

     

活動期間 10月 3日（月）～31日（月） 

キャンプ 10月 3日（月）～12日（水） 静岡、アラブ首長国連邦 

大会期間 10月 13 日（木）～30日（日） バーレーン 

＜グループステージ第 1戦＞ 

     日  時：10月 14日（金） 16:30キックオフ（現地時間） 

     会  場：Bahrain National Stadium  

     対  戦：U-19 日本代表 3-0（0-0）U-19イエメン代表 

    ＜グループステージ第 2戦＞ 

     日  時：10月 17日（月） 16:30キックオフ（現地時間） 

     会  場：Bahrain National Stadium  

     対  戦：U-19 日本代表 0-0（0-0）U-19イラン代表 

    ＜グループステージ第 3戦＞ 

     日  時：10月 20日（木） 16:30キックオフ（現地時間） 

     会  場：Bahrain National Stadium  

     対  戦：U-19 日本代表 3-0（2-0）U-19カタール代表 
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    ＜準々決勝＞ 

     日  時：10月 24日（月） 16:15キックオフ（現地時間） 

     会  場：Bahrain National Stadium  

     対  戦：U-19 日本代表 4-0（2-0）U-19タジキスタン代表 

    ＜準決勝＞ 

     日  時：10月 27日（木） 19:15キックオフ（現地時間） 

     会  場：Bahrain National Stadium  

     対  戦：U-19 日本代表 3-0（2-0）U-19ベトナム代表 

    ＜決勝＞ 

     日  時：10月 30日（日） 17:30キックオフ（現地時間） 

     会  場：Bahrain National Stadium  

     対  戦：U-19 日本代表 0-0（0-0,0-0,0-0,0-0）PK 5-3 U-19サウジアラビア代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-19 日本代表 

 第 2位 U-19 サウジアラビア代表 

 第 3位 U-19 ベトナム代表、U-19イラン代表 

 

※上位4チームに開催国（韓国）を加えた計5チームが、FIFA U-20ワールドカップ韓国2017 

の出場権を獲得した。 

 

 

４ U-18日本代表 

 

(1) 第 28回バレンティン・グラナトキン国際フットボールトーナメント 

 

活動期間 2015年 12月 31 日（木）～1月 14日（木） 

大会期間 1月 3日（日）～12日（火） ロシア 

＜グループステージ第 1戦＞ 

 日  時：1月 3日（日） 14:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 0-3（0-1）U-18スロバキア代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

 日  時：1月 4日（月） 19:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 3-4（2-1）U-18サンクトペテルブルグ選抜 

＜グループステージ第 3戦＞ 

 日  時：1月 7日（木） 14:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 2-2（0-2）U-18リトアニア代表 

＜グループステージ第 4戦＞ 

 日  時：1月 9日（土） 14:15キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 3-1（2-0）U-18ベラルーシ代表 

＜9 位決定戦＞ 

 日  時：1月 11 日（月・祝） 14:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Peterburgsky SCC  

 対  戦：U-18日本代表 3-2（0-2）U-18カザフスタン代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-18 スロベニア代表 

 第 2位 U-18 サンクトペテルブルグ選抜 

 第 3位 U-18 ロシア代表 

（U-18日本代表は 14 チーム中 9位） 

 



11 

 

 

５ U-17日本代表 

 

(1) サニックス杯国際ユースサッカー大会 2016 

 

活動期間 3月 15 日（火）～20日（日・祝） 

キャンプ 3月 15 日（火）～16日（水） 福岡 

大会期間 3月 17 日（木）～20日（日・祝）  福岡 

＜グループステージ第 1戦＞ 

    日  時：3月 17 日（木） 10:00キックオフ 

    会  場：福岡/グローバルアリーナスタジアム 

    対  戦：U-17日本代表 0-0（0-0）PK 5-3 U-17ウズベキスタン代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

 日  時：3月 17 日（木） 16:10キックオフ 

 会  場：福岡/グローバルアリーナフィールド A 

 対  戦：U-17日本代表 3-0（2-0）U-17韓国高校連盟選抜 

＜グループステージ第 3戦＞ 

 日  時：3月 18 日（金） 11:50キックオフ 

 会  場：福岡/グローバルアリーナフィールド B 

 対  戦：U-17日本代表 8-1（2-0）U-17北京選抜 

＜準々決勝＞ 

 日  時：3月 19 日（土） 9:30キックオフ 

 会  場：福岡/グローバルアリーナフィールド A 

 対  戦：U-17日本代表 3-2（1-1）九州国際大学付属高校 

＜準決勝＞ 

 日  時：3月 19 日（土） 14:00キックオフ 

 会  場：福岡/グローバルアリーナスタジアム 

 対  戦：U-17日本代表 3-0（1-0）青森山田高校 

＜決勝＞ 

 日  時：3月 20 日（日・祝） 13:30キックオフ 

 会  場：福岡/グローバルアリーナスタジアム 

 対  戦：U-17日本代表 1-0（1-0）東福岡高校 

【最終順位】 

 第 1位 U-17 日本代表 

 第 2位 東福岡高校 

 第 3位 青森山田高校 

    

(2) 第 20回国際ユースサッカーin新潟大会 

 

活動期間 7月 12 日（火）～18日（月・祝） 

キャンプ 7月 12 日（火）～15日（金） 新潟 

大会期間 7月 16 日（土）～18日（月・祝）  新潟 

＜第 1戦＞ 

 日  時：7月 16 日（土） 17:00キックオフ 

    会  場：新潟/スポアイランド聖籠 

    対  戦：U-17日本代表 2-0（0-0）U-17メキシコ代表 

＜第 2戦＞ 

 日  時：7月 17 日（日） 17:00キックオフ 

    会  場：新潟/スポアイランド聖籠 

    対  戦：U-17日本代表 1-1（1-1）U-17クロアチア代表 

＜第 3戦＞ 

 日  時：7月 18 日（月・祝） 15:50キックオフ 



12 

    会  場：新潟/デンカビッグスワンスタジアム 

    対  戦：U-17日本代表 1-2（0-1）U-17新潟選抜 

【最終順位】 

 第 1位 U-17 メキシコ代表 

 第 2位 U-17 日本代表 

 第 3位 U-17 クロアチア代表 

 第 4位 U-17 新潟選抜 

 

(3) 第 23回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント 

 

活動期間 8月 13 日（土）～22日（月） 

キャンプ 8月 13 日（土）～15日（月）  チェコ 

大会期間 8月 16 日（火）～20日（土） チェコ 

＜グループステージ第 1戦＞ 

 日  時：8月 16 日（火） 17:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：SK Klatovy 1898 

    対  戦：U-17日本代表 0-1（0-0）U-17ウクライナ代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

 日  時：8月 17 日（水） 17:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：FK Tachov 

    対  戦：U-17日本代表 3-2（0-1）U-17チェコ代表 

＜グループステージ第 3戦＞ 

 日  時：8月 19 日（金） 17:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：TJ Dynamo ZCE Plzen 

    対  戦：U-17日本代表 7-0（5-0）U-17アラブ首長国連邦代表 

＜3 位決定戦＞ 

 日  時：8月 20 日（土） 11:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：FK Tachov 

    対  戦：U-17日本代表 2-0（1-0）U-17ハンガリー代表 

【最終順位】 

 第 1位 U-17 アメリカ代表 

 第 2位 U-17 チェコ代表 

 第 3位 U-17 日本代表 

      

 

６ U-16（FIFA U-17ワールドカップ 2017）日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

 

①活動期間 2月 11 日（木・祝）～15日（月） 静岡 

②活動期間 8月 22日（月）～26日（金） 鹿児島 

 

(2) U-16インターナショナルドリームカップ 2016 JAPAN Presented by JFA 

 

活動期間 6月 20日（月）～6月 26日（日） 

大会期間 6月 22日（水）～6月 26日（日） 鳥取 

＜第 1戦＞ 

 日  時：6月 22 日（水） 18:00キックオフ 

 会  場：鳥取/鳥取市営サッカー場バードスタジアム 

 対  戦：U-16日本代表  4-1 （3-1）U-16ハンガリー代表 

 入場者数：2,000人 

＜第 2戦＞ 

 日  時：6月 24 日（金） 18:00キックオフ 
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 会  場：鳥取/鳥取市営サッカー場バードスタジアム 

 対  戦：U-16日本代表  1-2 （1-0）U-16マリ代表 

入場者数：2,200 人 

＜第 3戦＞ 

 日  時：6月 26 日（日） 14:30キックオフ 

 会  場：鳥取/鳥取市営サッカー場バードスタジアム 

 対  戦：U-16日本代表  6-0 （3-0）U-16メキシコ代表 

 入場者数：5,200人 

【最終順位】 

 第 1位 U-16 マリ代表 

 第 2位 U-16 日本代表 

 第 3位 U-16 ハンガリー代表 

 第 4位 U-16 メキシコ代表 

 

(3) 海外遠征 

 

①活動期間  5月 27 日（金）～6月 8日（水） インド、ベトナム 

＜国際親善試合＞  

    日  時：6月 1日（水） 20:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：PJN Stadium 

    対  戦：U-16日本代表  4-0（2-0）U-18インド代表 

 

②活動期間  7月 11 日（月）～7月 19日（火） オマーン 

＜国際親善試合第 1戦＞  

    日  時：7月 13 日（水） 19:30キックオフ（現地時間） 

    会  場：Sultan Qaboos Sports Complex 

    対  戦：U-16日本代表  2-0（1-0）U-16オマーン代表  

＜国際親善試合第 2戦＞  

    日  時：7月 17 日（日） 19:15キックオフ（現地時間） 

    会  場：Sultan Qaboos Sports Complex 

    対  戦：U-16日本代表  2-2（1-0）U-16オマーン代表   

 

(4) AFC U-16選手権インド 2016 

 

活動期間 9月 7日（水）～10月 1日（土）  

キャンプ 9月 7日（水）～14日（水） 茨城、インド 

大会期間   9月 15日（木）～10月 2日（日）  インド 

＜グループステージ第 1戦＞ 

    日  時：9月 16 日（金） 20:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：GMC Stadium   

    対  戦：U-16日本代表  7-0（3-0）U-16ベトナム代表 

   ＜グループステージ第 2戦＞ 

    日  時：9月 19 日（月・祝） 16:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：GMC Stadium   

    対  戦：U-16日本代表  8-0（3-0）U-16キルギス代表 

   ＜グループステージ第 3戦＞ 

    日  時：9月 22 日（木・祝） 16:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：GMC Stadium   

    対  戦：U-16日本代表  6-0（1-0）U-16オーストラリア代表 

   ＜準々決勝＞ 

    日  時：9月 25 日（日） 20：00キックオフ（現地時間） 

    会  場：GMC Stadium    

    対  戦：U-16日本代表  1-0（1-0）U-16アラブ首長国連邦代表 



14 

   ＜準決勝＞ 

    日  時：9月 29 日（木） 16:00キックオフ（現地時間） 

    会  場：GMC Stadium   

    対  戦：U-16日本代表 2-4（2-1）U-16イラク代表 

  【最終順位】 

    第 1位 U-16イラク代表 

    第 2位 U-16イラン代表 

    第 3位 U-16日本代表、U-16朝鮮民主主義人民共和国代表 

 

※上位4チームに開催国（インド）を加えた計5チームが、FIFA U-17ワールドカップインド2017  

の出場権を獲得した。 

 

(5) スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）プログラム 中央アジア・日本 U-16サッカー交流 

 

活動期間 2月 27日（土）～3月 7日（月） 

大会期間 3月 1日（火）～4日（金） ウズベキスタン 

＜第 1戦＞ 

 日  時：3月 1日（火） 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：JAR Stadium reserve pitch 

 対  戦：U-16日本代表  0-0（0-0）U-16イラン代表 

＜第 2戦＞ 

 日  時：3月 2日（水） 11:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：JAR Stadium reserve pitch 

 対  戦：U-16日本代表  1-0（1-0）U-16トルクメニスタン代表 

＜第 3戦＞ 

 日  時：3月 4日（金） 15:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：JAR Stadium  

 対  戦：U-16日本代表  2-0 （0-0）U-16ウズベキスタン代表 

【最終順位】 

    第 1位 U-16日本代表 

    第 2位 U-16ウズベキスタン代表 

    第 3位 U-16イラン代表 

    第 4位 U-16トルクメニスタン代表 

 

(6) International Youth（U-17）Four Countries Football Tournament 

 

活動期間 5月 7日（土）～15日（日） 

大会期間 5月 10 日（火）～14日（土） 中国 

＜第 1戦＞ 

 日  時：5月 10 日（火） 14:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiang yin Sports centre stadium 

 対  戦：U-16日本代表  3-1 （2-1）U-17ウズベキスタン代表 

＜第 2戦＞ 

 日  時：5月 12 日（木） 19:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiang yin Sports centre stadium 

 対  戦：U-16日本代表  5-1（2-0）U-17中国代表 

＜第 3戦＞ 

 日  時：5月 14 日（土） 19:30キックオフ（現地時間） 

 会  場：Jiang yin Sports centre stadium 

 対  戦：U-16日本代表  4-1（2-1）U-17イラン代表 

【最終順位】 

    第 1位 U-16日本代表 

    第 2位 U-17イラン代表 
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    第 3位 U-17ウズベキスタン代表 

    第 4位 U-17中国代表 

 

(7) COPA UC 2016 
 

活動期間 12月 12 日（月）～21日（水） 

大会期間 12月 14 日（水）～19日（月） チリ 

＜グループステージ第 1戦＞ 

 日  時：12 月 14 日（水） 21:10キックオフ（現地時間） 

 会  場：Estadio San Carlos de Apoquindo 

 対  戦：U-16日本代表  1-1（0-0）U-17ウニベルシダ・カトリカ 

＜グループステージ第 2戦＞ 

 日  時：12 月 15 日（木） 12:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Estadio San Carlos de Apoquindo 

 対  戦：U-16日本代表  0-2（0-0）U-16メキシコ代表 

＜グループステージ第 3戦＞ 

 日  時：12 月 16 日（金） 12:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Estadio San Carlos de Apoquindo 

 対  戦：U-16日本代表  4-1（2-0）U-16ペルー代表 

＜5～8位決定戦＞ 

 日  時：12 月 17 日（土） 12:00キックオフ（現地時間） 

 会  場：Estadio San Carlos de Apoquindo 

 対  戦：U-16日本代表  1-1（1-0）PK 3-4 U-16チリ代表 

＜7・8位決定戦＞ 

      日  時：12月 19 日（月） 10:30キックオフ（現地時間） 

      会  場：Estadio San Carlos de Apoquindo 

      対  戦：U-16日本代表  3-0（1-0）U-16ペルー代表 

【最終順位】 

    第 1位 U-16メキシコ代表 

    第 2位 U-17ウニベルシダ・カトリカ 

    第 3位 U-16パラグアイ代表 

    （U-16日本代表は 8チーム中第 7位） 

 

 

７ U-15（FIFA U-17ワールドカップ 2017）日本代表 

 

(1) 第 13回デッレナツィオーニトーナメント 

 

活動期間 4月 20日（水）～5月 3日（火・祝） 

大会期間 4月 24日（日）～5月 1日（日） イタリア、オーストリア、ス

ロベニア 

＜グループステージ第 1戦＞ 

   日  時：4月 24日（日） 14:00キックオフ（現地時間） 

   会  場：Klagenfurt 

   対  戦：U-15日本代表  4-3（1-2）U-15ノルウェー代表 

   ＜グループステージ第 2戦＞ 

   日  時：4月 26日（火） 17:00キックオフ（現地時間） 

   会  場：Hermagor 

   対  戦：U-15日本代表  2-1（1-1）U-15メキシコ代表 

   ＜グループステージ第 3戦＞ 

   日  時：4月 28日（木） 14:00キックオフ（現地時間） 

   会  場：Kotschach 

   対  戦：U-15日本代表  6-2（3-1）U-15オーストリア代表 
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   ＜準決勝＞ 

   日  時：4月 29日（金・祝） 17:00キックオフ（現地時間） 

   会  場：Tolmin 

   対  戦：U-15日本代表  2-2（0-2）（PK 5-4）U-15ロシア代表 

   ＜決勝＞ 

   日  時：5月 1日（日） 18:00 キックオフ（現地時間） 

   会  場：Gradisca 

   対  戦：U-15日本代表  1-2（0-1）U-15スロベニア代表 

  【最終順位】 

   第 1位  U-15 スロベニア代表 

   第 2位  U-15 日本代表 

   第 3位  U-15 ロシア代表 

 

 

８ 大学選抜男子（2017ユニバーシアード） 

 

(1) 海外遠征 

 

活動期間 3月 9日（水）～18日（金） マレーシア  

＜国際親善試合第 1戦＞ 

日  時：3月 12日（土） 20:45キックオフ（現地時間） 

   会  場：Stadium MPPG 

   対  戦：全日本大学選抜 1-1（0-1）ジョホール・ダルル・タクジム FC セカンドチーム 

＜国際親善試合第 2戦＞ 

日  時：3月 14日（月） 17:00キックオフ（現地時間） 

   会  場：Jurong East Stadium 

   対  戦：全日本大学選抜 3-0（1-0）アルビレックス新潟シンガポール 

＜国際親善試合第 3戦＞ 

日  時：3月 16日（水） 16:00キックオフ（現地時間） 

   会  場：Stadium MPPG 

   対  戦：全日本大学選抜 5-0（1-0）ジョホール・ダルル・タクジム FC セカンドチーム 

 

 

９ なでしこジャパン（日本女子代表） 

  

(1) トレーニングキャンプ 

 

①活動期間 1月 18 日（月）～26日（火） 沖縄 

②活動期間 2月 13 日（土）～19日（金） 沖縄 

③活動期間 9月 4日（日）～7日（水） 千葉 

④活動期間 12月 5日（月）～8日（木） 静岡 

 

(2) 第 31回オリンピック競技大会（2016/リオデジャネイロ）アジア最終予選 

 

活動期間：2月 22日（月）～3月 10日(木)  

キャンプ：2月 22日（月）～28 日(日)  大阪 

期  間：2月 29日（月）～3月 9日(水) 

会  場：大阪/キンチョウスタジアム、ヤンマースタジアム長居 

対  戦：朝鮮民主主義人民共和国、オーストラリア、中国、韓国、ベトナム 

 

日  時：2月 29日（月） 19:39キックオフ 

会  場：大阪/キンチョウスタジアム 

対  戦：オーストラリア女子代表 3-1（2-1） なでしこジャパン（日本女子代表） 
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入場者数：4,988 人 

 

日  時：3月 2日（水） 19:39キックオフ 

会  場：大阪/キンチョウスタジアム 

対  戦：なでしこジャパン（日本女子代表） 1-1（0-0） 韓国女子代表 

入場者数：5,605 人 

 

日  時：3月 4日(金) 19:39 キックオフ 

会  場：大阪/キンチョウスタジアム 

対  戦：なでしこジャパン（日本女子代表） 1-2（0-1） 中国女子代表 

入場者数：6,959 人 

 

日  時：3月 7日(月) 19:39 キックオフ 

会  場：大阪/キンチョウスタジアム 

対  戦：ベトナム女子代表 1-6（1-2） なでしこジャパン（日本女子代表） 

入場者数：3,418 人 

 

日  時：3月 9日(水) 19:39 キックオフ 

会  場：大阪/キンチョウスタジアム 

対  戦：なでしこジャパン（日本女子代表） 1-0（0-0） 朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

入場者数：4,766 人 

 

※オーストラリア女子代表および中国女子代表が、第 31回オリンピック競技大会（2016/リオデ

ジャネイロ）の出場権を獲得した。 

 

(3) 海外遠征 

 

①活動期間 5月 30 日(月)～6月 7日(火) アメリカ 

＜国際親善試合 第 1戦＞ 

日  時：6月 2日(木) 19:30 キックオフ(現地時間) 

会  場：Dick's Sporting Goods Park 

対  戦：日本女子代表 3-3（2-1） アメリカ女子代表 

＜国際親善試合 第 2戦＞ 

日  時：6月 5日(日) 13:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：FirstEnergy Stadium 

対  戦：日本女子代表 0-2（0-1） アメリカ女子代表 

※雷雨のため 76 分で試合が中断し、中止 

 

②活動期間 7月 16 日(土)～26日(火)  スウェーデン 

＜国際親善試合＞ 

日  時：7月 21日(木) 16:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：Guldfageln Arena 

対  戦：日本女子代表 0-3（0-0） 女子代表 

 

 

１０ U-23 日本女子代表 

 

(1) ラ・マンガ U-23 女子国際大会 2016 

 

活動期間 2月 27 日(土)～3月 8日(火) 

キャンプ 2月 27 日(土)～3月 1日(火)  スペイン 

大会期間 3月 2日(水)～3月 6日(日)  スペイン 

＜第 1戦＞ 
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日  時：3月 2日(水) 18:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：La Manga PitchA 

対  戦：U-23 日本女子代表 4-0（2-0） U-23ノルウェー女子代表 

＜第 2戦＞ 

日  時：3月 4日(金) 18:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：La Manga PitchA 

対  戦：U-23 日本女子代表 2-0（1-0） U-23スウェーデン女子代表 

＜第 3戦＞ 

日  時：3月 6日(日) 18:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：La Manga PitchA 

対  戦：U-23 日本女子代表 1-0（1-0） U-23ドイツ女子代表 

 

(2) トレーニングキャンプ 

 

活動期間 8月 20 日(土)～8月 23日(火) 千葉 

 

 

１１ U-20 日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

 

①活動期間 2月 21 日（日）～25日（木） 鹿児島             

②活動期間 4月 17 日(日)～20日(水) 高知県 

③活動期間 6月 19 日（日）～22日（水） 新潟 

④活動期間 10月 9日（日）～13日（木） 静岡 

                          

(2) 海外遠征 

 

① 活動期間 5月 22 日(日)～5月 28日(土) パプアニューギニア 

＜国際親善試合＞ 

日  時：5月 24日(火) 19:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：Sir John Guise Stadium 

対  戦：U-20 日本女子代表 10-0（6-0） U-20パプアニューギニア女子代表 

＜国際親善試合＞ 

日  時：5月 27日(金) 19:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：Sir John Guise Stadium 

対  戦：U-20 日本女子代表 5-0（3-0） U-20アメリカ女子代表 

 

②活動期間 8月 7日(日）～8月 17日(水） ドイツ 

＜国際親善試合＞ 

日  時：8月 12日(金) 16:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：Sportanlage am Haus Lütz 

対  戦：U-20 日本女子代表 1-0（1-0） U-20ドイツ女子代表 

＜トレーニングマッチ＞ 

日  時：8月 15日(月) 19:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：Grenzlandstadion Mönchengladbach 

対  戦：U-20 日本女子代表 5-0（2-0） ボルシア VfLメンヘングラットバッハ 

 

(3) FIFA U-20女子ワールドカップ パプアニューギニア 2016 

 

活動期間 11月 4日(金)～12月 4日(日) 

キャンプ 11月 4日(金)～8日(火) オーストラリア 

大会期間 11月 9日(水)～12月 4日(日) パプアニューギニア 
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   ＜グループステージ第 1戦＞ 

日  時：11月 13日(日) 19:00キックオフ(現地時間) 

会  場：Bava Park 

対  戦：U-20 日本女子代表 6-0（2-0） U-20ナイジェリア女子代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

日  時：11月 16日(水) 16:00キックオフ(現地時間) 

会  場：Bava Park 

対  戦：U-20 日本女子代表 0-1（0-0） U-20スペイン女子代表 

＜グループステージ第 3戦＞ 

日  時：11月 20日(日) 16:00キックオフ(現地時間) 

