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 1 Ｊリーグ 報告の件 

  （報告）資料№1 

 

(１)リーグ戦 

明治安田生命Ｊ１リーグ 

明治安田生命Ｊ２リーグ 

明治安田生命Ｊ３リーグ 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(２)リーグカップ戦 

順位表、入場者数は別紙の通り 

(３)スーパーカップ 

結果、入場者数は別紙の通り 

 

 2 2016年度 47FA基盤強化研修会の件 

   2016 年度 47FA 基盤強化研修会を以下の概要にて開催し、地域/都道府県サッカー協会より 45

名が受講、全 45 名が修了した。 

 

[目的] 

「JFA 中期事業計画 2015-2022」に掲げる「47FA のあるべき姿・求められる資質」に基づき、各

FA の事務局運営責任者が、組織の円滑な運営、発展・維持に必要となるマネジメントの知識・

スキル・センスを育むことで、都道府県各協会における事業拡大・収益向上・事務効率化を通

じた更なる組織の充実が達成されることを目指す。また、各 FA 間の情報共有、実情把握として

も活用される場とする。 

 

[日程・カリキュラム] ※セッション毎に平日コースと週末コースを設定した。 

Session1 
9/7,8 

9/10,11 

JFA の理念・ビジョン・バリュー、ロジカルシンキング、環境分

析、戦略立案 

Session2 
10/5,6 

10/8,9 

マーケティング、プレゼンテーションスキル、企画提案、好事例共

有 

Session3 
10/26,27 

10/30,31 

組織マネジメント、ファシリテーション、ガバナンス・コンプライ

アンス、情報活用・情報戦略 

Session4 
11/30,12/1 

12/3,4 
ファイナンス・アカウンティング、施設、事業・財政計画 

 

[修了者] ※47 都道府県/地域協会名順、所属肩書は受講時点 

石井 亮 ( 北海道 / 事務総長 )  

坂上 孝哉 ( 青森 / 常務理事 )  
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太田 久美子 ( 岩手 / 事務局長 )  

庄司 大志 ( 宮城 / 事務局長 )  

鈴木 夏絵 ( 秋田 / 事務局長 )  

大沼 久一 ( 山形 / 事務局次長 )  

倉田 泰明 ( 福島 / 事務局長 )  

鈴木 純一 ( 茨城 / 常務理事 )  

中山 貴之 ( 栃木 / 事務局次長 )  

中島 弘之 ( 群馬 / 事務局長 )  

河瀬 淳 ( 千葉 / 常務理事 )  

桶本 亨 ( 東京 / 事務局員 ) 

佐々木 次郎 ( 神奈川 / 事務局員 ) 

下条 夫美子 ( 長野 / 事務局次長 )  

佐藤 圭司 ( 新潟 / 副専務理事 )  

木内 岳夫 ( 富山 / 事務局長 )  

永棹 稔 ( 福井 / 常務理事 )  

原田 裕昭 ( 愛知 / 事務局員 )  

内田 歩美 ( 愛知 / 事務局員 )  

藤田 一豊（ 三重 / 理事 ） 

岩村 宣明 ( 岐阜 / 事務局長 )  

寺嶋 昭夫 ( 滋賀 / 事務局長 )  

田内 康介 ( 大阪 / 事務局次長 )  

矢崎 勉 ( 兵庫 / 事務局次長 )  

福西 達男 ( 奈良 / 常務理事 )  

池田 洋二 ( 鳥取 / 専務理事 )  

金築 弘 ( 島根 / 事務局長 )  

溝手 邦子 ( 岡山 / 事務局員 )  

宗政 潤一郎 ( 広島 / 事務局長 )  

杉本 昌幸 ( 山口 / 事務局次長 )  

松尾 久美子 ( 徳島 / 事務局次長 )  

井手 一隆 ( 愛媛 / 事務局長 )  

松木 泰則 ( 高知 / 専務理事 )  

福岡 淳二郎 ( 佐賀 / 専務理事 )  

谷口 順子 ( 長崎 / 事務局員 )  

今田 周作 ( 熊本 / 事務局長 )  

東條 健一 ( 鹿児島 / 事務局長 )  

石川 良一 ( 沖縄 / 専務理事 )  

天本 清隆（ 東北 / 事務局員 ） 

青地 俊彦（ 関東 / 事務総長代理 ） 

真田 幸明（ 北信越 / 事務総長） 

大畑 政典（ 東海 / 事務総長） 
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江口 恵美 ( 関西 / 事務総長代理 )  