会  場：National Football Stadium 

対  戦：U-20 日本女子代表 5-0（2-0） U-20カナダ女子代表 

＜準々決勝＞ 

日  時：11月 24日(木) 19:30キックオフ(現地時間) 

会  場：National Football Stadium 

対  戦：U-20 日本女子代表 3-1（1-0） U-20ブラジル女子代表 

＜準決勝＞ 

日  時：11月 29日(火) 19:30キックオフ(現地時間) 

会  場：Sir John Guise Stadium 

対  戦：U-20 日本女子代表 1-2（0-0,0-0,0-2,1-0） U-20フランス女子代表 

＜3 位決定戦＞ 

日  時：12月 3日(土) 16:00 キックオフ(現地時間) 

会  場：National Football Stadium 

対  戦：U-20 日本女子代表 1-0（0-0） U-20アメリカ女子代表 

＜最終順位＞ 

第 1位 U-20朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

第 2位 U-20フランス女子代表 

第 3位 U-20日本女子代表 

 

 

１２ U-18 日本女子代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

 

活動期間 9月 11 日(日)～14日(水) 大阪 

 

 

１３ U-17 日本女子代表 

 

(1) 2016U-17女子 NTC招待 

 

活動期間 2月 7日(日)～17日(水) アメリカ 

＜第 1戦＞ 

日  時：2月 11日（木・祝）15:00キックオフ（現地時間） 

会  場：U.S.Soccer National Training Center 

対  戦：U-17 日本女子代表 5-0（3-0）U-17韓国女子代表 

＜第 2戦＞ 

日  時：2月 13日（土）15:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：U.S.Soccer National Training Center 

対  戦：U-17 日本女子代表 1-1（1-1）U-17イングランド女子代表 

＜第 3戦＞ 

日  時：2月 15日（月）15:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：U.S.Soccer National Training Center 
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対  戦：U-17 日本女子代表 1-2（0-2）U-17アメリカ女子代表 

＜最終順位＞ 

第 1位 U-17アメリカ女子代表 

第 2位 U-17日本女子代表 

第 3位 U-17韓国女子代表 

第 4位 U-17イングランド女子代表 

 

(2) CFA International Women’s Youth Football Tournament 2016 Weifang 

 

活動期間   7月 10日（日）～17日（日）        中国 

＜第 1戦＞ 

日  時：7月 12日（火）16:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：Weifang Olympic Sports Park Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 3-1（0-0）U-17カナダ女子代表 

＜第 2戦＞ 

日  時：7月 14日（木）19:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：Weifang Olympic Sports Park Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 0-1（0-1）U-17中国女子代表 

＜第 3戦＞ 

日  時：7月 16日（土）16:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：Weifang Olympic Sports Park Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 5-1（1-0）U-17ニュージーランド女子代表 

＜最終順位＞ 

第 1位 U-17中国女子代表 

第 2位 U-17日本女子代表 

第 3位 U-17カナダ女子代表 

第 4位 U-17ニュージーランド女子代表 

 

(3) トレーニングキャンプ 

 

① 活動期間 4月 24 日(日)～28日(木) 大阪 

② 活動期間 8月 22 日(月)～25日(木) 静岡 

 

(4) FIFA U-17女子ワールドカップヨルダン 2016 

 

活動期間 9月 20 日(火)～10月 23日(日) 

キャンプ  9月 20 日(火)～27日(火) 静岡、ヨルダン 

大会期間  9月 28 日(水)～10月 23日(日) 

ヨルダン＜グループステージ第 1戦＞ 

日  時：10月 1日（土）16:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：Prince Mohammed International Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 5-0（4-0）U-17ガーナ女子代表 

＜グループステージ第 2戦＞ 

日  時：10月 4日（火）19:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：King Abdullah Ⅱ International Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 5-0（4-0）U-17パラグアイ女子代表 

＜グループステージ第 3戦＞ 

日  時：10月 7日（金）19:00 キックオフ（現地時間） 

会  場：Amman International Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 3-2（0-1）U-17アメリカ女子代表 

＜準々決勝＞ 

日  時：10月 13日（木）19:00キックオフ（現地時間） 

会  場：Al Hassan International Stadium 
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対  戦：U-17 日本女子代表 3-0（2-0）U-17イングランド女子代表 

＜準決勝＞ 

日  時：10月 17日（月）19:00キックオフ（現地時間） 

会  場：King Abdullah ⅡInternational Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 3-0（1-0）U-17スペイン女子代表 

＜決勝＞ 

日  時：10月 21日（金）20:00キックオフ（現地時間） 

会  場：Amman Internatioal Stadium 

対  戦：U-17 日本女子代表 0-0（0-0,0-0,0-0,0-0）PK（4-5） 

U-17朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

   ＜最終順位＞ 

   第 1位 U-17 朝鮮民主主義人民共和国女子代表 

   第 2位 U-17 日本女子代表 

   第 3位 U-17 スペイン女子代表 

 

 

１４ 大学選抜女子（2017 ユニバーシアード） 

 

(1) トレーニングキャンプ 

 

活動期間 12月 6日（火）～8日（木） 静岡 

 

 

１５ フットサル日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

  

活動期間 10月 24 日（月）～26日（水） 愛知 

活動期間 12月 12 日（月）～14日（水） 愛知 

活動期間 12月 19 日（月）～21日（水） 愛知 

 

(2) 国際親善試合 

 

活動期間 1月 19 日（火）～30 日（土） 愛知、東京、大阪 

<第 1戦> 

日  時：1月 27日（水） 19:05 キックオフ 

会  場：東京／国立代々木競技場第一体育館 

対  戦：フットサル日本代表 3-2（1-1）フットサルコロンビア代表 

入場者数：3,323 人 

<第 2戦> 

日  時：1月 30日（土） 14:15 キックオフ 

会  場：大阪／大阪市中央体育館 

対  戦：フットサル日本代表 4-2（2-1）フットサルコロンビア代表 

入場者数：3,066 人 

 

(3) AFC フットサル選手権ウズベキスタン 2016 

 

活動期間 2月 2日（火）～23日（火）  

キャンプ 2月 2日（火）～9日（火） 千葉、ウズベキスタン 

大会期間 2月 10 日（水）～21 日（日） ウズベキスタン 

<グループステージ第 1戦> 

日  時：2月 11日（木・祝） 16:30キックオフ（現地時間） 

会  場：Uzbekistan Stadium 
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対  戦：フットサル日本代表 1-0（1-0） フットサルカタール代表 

<グループステージ第 2戦> 

日  時：2月 13日(土) 16:30 キックオフ(現地時間) 

会  場：Uzbekistan Stadium 

対  戦：フットサル日本代表 11-1(10-1) フットサルマレーシア代表 

<グループステージ第 3戦> 

日  時：2月 15日(月) 16:30 キックオフ(現地時間) 

会  場：Uzbekistan Stadium 

対  戦：フットサル日本代表 3-1(2-1) フットサルオーストラリア代表 

<準々決勝> 

 日  時：2月 17日(水) 19:00 キックオフ(現地時間) 

 会  場：Universal Stadium 

 対  戦：フットサル日本代表 4-4 (2-1)/延長 1-1（1-0）/PK1-2 フットサルベトナム代表 

<プレーオフ> 

 日  時：2月 18日(木) 16:00 キックオフ(現地時間) 

 会  場：Universal Stadium 

 対  戦：フットサル日本代表 2-6 (0-2) フットサルキルギス代表 

【最終順位】 

 第 1位 フットサルイラン代表 

  第 2位 フットサルウズベキスタン代表 

 第 3位 フットサルタイ代表 

 (フットサル日本代表はプレーオフ敗退) 

 

※成績上位 4チームに、プレーオフの勝利チームを加えた計 5チームが、2016年 9月に行われ

る FIFA フットサルワールドカップコロンビア 2016の出場権を獲得。  

【FIFA フットサルワールドカップコロンビア 2016出場国】 

イラン、ウズベキスタン、タイ、ベトナム、オーストラリア 

 

(4) 国際親善大会 

 

活動期間 4月 19 日（火）～24 日（日） 愛知 

<第 1戦> 

日  時：4月 22日（金） 19:00キックオフ 

会  場：愛知／ウィングアリーナ刈谷 

対  戦：フットサル日本代表 7-0（6-0） フットサルベトナム代表 

入場者数：1,096 人 

<第 2戦> 

日  時：4月 23日（土） 16:00キックオフ 

会  場：愛知／ウィングアリーナ刈谷 

対  戦：フットサルベトナム代表 2-2（0-1）フットサルウズベキスタン代表  

入場者数：367人 

<第 3戦> 

日  時：4月 24日（日） 14:00キックオフ 

会  場：愛知／ウィングアリーナ刈谷 

対  戦：フットサル日本代表 3-3（0-1） フットサルウズベキスタン代表 

入場者数：1,442 人 

【最終順位】 

第 1位 フットサル日本代表 

第 2位 フットサルウズベキスタン代表 

第 3位 フットサルベトナム代表 

 

(5) タイランド 5s 国際 4ヵ国フットサルトーナメント 2016 
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活動期間 8月 17 日（水）～24日（水） タイ 

大会期間 8月 20 日（土）～23日（火） タイ 

<第 1戦> 

日  時：8月 20日（土） 18:15キックオフ（現地時間） 

会  場：Bangkok Arena 

対  戦：フットサル日本代表 2-2（0-1） フットサルタイ代表 

<第 2戦> 

日  時：8月 21日（日） 15:30キックオフ（現地時間） 

会  場：Bangkok Arena 

対  戦：フットサル日本代表 0-9（0-4） フットサルカザフスタン代表 

<第 3戦> 

日  時：8月 23日（火） 17:00キックオフ（現地時間） 

会  場：Bangkok Arena 

対  戦：フットサル日本代表 2-4（0-3） フットサルイラン代表 

【最終順位】 

第 1位 フットサルカザフスタン代表 

第 2位 フットサルタイ代表 

第 3位 フットサルイラン代表 

第 4位 フットサル日本代表 

 

１６ U-19（AFC U-20 フットサル選手権 2017）フットサル日本代表 

 

(1) トレーニングキャンプ 

 

活動期間 11月 8日（火）～10日（木） 愛知 

活動期間 11月 15 日（火）～16日（水） 愛知 

活動期間 11月 28 日（月）～30日（水） 愛知 

活動期間 12月 5日（月）～8日（木） 愛知 

 

１７ フットサル日本女子代表 

 

(1) トリムカップ 2016 

 

活動期間 3月 23 日（水）～27日（日） 愛知 

大会期間 3月 25 日（金）～27日（日） 

※日本女子選抜チームでの出場 

＜グループステージ第 1戦＞ 

日  時：3月 25日（金） 14:00キックオフ 

会  場：愛知県体育館 Aピッチ 

対  戦：フットサル日本女子選抜 4-5（1-2） フットサル福島県女子選抜 

＜グループステージ第 2戦＞ 

日  時：3月 26日（土） 10:00キックオフ 

会  場：愛知県体育館 Bピッチ 

対  戦：フットサル日本女子選抜 4-4（0-3） フットサル香川県女子選抜 

＜グループステージ第 3戦＞ 

日  時：3月 26日（土） 14:00キックオフ 

会  場：愛知県体育館 Bピッチ 

対  戦：フットサル日本女子選抜 1-4（1-2） フットサル兵庫県女子選抜 

【最終順位】 

第 1位 フットサル東京都女子選抜 

第 2位 フットサル兵庫県女子選抜 

第 3位 フットサル福井県女子選抜、フットサル千葉県女子選抜 

（日本女子選抜はグループステージ敗退） 
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(2) トレーニングキャンプ 

 

活動期間 12月 7日（水）～9日（金） 神奈川 

活動期間 12月 21 日（水）～23日（金・祝） 神奈川 

 

１８ ビーチサッカー日本代表 

 

(1) 海外遠征 

 

活動期間 3月 17 日（木）～29日（火） ブラジル 

 

(2) Continental Beach Soccer Tournament 
 

活動期間 8月 20 日（土）～26日（金） 中国 

大会期間 8月 23 日（火）～25日（木）  

<第 1戦> 

日  時：8月 23日（火） 14:00キックオフ（現地時間） 

会  場：中国・オルドス 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 12-4（4-2,4-1,4-1） ビーチサッカータイ代表 

<第 2戦> 

日  時：8月 24日（水） 14:00キックオフ（現地時間） 

会  場：中国・オルドス 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 1-5（1-1,0-3,0-1） ビーチサッカーイラン代表 

<3位決定戦> 

日  時：8月 25日（木） 14:00キックオフ（現地時間） 

会  場：中国・オルドス 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 8-4（3-2,3-0,2-2） ビーチサッカーベトナム代表 

【最終順位】 

第 1位 ビーチサッカーイラン代表 

第 2位 ビーチサッカーオマーン代表 

第 3位 ビーチサッカー日本代表 

 

(3) 国際親善試合 

 

活動期間 9月 12 日（月）～19日（月・祝） 兵庫 

<第 1戦＞ 

日  時：9月 17日（土） 13:01キックオフ 

会 場：兵庫／明石市大蔵海岸公園 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 5-2（3-1,2-1,0-0） ビーチサッカータヒチ代表 

入場者数：700人 

<第 2戦> 

日 時：9月 18日（日） 13:01キックオフ  

会 場：兵庫／明石市大蔵海岸公園 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 5-1（0-0,2-0,3-1） ビーチサッカータヒチ代表 

入場者数：500人 

 

(4)第 5回アジアビーチゲームズ（2016/ダナン） 

 

活動期間 9月 19 日（月・祝）～10月 3日（月） 

キャンプ 9月 19 日（月・祝）～24日（土） ベトナム 

大会期間 9月 25 日（日）～10月 2日（日） ベトナム 

<グループステージ第 1戦> 
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日  時：9月 25日（日） 14:30キックオフ（現地時間） 

会  場：ベトナム・ダナン/Pitch 2 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 11-0(4-0,2-0,5-0) ビーチサッカーアフガニスタン代表 

<グループステージ第 2戦> 

日  時：9月 27日(火) 14:30 キックオフ(現地時間) 

会  場：ベトナム・ダナン/Pitch 2 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 7-2(3-0,2-2,2-0) ビーチサッカー中国代表 

<準々決勝> 

日  時：9月 29日(木) 14:30 キックオフ(現地時間) 

会  場：ベトナム・ダナン/Pitch 2 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 6-2(1-1,3-1,2-0) ビーチサッカーアラブ首長国連邦代表 

<準決勝> 

日  時：9月 30日(金) 14:30 キックオフ(現地時間) 

会  場：ベトナム・ダナン/Pitch 1 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 6-5(2-2,4-1,0-2) ビーチサッカーレバノン代表 

<決勝戦> 

日  時：10月 2日(日) 15:30 キックオフ(現地時間) 

会  場：ベトナム・ダナン/Pitch 1 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 4-3(2-1,0-1,0-0,延長 2-1) ビーチサッカーオマーン代表 

【最終順位】 

第 1位 ビーチサッカー日本代表 

第 2位 ビーチサッカーオマーン代表 

第 3位 ビーチサッカーレバノン代表 

 

(5) Super Cup of Nations 
 

活動期間 10月 17 日（月）～23日（日） ブラジル 

大会期間 10月 21 日（金）～23日（日） 

<第 1戦> 

日  時：10月 21日（金） 16:30キックオフ（現地時間） 

会  場：Praia do Gonzaga 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 4-4（0-1,1-0,3-3）PK1-2 ビーチサッカーブラジル代表 

<第 2戦> 

日  時：10月 22日（土） 10:45キックオフ（現地時間） 

会  場：Praia do Gonzaga 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 3-1（2-1,0-0,1-0） ビーチサッカーイタリア代表 

<第 3戦> 

日  時：10月 23日（日） 8:50キックオフ（現地時間） 

会  場：Praia do Gonzaga 

対  戦：ビーチサッカー日本代表 8-0（4-0,2-0,2-0） ビーチサッカーメキシコ代表 

【最終順位】 

第 1位 ビーチサッカーブラジル代表 

第 2位 ビーチサッカー日本代表 

第 3位 ビーチサッカーイタリア代表 

 

(6) 海外遠征 

 

活動期間 10月 24 日（月）～30日（日） アラブ首長国連邦 

 

(7) トレーニングキャンプ 

 

活動期間 6月 12 日（日）～16日（木） 兵庫 

活動期間 12月 16 日（金）～18日（日） 沖縄 
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Ⅱ 競技会開催事業 
 

１ 国内競技会（主催） 

 

(1) 第 95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

共  催：NHK、共同通信社 

主  管：都道府県サッカー協会 

特別協賛：スルガ銀行株式会社 

協  賛：味の素株式会社、株式会社 ECC、株式会社オデッセイ コミュニケーションズ、 

株式会社クレディセゾン、株式会社 JTBグローバルマーケティング＆トラベル 

株式会社ナイキジャパン、西鉄旅行株式会社、日本航空株式会社 

独立行政法人日本スポーツ振興センター、日本マイクロソフト株式会社 

ファブスコ株式会社、株式会社ファミリーマート 

協  力：株式会社モルテン 

期 間：2015年 8月 29 日（土）～2016年 1月 1日（金･祝） 

<決 勝> 

日 時：1月 1日（金･祝） 14:16キックオフ 

会 場：東京/味の素スタジアム 

対 戦：浦和レッズ 1－2（1-1） ガンバ大阪 

入場者数：43,809人（決勝）／332,663人（総入場者数） 

表 彰：優 勝 ガンバ大阪（J1） 

準優勝 浦和レッズ（J1） 

第 3位  柏レイソル（J1）、サンフレッチェ広島（J1） 

フェアプレー賞：該当なし 

 

(2) 明治安田生命 J1 リーグ 1stステージ 

主   催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主   管：各クラブ  

期   間：2月 27日（土）～6月 25日（土） 

会   場：全国各地  

順   位：優勝 鹿島アントラーズ 

2位 川崎フロンターレ 

3位 浦和レッズ 

4位 サンフレッチェ広島 

5位 大宮アルディージャ 

6位 ガンバ大阪 

7位 柏レイソル 

8位 ジュビロ磐田 

9位 ＦＣ東京 

10位 ベガルタ仙台 

11位 横浜Ｆ・マリノス 

12位 ヴィッセル神戸 

13位 アルビレックス新潟 

14位 名古屋グランパス 

15位 サガン鳥栖 

16位 湘南ベルマーレ 

17位 ヴァンフォーレ甲府 

18位 アビスパ福岡 

 

(3) 明治安田生命 J1 リーグ 2ndステージ 

主   催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 
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主   管：各クラブ  

期   間：7月 2日（土）～11 月 3日（木・祝） 

会   場：全国各地 

最終順位 :  優勝 浦和レッズ 

2位 ヴィッセル神戸 

3位 川崎フロンターレ 

4位 ガンバ大阪 

5位 柏レイソル 

6位 大宮アルディージャ 

7位 横浜Ｆ・マリノス 

8位 サガン鳥栖 

9位 ＦＣ東京 

10位 サンフレッチェ広島 

11位 鹿島アントラーズ 

12位 ベガルタ仙台 

13位 ヴァンフォーレ甲府 

14位 ジュビロ磐田 

15位 名古屋グランパス 

16位 アルビレックス新潟 

17位 湘南ベルマーレ 

18位 アビスパ福岡 

 

(4) 明治安田生命 J2 リーグ（J2） 

主   催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主   管：各クラブ 

期   間：2月 28日（日）～11月 20日（日） 

会   場：全国各地 

順   位： 優勝 北海道コンサドーレ札幌 

2位 清水エスパルス 

3位 松本山雅ＦＣ 

4位 セレッソ大阪 

5位 京都サンガ F.C. 

6位 ファジアーノ岡山 

7位 ＦＣ町田ゼルビア 

8位 横浜ＦＣ 

9位 徳島ヴォルティス 

10位 愛媛ＦＣ 

11位 ジェフユナイテッド千葉  

12位 レノファ山口ＦＣ 

13位 水戸ホーリーホック 

14位 モンテディオ山形 

15位 Ｖ・ファーレン長崎 

16位 ロアッソ熊本 

17位 ザスパクサツ群馬 

18位 東京ヴェルディ 

19位 カマタマーレ讃岐 

20位 ＦＣ岐阜 

21位 ツエーゲン金沢 

22位 ギラヴァンツ北九州 

 

(5) 明治安田生命 J3 リーグ（J3） 

主   催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主   管：各クラブ 
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期   間：3月 13日（日）～11月 20日（日） 

会   場：全国各地 

順   位： 優勝 大分トリニータ 

2位 栃木ＳＣ 

3位 ＡＣ長野パルセイロ 

4位 ブラウブリッツ秋田 

5位 鹿児島ユナイテッドＦＣ 

6位 カターレ富山 

7位 藤枝ＭＹＦＣ 

8位 ＦＣ琉球 

9位 ガンバ大阪Ｕ－２３ 

10位 ＦＣ東京Ｕ－２３ 

11位 ＳＣ相模原 

12位 セレッソ大阪Ｕ－２３ 

13位 グルージャ盛岡 

14位 福島ユナイテッドＦＣ 

15位 ガイナーレ鳥取 

16位 Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜 

 

(6) ２０１６Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：公益社団法人日本プロサッカーリーグ、公益財団法人埼玉県サッカー協会 

特別協賛：ヤマザキビスケット株式会社 

期 間：予選リーグ  3月 23日（水）～6月 5日（日） 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ  8月 31 日（水）～10月 15日（土） 

<決 勝> 

日 時：10月 15日（土） 13:09キックオフ 

会 場：埼玉/埼玉スタジアム２００２  

対 戦：浦和レッズ 1-1延長（0-1,1-0,0-0,0-0）PK5-4 ガンバ大阪 

入場者数：51,248人 

表 彰：優 勝  浦和レッズ 

準優勝  ガンバ大阪 

第 3位  ＦＣ東京、横浜Ｆ・マリノス 

    

(7) 明治安田生命 Jリーグ チャンピオンシップ 

主   催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ  

主   管：公益社団法人日本プロサッカーリーグ、公益財団法人埼玉県サッカー協会  

<準決勝> 

日 時：11月 23日（水・祝）14:00キックオフ 

会 場：神奈川/等々力陸上競技場 

対 戦：川崎フロンターレ 0-1（0-0） 鹿島アントラーズ 

入場者数：24,209人 

<決勝第 1戦> 

日 時：11月 29日（火）19:25キックオフ 

会 場：茨城/茨城県立カシマサッカースタジアム 

対 戦：鹿島アントラーズ 0-1（0-0） 浦和レッズ 

入場者数：23,074人 

<決勝第 2戦> 

日 時：12月 3日（土）19:35キックオフ 

会 場：埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

対 戦：浦和レッズ 1-2（1-1） 鹿島アントラーズ 

入場者数：59,837人 

結 果：優 勝 鹿島アントラーズ 
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       準優勝 浦和レッズ 

 

(8) 2016 J1 昇格プレーオフ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ  

<準決勝>  

日 時：11月 27日（日）15:33キックオフ 

会 場：長野/松本平広域公園総合球技場 

対 戦：松本山雅ＦＣ 1-2（0-1）ファジアーノ岡山 

入場者数：12,200人 

日 時：11月 27日（日）15:34キックオフ 

会 場：大阪/キンチョウスタジアム 

対 戦：セレッソ大阪 1-1（1-0）京都サンガ F.C. 

入場者数：13,922人 

<決 勝> 

日 時：12月 4日（日）15:37キックオフ  

 会  場：大阪/キンチョウスタジアム 

対 戦：セレッソ大阪 1-0（0-0）ファジアーノ岡山 

入場者数：17,086人 

優 勝：セレッソ大阪 

 

(9) 2016 J2・J3入れ替え戦 

主   催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ  

<第 1戦>  

日 時：11月 27日（日）12:33キックオフ 

会 場：栃木/栃木県グリーンスタジアム 

対 戦：栃木ＳＣ 0-1(0-0) ツエーゲン金沢 

入場者数：5,369 人 

<第 2戦>  

日 時：12月 4日（日）12:34キックオフ 

会 場：富山/富山県総合運動公園陸上競技場 

対 戦：ツエーゲン金沢 2-0（1-0） 栃木ＳＣ 

  入場者数：7,130人 

勝 者：ツエーゲン金沢 

 

(10) FUJI XEROX SUPER CUP 2016 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

主 管：公益社団法人日本プロサッカーリーグ、一般社団法人神奈川県サッカー協会 

特別協賛：富士ゼロックス株式会社 

日 時：2月 20日（土）13:35キックオフ 

対 戦：サンフレッチェ広島 3-1（0-0） ガンバ大阪 

会 場：神奈川/日産スタジアム 

入場者数：33,805人 

 

(11) 第 18回日本フットボールリーグ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットボールリーグ 

主 管：各クラブ 

後 援：共同通信社 

オフィシャルスポンサー：株式会社デサント 

サポーティングカンパニー：全日本空輸株式会社 

期 間：ファーストステージ 3月 6日（日）～6月 5日（日） 

ファーストステージ順位 

1位  流経大ドラゴンズ龍ケ崎 

2位  ＦＣ大阪 
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3位  アスルクラロ沼津 

4位  ホンダロックＳＣ 

5位  ヴァンラーレ八戸 

6位  ＨｏｎｄａＦＣ 

7位  ソニー仙台ＦＣ 

8位  ＭＩＯびわこ滋賀 

9位 ブリオベッカ浦安 

10位  東京武蔵野シティＦＣ 

11位  ラインメール青森 

12位  ＦＣマルヤス岡崎 

13位  ヴェルスパ大分  

14位  奈良クラブ 

15位  栃木ウーヴァＦＣ 

16位  ファジアーノ岡山ネクスト 

 

セカンドステージ  6月 18日（土）～11月 13日（日） 

セカンドステージ順位 

1位  ＨｏｎｄａＦＣ 

2位  ソニー仙台ＦＣ 

3位  ホンダロックＳＣ 

4位  アスルクラロ沼津 

5位  ラインメール青森 

6位  ＦＣ大阪 

7位  奈良クラブ 

8位  ヴァンラーレ八戸 

9位  流経大ドラゴンズ龍ケ崎 

10位  ＭＩＯびわこ滋賀 

11位  ブリオベッカ浦安 

12位  東京武蔵野シティＦＣ 

13位  ヴェルスパ大分 

14位  ＦＣマルヤス岡崎 

15位  栃木ウーヴァＦＣ 

16位  ファジアーノ岡山ネクスト 

 

(12)  第 18回 JFL チャンピオンシップ 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットボールリーグ 

主 管：各クラブ 

後 援：共同通信社 

オフィシャルスポンサー：株式会社デサント 

サポーティングカンパニー：全日本空輸株式会社 

<第 1戦> 

日 時: 11月 26日(土) 13：00キックオフ 

会 場：千葉/千葉県立柏の葉公園総合競技場 

対 戦：流経大ドラゴンズ龍ケ崎 2-2（0-2） Ｈｏｎｄａ ＦＣ 

<第 2戦> 

日 時：12月 4日(日)13：00キックオフ 

会 場：静岡/Ｈｏｎｄａ都田サッカー場 

対 戦：Ｈｏｎｄａ ＦＣ 1-0（0-0） 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 

※セカンドステージ 1位のＨｏｎｄａ ＦＣは、第 18回ＪＦＬチャンピオンシップの結果（1勝 1

分け）により、第 18 回日本フットボールリーグ優勝、ファーストステージ 1位の流経大ドラゴ

ンズ龍ケ崎が準優勝。 

※3 位以下は、両ステージの総合成績で勝点の多いチームを上位とし順位を決定。 
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第 18回 JFL最終順位 

1位  ＨｏｎｄａＦＣ 

2位  流経大ドラゴンズ龍ケ崎 

3位  アスルクラロ沼津 

4位  ホンダロックＳＣ 

5位  ＦＣ大阪 

6位  ソニー仙台ＦＣ 

7位  ヴァンラーレ八戸 

8位  ラインメール青森 

9位  ＭＩＯびわこ滋賀 

10位  奈良クラブ 

11位  ブリオベッカ浦安 

12位  東京武蔵野シティＦＣ 

13位  ヴェルスパ大分 

14位  ＦＣマルヤス岡崎 

15位  栃木ウーヴァＦＣ 

16位  ファジアーノ岡山ネクスト 

 

(13) 第 52回全国社会人サッカー選手権大会（第 72回国民体育大会サッカー競技リハーサル大会） 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

愛南町、松山市、宇和島市、新居浜市、西条市、愛南町教育委員会、 

松山市教育委員会、宇和島市教育委員会、新居浜市教育委員会、 

西条市教育委員会、愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体愛南町実行委員会 

愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体・えひめ大会松山市実行委員会 

愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体宇和島市実行委員会 

愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体新居浜市実行委員会 

愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体・えひめ大会西条市実行委員会 

主  管：一般社団法人愛媛県サッカー協会、愛媛県社会人サッカー連盟 

後  援：愛媛県、愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体・愛
え

顔
がお

つなぐえひめ大会実行委員会 

      愛媛県教育委員会、公益財団法人愛媛県体育協会、愛南町体育協会、 

松山市体育協会、宇和島市体育協会、新居浜市体育協会、西条市体育協会 

期 間：10月 21日（金）～26日（水） 

会 場：愛媛/あけぼのグラウンド（人工芝）、北条スポーツ

センター陸上競技場、 

北条スポーツセンター球技場（人工芝）、丸山公園陸上競技場、 

新居浜市営サッカー場、西条市ひうち陸上競技場 

表  彰：第 1位   三菱水島ＦＣ（中国地域/岡山県） 

     第 2位   鈴鹿アンリミテッドＦＣ（東海地域/三重県） 

     第 3位   ヴィアティン三重（東海地域/三重県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 三菱水島ＦＣ（中国地域/岡山県） 

 

(14) 第 40回全国地域サッカーリーグ決勝大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

主  管：一般社団法人山梨県サッカー協会、公益社団法人富山県サッカー協会 

一般社団法人愛媛県サッカー協会、公益社団法人千葉県サッカー協会  

関東・北信越・四国社会人サッカー連盟 

山梨県・富山県・愛媛県・千葉県社会人サッカー連盟 

協  賛：株式会社モルテン 

〈1 次ラウンド〉 

期 間：11月 11日（金）～13日（日） 

会 場：山梨/山梨県富士北麓公園陸上競技場 

富山/富山県総合運動公園陸上競技場   
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愛媛/西条市ひうち陸上競技場  

〈決勝ラウンド〉11月 25 日（金）～27日（日） 

会 場：千葉/ゼットエーオリプリスタジアム 

表  彰：優 勝 ＦＣ今治（四国地域/愛媛県） 

準優勝 ヴィアティン三重（全社 3/三重県） 

第 3位 鈴鹿アンリミテッド ＦＣ（全社 2/三重県） 

第 4位 三菱水島ＦＣ（全社 1/岡山県） 

 

(15) 第 65回全日本大学サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

主  管：一般財団法人関東大学サッカー連盟、北海道学生サッカー連盟、 

     北信越大学サッカー連盟、四国大学サッカー連盟 

協  賛：株式会社ミカサ、キリンビバレッジ株式会社、ミズノ株式会社 

後  援：朝日新聞社、株式会社テレビ朝日、日刊スポーツ新聞社、市原市教育委員会 

協  力：さいたま市浦和区、さいたまスポーツコミッション 

期  間：12月 7日（水）～18 日（日） 

会  場：埼玉/浦和駒場スタジアム、NACK5スタジアム大宮 

東京/町田市立陸上競技場、味の素スタジアム西競技場、味の素フィールド西が丘、 

江東区夢の島競技場、大和スポーツセンター競技場、江戸川区陸上競技場 

千葉/ゼットエーオリプリスタジアム 

<決 勝> 

日 時：12月 18日（日） 12：00キックオフ 

会 場：埼玉/浦和駒場スタジアム 

対 戦：日本体育大学 0-8（0-3） 筑波大学 

入場者数：5,850 人 

表  彰：優 勝  筑波大学（関東地域 2/茨城） 

準優勝  日本体育大学（関東地域 3/東京） 

第 3位  大阪体育大学（関西地域 3/大阪）、阪南大学（関西地域 1/大阪） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞   筑波大学 

 

(16) 第 40回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会、一般社団法人兵庫県サッカー協会、 

     一般社団法人京都府サッカー協会、関西学生サッカー連盟 

後  援：スポーツ庁、大阪府、大阪府教育委員会、大阪市、堺市、堺市教育委員会、 

     讀賣テレビ放送株式会社、読売新聞社、報知新聞社            

協  賛：株式会社ミカサ、キリンビバレッジ株式会社 

地元協賛：ミズノ株式会社 

地元協力：株式会社マンダム                              

期  間：8月 6日（土）～14 日（日） 

会  場：大阪/ヤンマースタジアム長居、キンチョウスタジアム、ヤンマーフィールド長居、 

J-GREEN 堺、兵庫/三木総合防災公園陸上競技場、京都/西京極総合運動公園陸上競技場 

<決 勝> 

日 時：8月 14日（日） 18：00キックオフ  

会 場：大阪/ヤンマースタジアム長居 

対 戦：明治大学 1-0（1-0） 順天堂大学 

入場者数: 4,440人 

表  彰：優 勝  明治大学（関東地域 3/東京） 

準優勝  順天堂大学（関東地域 8/東京） 

第 3位  桐蔭横浜大学（関東地域１/神奈川）、日本体育大学大学（関東地域 6/東京） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞   該当なし 

 

(17) デンソーカップサッカー第 13回大学日韓（韓日）定期戦 



33 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

主  管：一般社団法人神奈川県サッカー協会、特定非営利活動法人川崎市サッカー協会 

     一般財団法人関東大学サッカー連盟、デンソーカップ実行委員会 

後  援：スポーツ庁、駐日韓国大使館、韓国文化院、日刊スポーツ新聞社 

特別協賛：株式会社デンソー 

協  賛：ミズノ株式会社、株式会社ミカサ、キリンビバレッジ株式会社、全日本空輸株式会社 

協  力：在日本大韓体育会 

日 時：3月 20日（日） 13:30キックオフ 

会  場：神奈川/等々力陸上競技場 

対  戦：全日本選抜 2-1（0-1） 全韓國大學選抜 

入場者数: 2,796 人 

表  彰：優 勝 全日本大学選抜 

準優勝 全韓國大學選抜 

 

(18) 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2016 

《高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2016 チャンピオンシップ》 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner 株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

協  力：公益財団法人埼玉県公園緑地協会（埼玉スタジアム 2002） 

後  援：スポーツ庁、埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、 

朝日新聞社 

期 間：12月 17日（土） 

会 場：埼玉/埼玉スタジアム 2002  

対 戦：青森山田高校 0-0延長（0-0,0-0,0-0,0-0）PK4-2 サンフレッチェ広島 F.Cユース 

入場者数：12,503人 

表 彰：優  勝 青森山田高校（プレミアリーグ EAST 優勝） 

準優勝 サンフレッチェ広島 F.Cユース（プレミアリーグ WEST 優勝） 

MVP   廣末陸（青森山田高校）  

MIP   大迫敬介（サンフレッチェ広島 F.Cユース）  

《高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2016 プレミアリーグ》 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：出場チーム・出場チーム所属都道府県サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner 株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

後  援：スポーツ庁、朝日新聞社 

優    勝：プレミアリーグ EAST：青森山田高校 

プレミアリーグ WEST：サンフレッチェ広島 F.Cユース 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞：大宮アルディージャユース、大津高校 

プレミアリーグ EAST 得点王：小柏剛（大宮アルディージャユース）12 得点  

プレミアリーグ WEST 得点王：山根永遠（サンフレッチェ広島 F.C ユース）、 

藤山雄生（大津高校）  12 得点  

《高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2016 プレミアリーグ参入戦》 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人広島県サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner 株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

後  援：スポーツ庁、広島県教育委員会、広島市、広島市教育委員会、呉市、朝日新聞社 

期 間：1回戦 12月 16日（金）、2回戦 12月 18日（日） 

会 場：広島/広島広域公園第一球技場、コカ・コーラウエスト広島スタジアム、 
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呉市総合スポーツセンター陸上競技場、呉市総合スポーツセンター多目的グラウンド 

参入チーム：浦和レッズユース（関東 1位）、阪南大学高校（関西）、米子北高校（中国 1位）、 

アビスパ福岡 U-18（九州 2位） 

 

(19) 第 40回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

主  管：関東クラブユースサッカー連盟、一般社団法人群馬県サッカー協会、 

前橋サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会、 

後  援：スポーツ庁、群馬県、群馬県教育委員会、前橋市、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ、毎日新聞社 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

開催日時：7月 25日（月）～8月 4日（木） 

会  場：群馬/前橋総合運動公園ほか、東京/味の素フィールド西ヶ丘 

<決 勝> 

日 時：8月 4日（木） 18：00 キックオフ  

会 場：東京/味の素フィールド西ヶ丘 

対 戦：ＦＣ東京 U-18 2-0（2-0） 清水エスパルスユース 

表  彰：優  勝  ＦＣ東京 U-18 

準優勝   清水エスパルスユース 

第 3位   川崎フロンターレ U-18 

         ヴィッセル神戸 U-18 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 清水エスパルスユース 

MVP    半谷 陽介（ＦＣ東京 U-18） 

MIP        立田 悠悟（清水エスパルスユース） 

得点王   久保建英（ＦＣ東京 U-18）、滝裕太（清水エスパルスユース）、小柏剛（大

宮アルディージャユース） 

 

※日本のクラブチーム(U-18)の頂点を争う大会として、今年で 40 回目を迎えた今大会は、準決

勝と決勝の会場をニッパツ三ツ沢球技場から味の素フィールド西ヶ丘に移し開催された。 

 

(20) 第 94回全国高等学校サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人全国高等学校体育連盟､民間放送 43社 

主  管：公益財団法人東京都サッカー協会、東京都高等学校体育連盟、 

一般社団法人神奈川県サッカー協会、神奈川県高等学校体育連盟、 

     公益財団法人埼玉県サッカー協会、埼玉県高等学校体育連盟、 

     公益社団法人千葉県サッカー協会、千葉県高等学校体育連盟 

後  援：スポーツ庁、読売新聞社、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、 

埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、 

さいたま市教育委員会、千葉市教育委員会、市原市教育委員会 

協  賛：プーマジャパン株式会社、株式会社明治、富士ゼロックス株式会社、帝人株式会社、

トヨタ自動車株式会社、アットホーム株式会社 

期 間：2015年 12 月 30日（水）～2016年 1月 11日（月･祝） 

会  場：埼玉/埼玉スタジアム２００２、その他首都圏 8会場 

<決 勝> 

日 時：1月 11日（月･祝） 14:05キックオフ 

会 場：埼玉/埼玉スタジアム２００２ 

対 戦：東福岡高校 5-0（1-0） 國學院久我山高校 

入場者数：54,090人 

表 彰：優 勝 東福岡高校（福岡県代表） 

準優勝 國學院久我山高校（東京都 A代表） 

第 3位 星稜高校（石川県代表）、青森山田高校（青森県代表） 



35 

 

(21) 高円宮杯第 28回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会 

主 管：公益財団法人茨城県サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会 

協 賛： JFA Youth & Development Official Partner 株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 日： 1回戦  12 月 17日（土） 

2回戦  12月 18日（日） 

準々決勝  12月 23日（金・祝） 

準決勝    12月 26日（月） 

決 勝   12月 28日（水） 

会 場：1回戦～準々決勝 茨城/ケーズデンキスタジアム水戸、 

ケーズデンキスタジアム水戸 補助競技場、 

水戸市立サッカー・ラグビー場（ツインフィールド）、 

ひたちなか市総合運動公園 スポーツ広場Ａ、 

ひたちなか市総合運動公園 スポーツ広場Ｂ、 

ひたちなか地区多目的広場、 

茨城県立カシマサッカースタジアム、 

鹿島アントラーズクラブハウスグラウンド 

準決勝～決勝 東京/味の素フィールド西が丘 

<決 勝> 

日 時：12月 28日（水） 13：00キックオフ 

会 場：東京/味の素フィールド西が丘 

対 戦：清水エスパルスジュニアユース 3-1（3-1） 北海道コンサドーレ札幌 U-15 

表 彰：優 勝   清水エスパルスジュニアユース 

準優勝   北海道コンサドーレ札幌 U-15 

第 3位   横浜 F・マリノスジュニアユース追浜、湘南ベルマーレ U-15平塚 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞  清水エスパルスジュニアユース 

得点王   山崎稜介（清水エスパルスジュニアユース） 

 

(22) 第 31回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会、北海道クラブユースサッカー連盟 

後  援：スポーツ庁、帯広市、帯広市教育委員会、中札内村、中札内村教育委員会、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ、毎日新聞社 

協  賛：株式会社ナイキジャパン、ニチバン株式会社、株式会社 明治、株式会社モルテン 

期  間：8月 15日（月）～24日（水） 

会  場：北海道/帯広の森球技場、帯広の森陸上競技場、帯広市グリーンパーク、 

中札内交流の杜 

<決  勝> 

日 時：8月 24日（水） 11:00キックオフ  

会 場：北海道/帯広の森陸上競技場  

対 戦：清水エスパルスジュニアユース 2-0（1-0） JFAアカデミー福島 U15 

表  彰：優  勝 清水エスパルスジュニアユース（東海地域 1/静岡） 

準優勝 JFAアカデミー福島 U15（東海地域 2/静岡） 

第 3位  北海道コンサドーレ札幌 U-15（北海道地域 1/北海道） 

 三菱養和 SC巣鴨ジュニアユース (関東地域 8) 

フェアプレー賞  清水エスパルスジュニアユース（東海地域 1/静岡） 

MVP       青島太一（清水エスパルスジュニアユース） 

MIP       廣岡睦樹（JFAアカデミー福島 U15） 

得点王    宮城天（川崎フロンターレ U-15）9得点 
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(23) メニコンカップ 2016日本クラブユースサッカー東西対抗戦(U-15)  

主  催：公益財団法人 日本サッカー協会、一般財団法人 日本クラブユースサッカー連盟、 

中日新聞社 

主  管：公益財団法人 愛知県サッカー協会、名古屋サッカー協会 

後  援：公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、愛知県、名古屋市、愛知県教育委員会、 

名古屋市教育委員会、全国新聞社事業協議会 

特別協賛: 株式会社 メニコン 

協  賛：プーマ R、株式会社モルテン、サントリービバレッジソリューション株式会社  

協  力：ANA、名古屋グランパス 

日  時：9月 11日（日） 13:00キックオフ 

会 場：愛知/パロマ瑞穂ラグビー場 

対  戦：EAST 3-5（0-5） WEST 

 

(24) 全国中学校体育大会／第 47回全国中学校サッカー大会 

主 催：公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人日本サッカー協会 

富山県教育委員会、富山市教育委員会 

後 援：スポーツ庁、全日本中学校長会、全国都道府県教育長協議会 

全国市町村教育委員会連合会、公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会 

日本私立中学高等学校連合会、ＮＨＫ、全国新聞社事業協議会、毎日新聞社、富山県、 

富山市、富山県中学校長会、公益財団法人富山県体育協会、 

公益財団法人富山市体育協会､北日本新聞社、読売新聞北陸支社、富山新聞社、 

北陸中日新聞社、北日本放送株式会社、富山テレビ放送､株式会社チューリップテレビ 

主 管：北信越中学校体育連盟、富山県中学校体育連盟、富山市中学校体育連盟 

公益社団法人富山県サッカー協会  富山市サッカー協会 

期 間： 8月 21日（日）～25日（木） 

会 場： 富山/富山県総合運動公園 陸上競技場他 

<決  勝> 

日 時：8月 25日（木） 10：00キックオフ 

会 場：富山県総合運動公園 陸上競技場 

対 戦：青森山田中学校 4-0 （0-0） 暁星国際中学校 

表 彰：優  勝 青森山田中学校（青森県） 

準優勝  暁星国際中学校（千葉県） 

第 3位  吉岡町立吉岡中学校（群馬県）、周南市立周陽中学校（山口県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞：周南市立周陽中学校（山口県） 

 

(25) JFA プレミアカップ 2016 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会 

主 管：一般社団法人大阪府サッカー協会 

協 賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 日：1次ラウンド  5月 3日（火・祝）～4日（水・祝） 

決勝ラウンド  5月 4日（水・祝）～5日（木・祝） 

会 場：大阪府/J-GREEN堺 

<決 勝> 

日 時：5月 5日（木・祝）11：30キックオフ 

会 場：大阪/J-GREEN堺 S1ピッチ 

対 戦：清水エスパルスジュニアユース 2-1延長（1-0,0-1,0-0,1-0) 

                                                    鹿島アントラーズジュニアユース 

表 彰：優 勝 清水エスパルスジュニアユース 

準優勝 鹿島アントラーズジュニアユース 

第 3位 北海道コンサドーレ札幌 U-15、名古屋グランパス U15 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 セレッソ大阪 U-15 
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MVP    山崎稜介（清水エスパルスジュニアユース） 

 

(26) 第 40回全日本少年サッカー大会 

主  催: 公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人日本体育協会 日本スポーツ少年団、 

読売新聞社 

主  管: 一般社団法人鹿児島県サッカー協会 

後  援: スポーツ庁、日本テレビ放送網、報知新聞社、鹿児島市 

特別協賛: YKK、花王 

協    賛: 日本マクドナルド、日清オイリオグループ、ゼビオ 

協  力: 株式会社モルテン 

期  間: 12月 26日（月）～29日（木） 

会  場: 鹿児島/鹿児島ふれあいスポーツランド、鹿児島県立鴨池陸上・補助競技場 

<決 勝> 

日 時: 12月 29日（木）9:30キックオフ 

会 場：鹿児島/鹿児島県立鴨池陸上競技場 

対 戦：横浜Ｆ・マリノス 1-2（0-2）センアーノ神戸 

表  彰: 優 勝              センアーノ神戸（兵庫県） ※初優勝 

準優勝               横浜Ｆ・マリノス（神奈川県） 

第 3位               府中新町ＦＣ（東京都）、ディアブロッサ高田ＦＣ（奈良県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞          太陽ＳＣ宮崎南（宮崎県） 

努力賞              府中新町ＦＣ（東京都） 

グッドマナー賞       ディアブロッサ高田ＦＣ（奈良県） 

特別賞               京都長岡京ＳＳ（京都府） 

Most Impressive Team 横浜Ｆ・マリノス（神奈川県） 

得点王               末谷誓梧（センアーノ神戸/兵庫県） 12得点 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ&ﾌﾞｰﾂ賞 渡辺快（横浜Ｆ・マリノス/神奈川県） 

 