村岡 英治 ( 四国 / 専務理事 )  

藤井 明穂 ( 九州 / 事務総長 ) 

 

 3 2016年度 JFAスポーツマネジャーズカレッジの件 

  （報告）資料№2 

 

1) SMC本講座 

2016 年度 JFA スポーツマネジャーズカレッジ（SMC）本講座は、26 名が受講し、全員が

修了した。 

2) SMC サテライト講座 

2016 年度 SMC サテライト講座は、14 ヶ所（東京 2 回開催含む）で実施し、計 256 名が受

講した（補講中を含む）。 

 

 4 糸魚川駅北大火復興支援「サッカーフェスタ」の件 

   一般社団法人新潟県サッカー協会より 2017 年 2 月 28 日付で当協会に後援申請があった、糸

魚川駅北大火復興支援「サッカーフェスタ」について、下記の通り開催された。 

 

事業名：糸魚川駅北大火復興支援「サッカーフェスタ」 

主催 ：一般社団法人新潟県サッカー協会 

共催 ：上越地区サッカー協会 

主管 ：糸魚川市サッカー協会 

協賛 ：糸魚川市商工会議所、公益財団法人糸魚川法人会、一般社団法人糸魚川青年会議所 

   デンカ株式会社 青海工場、明星セメント株式会社 糸魚川工場 

後援 ：公益財団法人日本サッカー協会、糸魚川市、新潟県糸魚川地域振興局、 

   糸魚川市教育委員会、糸魚川市体育協会 

開催日：3月 20 日(月・祝) 

開催地：糸魚川市美山陸上競技場 

趣旨 ：2016 年 12 月 22 日に新潟県糸魚川市駅北中心部において発生した大火災害からの復興

に向けて、サッカー関係者の支援によりサッカー・スポーツの力で糸魚川市民が勇気

と元気を得るよう、サッカーフェスタを開催する。 

参加者：参加者 180名、観客 120 名、スタッフ 15名 

ゲスト：山口素弘氏（元日本代表、現公益財団法人日本サッカー協会技術委員） 

 

 5 JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー認定の件 

   下記の 2団体を「JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー」に認定した。 

（ ）内は賛同テーマ、序列：申込み順 

認定日：3月 27 日  

(1)   bandai12   （障がい者サッカー） 

(2)  ウエルネス  （引退なし、補欠ゼロ、障がい者サッカー） 
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総申請件数  ：125 件（3月 30 日現在） 

総認定団体数：114団体 

「引退なし」    ： 86団体 

「補欠ゼロ」    ： 89団体 

「障がい者サッカー」： 63団体 

 

 6 後援名義申請の件 

  (1)申請団体：特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会 

大会名：第 4回レオピン杯 COPA Amputee 

主催：特定非営利法人日本アンプティサッカー協会 

後援（予定）：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、 

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟、 

一般社団法人大阪府サッカー協会 

日程：5月 13日(土)～14日(日) 

会場：花博記念公園 鶴見緑地競技場（大阪） 

入場料：無料 

 

 7 ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

   (1)申 請 者（施設所有者）：七ヶ浜町 

施 設 名：七ヶ浜サッカースタジアム（宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山 5番地の 9） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XXP-62 

公認期間：2017 年 4月 13 日～2020年 4月 12日 

公認番号：第 192 号 

 

(2)申 請 者（施設所有者）：宇和島市 

施 設 名：丸山公園多目的グラウンド（愛媛県宇和島市和霊町 555番地 1） 

使用製品：株式会社アストロ アストロピッチ SL αN-60EP 

公認期間：2017 年 4月 13 日～2020年 4月 12日 

公認番号：第 193 号 

 

＜特記事項＞ 

 使用製品は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を 

完了している。 

 当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく現地検査（フィールドテスト） 

を実施し、基準を満たしている。 

 

 8 ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

   (1)申請者（施設所有者）：守山市 

施 設 名：野洲川歴史公園サッカー場(ビッグレイク)B（滋賀県守山市服部町 2439） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U 
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公認期間：2017 年 4月 13 日～2020年 4月 12日 

公認番号：第 022 号 

 

(2)申請者（施設所有者）：学校法人 東京国際大学 

施 設 名：東京国際大学坂戸キャンパス第 1サッカー場 

    （埼玉県坂戸市四日市場 81-1 東京国際大学坂戸キャンパス） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ XP-62 

公認期間：2017 年 4月 10 日～2018年 4月 9日 

公認番号：第 068 号 

 