(27) 第 71回国民体育大会（サッカー競技） 

期 間：10月 2日（日）～6日（木） 

会 場：岩手県/盛岡市、花巻市、遠野市、滝沢市 

（成年男子） 

期 間：10月 3日（月）～6日（木） 

<決  勝> 

日 時：10月 6日（木） 

会 場：岩手/いわぎんスタジアム Aグラウンド 

対 戦：静岡県 1-0延長（0-0,0-0,0-0,1-0) 宮城県 

表 彰：優 勝 静岡県 ※4度目の優勝(教員の部を含めると 5度目) 

準優勝：宮城県 

第 3位：千葉県 

第 4位：新潟県 

（女子） 

期 間：10月 2日（日）～5日（水） 

<決 勝> 

日 時：10月 5日（水） 

会 場：岩手/滝沢総合公園陸上競技場  

対 戦：愛媛県 0-0延長（0-0,0-0,0-0,0-0）新潟県 

表 彰：優 勝 愛媛県 ※初優勝 

新潟県 ※初優勝 

第 3位 北海道 

第 4位 広島県 

（少年男子） 

期 間：10月 2日（日）～6日（木） 

<決 勝> 
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日 時：10月 6日（木） 

会 場：岩手/遠野運動公園陸上競技場  

対 戦：広島県 2-1（1-0）大阪府 

表 彰：優 勝 広島県 ※選抜チーム出場に移行してからは初優勝 

準 優 勝 大阪府 

第 3  位 神奈川県 

第 4  位 東京都 

（サッカー競技男女総合成績） 

第 1位 新潟県（130 点） 

第 2位 広島県（114 点） 

第 3位 静岡県（ 94 点） 

第 4位 愛媛県（ 90 点） 

 

(28) 第 23回全国クラブチームサッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全国社会人サッカー連盟 

主  管：一般社団法人和歌山県サッカー協会、関西社会人サッカー連盟、 

和歌山県社会人サッカー連盟 

後  援：共同通信社、産経新聞社 

期 間：10月 8日（土）～11日（火） 

会  場：和歌山/和歌山市紀三井寺公園陸上競技場、和歌山市紀三井寺公園球技場、 

紀の川市桃源郷運動公園陸上競技場、橋本市運動公園多目的グラウンド 

<決 勝> 

日 時：10月 11日（火） 11：00キックオフ 

会 場：和歌山/和歌山市紀三井寺公園陸上競技場 

対 戦：ルート 11 0-12 （0-3) いわき FC 

表  彰：優 勝  いわき FC（東北/福島） 

準優勝  ルート 11（関西/大阪） 

第 3位  イエローモンキーズ（四国/徳島）、海南 FC（開催地/和歌山） 

 

(29) 全国専門学校総合体育大会 第 26回全国専門学校サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、全国専門学校体育連盟、全国専門学校サッカー連盟 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会、北海道専門学校サッカー連盟 

後  援：文部科学省、北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会、北海道新聞社、 

朝日新聞社、公益財団法人北海道専修学校各種学校連合会、北海道専門学校体育連盟 

期 間：10月 3日（月）～8日（土） 

会  場：北海道/札幌サッカーアミューズメントパーク 東雁来公園サッカー場 

<決 勝> 

日 時：10月 8日（土） 12：00キックオフ 

会 場：北海道/札幌サッカーアミューズメントパーク 

対 戦：甲賀健康医療専門学校 4-0（2-0）京都医健専門学校 

表  彰：優 勝  甲賀健康医療専門学校（滋賀） 

準優勝  京都医健専門学校（京都） 

第 3位  大原スポーツ&メディカルヘルス専門学校 難波校（大阪） 

第 4位  大原簿記専門学校神 戸校（兵庫） 

 

(30) 第 49回全国高等専門学校サッカー選手権大会 

主  催： 一般社団法人全国高等専門学校連合会、公益財団法人日本サッカー協会 

主  管： 全国高等専門学校体育大会サッカー競技専門部、全国高等専門学校サッカー連盟、 

一般社団法人静岡県サッカー協会、沼津工業高等専門学校 

後  援： 文部科学省、公益財団法人日本体育協会、静岡県、静岡県教育委員会、 

公益財団法人静岡県体育協会、沼津市、沼津市教育委員会、沼津市体育協会、 

裾野市、裾野市教育委員会、裾野市体育協会 

期 間：8月 20日（土）～24日（水） 
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会  場：静岡/愛鷹広域公園 多目的競技場(A1)・スポーツ広場(A2)、 

裾野市運動公園陸上競技場 

<決 勝> 

日 時： 8月 24日（水） 10：00キックオフ 

会 場： 静岡/愛鷹広域公園多目的競技場 

対 戦： 鹿児島高専 2-4（1-2）近畿大学高専 

表  彰： 優 勝 近畿大学高専（関西） 

準優勝 鹿児島高専（九州沖縄 1） 

第 3位 沼津高専（開催校）、八戸高専（東北 1） 

 

(31) 平成 28年度 全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)  

主  催： 公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益財団法人日本サッカー協会、広島県、 

広島県教育委員会、広島市、広島市教育委員会、呉市、呉市教育委員会、尾道市、 

尾道市教育委員会、福山市、福山市教育委員会、三次市、三次市教育委員会、 

東広島市、東広島市教育委員会 

共  催： 読売新聞社 

後  援： スポーツ庁、公益財団法人日本体育協会、日本放送協会、 

公益財団法人広島県体育協会、公益財団法人広島市スポーツ協会、呉市体育協会、 

一般社団法人尾道市体育協会、公益財団法人 福山市体育協会、三次市体育協会、 

東広島市体育協会 

主  管： 公益財団法人全国高等学校体育連盟サッカー専門部、広島県高等学校体育連盟、 

公益財団法人広島県サッカー協会 

特別協賛：大塚製薬 

協  賛：JTB、マイナビ、カンコー学生服 

期 間：7月 27日（水）～8月 2日（火） 

会  場：広島/広島広域公園エディオンスタジアム広島他 

<決 勝> 

日 時：8月 2日（火）14：00キックオフ 

会 場：広島/広島広域公園エディオンスタジアム広島 

対 戦：船橋市立船橋高校 1-0（1-0）流通経済大学付属柏高校 

表  彰：優  勝 船橋市立船橋高校（千葉県②） 

準優勝  流通経済大学付属柏高校（千葉県①） 

第 3位  昌平高校（埼玉①）、青森山田高校（青森県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 昌平高校（埼玉①） 

 

(32) Jユースカップ 2016第 24回 Jリーグユース選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本プロサッカーリーグ、 

朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 

共  催：一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

協  賛：株式会社日本旅行  

開催期間：10月 8日（土）～11 月 19日（土） 

会  場：各都道府県 

<決 勝> 

日 時：11月 19日（土） 

対 戦：サンフレッチェ広島 F.Cユース 2-3延長（2-0,0-2,0-0,0-1）ＦＣ東京 U-18 

入場者数：1,028 人 

表 彰：優 勝 ＦＣ東京 U-18 

準優勝 サンフレッチェ広島 F.Cユース 

 

(33) 第 16回全国シニア(60歳以上)サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

後  援：長野県、長野県教育委員会、松本市、松本市教育委員会 

主  管：一般社団法人長野県サッカー協会 
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協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：6月 4日（土）～ 6日（月） 

会  場：長野/松本平広域公園総合球技場（アルウィン）、松本平広域公園芝生グラウンド、 

松本平広域公園多目的球技場、松本市かりがねサッカー場、 

松本市サッカー場（長野県フットボールセンター） 

<決 勝> 

日 時：6月 6日（月） 13：30キックオフ 

場 所：長野/松本平広域公園総合球技場（アルウィン） 

対 戦：東京都選抜（Lazos2011）2-1（1-1）広島県選抜 60 

表  彰：優 勝 東京都選抜（Lazos2011）（関東第 1代表/東京都） 

準優勝 広島県選抜 60 （中国代表第 1代表/広島県) 

第 3位 宮城フェニックスサッカークラブ（東北第 2代表/宮城県） 

第 3位 埼玉シニア 60（関東第 2代表/埼玉県） 

 

(34) 第 15回全国シニア(50歳以上)サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人秋田県サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

開催期間：6月 25日（土）～27 日（月） 

会  場：秋田/あきぎんスタジアム、八橋運動公園陸上競技場、八橋運動公園健康広場 

<決 勝> 

日 時：6月 27日（月） 12：30キックオフ  

会 場：秋田/あきぎんスタジアム 

対 戦：福岡とびうめシニアサッカークラブ 1-3 （1-2） KYOTO MAYUMARO FC 

表  彰：優 勝  KYOTO MAYUMARO FC（関西第 2代表/京都府） 

準優勝  福岡とびうめシニアサッカークラブ（九州代表/福岡県） 

第 3位  東京ベイフットボールクラブ O−50（関東第 2代表/東京都） 

  静岡駿府フットボールクラブ（東海第 1代表/静岡県） 

 

(35) 第 4回全国シニア(40 歳以上)サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

後  援：藤枝市、藤枝市教育委員会、NPO法人藤枝市体育協会 

主  管：一般財団法人静岡県サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：11月 12日（土）～14日（月） 

会  場：静岡/藤枝総合運動公園サッカー場、藤枝総合運動公園陸上競技場、 

          藤枝総合運動公園多目的広場人工芝広場、藤枝市民グラウンドサッカー場               

<決  勝> 

日 時：11月 14日（月） 12：30キックオフ 

対 戦：羅針盤倶楽部 NAGOYA 0-1（0-0）紅葉クラブ 

表  彰：優 勝 羅針盤倶楽部 NAGOYA（東海代表/愛知県） 

準優勝 紅葉クラブ（九州第 2代表/佐賀県） 

第 3位 横浜シニア（関東第 2代表/神奈川県） 

藤枝フットボールクラブ（開催地代表/静岡県） 

 

(36) 日本スポーツマスターズ 2016秋田大会(サッカー競技会)  

主  催：公益財団法人日本体育協会、秋田県、公益財団法人秋田県体育協会、 
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公益財団法人日本サッカー協会、男鹿市 

主  管：一般社団法人秋田県サッカー協会 

後  援：スポーツ庁、公益財団法人日本オリンピック委員会、NHK、一般社団法人共同通信社 

特別協賛：アシックスジャパン株式会社、東武トップツアーズ株式会社、ミズノ株式会社 

開催期間：9月 24日（土）～27 日（火） 

会  場：秋田/男鹿総合運動公園 陸上競技場、球技場、 

船川港金川多目的広場球技場（ＯＧＡマリンパーク） 

<決 勝> 

日 時：9月 27日（火）13:00キックオフ  

会 場：秋田/男鹿総合運動公園 陸上競技場  

対 戦：兵庫選抜 4-0（2-0）セレソン長野 

表  彰：優 勝 兵庫選抜（関西代表/兵庫県） 

準優勝 セレソン長野（北信越代表/長野県） 

第 3位 ドリーム水戸シニアＦＣ（関東代表/茨城県） 

第 3位 マリソル松島タック３５（東北代表/宮城県） 

 

(37) SuperSports XEBIO Ｆリーグ 2015/2016 プレーオフ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：日本フットサルリーグ 

エクゼクティブパートナー：スーパースポーツゼビオ／ヴィクトリア 

期 間：1st、2nd ラウンド 1月 5日（火）～6日（水） 

     Final ラウンド 1月 9日（土） 

会  場：1st、2nd ラウンド 東京/町田市総合体育館 

     Final ラウンド 愛知/テバオーシャンアリーナ 

表  彰：年間優勝 名古屋オーシャンズ（9年連続 9回目） 

年間準優勝 府中アスレティックＦＣ 

リーグ戦第 1位 名古屋オーシャンズ 

第 2位 ペスカドーラ町田 

第 3位 フウガドールすみだ 

フェアプレー賞 エスポラーダ北海道（2年連続 9回目） 

最優秀選手賞 ヴィニシウス（シュライカー大阪/初受賞） 

ベストファイブ GK イゴール（ペスカドーラ町田/3年連続 5回目） 

 FP 西谷良介（フウガドールすみだ/2年ぶり 2回目） 

 FP 森岡 薫（名古屋オーシャンズ/3年連続 5回目） 

 FP ヴィニシウス（シュライカー大阪/3年ぶり 2回目） 

 FP 仁部屋 和弘（バサジィ大分/2年連続 3回目） 

得点王 ヴィニシウス（シュライカー大阪） 

新人賞 清水和也（フウガドールすみだ） 

最優秀審判員賞 小崎知広（フットサル国際審判員/2年連続 3回目） 

 

(38) SuperSports XEBIO Ｆチャレンジリーグ 2016/2017 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：日本フットサルリーグ 

エクゼクティブパートナー：スーパースポーツゼビオ／ヴィクトリア 

期 間：9月 11日（日）～12月 25日（日） 

最終順位：第 1位 柏トーア’８２ 

第 2位 広島エフ・ドゥ 

第 3位 ヴィンセドール白山 

第 4位 徳島ラパス 

 

(39) 第 12回全日本大学フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会 



42 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：8月 26日（金）～ 28日（日） 

会  場：大阪/府民共済 SUPER アリーナ 

<決勝> 

日 時：8月 28日（日）13:30キックオフ 

対 戦：順天堂大学ガジル  6-3（6-2） 大阪成蹊大学フットサル部 

表 彰：優  勝  順天堂大学ガジル（関東第 1代表/千葉県） 

準優勝   大阪成蹊大学フットサル部（開催地代表/大阪府） 

第 3位   多摩大学体育会フットサル部（関東第 2代表/東京都） 

第 3位   広島大学体育会フットサル部エフ･ドゥ（中国代表/広島県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 大阪成蹊大学フットサル部（(開催地代表/大阪府） 

 

(40) 第 3回全日本ユース（U-18）フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人宮城県サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：8月 4日（木）～7日（日） 

会  場：宮城/ゼビオアリーナ仙台、仙台市体育館 

<決 勝> 

日    時：8月 7日（日）  13：30キックオフ 

対    戦：帝京長岡高校 6-8延長（2-0,3-5,0-1,1-2）フットボウズ・フットサル U-18 

表  彰：優  勝   帝京長岡高校（北信越代表/新潟県） 

準優勝    フットボウズ・フットサル U-18（関東第 1代表/東京都） 

第 3位    香川県立高松商業高校（四国代表/香川県） 

第 4位    岡山県作陽高校（中国第 2代表/岡山県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 岡山県作陽高校（中国第 2代表/岡山県） 

 

(41) 第 11回全国ビーチサッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人沖縄県サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

協  力：株式会社モルテン 

後  援：沖縄県、宜野湾市、一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 

期 間：10月 14日（金）～16日（日） 

会  場：沖縄/宜野湾市トロピカルビーチ 

<決 勝> 

日 時：10月 16日（日） 13:00キックオフ 

対 戦：ソーマプライア沖縄 3-3延長（0-2,0-0,3-1,0-0）PK1-2フュージョン 

表  彰：優 勝    フュージョン（北信越/新潟） 

第 2位    ソーマプライア沖縄（開催地/沖縄） 

第 3位    ドルソーレ北九州（九州 3/福岡） 

第 3位    東京レキオス BS（関東 2/東京） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 東京レキオス BS（関東 2/東京） 

 

(42) 第 13回全日本女子フットサル選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

後  援：札幌市、朝日新聞社 
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主  管：公益財団法人北海道サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：1次ラウンド  10月 28日（金）～29日（土） 

決勝ラウンド  10月 30日（日） 

会  場：北海道/北海きたえーる 

<決 勝> 

日 時：10月 30日（日）  14:00キックオフ 

対 戦：SWHレディースフットサルクラブ 0-4（0-1）アルコイリス神戸 

表  彰：優 勝 アルコイリス神戸（関西地域代表/兵庫県） 

準優勝  SWH レディースフットサルクラブ（関西地域代表/兵庫県） 

第 3位  FC 甲山レディース（開催地代表/北海道） 

              ユニアオレディース（東海地域代表/愛知県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞  アルコイリス神戸（関西地域代表/兵庫県） 

 

(43) バーモントカップ第 26回全日本少年フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人東京都サッカー協会 

特別協賛：ハウス食品グループ本社株式会社 

協  力：株式会社モルテン 

開催期間：8月 12日（金）～ 14 日（日） 

会  場：東京/駒沢オリンピック公園体育館、大田区総合体育館 

決  勝：8月 14日（日）  14:30キックオフ 

     エスピーダ旭川 6-11 （2-5） センアーノ神戸 Jr 

表  彰：優  勝 センアーノ神戸 Jr（兵庫県） 

準優勝 エスピーダ旭川（北海道第 1代表） 

第 3位 江南南サッカー少年団（埼玉県） 

FCパーシモン（神奈川県） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 江南南サッカー少年団（埼玉県） 

 
(44) 第 21回全日本ユース(U-15)フットサル大会／第 6回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：公益財団法人愛知県サッカー協会 

後  援：スポーツ庁 

協    賛：JFA Youth & Development Official Partner 株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporter ニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

会  場：愛知/スカイホール豊田 

《第 21回全日本ユース(U-15)フットサル大会》 

期 間：1月 9日（土）～11日（月・祝） 

<決 勝> 

日 時：1月 11日（月・祝） 13:10キックオフ 

対 戦：長岡 JYFC 6-2（2-1）ASC北海道 U-15 

表  彰：優 勝 長岡 JYFC（北信越 1/新潟県） 

第 2位  ASC 北海道 U-15（北海道 2） 

第 3位  コンサドーレ札幌 U-15（北海道 1） 

 スプレッド･イーグル FC函館（北海道 4） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 長岡 JYFC（北信越 1/新潟県） 

《第 6回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会》 

期 間：1月 10日（日）～11日（月・祝） 

<決 勝> 

日 時：1月 11日（月・祝） 12:00キックオフ 



44 

対 戦：丸岡ラックレディース 5-0（4-0）シュラインレディース FC 

表  彰：優 勝 丸岡ラックレディース （北信越/福井県） 

第 2位 シュラインレディース FC（東北/青森県） 

第 3位 クラブフィールズ･リンダ （北海道） 

第 3位 FC ヴィトーリア （関西/大阪府） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 丸岡ラックレディース（北信越/福井県） 

 

(45) 第 21回全日本フットサル選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

後  援：渋谷区、静岡県、袋井市、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市 

主  管：公益財団法人東京都サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会、 

一般社団法人大阪府サッカー協会、一般社団法人兵庫県サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：1次ラウンド 3月 4日（金）～6日（日） 

決勝ラウンド 3月 11 日（金）～3月 13日（日） 

会  場：1次ラウンド 静岡/エコパアリーナ 

大阪/府民共済 SUPER アリーナ 

兵庫/グリーンアリーナ神戸 

決勝ラウンド 東京/国立代々木競技場第一体育館 

<決 勝> 

日 時：3月 13日（日） 15:03キックオフ 

会 場：東京/国立代々木競技場第一体育館 

対 戦：ペスカドーラ町田 5-3（3-3） 名古屋オーシャンズ 

表  彰：優 勝   ペスカドーラ町田 

準優勝   名古屋オーシャンズ 

第 3位   バルドラール浦安 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 バルドラール浦安 

MVP        金山友紀（ペスカドーラ町田） 

 

(46) 2016プレナスなでしこリーグ 1部 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期 間：3月 26日（土）～10月 23日（日） 

順  位： 優勝  日テレ・ベレーザ 

  2位  ＩＮＡＣ神戸レオネッサ 

  3位  ＡＣ長野パルセイロ・レディース 

  4位  ベガルタ仙台レディース 

  5位  アルビレックス新潟レディース 

  6位  伊賀フットボールクラブくノ一 

  7位 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

  8位  浦和レッドダイヤモンズレディース 

  9位  コノミヤ･スペランツァ大阪高槻 

10位 岡山湯郷 Belle 

 

(47) 2016プレナスなでしこリーグカップ 1部 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 
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オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

開催期間：6月 4日（土）～8月 7日（日） 

予選グループ Ａグループ 

1位  日テレ・ベレーザ 

2位  ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

3位  ＩＮＡＣ神戸レオネッサ 

4位  伊賀フットボールクラブくノ一 

5位  コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 

 

予選グループ Ｂグループ 

1位  ベガルタ仙台レディース 

2位  浦和レッドダイヤモンズレディース 

3位  ＡＣ長野パルセイロ・レディース 

4位  アルビレックス新潟レディース 

5位  岡山湯郷 Belle 

 

(48) 2016プレナスなでしこリーグカップ 1部 準決勝・決勝 

準 決 勝：8月27日(土)19:00キックオフ 

開催会場：千葉/千葉県立柏の葉公園総合競技場、兵庫/兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 

<決 勝> 

日 時：9月 3日（土） 19:30キックオフ 

会 場：東京/味の素フィールド西が丘 

表  彰：優 勝 日テレ・ベレーザ 

準優勝 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 

第3位  浦和レッドダイヤモンズレディース 

 ベガルタ仙台レディース 

 

(49)  2016プレナスなでしこリーグ 2部 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期 間：3月 26日（土）～10月 16日（日） 

優勝  ノジマステラ神奈川相模原 

2位  ちふれＡＳエルフェン埼玉 

3位  セレッソ大阪堺レディース 

4位  愛媛ＦＣレディース 

5位  スフィーダ世田谷ＦＣ 

6位  日体大 FIELDS 横浜 

7位 ＡＳハリマアルビオン 

8位  ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ 

9位  ＦＣ吉備国際大学 Charme 

10位 アンジュヴィオレ広島 

 

(50) 2016プレナスなでしこリーグカップ 2部 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 
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全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期 間：6月 4日（土）～8月 7日（日） 

予選グループ Ａグループ 

1位  ノジマステラ神奈川相模原 

2位  日体大 FIELDS 横浜 

3位  ちふれＡＳエルフェン埼玉 

4位  ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ 

5位  スフィーダ世田谷ＦＣ 

 

予選グループ Ｂグループ 

1位  セレッソ大阪堺レディース 

2位  ＡＳハリマアルビオン 

3位  愛媛ＦＣレディース 

4位  アンジュヴィオレ広島 

5位  ＦＣ吉備国際大学 Charme 

 

(51) 2016プレナスなでしこリーグカップ 2部 準決勝・決勝 

準 決 勝：8月27日（土） 16:00キックオフ 

会 場：千葉/千葉県立柏の葉公園総合競技場、兵庫/兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 

<決 勝> 

日 時：9月 3日（土） 16:00キックオフ 

会 場：東京/味の素フィールド西が丘 

表  彰：優勝  ＡＳハリマアルビオン 

準優勝 日体大 FIELDS 横浜 

第3位  ノジマステラ神奈川相模原 

 セレッソ大阪堺レディース 

 

(52) 2016プレナスチャレンジリーグ EAST・WEST 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期 間：4月 10日（日）～9月 11日（日） 

最終順位【EAST】 

1位    オルカ鴨川ＦＣ 

2位    大和シルフィード 

3位    ノルディーア北海道 

4位    常盤木学園高校 

5位    つくばＦＣレディース 

6位  ＪＡＰＡＮサッカーカレッジレディース 

【WEST】 

1位    静岡産業大学磐田ボニータ 

2位    バニーズ京都ＳＣ 

3位    ＪＦＡアカデミー福島 

4位    福岡Ｊ・アンクラス 

5位    ＮＧＵ名古屋ＦＣレディース 

6位   新潟医療福祉大学女子サッカー部 

 

(53) 2016プレナスチャレンジリーグ EAST・WESTプレーオフ順位決定戦１～４位 
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主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期 間：8月 27日（土）～9月 11日（日） 

順 位：優勝   オルカ鴨川ＦＣ 

2位  大和シルフィード 

3位   静岡産業大学磐田ボニータ 

4位   バニーズ京都ＳＣ 

 