(3)申請者（施設所有者）：つくば市 

施 設 名：フットボールスタジアムつくば（茨城県つくば市山木 1566-1 外） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MX2065 

公認期間：2017 年 4月 9日～2018年 4月 8日 

公認番号：第 082 号 

 

(4)申請者（施設所有者）：堺市 

施 設 名：堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンターS7フィールド 

       （大阪府堺市堺区築港八幡町 145番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2050RSpro ACS75 

公認期間：2017 年 4月 13 日～2020年 4月 12日 

公認番号：第 091 号 

 

(5)申請者（施設所有者）：清瀬市 

施 設 名：清瀬市立清瀬内山運動公園サッカー場（A面）（東京都清瀬市下宿 3丁目 1375） 

使用製品：株式会社アストロ アストロピッチ SL ProN-50 XC10 

公認期間：2017 年 3月 15 日～2020年 3月 14日 

公認番号：第 119 号 

 

＜特記事項＞ 

 使用製品は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく製品検査（ラボテスト）を 

完了している。 

 当該施設は、ＪＦＡロングパイル人工芝公認規程に基づく現地検査（フィールドテスト） 

を実施し、基準を満たしている。 

 

 9 大会役員 国際試合への派遣の件 

   (1)AFC カップ 2017 グループステージ 

マグウェ FC（ミャンマー） vs. ボーウング・ケット・アンコール FC（カンボジア） 

試合日： 4月 5日 

マッチコミッショナー： 北村 俊 
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 (2)AFC カップ 2017 グループステージ 

エアフォース・クラブ（イラク） vs. サファ FC（レバノン） 

試合日： 4月 18日 

マッチコミッショナー： 大谷 憲也 

 

(3)FIFA U-20ワールドカップ韓国 2017 

大会期間： 5月 20 日～6月 11 日 

マッチコーディネーター： 藤井 麻里 

 

 10 役員・審判員海外派遣の件 

   大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次のとおり。 

 

＜インストラクター＞ 

（セミナー） 

① Seminar for Prospective Referees for the FIFA Women's World Cup France 2019 

期 間：2月 12 日～2月 18日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

インストラクター：深野悦子 

② AFC Beach Soccer Referees Seminar 

期 間：2月 26 日～3月 4日 

場 所：トレンガヌ／マレーシア 

インストラクター：櫻田雅裕 

③ AFC Non-Elite Referees & Assistant Referees Course 

期 間：3月 19 日～3月 25日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

インストラクター：山岸佐知子 

 

（大会・試合） 

① Algarve Cup 2017 

期 間：2月 19 日～3月 10日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

インストラクター：深野悦子 

② AFC Champions League 2017－Group H 

期 間：2月 21 日～2月 23日 

場 所：済州島／韓国 

アセッサー：岡田正義 

③ AFC Cup 2017-Play-Off South PO1.2 

期 間：2月 26 日～3月 1日 

場 所：コルカタ/インド 

アセッサー：廣嶋禎数 
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④ AFC Champions League 2017－Group G 

期 間：3月 12 日～3月 15日 

場 所：香港 

アセッサー：上川徹 

⑤ AFC Champions League 2017－Group H 

期 間：3月 13 日～3月 16日 

場 所：アデレード／オーストラリア 

アセッサー：岡田正義 

 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① Seminar for Prospective Referees for the FIFA Women's World Cup France 2019 

期 間：2月 19 日～2月 25日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

審判員：山下良美 

② AFC Additional Assistant Referees Course 

期 間：3月 5日～3月 12 日 

場 所：ドーハ／カタール 

審判員：東城穣、佐藤隆治、飯田淳平、相樂亨、山内宏志 

③ AFC Non-Elite Women Referees & Assistant Referees Course 

期 間：3月 19 日～3月 26日 

場 所：クアラルンプール／マレーシア 

審判員：松下朝香、佐々木里紗 

 

（大会・試合） 

① AFC Champions League 2017－Group A 

期 間：2月 24 日～3月 1日 

場 所：マスカット／オマーン 

審判員：木村博之、名木利幸、越智新次 

② AFC Champions League 2017－Group B 

期 間：2月 24 日～3月 1日 

場 所：アル・ハア／サウジアラビア 

審判員：飯田淳平、八木あかね、唐紙学志 

③ Algarve Cup 2017 

期 間：2月 25 日～3月 10日 

場 所：アルガルベ／ポルトガル 

審判員：山下良美、萩尾麻衣子、坊薗真琴 

④ AFC Beach Soccer Championship 2017 

期 間：2月 26 日～3月 13日 

場 所：トレンガヌ／マレーシア 
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審判員：波多野祐一、佐藤誠 