(54) 2016プレナスチャレンジリーグ EAST・WESTプレーオフ順位決定戦５～８位 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期 間：8月 28日（日）～9月 10日（土） 

順 位：5位   ノルディーア北海道 

6位   ＪＦＡアカデミー福島 

7位   福岡Ｊ・アンクラス 

8位   常盤木学園高校 

 

(55) 2016プレナスチャレンジリーグ EAST・WESTプレーオフ順位決定戦９～１２位 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社、株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

会 場：各クラブ本拠地 

期 間：8月 29日（月）～9月 10日（土） 

順 位：9位  新潟医療福祉大学女子サッカー部 

10位   ＮＧＵ名古屋ＦＣレディース 

11位   つくばＦＣレディース 

12位   ＪＡＰＡＮサッカーカレッジレディース 

 

(56) 2016なでしこリーグ 1部・2部入替戦 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

出場チーム：コノミヤ・スペランツァ大阪高槻（大阪）、ちふれＡＳエルフェン埼玉（埼玉） 

<第 1戦> 

日 時：11月 13日（日）14:00 キックオフ  

会 場：埼玉/鴻巣市立陸上競技場  

対 戦：ちふれ AS エルフェン埼玉 4-1（3-0）コノミヤ・スペランツァ大阪高 

入場者数：892人 

<第 2戦> 

日 時：11月 20日（日）13:00キックオフ 

会 場：大阪/高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 
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対 戦：コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 0-1（0-0）ちふれ AS エルフェン埼玉 

入場者数：850人 

 

(57) 2016なでしこリーグ 2部・チャレンジリーグ入替戦 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

出場チーム：ＦＣ吉備国際大学 Charme（岡山）、大和シルフィード（神奈川） 

<第 1戦> 

日 時：11月 13日（日）13:00キックオフ 

会 場：神奈川/大和なでしこスタジアム（大和市営大和スポーツセンター競技場） 

対 戦：大和シルフィード 0-2（0-1）FC吉備国際大学 Charme 

入場者数：1,736 人 

<第 2戦> 

日 時：11月 19日（土）13:00キックオフ 

会 場：岡山/岡山県津山陸上競技場 

対 戦：FC吉備国際大学 Charme 2-0（1-0）大和シルフィード 

入場者数：661人 

 

(58) 2016チャレンジリーグ入替戦 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

トップパートナー：株式会社プレナス 

オフィシャルスポンサー：三井住友カード株式会社、株式会社共立メンテナンス、 

全日本空輸株式会社 

オフィシャルサプライヤー：株式会社モルテン 

出場チーム：つくばＦＣレディース（茨城）、MITO EIKO FC 茨城 レディース（茨城） 

           ＪＡＰＡＮサッカーカレッジレディース（新潟）、ＦＣ十文字 VENTUS（東京） 

<第 1戦> 

日 時：11月 13日（日）13:00キックオフ 

会 場：茨城/水戸市立サッカー・ラグビー場（ツインフィールド）（天然芝） 

対 戦：MITO EIKO FC 茨城レディース 2-3（1-3）つくば FCレディース 

入場者数：550人 

 

日 時：11月 13日（日）16:30キックオフ 

会 場：埼玉/十文字学園女子大学サッカーグラウンド 

対 戦：FC十文字 VENTUS 3-2（3-0）JAPANサッカーカレッジレディース 

入場者数：127人 

 

<第 2戦> 

日 時：11月 19日（土）17：00 キックオフ 

会 場：茨城/セキショウチャレンジスタジアム 

対 戦：つくば FC レディース 1-1（1-1）MITO EIKO FC 茨城レディース 

入場者数：474人 

 

日 時：11月 20日（日）13:01キックオフ 

会 場：新潟/新発田市五十公野公園陸上競技場 

対 戦：JAPAN サッカーカレッジレディース 2-3（2-2）FC十文字 VENTUS 

入場者数：128人 

 

(59)  2016チャレンジリーグ入替戦予選大会 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 
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開催期間：11月 3日（木・祝）～6日（日） 

開催地：時之栖スポーツセンター裾野グラウンド 

参加チーム：ＭＩＴＯ ＥＩＫＯ ＦＣ 茨城 レディース（茨城）、南葛ＳＣウィングス（東京）、 

ＦＣＦ十文字 VENTUS（東京）、ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ（神奈川）、 

セレッソ大阪堺ガールズ（大阪）、ＩＮＡＣ神戸レオンチ―ナ（兵庫）、 

ディオッサ出雲Ｆ.Ｃ. (島根)、ヴィクサーレ沖縄ＦＣナビィータ（沖縄） 

<第 1節>  

Aグループ 

日 時：11月 3日（木・祝）11:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝 

対 戦：ディオッサ出雲 F.C. 1-1（1-0）PK5-4 MITO EIKO FC 茨城レディース 

入場者数：123人 

 

日 時：11月 3日（木・祝）14:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝 

対 戦：INAC 神戸レオンチーナ 0-2（0-2）南葛 SCウィングス 

入場者数：101人 

 

Bグループ 

日 時：11月 3日（木・祝）11:00キックオフ 

会 場：時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝（静岡県） 

対 戦：FC十文字 VENTUS 1-0（1-0）ヴィクサーレ沖縄 FCナビィータ 

入場者数：103人 

 

日 時：11月 3日（木・祝）14:00キックオフ 

会 場：時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝（静岡県） 

対 戦：ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ 0-2（0-0）セレッソ大阪堺ガールズ 

入場者数：89人 

 

<第 2節>  

Aグループ 

日 時：11月 4日（金）11:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝 

対 戦：MITO EIKO FC 茨城レディース 2-0（1-0）INAC神戸レオンチーナ 

入場者数：82人 

 

日 時：11月 4日（金）14:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝 

対 戦：ディオッサ出雲 F.C 1-2（0-2）南葛 SCウィングス 

入場者数：91人 

 

Bグループ 

日 時：11月 4日（金）11:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝 

対 戦：ヴィクサーレ沖縄 FCナビィータ 1-1（1-0）PK4-5 

ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ 

入場者数：68人 

 

日 時：11月 4日（金）14:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド人工芝 

対 戦：FC十文字 VENTUS 0-0（0-0）PK5-4セレッソ大阪堺ガールズ 

入場者数：63人 
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<第 3節>  

Aグループ 

日 時：11月 5日（土）11:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝 

対 戦：南葛 SCウィングス 0-2（0-0）MITO EIKO FC 茨城レディース 

入場者数：68人 

 

日 時：11月 5日（土）14:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝 

対 戦：INAC神戸レオンチーナ 0-0（0-0）PK3-4 ディオッサ出雲F.C. 

入場者数：82人 

 

Bグループ 

日 時：11月 5日（土）11:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝 

対 戦：セレッソ大阪堺ガールズ 2-1（0-0）ヴィクサーレ沖縄FCナビィータ 

入場者数：71人 

 

日 時：11月 5日（土）11:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝 

対 戦：ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ 0-2（0-1）FC十文字 VENTUS 

入場者数：135人 

 

<順位決定戦> 

日 時：11月6日（日）10:00キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝 

対 戦：南葛SCウィングス 2-0（1-0）セレッソ大阪堺ガールズ 

入場者数：77人 

 

日時：11月6日（日）13:00 キックオフ 

会 場：静岡/時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝 

対 戦：MITO EIKO FC 茨城レディース 1-1（0-0）PK2-4 FC十文字 VENTUS 

入場者数：74人 

 

(60)  U-15なでしこアカデミーカップ 2016 EAST・CENTRAL・WEST 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

開催期間：4月 3日（日）～10 月 2日（日） 

会 場：各クラブ本拠地 

参加チーム：なでしこリーグ/チャレンジリーグに所属している下部組織チーム 

グループ分け 

EAST（9チーム） 

ベガルタ仙台レディースジュニアユース（宮城）、ＦＣみやぎ（宮城）、 

浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース（埼玉）、 

ちふれＡＳエルフェン埼玉マリ（埼玉）、ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15（千葉）、 

スフィーダ世田谷ＦＣユース（東京）、日テレ・メニーナ・セリアス（東京）、 

横須賀シーガルズ MEG（神奈川）、大和シルフィードＵ-18・Ｕ-15（神奈川） 

CENTRAL（9チーム） 

日体大 FIELDS 横浜 U-15 biene aoba（神奈川）、 

ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ（神奈川）、 

アルビレックス新潟レディース U-15（新潟）、JSC LUMIERE（新潟）、 

AC長野パルセイロ・シュヴェスターU15（長野）、ＪＦＡアカデミー福島（静岡）、 

ジュビロ磐田レディース（静岡）、ＮＧＵ名古屋ＦＣレディース Jr.ユース（愛知）、 

伊賀フットボールクラブくノ一サテライト（三重） 
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WEST（10チーム） 

バニーズ京都 SC flaps（京都）、コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 U18（大阪）、 

セレッソ大阪堺ガールズ（大阪）、INAC神戸 U-15（兵庫）、 

アスレティックスポーツ ハリマアルビオン（兵庫）、岡山湯郷 Belle U-15・U-18（岡山）、 

FC Charme U-15（岡山）、アンジュヴィオレ広島Ｕ-18（広島）、愛媛 FCレディース MIKAN（愛媛）、 

ANCLAS ノーヴァ（福岡） 

 

(61)  U-15なでしこアカデミーカップ 2016 決勝トーナメント 

主 催：公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

準々決勝：10月 9日(日)  静岡/時之栖スポーツセンター 

準 決 勝：10月 10日（月・祝） 静岡/時之栖スポーツセンター 

決  勝：10月 15日(土) 11:40キックオフ 千葉/フクダ電子アリーナ 

対  戦：日テレ・メニーナ・セリアス 0-2（0-1） 

浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース 

表  彰：優 勝  浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース（埼玉） 

準優勝  日テレ・メニーナ・セリアス（東京） 

第 3位 JFA アカデミー福島（静岡） 

セレッソ大阪堺レディース（大阪） 

 

(62)  第 38回 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人 宮城県サッカー協会、公益社団法人 栃木県サッカー協会 

公益社団法人 千葉県サッカー協会、公益財団法人 東京都サッカー協会 

一般社団法人 長野県サッカー協会、一般社団法人 新潟県サッカー協会 

一般財団法人 静岡県サッカー協会、一般社団法人 三重県サッカー協会 

一般社団法人 兵庫県サッカー協会、公益財団法人 広島県サッカー協会 

一般社団法人 香川県サッカー協会 

後 援：千葉市、千葉市教育委員会、朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社 

協 賛：JFA Youth & Development Official Partner    株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporter ニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：10月 22日(土)～12月 25日(日) 

会  場：フクダ電子アリーナ ほか 

<決  勝> 

日 時：12月 25日(日) 14:00キックオフ 

会 場：千葉/フクダ電子アリーナ 

対 戦：アルビレックス新潟レディース 0-0延長（0-0,0-0,0-0,0-0）PK4-5 

INAC神戸レオネッサ 

入場者数：5,329 人 

表 彰：優 勝 INAC神戸レオネッサ(なでしこ／兵庫) 

準 優 勝：アルビレックス新潟レディース (なでしこ／新潟) 

第３位： 日テレ・ベレーザ(なでしこ／東京) 

ベガルタ仙台レディース(なでしこ／宮城) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞： ベガルタ仙台レディース 

 

(63)  第 24回全日本大学女子サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、朝日新聞社、 

一般財団法人全日本大学女子サッカー連盟 

主  管：一般社団法人兵庫県サッカー協会、関西学生女子サッカー連盟、 

関東大学女子サッカー連盟 

後    援：日刊スポーツ新聞社、フジテレビジョン、BSフジ、サンケイスポーツ 

JFA Youth & Development Official Partner：株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporter：ニチバン株式会社、株式会社 明治 
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JFA Youth & Development Official Provider：株式会社モルテン 

日 時：2015年 12 月 26日(土)～2016年 1月 17日(日) 

会  場：1回戦～準々決勝 兵庫/兵庫県立三木総合防災公園 

準決勝・3位決定戦・決勝  東京/味の素フィールド西が丘  

<決 勝>： 

日 時：1月 17日(日) 13：08キックオフ 

会 場：東京/味の素フィールド西が丘 

対 戦：早稲田大学 2-1（1-0,1-1）神奈川大学 

入場者数：3,869 人 

表  彰：優  勝  早稲田大学(関東 1/東京) 

準 優 勝 神奈川大学(関東 5/神奈川) 

第 3 位 日本体育大学(関東 2/神奈川) 

第 4 位 徳山大学(中国 1/山口) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 早稲田大学(関東 1/東京) 

 

(64)  第 21回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社 株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

開催期間：7月 23日(土)～ 30日(土)    

会  場：大阪／J-GREEN 堺 

<決  勝> 

日 時：7月 30日(土) 11:00キックオフ 

会 場：大阪／J-GREEN 堺 

対 戦：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15  0-2 (0-0) JFAアカデミー福島 

表  彰：優  勝    JFAアカデミー福島 (東海第 1代表/静岡県) 

準優勝    ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-15 (関東第 2代表/千葉県) 

第 3位    INAC 神戸レオネッサ U-15 (関西第 2代表/兵庫県) 

第 4位    ノジマステラ神奈川相模原アヴェニーレ (関東第 5代表/神奈川県) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 INAC 神戸レオネッサ U-15 (関西第 2代表/兵庫県) 

 

(65)  第 30回デンソーカップチャレンジサッカー 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人全日本大学サッカー連盟 

主  管：九州サッカー協会、九州大学サッカー連盟、一般社団法人宮崎県サッカー協会  

後  援：スポーツ庁 朝日新聞社 日刊スポーツ新聞社 宮崎県 宮崎県教育委員会  

公益財団法人宮崎県体育協会、宮崎市、宮崎市教育委員会 

特別協賛：株式会社デンソー 

協  賛：ミズノ株式会社、株式会社ミカサ、キリンビバレッジ株式会社 

     全日本空輸株式会社、公益財団法人みやざき観光コンベンション協会 

期  間：3月 4日(金)～6日(日) 

会  場：宮崎/KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園   

<決 勝> 

日 時：3月 6日(日) 13:00キックオフ 

会 場：KIRISHIMAヤマザクラ陸上競技場 

対 戦：関東選抜 A 1-3(0-3) 関西選抜 

入場者数： 215 人 

表  彰：優 勝 関西選抜 

準優勝 関東選抜 A 

第 3位 北海道・東北選抜 

第 4位 九州選抜 

第 5位 全日本選抜 
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第 6位 関東選抜 B 

第 7位 東海・北信越選抜 

第 8位 中国・四国選抜 

 

(66) 第 24回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、公益財団法人全国高等学校体育連盟、神戸市、 

神戸市教育委員会  

主  管：一般社団法人兵庫県サッカー協会、兵庫県高等学校体育連盟 

後  援：文部科学省、兵庫県、兵庫県教育委員会、スポーツニッポン新聞社 

協  賛：大塚製薬株式会社、第一三共ヘルスケア株式会社、ダイハツ工業株式会社、 

株式会社ナイキジャパン、株式会社ファミリーマート、株式会社ブシロード、 

株式会社マイナビ 

協  力：株式会社モルテン 

日 時：1月 3日(日)～10日(日) 

会  場：兵庫/ノエビアスタジアム神戸他 

<決 勝> 

日 時：1月 10日(日) 14:15キックオフ 

藤枝順心高校  3-2（1-2） 神村学園高等部 

入場者数：5,926 人 

表  彰：優 勝   藤枝順心高校(東海 1/静岡) 

準優勝   神村学園高等部(九州 1/鹿児島) 

第 3位   大商学園高校(関西 1/大阪)、修徳高校(関東 2/東京) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 藤枝順心高校(東海 1/静岡) 

 

(67) 平成 28年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 女子 

主  催：公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益財団法人日本サッカー協会、広島県、 

広島県教育委員会、広島市、広島市教育委員会、呉市、呉市教育委員会、尾道市、 

尾道市教育委員会、福山市、福山市教育委員会、三次市、三次市教育委員会、  

東広島市、東広島市教育委員会 

共  催：読売新聞社 

後  援：スポーツ庁、公益財団法人日本体育協会、日本放送協会、 

公益財団法人広島県体育協会、公益財団法人広島市スポーツ協会、呉市体育協会、 

一般社団法人尾道市体育協会、公益財団法人 福山市体育協会、三次市体育協会、 

東広島市体育協会 

主  管：公益財団法人全国高等学校体育連盟サッカー専門部、広島県高等学校体育連盟、 

公益財団法人広島県サッカー協会 

特別協賛：大塚製薬 

協    賛：JTB、マイナビ、カンコー学生服 

期 間：7月 29日(金)～8月 2日(火) 

会  場：広島／広島広域公園エディオンスタジアム広島他 

<決 勝> 

日 時：8月 2日(火) 10:00キックオフ 

会 場：広島広域公園エディオンスタジアム広島 

藤枝順心高校サッカー部 1-0 (0-0)  岡山県作陽高校 

表  彰：優  勝    藤枝順心高校サッカー部(東海①)  

準優勝     岡山県作陽高校（中国）) 

第 3位     日ノ本学園高校（近畿①)、十文字高校(関東③) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 藤枝順心高校サッカー部(東海①) 

優秀選手：福田まい（藤枝順心）、若林祐衣（広島文教）、鈴木杏那（藤枝順心）、 

富田実侑（作陽）、蓮輪真琴（作陽）、金平莉紗（日ノ本）、千葉玲海菜（藤枝順心）、 

福田ゆい（藤枝順心）、松島育美（作陽）、北方沙映（作陽）、伊藤美玖（日ノ本）、 

平塚万貴（日ノ本）、鈴木紗理（十文字）、源間葉月（十文字）、 

宮澤ひなた（星槎国際湘南）、塩野海風（星槎国際湘南）、滝川結女（常盤木学園）、 
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目原莉奈（日ノ本）、村上真帆（十文字）、沖野くれあ（常盤木学園）、 

今田紗良（藤枝順心）         ※全国高等学校体育連盟にて選出 

 

(68) JOC ジュニアオリンピックカップ第 19回全日本女子ユース（U-18）サッカー選手権大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会 

後  援：文部科学省、全国高等学校長協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、 

公益財団法人日本中学校体育連盟 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社 株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

日 時：1月 3日(日)～7日(木) 

会  場：J-GREEN堺 

<決 勝> 

日 時：1月 7日(木) 大阪/J-GREEN堺  13:30キックオフ 

対 戦：C大阪堺ガールズ(関西) 0-0, PK5-4（0-0）日テレ・メニーナ（関東 2/東京） 

入場者数：300人 

表 彰：優 勝 C大阪堺ガールズ(関西) 

準優勝：日テレ・メニーナ(関東 2/東京)  

第 3位：浦和レッズレディースユース(関東 1/埼玉) 

第 4位：ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-18(関東 3/千葉) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞：日テレ・メニーナ(関東 2/東京)  

 

(69) 第 27回全国レディースサッカー大会 

主 催：公益財団法人 日本サッカー協会 

主 管：一般財団法人静岡県サッカー協会 

後  援：読売新聞社 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporterニチバン株式会社 株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider 株式会社モルテン 

期 間：3月 19日(土)～21 日(月･振休) 

会  場：静岡/時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド 

<決 勝> 

日 時：3月 21日(月･振休) 

対 戦：東京アルテミス SC 0－0,PK0-3（0-0） UILANI FC 

表  彰：優 勝 UILANI FC（関東第 1代表／埼玉） 

準優勝 東京アルテミス SC（関東第 2代表／東京） 

第 3位 トナカイレディース F.C.（九州第 1代表／福岡） 

第 4位 FC BB（関東第 4代表／埼玉） 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 東京アルテミス SC（関東第 2代表／東京） 

MVP      石田 美穂子（UILANI FC） 

 

(70) 第 27回全国レディースサッカー大会＜レディース･エイト(40歳以上)オープン大会＞ 

主  催：公益財団法人 日本サッカー協会 

主  管：一般社団法人兵庫県サッカー協会 

後  援：読売新聞社 

協  賛：JFA Youth & Development Official Partner  株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporter  ニチバン株式会社 株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider  株式会社モルテン 

期 間：3月 19日(土)～21 日(月･振休) 

会  場：兵庫/兵庫県立三木総合防災公園 

<決 勝> 

日 時：3月 21日(月･振) 
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対 戦：広島 FCレディース 1－2（1-1）ポルト神戸 FC 

表  彰：優 勝    ポルト神戸 FC(関西/兵庫) 

準優勝    広島 FCレディース(中国/広島) 

第 3位    オール清水レディース(東海/静岡) 

第 4位    名張レディースサッカークラブ(東海/三重) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 ポルト神戸 FC 

 

(71) キヤノン ガールズ・エイト 第 13回 JFA地域ガールズ･エイト(U-12)サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 

特別協賛：キヤノン株式会社 

協  賛：大塚製薬株式会社 

＜北海道＞ 

主  管：公益財団法人北海道サッカー協会、小樽地区サッカー協会 

開催日時：2015 年 9月 22 日(火･祝)～9月 23日(水･祝) 

会  場：北海道/小樽市望洋サッカー・ラグビー場 

決  勝：2015 年 9月 23 日(水･祝) 

  道央ブロックトレセン女子 U-12GREEN 

   5-1（1-0,3-1,1-0）札幌ガールズクリニックホワイト 

表  彰：優 勝 道央ブロックトレセン女子 U-12GREEN 

第 2位 札幌ガールズクリニックホワイト 

第 3位 道南ブルー 

＜東北＞ 

主  管：東北サッカー協会、一般財団法人福島県サッカー協会 4種委員会 

開催日時：3月 12日(土)～13日(日) 

会  場：福島/相馬光陽サッカー場 

決  勝：3月 13日(日) 福島県選抜 Future 0-3（0-2,0-1,0-0）青森県選抜 

表  彰：優 勝 青森県選抜 

第 2位 福島県選抜 Future 

第 3位 宮城県選抜ブルー 

＜関東＞ 

主  管：関東サッカー協会、公益財団法人茨城県サッカー協会 

開催日時：3月 5日(土)～6日(日) 

会  場：茨城/ひたちなか市総合運動公園陸上競技場・スポーツ広場 

決  勝：3月 6日(日) 埼玉県 U-12選抜 TC 0-0,PK3-2（0-0,0-0,0-0）東京選抜 SUMIRE 

表  彰：優 勝 埼玉県 U-12 選抜 

第 2位 東京選抜 SUMIRE 

第 3位 東京選抜 SAKURA、栃木県選抜 U-12「海」 

＜北信越＞ 

主  管：北信越サッカー協会、一般社団法人新潟県サッカー協会 

開催日時：2015 年 11 月 21 日(土)～22日(日) 

会  場：新潟/新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ 

表  彰：優 勝 長野県 U12女子トレセン レッド 

第 2位 福井県選抜 

  第 3位 新潟女子 U12 A  ※１次リーグの結果による上位リーグにより順位決定 

＜東海＞ 

主  管：東海サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会 

開催日時：2月 20日(土)～21日(日) 

会  場：静岡/磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ競技場 

決  勝：2月 21日(日) 岐阜県女子トレセン A 1-1,PK0-2（1-0,0-1,0-0）愛知トレセン A 

表  彰：優 勝 愛知トレセン A 

第 2位 岐阜県女子トレセン A 

第 3位 静岡西部支部選抜 

＜関西＞ 
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主  管：関西サッカー協会、一般社団法人大阪府サッカー協会 

開催日時：3月 19日(土)～20日(日) 

会  場：大阪/J-GREEN堺 （S15.16ピッチ） 

決  勝：3月 20日(日) 大阪府トレセン女子 U12 0－1（0-1,0-0,0-0）奈良グリーン 

表  彰：優 勝 奈良グリーン 

第 2位 大阪府トレセン女子 U12 

第 3位 兵庫県トレセン女子 U-12 

＜中国＞ 

主  管：中国サッカー協会、一般社団法人山口県サッカー協会 

開催日時：3月 20日(日)～21日(月･祝) 

会  場：山口/長浦スポーツ海浜スクエア 

決  勝：3月 21日(月･祝) サモーレ山口 0-2（0-0,0-0,0-2）リパイン山口 

表  彰：優 勝 リパイン山口 

第 2位 サモーレ山口 

第 3位 岡山ビューガ 

＜四国＞ 

主  管：四国サッカー協会、一般社団法人高知県サッカー協会 

開催日時：3月 12日(土)～13日(日) 

会  場：高知/高知県立春野総合運動公園多目的広場 

決  勝：3月 13日(日) 

  徳島県 U12女子選抜α 0-0,PK2-1（0-0,0-0,0-0）愛媛選抜 A 

表  彰：優 勝 徳島県 U12女子選抜α 

第 2位 愛媛選抜 A 

第 3位 高知 A 

＜九州＞ 

主  管：九州サッカー協会、一般社団法人宮崎県サッカー協会 

開催日時：3月 5日(土)～6日(日) 

会  場：宮崎県/清水台総合公園多目的広場 

決  勝：3月 6日(日) 佐賀県選抜 0-1（0-0,0-1,0-0）熊本県選抜ドリームス 

表  彰：優 勝 熊本県選抜ドリームス 

     第 2位 佐賀県選抜 

     第 3位 鹿児島県女子 U-12 

 

(72) 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2016 プリンスリーグ 

4月～12月 各地域 

 

(73) 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2016 都道府県リーグ 

1月～12月 各都道府県 

 

(74) 高円宮杯 U-15 サッカーリーグ 2016 地域リーグ 

     1月～10月 各地域 

 

(75) 高円宮杯 U-15 サッカーリーグ 2016 都道府県リーグ 

     1月～10月 各都道府県 

 

(76) U-13地域サッカーリーグ 

     1月～12月 各地域 

 

(77) こくみん共済 U-12 サッカーリーグ 

    4月～12月 各都道府県 

 

(78) 2015/2016 JFAエンジョイ 5 ～JFAフットサルエンジョイ大会～ 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会 
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後    援：地域サッカー協会、都道府県サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟、 

一般社団法人日本フットサル施設連盟、株式会社フジテレビジョン 

JFA Youth & Development Official Partner：株式会社ナイキジャパン 

JFA Youth & Development Official Supporter：ニチバン株式会社、株式会社 明治 

JFA Youth & Development Official Provider：株式会社モルテン 

開催日時・会場： 

＜ファーストステージ＞ 

期 間：2015 年 7月～12月 13日(日) 

会 場：各都道府県の民間フットサル施設等  

＜セカンドステージ＞ 

期 間：2015 年 10 月以降～12月 13日(日) 

会 場：各地域の民間フットサル施設等 

＜ファイナルステージ＞ 

期 間：2016 年 1月 31 日(日) 

会 場：さいたまスーパーアリーナ 

参加チーム数：1,354 チーム（ファースト、セカンド、ファイナルステージ合計） 

 

(79) 全国中学校体育大会 第 47回全国中学校サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人日本サッカー協会 

富山県教育委員会、富山市教育委員会 

後  援：スポーツ庁、全日本中学校長会、全国都道府県教育長協議会、 

全国市町村教育委員会連合会、公益社団法人日本 PTA全国協議会、 

日本私立中学高等学校連合会、NHK、全国新聞社事業協議会、毎日新聞社、 

富山県、富山市、富山県中学校長会、公益財団法人富山県体育協会、 

公益財団法人富山市体育協会、北日本新聞社、読売新聞北陸支社、富山新聞社、 

北陸中日新聞社、北日本放送株式会社、富山テレビ放送、 

株式会社チューリップテレビ 

主  管：北信越中学校体育連盟、富山県中学校体育連盟、富山市中学校体育連盟 

公益社団法人富山県サッカー協会、富山市サッカー協会 

開催期間：8月 21日(日)～25日(木) 

会  場：富山県/富山県総合運動公園 陸上競技場他 

決  勝：8月 25日(木) 10：00キックオフ 富山県総合運動公園 陸上競技場 

青森山田中学校 4-0 (0-0,4-0) 暁星国際中学校 

表  彰：優  勝    青森山田中学校（青森県） 

準優勝     暁星国際中学校（千葉県） 

第 3位     吉岡町立吉岡中学校(群馬県)、周南市立周陽中学校(山口県) 

ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞 周南市立周陽中学校(山口県) 

優秀選手：藤原優大（青森山田中学校）、田中将勢（青森山田中学校）、 

那俄牲海（青森山田中学校）、武田英寿（青森山田中学校）、 

粟津瑠来（青森山田中学校）、磯目伊吹（東北学院中学校）、 

石火矢啓介（暁星国際中学校）、平間利樹（暁星国際中学校）、 

矢部優輝（暁星国際中学校）、廣島大輝（吉岡町立吉岡中学校）、 

松岡迅（吉岡町立吉岡中学校）、奥秋賢将（駿台学園中学校）、 

五味田修都（さくら市立氏家中学校）、杉本光希（新潟市立山の下中学校）、 

西山智也（富山市立大沢野中学校）、望月誉（常葉学園橘中学校）、 

小西巧（川西市立東谷中学校）、井上珠利（周南市立周陽中学校）、 

重田莉玖（周南市立周陽中学校）、野島唯暉（高知中学校） 

 

(80) 第 30回全国少年少女草サッカー大会 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会、 

朝日新聞社、静岡市、ＮＰＯ法人清水サッカー協会、 

静岡サッカー協会［全国少年少女草サッカー大会 組織委員会］ 

主  管：全国少年少女草サッカー大会 実行委員会 
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協  賛：第一三共ヘルスケア株式会社 

後  援：スポーツ庁、静岡県、静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、静岡市議会、 

公益財団法人静岡市体育協会、清水区連合体育会、静岡朝日テレビ、朝日学生新聞社、 

日刊スポーツ新聞社、静岡新聞社、静岡商工会議所、 

公益財団法人静岡観光コンベンション協会、静岡市自治会連合会、 

東海大学海洋学部博物館、公益財団法人日本プロサッカーリーグ、 

一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

協  力：アディダス、omron、株式会社清水銀行、株式会社静岡銀行、鈴与グループ、 

TOKAIグループ、JAしみず、JA静岡市、清水女性倶楽部、清水ホテル旅館組合、 

静岡市ホテル旅館協同組合、富士市ホテル旅館業組合、清水エスパルス、 

株式会社アイエイアイ、サカイク 他 

開催期間：8月 12日(金)～16日(火） 

開催会場：IAIスタジアム日本平など 37グラウンド 

決 勝 戦：8月 16日(火) 於 IAI スタジアム日本平 

     男子 キックオフ 13：30～ 

     高槻南 AFC 1-1延長（0-0，1-1，0-0，0-0）PK3-2 リバーフットボールクラブ 

     女子 キックオフ 12：30～ 

     バディフットボールクラブ 3-0（1-0） 藤枝順心サッカークラブジュニア 

結  果：男子 

優 勝  高槻南 AFC    (大阪府) 

     準優勝  リバーフットボールクラブ  (神奈川県) 

     第 3位  ダイナモ川越東   (埼玉県) 

フットボールクラブ浜須賀 A  (神奈川県) 

     女子 

     優 勝  バディフットボールクラブ  (東京都） 

準優勝  藤枝順心サッカークラブジュニア (静岡県） 

     第 3位  富士川ファーストレディース  (静岡県） 

          熊本ユナイテッド SCエーマ  (熊本県) 

 

 

２ 国内競技会（後援） 

 

(1) 第 45回全国自治体職員サッカー選手権大会 

主  催：全国自治体職員サッカー連盟、鹿児島市 

共  催：鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会 

主  管：一般社団法人鹿児島県サッカー協会、鹿児島市サッカー協会、 

全国自治体職員サッカー連盟九州支部 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会、鹿児島市体育協会 

開催期間：8月 5日(金)～11日(木・祝)    

会  場：鹿児島／鹿児島県立鴨池陸上競技場、鹿児島県立サッカー・ラグビー場、 

鹿児島ふれあいスポーツランド 

決  勝：8月 11日(木･祝)  10：00キックオフ  鹿児島県立鴨池陸上競技場  

藤枝市役所  6-0 (2-0)  東京消防庁 

表  彰：優 勝  藤枝市役所 (前回優勝) 

準優勝  東京消防庁 (東京 1位) 

第 3位  さいたま市役所 (南関東 1位)、鹿児島市役所（開催地) 

 

(2) 第 50回全国自衛隊サッカー大会 / 第 4回自衛隊女子フットサル大会 

女子開会式    4月 16 日(土) 

男子開会式    4月 17 日(日) 

女子競技期間   4月 16 日(土)～17日(日) 東京/朝霞駐屯地 

男子競技期間   4月 18 日(月)～24日(日) 東京/味の素ﾌｨｰﾙﾄﾞ西が丘他 
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(3) 第 29回全国健康福祉祭ながさき大会(ねんりんピック長崎 2016)  

主  催：厚生労働省、長崎県、一般財団法人長寿社会開発センター 

ねんりんピック長崎 2016実行委員会、島原市、 

ねんりんピック長崎 2016島原市実行委員会、雲仙市、 

ねんりんピック長崎 2016雲仙市実行委員会 

共  催：スポーツ庁 

主  管：一般社団法人長崎県サッカー協会 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

期  間：10月 15日(土)～17日(月) 

会  場：島原市営平成町人工芝グラウンド、島原市営平成町多目的広場 

雲仙市国見総合運動公園多目的芝生広場、長崎県立百花台公園サッカー場 

競技方法：グループリーグのみ実施 

 

(4) 第 26回全国高等学校定時制通信制サッカー大会 

主  催：公益財団法人全国高等学校定時制通信制教育振興会 

公益財団法人全国高等学校体育連盟 

主  管：公益財団法人全国高等学校体育連盟定時制通信制部サッカー専門部 

静岡県高等学校体育連盟定時制通信制部 

後  援：文部科学省、厚生労働省、静岡市、公益財団法人日本体育協会 

公益財団法人日本サッカー協会、全国定時制通信制高等学校長会 

全国高等学校定時制通信制教頭・副校長協会、静岡県教育委員会 

一般財団法人静岡県サッカー協会、NPO法人清水サッカー協会 

公益財団法人石澤奨学会、公益財団法人東京都体育協会、静岡朝日テレビ 

静岡新聞社、NHK、朝日新聞静岡総局、SBS静岡放送、日刊スポーツ新聞社  

協    賛：株式会社モルテン、プーマジャパン株式会社、株式会社エスパルス 

期 間：8月 5日(金)～9日(火) 

会 場：静岡/静岡市清水総合運動場陸上競技場、IAIスタジアム日本平 

清水ナショナルトレ―ニングセンター、清水蛇塚スポーツグラウンド 

<決 勝> 

日 時：8月 9日(火) 

会 場：静岡/IAI スタジアム日本平 

参加校数：34チーム 

決 勝 戦：東京都立八王子拓真高校 1－1（0-0,0-0,0-1,1-0）東京都立世田谷泉高校 

 ※延長戦で決着がつかなかったため両校優勝 

結  果：優 勝 東京都立八王子拓真高校（東京都第二代表） 

      東京都立世田谷泉高校（東京都第一代表） 

     第 3位 静岡県立静岡中央高校（静岡県第一代表） 

科学技術学園高校刈谷（愛知県代表） 

最優秀選手：小川純平（東京都立世田谷泉高校） 

 

(5) JA 全農杯チビリンピック 小学生選抜 8人制サッカー大会 

開 会 式 5月 3日(火・祝)   

競技期間 5月 3日(火・祝)～5日(木・祝)  

会場 神奈川/日産スタジアム 

 

(6) 第 3回 FUTSAL地域女子チャンピオンズリーグ 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：公益財団法人愛知県サッカー協会、愛知県フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

協  賛：ＧＡＶｉＣ（株式会社ロイヤル） 

ｵﾌｨｼｬﾙｹﾞｰﾑﾎﾞｰﾙ：株式会社ミカサ 

期 間：2月 19日（金）～21日（日） 

会 場：愛知/テバオーシャンアリーナ 



60 

表  彰：優 勝 丸岡 RUCKレディース 

  準優勝 SWH Ladies Futsal Club 

  第 3位 member of the gang ladies 

  第 3位 arco-iris KOBE 

個人表彰：最優秀選手賞 高尾 茜利（丸岡 RUCKレディース） 

  得点王  高尾 茜利（丸岡 RUCKレディース）、吉川 紗代（SAICOLO） 

 

(7) SuperSports XEBIO 第 16回地域Ｆチャンピオンズリーグ 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：一般財団法人静岡県サッカー協会、静岡県フットサル連盟 

  公益財団法人愛知県サッカー協会、愛知県フットサル連盟 

  一般社団法人三重県サッカー協会、三重県フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

ｴｸｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ：スーパースポーツゼビオ 

ｵﾌｨｼｬﾙｹﾞｰﾑﾎﾞｰﾙ：株式会社ミカサ 

期 間：2月 26日（金）～28日（日） 

会 場：静岡/エコパアリーナ、三重/県営サンアリーナ、 

  愛知/テバオーシャンアリーナ 

表  彰：優 勝 ヴァクサ高槻 

  準優勝 リガーレ東京 

  第 3位 ゾット早稲田、広島エフ・ドゥ 

個人表彰：最優秀選手賞 角田 昌稔（ヴァクサ高槻） 

  得点王  米谷 悟 （ゾット早稲田） 

    中村 学 （Divertido旭川） 

        永松 達樹（フュンフバインキョウト） 

 

(8) GAViC CUPユースフットサル選抜トーナメント 2016 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：公益財団法人東京都サッカー協会、東京都フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

特別協賛：ＧＡＶｉＣ（株式会社ロイヤル） 

ｵﾌｨｼｬﾙｹﾞｰﾑﾎﾞｰﾙ：株式会社ミカサ 

期 間：3月 19日（土）～20日（日） 

会 場：東京/墨田区総合体育館 

表  彰：優 勝 U-18新潟県選抜 

  準優勝 U-18東京都選抜 

  第 3位 U-18神奈川県選抜 

    U-18静岡県選抜 

個人表彰：得点王 中村 充（U-18東京都選抜） 

  

 

(9) トリムカップ 2016第 8回全国女子選抜フットサル大会 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：公益財団法人愛知県サッカー協会、愛知県サッカー協会 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

特別協賛：株式会社日本トリム 

ｵﾌｨｼｬﾙｹﾞｰﾑﾎﾞｰﾙ：株式会社ミカサ 

開催期間：3月 25日（金）～27 日（日） 

開催会場：愛知/愛知県体育館 

表  彰：優 勝  東京都選抜 

  準優勝  兵庫県選抜 

  第 3位  千葉県選抜 

     福井県選抜 
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  ﾌｧｯｼｮﾅﾌﾞﾙﾁｰﾑ賞 岡山県選抜 

個人表彰：最優秀選手賞 吉林 千景（東京都選抜） 

  敢闘賞  高尾 茜利（福井県選抜） 

       天満 舞 （兵庫県選抜） 

 

(10) 第 32回全国選抜フットサル大会 

主  催：一般財団法人日本フットサル連盟 

主  管：一般社団法人大阪府サッカー協会、大阪府フットサル連盟、関西フットサル連盟 

後  援：公益財団法人日本サッカー協会 

協  賛：ＧＡＶｉＣ（株式会社ロイヤル） 

ｵﾌｨｼｬﾙｹﾞｰﾑﾎﾞｰﾙ：株式会社ミカサ 

期 間：9月 30日（金）～10月 1日（土） 

会 場：大阪/大阪市中央体育館 

表  彰：優 勝 福岡県選抜 

  準優勝 宮城県選抜 

  第 3位 北海道選抜 

    兵庫県選抜 

 

 

３ 国際競技会（国内開催、派遣） 

 

(1) Alibaba YunOS Auto プレゼンツ FIFAクラブワールドカップ ジャパン 2016 

開催期間：12月 8日（木）～18 日（日） 

会  場：神奈川/横浜国際総合競技場、大阪／市立吹田サッカースタジアム 

総観客数：238,428人 

【M1】第 1ラウンド 

日 時：12月 8日（木） 19：30キックオフ 

会 場：神奈川/横浜国際総合競技場 

対 戦：鹿島アントラーズ（開催国） 2-1（0-0）オークランド・シティーFC（OFC） 

入場者数：17,667人 

【M2】第 2ラウンド 

日 時：12月 11日（日） 16：00キックオフ 

会 場：大阪/市立吹田サッカースタジアム 

対 戦：全北現代モータース（AFC） 1-2（1-0）クラブ・アメリカ（CONCACAF） 

入場者数：14,587人 

【M3】第 2ラウンド 

日 時：12月 11日（日） 19：30キックオフ 

会 場：大阪/市立吹田サッカースタジアム 

対 戦：マメロディ・サンダウンズ（CAF） 0-2（0-0）鹿島アントラーズ（開催国） 

入場者数：21,702人 

【M4】5位決定戦 

日 時：12月 14日（水） 16：30キックオフ 

会 場：大阪/市立吹田サッカースタジアム 

対 戦：全北現代モータース（AFC） 4-1（3-0）マメロディ・サンダウンズ（CAF） 

入場者数： 5,938人 

【M5】準決勝   

日 時：12月 14日（水） 19：30キックオフ 

会 場：大阪/市立吹田サッカースタジアム 

対 戦：アトレティコ・ナシオナル（CONMEBOL） 0-3（0-1）鹿島アントラーズ（開催国） 

入場者数：15,050人 

【M6】準決勝 

日 時：12月 15日（木） 19：30キックオフ 

会 場：神奈川/横浜国際総合競技場 
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対 戦：クラブ・アメリカ（CONCACAF） 0-2（0-1）レアル・マドリード（UEFA） 

入場者数： 50,117人 

【M7】3位決定戦 

日 時：12月 18日（日） 16：00キックオフ 

会 場：神奈川/横浜国際総合競技場 

対 戦：クラブ・アメリカ（CONCACAF） 2-2（1-2） PK3-4アトレティコ・ナシオナル   

(CONMEBOL) 

入場者数：44,625人 

【M8】決勝 

日 時：12月 18日（日） 19：30キックオフ 

会 場：神奈川/横浜国際総合競技場 

対 戦：レアル・マドリード（UEFA） 4-2（1-1）延長（2-0） 鹿島アントラーズ（開催国） 

入場者数：68,742人 

  

※ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が試験導入された 

※2016 年 11 月 飛行機墜落事故で亡くなった、ブラジルサッカー1部リーグ・シャペコエンセの選

手・スタッフへの哀悼の意を表し、各チームの初戦において黙祷を行った 

※鹿島アントラーズがアジア勢として初めて決勝進出を果たした 

※FIFA U-17 女子ワールドカップヨルダン 2016 で大会 MVP を受賞した、U-17 日本女子代表の長野

風花選手が表彰式でトロフィープレゼンターを務めた 

※決勝戦の公式入場者数は 68,742 人で、日本開催のクラブワールドカップの最多動員記録を更新

した 

 

(2) AFC チャンピオンズリーグ 2016 

日本から、2015 Jリーグチャンピオンシップ優勝のサンフレッチェ広島、天皇杯優勝（Jリーグ

チャンピオンシップ準優勝）のガンバ大阪、Jリーグ 3位の浦和レッズが本大会に出場。 

また、Jリーグ第 4位のＦＣ東京がプレーオフに出場。 

① プレーオフ 

東地区プレーオフ 2： 

2月 9日(火） ＦＣ東京 9-0（3-0） チョンブリ FC  日本 

② グループステージ（MD＝マッチデイ） 

グループ E：  

 日本からの参加クラブ：ＦＣ東京 

【MD1】2月 23日（火） ＦＣ東京 1-2（0-1）全北現代モータース 韓国 

【MD2】3月 1日（火） ＦＣ東京 3-1（0-1）ビン・ズオン 日本 

【MD3】3月 15日（火） ＦＣ東京 0-0（0-0）江蘇蘇寧 日本 

【MD4】4月 6日（水） ＦＣ東京 2-1（1-1）江蘇蘇寧 中国 

【MD5】4月 20日（水） ＦＣ東京 0-3（0-1）全北現代モータース 日本 

【MD6】5月 4日（水・祝） ＦＣ東京 2-1（1-0）ビン・ズオン ベトナム 

 グループ F：  

 日本からの参加クラブ： サンフレッチェ広島 

【MD1】2月 23日（火） サンフレッチェ広島 1-2（0-0） 山東魯能 日本 

【MD2】3月 1日（火） サンフレッチェ広島 1-4（1-1） FCソウル 韓国 

【MD3】3月 16日（水） サンフレッチェ広島 3-0（1-0） ブリーラム・ユナイテッド 日本 

【MD4】4月 5日（火） サンフレッチェ広島 2-0（1-0） ブリーラム・ユナイテッド タイ 

【MD5】4月 20日（水） サンフレッチェ広島 0-1（0-1） 山東魯能  中国 

【MD6】5月 4日（水・祝） サンフレッチェ広島 2-1（2-0） FCソウル  日本 

 グループ G：  

 日本からの参加クラブ： ガンバ大阪 

【MD1】2月 24日（水） ガンバ大阪 0-0（0-0） 水原三星ブルーウィングス 韓国 

【MD2】3月 2日（水） ガンバ大阪 1-1（0-1） メルボルン・ビクトリー  日本 

【MD3】3月 15日（火） ガンバ大阪 1-2（0-1） 上海上港  中国 

【MD4】4月 6日（水） ガンバ大阪 0-2（0-0） 上海上港  日本 
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【MD5】4月 19日（火） ガンバ大阪 1-2（0-0） 水原三星ブルーウィングス  日本 

【MD6】5月 3日（火・祝） ガンバ大阪 1-2（0-2） メルボルン・ビクトリー オーストラリア 

グループ H：  

 日本からの参加クラブ：浦和レッズ 

【MD1】2月 24日（水） 浦和レッズ 2-0（1-0） シドニーFC 日本 

【MD2】3月 2日（水） 浦和レッズ 0-1（0-1） 浦項スティーラーズ 韓国 

【MD3】3月 16日（水） 浦和レッズ 2-2（1-2） 広州恒大 中国 

【MD4】4月 5日（火） 浦和レッズ 1-0（0-0） 広州恒大 日本 

【MD5】4月 20日（水） 浦和レッズ 0-0（0-0） シドニーFC オーストラリア 

【MD6】5月 3日（火・祝） 浦和レッズ 1-1（0-0） 浦項スティーラーズ 日本 

③ ノックアウトステージ（ホーム＆アウェイ） 

ラウンド 16： 

【第 1戦】5月 17日(火) ＦＣ東京 2-1（1-0） 上海上港 

18日(水) 浦和レッズ 1-0（1-0） FCソウル 

【第 2戦】5月 24日(火) 上海上港 1-0（0-0） ＦＣ東京 

25日(水)  FCソウル 3-2（1-0）延長（1-0） PK 7-6浦和レッズ  

 

※全北現代モータース（韓国）が優勝し、Alibaba YunOS Auto プレゼンツ FIFAクラブワールド

カップ ジャパン 2016に出場した 

 