⑤ AFC CUP 2017－Group H 

期 間：3月 6日～3月 9日 

場 所：ハノイ／ベトナム 

審判員：荒木友輔 

⑥ AFC CUP 2017－Group C 

期 間：3月 10 日～3月 15日 

場 所：サイーダ／レバノン 

審判員：山本雄大、田中利幸 

⑦ AFC Champions League 2017－Group D 

期 間：3月 12 日～3月 16日 

場 所：アブダビ／アラブ首長国連邦 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

 

 11 海外遠征申請の件 

  （1）一般財団法人 福島県サッカー協会 

チ ー ム ESTRELLAS FC （第 4種） 

遠征期間 5月 14日～23日 

遠 征 先 ドイツ/レーゲンスブルク、レーアウ 

チェコ/フランティショコヴィ、ラーズニェ 

（2）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャユース U-16 （第 2種） 

遠征期間 5月 30日～6月 6日 

遠 征 先 オランダ/ハウテン 

（3）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 大宮アルディージャユース U-15 （第 2種） 

遠征期間 5月 31日～6月 8日 

遠 征 先 フランス/リヨン 

（4）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム 浦和レッドタイヤモンズジュニア （第 4種） 

遠征期間 5月 2日～ 9日 

遠 征 先 ドイツ/ベルリン 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム CF YOKOHAMA （第 4種） 

遠征期間 4月 27日～5月 3日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（6）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ U-15 （第 3種） 

遠征期間 5月 23日～29日 

遠 征 先 オランダ/デーフェンター 
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（7）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 横浜 FCジュニアユース U-14 （第 3種） 

遠征期間 5月 30日～6月 6日 

遠 征 先 オーストリア/キッツビュール 

（8）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 川崎フロンターレ U-12 （第 4種） 

遠征期間 5月 23日～30日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダム 

（9）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-13選抜 （第 3種） 

遠征期間 9月 5日～12日 

遠 征 先 スペイン/アルネド 

（10）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-15選抜 （第 3種） 

遠征期間 8月 25日～9月 1日 

遠 征 先 韓国/盈徳 

（11）公益社団法人 福岡県サッカー協会 

チ ー ム アビスパ福岡 U-18 （第 2種） 

遠征期間 6月 12日～20日 

遠 征 先 チェコ/プラハ 

 

【事後報告】 

以下の遠征は、事前申請されていなかった為、事後申請分。 

（1）公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

チ ー ム クマガヤサッカースポーツクラブ （第 3種） 

遠征期間 3月 25日～29日 

遠 征 先 韓国/蔚山 

（2）公益社団法人 千葉県サッカー協会 

チ ー ム F.C.フトゥーラス エストレージャス （第 3種） 

遠征期間 3月 25日～4月 4日 

遠 征 先 スペイン/バルセロナ 

（3）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15藤沢 （第 3種） 

遠征期間 4月 8日～17日 

遠 征 先 ポルトガル/カスカイシュ 

（4）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

チ ー ム 湘南ベルマーレ U-15平塚 （第 3種） 

遠征期間 4月 8日～15日 

遠 征 先 スペイン/マドリード 

（5）一般社団法人 神奈川県サッカー協会 
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チ ー ム 横浜 F・マリノスプライマリー(U-11) （第 4種） 

遠征期間 4月 8日～18日 

遠 征 先 ポルトガル/カスカイシュ 

（6）公益社団法人 滋賀県サッカー協会 

チ ー ム Nagahama Football & Athletic Club （第 3種） 

遠征期間 3月 27日～4月 3日 

遠 征 先 オランダ/ナイフェルダル 

（7）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム ガンバ大阪堺 （第 3種） 

遠征期間 4月 3日～6日 

遠 征 先 韓国/新泰仁 

（8）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム 常翔高等学校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3月 23日～27日 

遠 征 先 台湾/高雄・台中 

（9）一般社団法人 徳島県サッカー協会 

チ ー ム 徳島県トレセン U-12 （第 4種） 

遠征期間 3月 24日～28日 

遠 征 先 ベトナム/ホーチミン 

（10）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島実業高校サッカー部 （第 2種） 

遠征期間 3月 23日～31日 

遠 征 先 オランダ/アムステルダム 

 

 12 SAMURAI BLUE(日本代表) アジア最終予選（Road to Russia）の件 

  行事名：日本代表 アジア最終予選（Road to Russia） 

期 間：3月 18 日（土）～28日（火） 

場 所：アラブ首長国連邦、埼玉県 

 