(3) 第 24回 日・韓・中ジュニア交流競技会 

主  催：公益財団法人日本体育協会 

公益財団法人日本陸上競技連盟、公益財団法人日本サッカー協会 

公益財団法人日本テニス協会、公益財団法人日本バレーボール協会 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

一般社団法人日本ウエイトリフティング協会 

公益財団法人日本ハンドボール協会、 公益財団法人日本ソフトテニス連盟 

公益財団法人日本卓球協会、公益財団法人日本バドミントン協会、 

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 

開 催 地：寧波(中国) 

開催期間：8月 23日(火)～29日(月） 

日本チーム：神戸弘陵学園高等学校 

（高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2015 プリンスリーグ関西 優勝チーム） 

結  果：神戸弘陵学園高校 0-5 韓国選手団 

神戸弘陵学園高校 1-4 中国選手団 

神戸弘陵学園高校 1-2 開催地選手団 

最終成績：0勝 3敗 ※交流競技会の為、順位はなし 

 

(4) JFA プレミアカップ 2016 優勝チーム 香港遠征 

場 所：香港 

チ ー ム：清水エスパルスジュニアユース 

期 間：8月 7日（日）～9日（火） 

 

(5) スルガ銀行チャンピオンシップ 2016 IBARAKI 

日  時：8月 10日(水) 19:00 キックオフ 

会  場：茨城/茨城県立カシマサッカースタジアム 

対  戦：鹿島アントラーズ 0-1 (0-0) インデペンディエンテ・サンタフェ 

入場者数：19,716人  

 

(6) 日本高校選抜 欧州遠征 

期 間：3月 19日(土)～30 日(水) 

場  所：ドイツ/デュッセルドルフ 

チ ― ム：日本高校サッカー選抜 
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大会結果：グループステージ第 1戦 

高校選抜 3-2(2-0) フォルトゥナ・デュッセルドルフ (ドイツ) 

グループステージ第 2戦 

高校選抜 2-0(0-0) PSVアイントホーフェン（オランダ） 

グループステージ第 3戦 

高校選抜 1-1(1-1)ボルシア MG(ドイツ) 

グループステージ第 4戦 

高校選抜 2-1(1-0)トッテナムホットスパー(イングランド) 

準決勝 

高校選抜 1-2(0-1)ベシクタシュ JK (トルコ) 

3位決定戦  

高校選抜 2-0 (0-0)トッテナムホットスパー(イングランド) 

※最終順位第 3位 

表  彰：ベストミッドフィルダー賞 中村健人選手（東福岡高） 

ベストストライカー賞   旗手怜央選手（静岡学園高） 

ベストイレブン      中村健人選手（東福岡高）、旗手怜央選手（静岡学園高） 
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Ⅲ 指導普及事業 

 

(1) JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会U-12  

  8月3日(水)～7日(日)  静岡/時之栖 

            参加者：選手768名、指導者189名 

 

(2) ナショナルトレセンU-14［前期：3地域同日開催 後期：地域対抗戦］  

前期 5月26日(木)～29日(日)   

東日本：静岡/時之栖 

参加者：選手74名、指導者24名 

中日本：静岡/ヤマハリゾートつま恋 

参加者：選手66名、指導者23名 

西日本：鳥取/ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ（球技場・多目的広場）、 

鳥取市若葉台ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、鳥取市営ｻｯｶｰ場とりぎんﾊﾞｰﾄﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 

参加者：選手65名、指導者18名 

   後期 11月24日(木)～27日(日)   

対抗戦：静岡/時之栖 

参加者：選手308名、指導者56名 

 

(3) ナショナルトレセンコーチ研修会（U-12/U-14/U-16）       

    3月14日(月)～17日(木)   静岡/時之栖 

            参加者43名 

 

(4) 47FAユースダイレクター研修会                 

 前期 7月8日(金)～10日(日) 大阪/J-GREEN堺 

            参加者：71名 

   後期 12月9日(金)～11日(日)              静岡/帝人ｱｶﾃﾞﾐｰ富士 

            参加者：70名 

 

(5) モデル地区トレセン 

    1月～12月 

    実施数：78ヶ所   各地区 

 

(6) 地域強化育成活動 

 1月～12月                     9地域  

① 9地域トレセンスタッフ研修会 

② 地域GKキャンプ 

③ 地域トレセンリーグ 

④ 地域トレーニングキャンプU-17 

⑤ ナショナルトレセンU-12 

⑥ 地域トレセン（トレーニングセンター） 

 

(7) ナショナルGKキャンプ                                        

2月12日(金)～14日(日)  大分/大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 

参加者：選手20名、指導者6名 

 

(8) JFAエリートプログラム                                       

① U-14トレーニングキャンプ 

    3月18日(金)～22日(火)   大阪/J-GREEN堺 

参加者：選手22名、指導者3名 

② U-14韓国遠征(JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

    10月26日(水)～31日(月)  Paju National Football Center 

            参加者：選手20名、指導者3名 
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③ U-14海外遠征（JJP事業） 

            4月30日(土)～5月7日(土) オランダ/レイッセン 

            参加者：選手18名、指導者3名 

④ U-13トレーニングキャンプ1 

    4月13日(水)～17日(日)  岡山/美作ラグビー・サッカー場 

            参加者：選手22名、指導者3名 

⑤ U-13トレーニングキャンプ2 

    6月22日(水)～26日(日)    北海道/網走スポーツトレーニングフィールトﾞ 

            参加者：選手22名、指導者3名 

⑥  U-13トレーニングキャンプ(JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

12月13日(火)～18日(日) 大分/大分スポーツ公園 

            参加者：選手20名、指導者3名 

⑦  AFC U-14フェスティバル 

      9月4日(日)～11日(日)  Beijing Football Center 

            参加者：選手18名、指導者3名 

⑧ U-13海外遠征（JJP事業） 

      9月14日(水)～20日(火)  スペイン/マドリ－ド 

            参加者：選手18名、指導者3名 

 

(9) S級コーチ養成講習会 

前期： 国内短期講習会 

5月14日(土)～19日(木)                 茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ                         

 国内集中講習会                             東京都内 

 5月23日(月)～26日(木)     味の素ナショナルトレーニングセンター 

5月30日(月)～6月2日(木)             

6月6日(月)～9日(木) 

6月13日(月)～16日(木) 

6月20日(月)～23日(木) 

中期： 国内短期講習会                            茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ 

                        9月5日(月)～8日(木) 

国内集中講習会                             東京都内 

 9月12日(月)～15日(木)     味の素ナショナルトレーニングセンター 

9月19日(月・祝)～22日(木・祝)     国立スポーツ科学センター他 

9月26日(月)～29日(木) 

10月3日(月)～6日(木) 

10月11日(火)～13日(木) 

10月17日(月)～20日(木) 

後期：国内集中講習会  

   12月5日(月)～8日(木)                  国立スポーツ科学センター 

指導実践試験                               静岡/J-STEP 

 12月12日(月)～15日(木) 

インターンシップ （3週間）：前期終了後から2017年8月31日まで 

受講者21名 

 

(10) A級コーチジェネラル養成講習会 5コース：5泊6日 3期制  

   1コース 前期 5月16日(月)～21日(土)              山梨/山梨学院大学 

      中期 6月27日(月)～7月2日(土) 

    後期 11月7日(月)～12日(土) 

           受講者：29名 

     2コース 前期 5月9日(月)～14日(土)       茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ 

        中期 7月11日(月)～16日(土) 

    後期 10月24日(月)～29日(土) 
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           受講者：31名 

   3コース 前期 6月6日(月)～11日(土)       茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ 

    中期 9月12日(月)～17日(土)       静岡/J-STEP 

    後期 11月14日(月)～19日(土)            茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ 

    受講者：29名 

   4コース 前期 5月6日(金)～11日(水)          大阪/J-GREEN堺 

    中期 7月11日(月)～16日(土) 

    後期 11月6日(日)～11日(金) 

    受講者：27名    

   5コース 前期 6月13日(月)～18日(土)          大阪/J-GREEN堺 

    中期 8月29日(月)～9月3日(土) 

    後期 11月28日(月)～12月3日(土) 

    受講者：31名 

 

(11) A級コーチＵ-12 養成講習会 2コース：  5泊 6日、3泊 4日、4泊 5日 3期制  

   静岡コース 前期 5月9日(月)～14日(土) 静岡/時之栖 

 中期 8月22日(月)～25日(木) 

            後期 12月14日(水)～18日(日) 

            受講者：19名 

熊本宇城コース  

            前期 6月14日(火)～19日(日)       熊本/JFAアカデミー熊本・宇城 

   中期  9月1日(木)～4日(日) 

 後期 2017年1月11日(水)～1月15日(日) 

            受講者：20名 

 

(12) A級コーチ U-15養成講習会 1コース： 5泊 6日、5泊 6日、5泊 6日 3期制 

    前期 5月16日(月)～21日(土)       静岡/時之栖 

      中期 6月26日(日)～7月1日(金) 

    後期 10月23日(日)～28日(金) 

             受講者：28名 

 

(13) B級コーチ養成講習会 専門科目15コース：5泊6日 2期制 

第 1コース（北海道） 

前期：7月 11日(月)～16日(土)   北海道/札幌サッカーアミューズメントパーク 

後期：9月 19日(月・祝)～24日(土)                 

受講者数 21 名 

     第 2コース（東北） 

                  前期：7月 22日(金)～25日(月)        青森/五戸町ひばり野 

         中期︰9月 16日(金)～19日(月・祝)      岩手/岩手県フットボールセンター 

         後期：11月 3日(木・祝)～6日(日)       宮城/松島フットボールセンター 

         受講者数 30 名 

       第 3コース（関東） 

         前期：7月 11日(月)～16日(土)        茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ 

         後期：11月 14日(月)～16日(水)  

         受講者数 30 名 

         第 4コース（北信越） 

         前期：6月 6日(月)～11日(土)        石川/和倉温泉グラウンド 

         後期：11月 14日(月)～19日(土)      

         受講者数 28 名 

       第 5コース（東海） 

         前期：6月 6日(月)～11日(土)         静岡/帝人アカデミー富士 

         後期：10月 24日(月)～29日(土)      

         受講者数 32 名 
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        第 6コース（関西） 

         前期：6月 27日(月)～7月 2日(土)          兵庫/アスパ五色 

         後期：11月 7日(月)～12日(土)          大阪/J-GREEN堺 

         受講者数 29 名 

    第 7コース（中国） 

         前期：7月 11日(月)～16日（土）       山口/おのだサッカー交流公園 

後期：11月 28日(月)～12月 3日(土)        

受講者数 31 名 

        第 8コース（四国） 

         前期：6月 27日(月)～7月 2日(土)             高知/春野総合運動公園 

         後期：11月 28日(月)～12月 3日(土)    

         受講者数 29 名 

    第 9コース（九州） 

                  前期：5月 31日(火)～6月 5日(日)  鹿児島/インターナショナルリゾート京セラ 

         後期：10月 25日(火)～30日(日)      

         受講者数 29 名 

    第 10コース（FC東京） 

          前期：6月 20日(月)～25日(土)          東京/深川グラウンド 

         後期︰11月 14日(月)～19日(土)      

         受講者数 28 名 

    第 11コース（ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟） 

         前期：6月 28日(火)～7月 3日(日)         新潟/アルビレッジ 

         後期：11月 1日(火)～6日(日)  

         受講者数 29 名 

    第 12コース（ｾﾚｯｿ大阪） 

         前期：5 月 15日(日)～20日(金)                大阪/J-GREEN堺 

         後期：10月 24日(月)～29日(土)            

         受講者数 26 名 

    第 13コース（鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ） 

                  前期：6月 6日(月)～11日(土)                茨城/新日鐵住金総合グラウンド 

         後期︰10月 3日(月)～8日(土)              

         受講者数 26 名 

    第 14コース（浦和ﾚｯｽﾞ） 

         前期：6月 13日(月)～18日(土)           埼玉/レッズランド 

         後期：11月 14日(月)～19日(土)      

         受講者数 30 名 

    第 15コース（JPFA） 

         前期：12月 2日(金)～7日(水)           静岡/時之栖 

         後期：12月 20日(火)～25日(日)       

         受講者数 51 名 

 

(14) C級コーチ養成講習会  

    1月～12月  47都道府県/Jリーグ 

 

(15) D級コーチ養成講習会  

    1月～12月  47都道府県 

 

(16) キッズリーダー養成講習会  

    1月～12月  47都道府県 

 

(17) ゴールキーパーA級コーチ養成講習会 

 1コース：5泊 6日、2泊 3日 2期制 

      前期    1月 6日(水)～11日(月・祝) 大阪/J-GREEN堺 
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      後期    6月 10日(金)～12日(日)  

            受講者数 23名 

 

(18) ゴールキーパーB級コーチ養成講習会 

 1コース：4泊 5日 

            1月 13日(水)～17日(日)             茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ 

            受講者数 30名 

 

(19) ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 

  6 コース:3泊 4日 

      第 1コース：9月 22日(木・祝)～25日(日)         北海道/函館フットボールセンター 

                        受講者数 29名 

      第 2コース：9月 16日(金)～19日(月・祝)         茨城/鹿島ハイツスポーツプラザ 

            受講者数 29名 

      第 3コース：9月 16日(金)～19日(月・祝)         長野/菅平イナリールホテル 

            受講者数 29名 

      第 4コース︰10月 7日(金)～10日(月・祝)         静岡/ヤマハリゾートつま恋 

            受講者数 30名 

      第 5コース︰9月 22日(木・祝)～25日(日)       大阪/J-GREEN堺 

            受講者数 30名 

      第 6コース：9月 16日(金)～19日(月・祝)       沖縄/沖縄県フットボールセンター 

            受講者数 23名 

        

(20) S級/A級ジェネラルインストラクター研修会  

    4月18日(月)～20日(水) 山梨/山梨学院大学 

            参加者：12名 

 

(21) A級 U-12 U-15インストラクター研修会  

    4月25日(月)～28日(木) 静岡/時之栖 

            参加者：6名 

(22) B級インストラクター研修会 

前期：3月 28日(月)～31日(木) 静岡/時之栖 

   参加者数 47名 

後期：9月 6日(火)～8日(木)       静岡/帝人アカデミー富士 

   参加者数 39名 

 

(23) GK-A級インストラクター研修会 

         11月 27日(日)～28日(月)         神奈川/新横フットボールパーク 

        参加者数 25名 

 

(24) GK-B級インストラクター研修会 

           8月 28 日(日)～29日(月)           神奈川/新横フットボールパーク 

          参加者数 22名 

 

(25) GK-C級インストラクター研修会 

 5月 8日(日)～9日(月)                 静岡/時之栖 

  参加者 51名 

 

(26) 47FAチーフインストラクター研修会  

    6月 11 日(土)～12日(日)              東京/JFAハウス 

                        受講者 47名 

 

(27) キッズリーダーチーフインストラクター研修会  
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6月 18 日(土)～19日(日) 静岡/帝人アカデミー富士 

受講者 41名 

 

(28) キッズリーダーインストラクター研修会  

 5月 20 日(金)～22日(日) 静岡/帝人アカデミー富士 

 受講者 56 名 

 

(29) 小学校体育サポート   

  インストラクター講習会   3月 26日(土)～27日(日) 静岡/J-STEP 

                   受講者 49名 

  教員志望学生向け研修会   3月 24日(木)  東京/JFAハウス  

                   受講者 10名 

 

(30) S級コーチリフレッシュ研修会  

第1コース 9月26日(月) 参加者 126名  東京/味の素ナショナルトレーニングセンター 

第2コース 12月20日(火) 参加者 210名 神奈川 

 

(31) ゴールキーパーコーチリフレッシュ研修会 

11月 5日(土)～6日(日)    参加者 10名          静岡/時之栖 

 

(32) Eラーニング（リフレッシュコース）3コンテンツ 

1月～12月   

 

(33) 育成年代コーチ養成プロジェクト FIFAグラスルーツセミナー 

   9月 18 日(日)～23日(金) 北海道/上川郡 

   参加者数 26 名 

 

(34) 育成年代コーチ養成プロジェクト グラスルーツセミナー短期コース 

   大阪コース：2月 11 日(木・祝)～13日(土) 大阪/J-GREEN堺 

    参加者数 19 名 

   島根コース：10月 8日(土)～10日(月・祝) 島根/鹿島総合体育館 

    参加者数 12 名 

   兵庫コース：12月 15 日(木)～17日(土) 兵庫/三木市・神戸市 

    参加者数 16 名 

 

(35) 全国医学委員長会議   

    1月 11 日(月・祝)  東京/JFAハウス 

            参加者 74 名 

(36) CPR（心肺蘇生法）講習会  

 2月 13 日(土)  東京/JFAハウス 

      受講者 21 名 

(37) NF Representative会議   

   1月 31 日(日) 東京/JFAハウス 

         参加者 33名 

(38) 第 58回サッカードクターセミナー   

         3月 12 日(土)～13日(日) 茨城/鹿嶋市 

            参加者 92 名 

(39) 第 59回サッカードクターセミナー 

         10月 1日(土)～2日(日) 石川/金沢市 

           参加者 93名 

(40) アスレティックトレーナーセミナー   

    2月 14 日(日)  東京/JFAハウス 

            参加者 85 名 
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(41) JFA チャレンジゲーム 

   めざせクラッキ！ 1月～12月 各検定団体 

   めざせファンタジスタ！ 1月～12月 JFAハウス(毎月第 4土曜日)、各検定団体 

 

(42) 全国技術委員長会議  

2月 20 日(土)～21日(日) 東京/JFAハウス 

    参加人数 89 名 

 

(43) JFA フィジカル・コンディショニング担当コーチ研修会 

           12 月 6日(火) 東京/JFAハウス 

           参加者数 30 人 

 

(44) M1 普及施策の推進 JFAキッズミーティング 

1月 30 日(土)～31日(日) 

参加者数 75 名 東京/JFAハウス 

 

(45) AFC フィットネスコーチングコースレベル 2（パート 1） 

           12 月 11 日(日)～17日(土) 静岡/時之栖 

  参加者数 14 名 

 

(46) AFC フィットネスコーチングコースレベル 1（パート 1） 

           12 月 22 日(木)～27日(火) 静岡/J-STEP 

  参加者数 19 名 

 

(47) 指導者国内研修会 

① 全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会  

    7月 24 日(日)  受講者数 19名   大阪/J-GREEN堺  

② 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2016プレミアリーグ EAST  

            4月 9日(土)   受講者数 31名 東京/味の素スタジアム 

③ JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会 U-12 

    8月 6日(土)～7日(日)  受講者数 26名  静岡/時之栖 

④ ナショナルトレセン U-14後期地域対抗戦  

    11月（2日間）  受講者数 19名   静岡/時之栖 

⑤ コンディショニングリフレッシュ 

    12月 3日(土)   受講者数 19名   静岡/時之栖 

⑥ アカデミーリフレッシュ（福島）  

    10月 28 日(金)～29日(土)  受講者数 32名   静岡/時之栖             

⑦ 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2016 チャンピオンシップ 

                         12月 17日（土）   受講者数 90名 埼玉/埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ２００２ 

⑧ 高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2016 チャンピオンシップ～審判との協調～ 

             12月 17 日（土）   受講者数 87名  埼玉/埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ２００２ 

⑨ ナショナルトレセン女子 U-14（東日本） 12月 10日（土） 茨城/鹿島ハイツ 

     受講者数 9名 

⑩ ナショナルトレセン女子 U-14（東日本） 12月 11日（日） 茨城/鹿島ハイツ 

     受講者数 14名 

⑪ ナショナルトレセン女子 U-14（西日本） 12月 10日（土） 大阪/J-GREEN堺 

     受講者数 19名 

⑫ ナショナルトレセン女子 U-14（西日本） 12月 11日（日） 大阪/J-GREEN堺 

     受講者数 17名 

⑬ 高円宮杯第 28回全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会 

             12月 28 日(水)   受講者数 80名 東京/味の素フィールド西が丘 

      



72 

 

(48) JFA/Jリーグ協働プログラム 

1月～12月 47都道府県他 

 

(49) JFA アカデミー福島 

    1月～12月  静岡/御殿場市、裾野市 

    生徒 105 名、スタッフ 22名 

 

(50) JFA アカデミー熊本宇城 

    1月～12月  熊本/宇城市 

    生徒 54 名、 スタッフ数 6名 

 

(51) JFA アカデミー堺 

    1月～12月  大阪/堺市 

    生徒 36 名、スタッフ数 6名 

 

(52) JFA アカデミー今治 

    1月～12月  愛媛/今治市 

    生徒 22 名、スタッフ数 4名 

 

(53) ナショナルトレセン女子 U-14 

   12月9日(金)～ 12日(月) 東日本 茨城/鹿島ハイツ 

   西日本 大阪/J-GREEN堺 

(54) ナショナルトレセンコーチ［女子担当］研修会 

前期 4月 11 日(月)～ 13日(水)  大阪/J-GREEN堺 

後期 10月 24 日(月)～ 26日(水)   静岡/裾野市 

 

(55) 地域女子トレセンスタッフ研修会 

    1月～12月 9地域 

 

(56) 女子：GKコーチ研修会 

    3月 12 日(土)～ 13日(日)  大阪/J-GREEN堺 

 

(57) 地域トレセン女子 U-15・12支援 

1月～12月 9地域 

 

(58) 女子 GKキャンプ 

① セレクションキャンプ 

   7月 8日(金)～ 10日(日)  大阪/J-GREEN堺 

② トレーニングキャンプ 

   3月 4日(金)～ 6日(日)  静岡/J-STEP 

   8月 24 日(水)～ 26日(金)  千葉/千葉市 

   11月 18 日(金)～ 20日(日)  愛媛/今治市 

 

(59) JFA エリートプログラム[女子] 

③ U-14 トレーニングキャンプ 

   3月 25 日(金)～ 28日(月)  滋賀/守山市 

④ キヤノン ガールズ・キャンプ ～U-13 トレーニングキャンプ 

   5月 12 日(木)～ 15日(日)  大阪/J-GREEN堺 

⑤ U-14日本女子選抜：AFC U-14ガールズ地域選手権 2016 

   5月 15 日(日)～ 23日(月)  中国/北京 

⑥ U-13 トレーニングキャンプ 

   9月 2日(金)～ 5日(月)  宮城/松島市 
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⑦ U-14 トレーニングキャンプ(JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業) 

   10月 14 日(金)～ 19日(水) 大阪/J-GREEN堺 

⑧ U-13 韓国遠征（JOC 日韓競技力向上スポーツ交流事業） 

   11月 13 日(日)～ 18日(金)  韓国/木浦 

 

(60) U-15日本女子選抜トレーニングキャンプ 

    10月 1日(土)～ 4日(火) 大阪/J-GREEN堺 

    12月 2日(金)～ 5日(月)            大阪/J-GREEN堺 

 

(61) 女性 C級コーチ養成講習会 

※未開催 

 

(62) 女性指導者スキルアップ研修会 

① 3月 4日(金)～ 6日(日)          大阪/J-GREEN堺 

 受講者数 12名 

② 7月 8日(金)～ 10日(日)          山梨/甲府市 

 受講者数 9名 

③ 9月 2日(金)～ 4日(日)          宮城/松島市 

 受講者数 6名 

④ 11月 18 日(金)～ 20日(日)      静岡/J-STEP 

 受講者数 11名 

 

(63) JFA なでしこひろば(女子サッカー普及プロジェクト) 

1月～12月 各認定施設 

 

(64) JFA フットボール レフェリー カンファレンス 2016 

（サッカー1級・女子 1級審判員、フットサル審判員、サッカーS/1級インストラクター、 

フットサル 1級インストラクターが参加するカンファレンス） 

1月 29 日(金)～31日(日) 千葉/成田市 

 

(65) 1級審判員研修会/１級審判員強化研修会 

① J1J2担当審判員研修会 

2月 20 日(土)～21日(日) 神奈川/横浜市 

4月 9日(土)～10日(日) 東京/JFAハウス 

6月 19 日(日)、26日(日) ※分散開催 神奈川/海老名市 

10月 15 日(土) 埼玉/さいたま市 

① J1J2担当主審研修会 

2月 19 日(金)～20日(土) 神奈川/横浜市 

5月 14 日(土)～15日(日) 東京/JFAハウス 

9月 10 日(土) 東京/JFAハウス 

② J3 担当審判員研修会 

2月 12 日(金)～14日(日) 千葉/市原市 

6月 5日(日) 東京/JFAハウス 

8月 19 日(金)～21日(日) 静岡/J-STEP  

10月 8日(土)～10日(月・祝) 大阪/J-GREEN堺 

JFL担当審判員研修会 

2月 26 日(金)～28日(日) 千葉/市原市 

3月 4日(金)～6日(日) ※リザーブ担当 宮崎/宮崎市 

4月 9日(土)～10日(日) ※リザーブ担当（関東） 東京/調布市 

4月 9日(土)～10日(日) ※リザーブ担当（関西） 大阪/吹田市 

4月 30 日(土)～5月 1日(日) 神奈川/横浜市 

5月 2日(月)～5日(木・祝) ※リザーブ担当 大阪/J-GREEN堺 

6月 11 日(土)～12日(日) 神奈川/横浜市 
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9月 3日(土)～4日(日) 神奈川/横浜市 

10月 8日(土)～9日(日) 神奈川/横浜市 

 

(66)  審判員（男子）国際交流 

【派遣】オーストラリア 3月 9日(水)～21日(月・祝) 各開催地 

ポーランド 3月 24日(木)～4月 11日(月) 各開催地 

アメリカ ダラスカップ 3月 18日(金)～29日(火) アメリカ/ダラス 

香港 12月 9日(金)～15日(木) 各開催地 

【招聘】オーストラリア 5月 31日(火)～6月 12日(日) 各開催地 

ポーランド 5月 23日(月)～6月 6日(月) 各開催地 

香港 8月 10日(水)～15日(月) 静岡県/御殿場市 

 

(67) トップレフェリー育成プロジェクト 

① プロフェッショナルレフェリー トレーニングキャンプ 

通年（2日間/7回、日帰り/2回） 静岡/静岡市他 

② 1級審判員強化研修会 

7月 16 日(土)～18日(月・祝) 新潟/新潟市他 

8月 8日(月)～11日(木・祝) 広島/広島市 

8月 10 日(水)～14日(日) 静岡/静岡市他 

③ 国際プレゼンス力強化コース 

3月 5日(土) 東京/JFAハウス 

3月 17 日(木)～20日(日・祝) 福岡/宗像市 

4月 30 日(土) 東京/JFAハウス 

7月 8 日(金)～9日(土) 東京/JFAハウス 

9月 10 日(土) 東京/JFAハウス 

11月 12 日(土) 東京/JFAハウス 

④ フューチャーアシスタントレフェリーズコース 

3月 20 日(日・祝) 東京/JFAハウス 

4月 24 日(日) 神奈川/横浜市 

5月 21 日(土) 東京/JFAハウス 

7月 3日(日) 神奈川/横浜市 

9月 24 日(土) 東京/JFAハウス 

10月 23 日(日) 東京/JFAハウス 

11月 27 日(日) 神奈川/横浜市 

⑤ JFA レフェリーカレッジ 2016 

定期講習（通年、2週毎に 2日又は 3日間で実施） 東京/JFAハウス他 

集中講習 3月 長崎/島原市 

8月(総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント) 大阪/大阪市他 

8月（ユニオンカップ） 石川/七尾市他 

 

(68) 1級審判員認定審査 

第 1次審査 4月～6月（各地域社会人・大学リーグ） 各地域 

第 2次審査 8月下旬～11月上旬（各地域社会人・大学リーグ) 各地域 

 

(69) 女子 1級審判員研修会/女子 1級審判員強化研修会 

① 日本女子リーグ開幕前研修会 

3月 5日(土)～6日(日) 神奈川/横浜市 

② 女子 1級審判員スキルアップ研修会 

6月 18 日(土)～19日(日)、25日(土)～26日(日) ※分散開催 

 神奈川/海老名市 

9月 17 日(土)、18日(日) ※分散開催 大阪/J-GREEN堺 

11月 27 日(日) 大阪/J-GREEN堺 

③ 女子国際審判員研修会 
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※トップレフェリー育成プロジェクト③国際プレゼンス力強化コースとして開催 

④ 新女子 1級審判員研修会（第 19回全日本女子ユースサッカー選手権大会にて実施） 

1月 3日(日)～7日(木) 大阪/J-GREEN堺 

 

(70) 審判員（女子）国際交流 

【派遣】アメリカ ダラスカップ 

 3月 18 日(金)～29日(火)  アメリカ／ダラス 

 

(71) 女子 1級審判員認定審査 

第 1次審査 5月～6月 (東京都 U-18 Tリーグ) 東京 

第 2次審査 8月 20 日(土)～23日(火)（第 47回全国中学校サッカー大会） 

  富山/富山市 

第 3次審査 10月～11月（関東大学女子リーグ他） 関東 

 

(72) 2級育成 

① U-22審判育春季研修会成 

3月（TRAUM CUP2016） 茨城/鹿島市 

② U-20審判員春季研修会 

3月（第 8回 VISSEL CUP） 兵庫 

③ U-22/U-20審判夏期講習会育成講習会 

7月（平成 28年度全国高等学校総合体育大会） 広島/広島市他 

7月（堺ユース大会） 大阪/J-GREEN堺 

8月（第 30 回クラブユース U-15大会） 北海道/帯広市 

④ 2級審判員(女子)指導育成講習会 

7月 27 日(水)～30日(土)（平成 28年度全国高等学校総合体育大会） 

 広島 

⑤ ユース審判員 育成講習会 

8月 3日(水)～7日(日) 

(JFAフットボールフューチャープログラム／トレセン研修会 U-12） 静岡/時之栖 

11月 24 日(木)～27日(日)(ナショナルトレセン U-14） 静岡/時之栖 

12月 24 日(土)～29日(木)(第 40回全日本少年サッカー大会） 鹿児島/鹿児

島市 

 

(73) S級審判インストラクター研修会 

3月 12 日(土)～13日(日) 東京/JFAハウス 

 

(74) S級/1級審判インストラクター研修会 

7月 9日(土)～10日(日) 東京/JFAハウス 

 

(75) 1級審判インストラクター認定講習会 

第 1次審査 書類審査 

第 2次審査 7月 17 日(日)～18日(月･祝) 大阪/J-GREEN堺 

第 3次審査 11月 各地域 

JFA 推薦 1級審判インストラクター認定審査 

 12月～2017 年 1月 東京他 

 

(76) 新 1級審判インストラクター研修会 

7月 9日(土) 東京/JFAハウス 

 

(77) インストラクタースキルアップ研修会 

5月 28 日(土)・29日(日) ※分散開催 東京/JFAハウス 

 

(78) 審判インストラクター国際交流 
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【派遣】アメリカ ダラスカップ 3月 18日(金)～29日(火) アメリカ/ダラス 

PGMOLカンファレンス 6月 24日(金)～25日(土) イギリス/ロンドン 

【招聘】イングランド 6月 29日(水)～7月 17日(日) 東京/JFAハウス他 

 8月 13日(土)～20日(土) 東京/JFAハウス他 

 11月 11日(金)～19日(土) 東京/JFAハウス他 

 

(79) JFA 審判アセッサー研修会 

第 1回 4月 2日(土)・3日(日) ※分散開催 東京/JFAハウス 

第 2回 10月 15 日(土)・16日(日) ※分散開催 東京/JFAハウス 

 

(80) 新 JFA審判アセッサー研修会 

4月 2日(土) 東京/JFAハウス 

 

(81) レフェリーフィットネスインストラクターコース 

第 1回 3月 12 日(土)～13日(日) 東京/JISS 

第 2回 6月 11 日(土) 神奈川県/海老名市 

第 3回 12月 17 日(土)  東京/JISS 

 

(82) フットサル 1級審判員研修会/フットサル 1級審判員強化研修会 

① フットサル 1級審判員研修会 

1月 30 日(土)～31日(日) 千葉/成田市 

② Fリーグ担当審判研修会 

5月 28 日(土)～29日(日) 東京/ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ 

③ フットサル専任 1級審判員研修会（リーグ担当外） 

8月 26 日(金)～28日(日) （第 12回全日本大学フットサル大会） 

  大阪/府民共済 SUPER ｱﾘｰﾅ 

④ フットサル国際審判員強化研修会 

6月 4日(土)～5日(日) 兵庫/ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ神戸 

⑤ フットサル新 1級審判員研修会 

12月 17 日(土)～18日(日) 東京/JFAハウス 

 

(83) フットサル 1級審判員認定審査 

第 1次審査 5月～6月（関東・東海・関西フットサルリーグ） 関東、東海、関西 

第 2次審査 7月～8月（関東・東海・関西フットサルリーグ） 関東、東海、関西 

第 3次審査 9月 30 日(金)～10月 2日(日)（第 32回全国選抜フットサル大会） 

  大阪/中央体育館 

 

(84) フットサル 1級審判インストラクター更新講習会 

4月 29 日(金・祝)～5月 1日(日) 東京/JFAハウス 

 

(85) フットサル 1級審判インストラクター認定審査 

第 1次審査 書類審査 

第 2次審査 9月 24 日(土)～9月 25日(日) 東京/JFAハウス 

第 3次審査 11月～12月 各地域 

 

(86) フットサル 2級審判インストラクター更新講習会 

8月～12月 各地域 

 

(87) フットサル 2級審判インストラクター認定講習会 

8月～12月 各地域 

 

(88) ビーチサッカー審判講習会 

10月 13 日(木)～16日(日)（第 11回全国ビーチサッカー大会） 
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 沖縄/ﾄﾛﾋﾟｶﾙﾋﾞｰﾁ 

 

(89) ビーチサッカー審判研修会（地域巡回） 

6月～9月 各地域 

 

(90) 審判トレーニングセンター 

地域審判トレーニングセンター 

 4月～7月、9月～12月 各地域 

都道府県審判トレーニングセンター 

 通年 各都道府県 

都道府県審判トレーニングセンター（女子） 

 通年 各都道府県 

 

(91) レフェリーキャラバン 

（インストラクターが 2015年～2018年の間に 47FAを訪問する） 

1月～12月 各都道府県 

 

(92) 全国審判委員長会議 

6月 4日(土)～5日(日) 東京/JFAハウス 

 

(93) 都道府県フェスティバル開催事業 

主催：開催地都道府県サッカー協会 

後援：公益財団法人日本サッカー協会 

①JFAキッズ（U-6／U-8／U-10）サッカーフェスティバル 

  2016年 1月～12 月 47都道府県 326会場 

②JFAレディース／ガールズサッカーフェスティバル 

  2016年 1月～12 月 47都道府県 198会場 

③JFAファミリーフットサルフェスティバル 

  2016年 1月～12 月 47都道府県 161会場 

④JFAフットボールデー 

  2016年 1月～12 月 47都道府県  52会場 

 

(94) JFA ユニクロサッカーキッズ 

①大阪府／京セラドーム大阪 1月 24日(日) 1,904人 

②神奈川県／Shonan BMW スタジアム平塚 3月 21日(月・休) 918人 

③福岡県／福岡ヤフオク！ドーム 6月 4日(土)  2,532人 

④兵庫県／ノエビアスタジアム神戸  6月 19日(日)  1,042人  

⑤千葉県／フクダ電子フィールド  7月 3日(日)  839人 

⑥愛知県／ナゴヤドーム  7月 18日(月・祝)  1,799人 

⑦富山県／富山県総合運動公園陸上競技場  9月 10日(土)  614人 

⑧茨城県／卜伝の里運動公園多目的球技場  10月 16日(日)  1,833人 

⑨福井県／福井運動公園陸上競技場 10月 30日(日)  863人 

⑩埼玉県／西武プリンスドーム  11月 26日(土)  2,636人 

⑪熊本県／うまかな・よかなスタジアム 11月 26日(土)  1,233人 

⑫北海道／札幌ドーム  12月 3日(土)  2,056人 

⑬岡山県／シティライトスタジアム  12月 10日(土)  1,107人 

⑭山口県／山口きらら博記念公園多目的ドーム  12月 18日(日) 638人 

 

(95) JFA・キリンレディース/ガールズサッカーフェスティバル 

①岡山県／シティライトスタジアム 7月 24日(日) 495人 

②長野県／南長野運動公園総合球技場 10月 10日(月・祝) 645人 

③岐阜県／長良川球技メドウ 11月 3日(木・祝) 461人 

④沖縄県／金武町フットボールセンター 11月 13日(日) 522人 
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(96) 障がい者サッカー協議会 

1月～3月 東京/JFAハウス 

 

(97) 障がい者サッカー指導者養成事業 

①イングランド FA障がい者サッカー指導者講習会（海外招聘講師 2名、参加者 21名） 

3月 29 日(火)～30日(水)  東京/巣鴨スポーツセンター 

②JFA障がい者サッカー指導者トライアル講習会（講師 4名、参加者 24名） 

8月 7日(日)～8日(月)            静岡/御殿場高原時之栖 

 

(98) 第 2回障がい者サッカー・47FA ジョイントミーティング            

11月 23 日(水・祝) 東京/JFAハウス 

 

(99) JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー制度 

4月～12月   認定団体：105団体 

 〔テーマ別〕 

 「引退なし」～ずっと Enjoy♬～ ：79団体 

 「補欠ゼロ」～みんな Play！～ ：83団体 

 「障がい者サッカー」～だれでも Join♪～：59団体 

  

(100) アジア貢献事業 

① 公認指導者・審判インストラクターの AFC加盟国への派遣 

ASEAN への派遣については提携している独立行政法人国際交流基金と連携して派遣。それ

以外の地域については、JFA が指導者を直接派遣、または 2015年に連携協定を締結した独

立行政法人国際協力機構と連携して派遣。  

② アジアユース育成資金援助プログラム 

AFC加盟協会で財政的援助を必要としている 14協会に対し、継続的かつ計画的なユース育

成事業に対して資金援助を実施。 

③ AFC加盟協会のコーチ／選手の研修受け入れ 

JFA 及び J リーグクラブの活動、運営状況の視察受入などを通じ、各国サッカー界の発展

をサポートした。2016年度は、海外 7カ国・計 34 名を受け入れた。 

④ AFC加盟協会の日本でのキャンプ受け入れ 

日本でのキャンプ実施の要請に対し、受け入れ手配全般をコーディネイトし、各国協会の

強化をサポートした。8カ国 9チームのキャンプを受け入れた。 

⑤ AFC加盟協会向けのインターナショナルコーチングコースの開催 

今年度はGKコーチ、GKコーチングインストラクターを対象に、7月 12日(火)から 17日(日)

まで、インターナショナルコーチングコースを開催した。海外 22ヵ国・計 33名が参加。 

⑥ AFC加盟協会向けのインターナショナルアドミニストレーションコースの開催 

  アジアの GS 及び協会職員を招待し、1週間のアドミニストレーションコース（集合研修）

を開催。JFA および J リーグの事業内容並びにその戦略を、研修を通じて各国に伝え、更

に各国の現状を踏まえた今後の施策について議論。各国サッカー協会の発展をサポートし

つつ関係を構築。 

期間:6 月 6日(月)～12日(日) 

場所:大阪/J-GREEN堺、東京/JFAハウス 

参加国:AFC 加盟 22協会・計 42名が参加 

⑦ 中央アジアを対象にした国際ユース大会の開催支援 

スポーツ・フォー・トゥモロー（2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた日本政

府のスポーツ交流プログラム）の一環で、日本スポーツ振興センターの委託を受け、新設

された中央アジアサッカー連盟の大会運営力向上を目指すべく、ウズベキスタンにて国際

ユース大会をサポートし、JFAによるマーケティングセミナーを開催した。 

期間：3月 1日(火)～4日(金) 

参加国：ウズベキスタン、トルクメニスタン、イラン、日本 

⑧ 国際女子ユース大会/フェスティバルの開催 
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「JENESYS 2015」を活用し、日本と ASEAN 加盟協会から U-14 女子代表チームを招聘し、

初の女子ユース交流大会を実施した。 

期間：3月 12日(土)～16日(水) 

会場：静岡/時之栖スポーツセンター 

参加国：カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タ

イ、日本（JFAアカデミー今治・福島）、アスルクラロ沼津 

⑨ アジア貢献事業の活動の効果的な発信 

上記のアジア貢献事業の活動を国内外に効果的に発信していく仕組みを構築し、実行す

る。 

 

(101) 各国とのパートナーシップ締結（指導者養成、ユース育成、女子等各分野における相互協力） 

①イングランドドサッカー協会 

調印式：2月24日（水） 

会 場：イギリス/ウェンブリー 

出席者：大仁会長、イングランドドサッカー協会グレッグ・ダイク会長 

② UAEサッカー協会（再締結） 

調印式：12月1日（木） 

会 場：UAE/アブダビ 

参加者：田嶋会長、岩上事務総長、UAEサッカー協会マルワン・ビン・ガライタ会長 、 

モハンメド・アルダヘリ 専務理事 

③ 香港サッカー協会 

調印式：12月17日（土） 

会 場：東京 

参加者：田嶋会長、岩上事務総長、香港サッカー協会ティモシー・フォック会長、 

マーク・ストクリフCEO  

 

(102) JFA メンバーシップ制度の推進事業 

① 既存の登録制度のあり方の検証と登録推進 

② 地域/都道府県協会における各種連盟等のあり方の検討 

③ 非登録更新者・サポーターも含めた新たなメンバーシップ制度の検討 

④ JFAメンバーシップタスクフォースの実施 

 

(103) 施設整備推進事業 

① 都道府県フットボールセンター整備推進事業の実施 

② JFAサッカー施設整備助成事業の実施 

③ 日本サッカーを応援する自治体連盟施設づくり研修会の実施 

④ ポット苗方式芝生化モデル事業の実施 

⑤ 施設タスクフォースの実施 

⑥ JFAナショナルフットボールセンター整備事業の実施 

 

(104) 地域／都道府県協会の活動推進事業 

① 地域協会支援事業の実施 

② 地域協会法人化サポート事業の実施 

③ 地域協会訪問会議の実施 

④ 都道府県協会支援事業の実施 

⑤ 都道府県協会タウンミーティング/応援会議の実施 

⑥ 47FA基盤強化研修会の実施 

⑦ 都道府県チャートの作成 

⑧ 都道府県協会代表者会議の実施 

 

(105) スポーツマネジメントの強化事業 

① JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）本講座の実施  

② JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）サテライト講座の実施 
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③ JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）リフレッシュ講座の開催 

 

(106) JFA リスペクト フェアプレー デイズ 

日時：9月 2日（金）～9月 11日（日） 

場所：東京/JFA ハウス、47都道府県他 

 

(107) ウェルフェアオフィサー認定研修会 

日時：場所：11 月 20 日（日） 東京/JFAハウス、11月 27日（日） 大阪 

参加者：47都道府県協会及び各種連盟のウェルフェアオフィサージェネラル 約 90名 

 

(108) インテグリティ協議会 

日時：9月 23日（金）  

場所：東京/JFA ハウス 

参加者：約 20名 

 

(109) 全国規律委員長会議 

日時：11月 11日（金）、13日（日）  

場所：東京/JFA ハウス 

参加者：47都道府県協会及び各種連盟の規律委員長 約 60名 
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Ⅳ 社会貢献事業 
 

(1) JFA こころのプロジェクト 

① 全国各地で「夢の教室」を拡大展開 

［1,656 回開催（小学 5年生 1,373回、中学 2年生 283回）］ 

② 他競技団体との連携強化（日本プロ野球選手会、日本バスケットボール選手会、他） 

③ 地方公共団体との連携の継続と拡大（150自治体） 

④ 本プロジェクトの支援企業拡大（40企業） 

⑤ スポーツこころのプロジェクト「笑顔の教室」の拡大 

［552回開催（小学 5年生 485回、中学 2年生 67回）］ 

 

(2) 国連グローバル・コンパクト 

① 国内諸活動への賛同、参加 

② 国内分科会活動、環境経営分科会への参加 

③ 人材育成事業「明日の経営を考える会」への職員派遣 

 

(3) 東日本大震災復興支援活動 

① 被災登録チームの活動補助 

② サッカー環境整備（施設） 

③ 復興支援特任コーチによる活動支援 

④ 復興支援フェスティバルの実施 

⑤ その他復興支援活動 

 

(4) アジアサッカー連盟 CSR活動への協力 

① 栄養改善に関する啓発活動「ONE GOALキャンペーン」の実施 

 

 

Ⅴ 日本サッカーミュージアム運営事業 
 

(1) 日本サッカーミュージアムの運営 
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＜収益事業等＞ 

 

（収益事業） 

 

Ⅰ 自己所有の建物の賃貸事業 
 

(1) JFA ハウスの賃貸事業 

 

 

（その他の事業） 

 

Ⅰ 登録・オンラインシステム関連事業 
 

(1) 選手・チーム等の登録及び地域・都道府県サッカー協会とのシステムの維持・開発に関わる事業 

①サッカーチーム/選手登録数 

2016年 3月末日 

 第 1種 第 2種 第 3種 第 4種 女子 シニア 計 

チーム数 5,775 4,109 7,436 8,926 1,235 905 28,386 

選手数 153,836 176,708 264,808 302,606 27,169 26,332 951,459 

（2016 年 12 月末時点） 

 第 1種 第 2種 第 3種 第 4種 女子 シニア 計 

チーム数 5,762 4,108 7,392 8,923 1,232 903 28,320 

選手数 153,398 176,344 262,973 301,156 27,048 26,253 947,172 

 

②フットサルチーム/選手登録数 

2016年 3月末日 

 第 1種 第 2種 第 3種 第 4種 計 

チーム数 2,264 120 137 218 2,739 

選手数 36,275 2,303 2,011 3,622 44,211 

（2016 年 12 月末時点） 

 第 1種 第 2種 第 3種 第 4種 計 

チーム数 2,196 135 139 207 2,677 

選手数 35,141 2,593 1,923 3,475 43,132 

 

③審判登録数 

2016年 3月末日 

カテゴリ 
サッカー 

審判員 

フットサル 

審判員 

インストラクター 
計 

サッカー審判 フットサル審判 

登録数 254,741 24,580 2,411 508 282,240 

（2016 年 12 月末時点） 

カテゴリ 
サッカー 

審判員 

フットサル 

審判員 

インストラクター 
計 

サッカー審判 フットサル審判 

登録数 264,054 24,833 2,500 546 291,933 

 

④指導者登録数 

2016年 3月末日 

級 S級 
A級 

B級 C級 D級 計 

ｼﾞｪﾈﾗﾙ U15 U12 

サッカー 431 1,281 0 209 4,250 29,158 43,241 78,570 

フットサル - - - - 69 1,061 - 1,130 
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※キッズリーダー：971 

（2016 年 12 月末時点） 

級 S級 A級 B級 C級 D級 計 

ｼﾞｪﾈﾗﾙ U15 U12 

サッカー 440 1,383 16 238 4,437 27,943 44,037 78,494 

フットサル - - - - 109 1,195 - 1,304 

※キッズリーダー：955 
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