[スケジュール] 

3月 18 日 (土) 集合 

3月 23 日 (木) アジア最終予選（Road to Russia） 

vs.アラブ首長国連邦代表 ○2－0 

3月 28 日 (火) アジア最終予選（Road to Russia） 

vs.タイ代表 ○4－0、試合後解散 

[スタッフ] 

団 長 西野 朗 （JFA技術委員長) 

監 督 ｳﾞｧｲｯﾄﾞ・ﾊﾘﾙﾎｼﾞｯﾁ （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 手倉森 誠 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾞﾇﾍﾞｰ （JFAナショナルコーチングスタッフ) 
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ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ ｼﾘﾙ・ﾓﾜﾝﾇ （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 早川 直樹 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ ｴﾝｳﾞｪﾙ・ﾙｸﾞｼｯﾁ （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 浜野 征哉 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 湯浅 理平 （JFA) 

ドクター 香取 庸一 （東京医科大学) 

ドクター 土肥 美智子 （国立スポーツ科学センター) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 前田 弘 （JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 （JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 池内 誠 （JFA)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 後関 慎司 （東京ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ専門学校) 

通 訳 樋渡 群 （JFA)  

通 訳 羽生 直行 （JFA)  

通 訳 茂木 哲也 （Emi TRAVEL PARIS)  

ﾁｰﾑ統括 湯川 和之 （JFA代表チーム部) 

総 務 津村 尚樹 （JFA代表チーム部) 

主 務 秋江 昌司 （JFA代表チーム部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 多田 寛 （JFAコミュニケーション部) 

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 知元 明洋 （JFAマーケティング部) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 （アディダス ジャパン株式会社) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 （株式会社 BOTTOM UP) 

シェフ 西  芳照 （株式会社 Dream 24)  

 

[選  手] 

GK 川島 永嗣 (FCメス/フランス)  

 西川 周作  (浦和レッズ)  

 林  彰洋 (ＦＣ東京)  

DF 長友 佑都 (インテル・ミラノ/イタリア)  

 槙野 智章 (浦和レッズ)  

 森重 真人 (ＦＣ東京)  

 吉田 麻也 (サウサンプトン/イングランド)  

 酒井 宏樹 (オリンピック・マルセイユ/フランス)  

 酒井 高徳 (ハンブルガーSV/ドイツ)  

 昌子 源 (鹿島アントラーズ)  

 植田 直通 (鹿島アントラーズ)  

MF 今野 泰幸 (ガンバ大阪) ※1 

 長谷部 誠 (アイントラハト・フランクフルト/ドイツ) ※3 

 高萩 洋次郎 (ＦＣ東京) ※1 

 倉田 秋 (ガンバ大阪)  

 香川 真司 (ボルシア・ドルトムント/ドイツ)  
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 清武 弘嗣 (セレッソ大阪)  

 山口 蛍 (セレッソ大阪)  

 遠藤 航 (浦和レッズ) ※2 

FW 岡崎 慎司 (レスター・シティー/イングランド)  

 本田 圭佑 (ACミラン/イタリア)  

 小林 悠 (川崎フロンターレ) ※2 

 大迫 勇也 (1.FCケルン/ドイツ) ※1 

 原口 元気 (ヘルタ・ベルリン/ドイツ)  

 宇佐美 貴史 (アウクスブルク/ドイツ)  

 久保 裕也 (KAAヘント/ベルギー)  

 浅野 拓磨 (VfBシュツットガルト/ドイツ)  

※1 は※2に選手変更 ※3離脱                       計 27名 

 

 13 U-20日本代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U-20日本代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：3月 7日（火）～8日（水） 

場 所：東京都 

 

 [スケジュール] 

3月 7日 (火) 集合、フィジカルテスト 

3月 8日 (水) 練習試合 vs. ＦＣ東京サテライト ◯2-0 

解散 

 

 [スタッフ] 

監督 内山 篤 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 木村 康彦 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 （JFAテクニカルハウス) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩 （JFAナショナルコーチングスタッフ/流通経済大学) 

ドクター 杉本 武 （医療法人尚信会 整形外科河村医院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 秋山 良範 （コンディショニングルーム AKI) 

総務 本間 一憲 （JFA代表チーム部)  

 

 [選  手] 

GK 辻 周吾 (サガン鳥栖) 
 

 
波多野 豪 (ＦＣ東京) 

 
DF 板倉 滉 (川崎フロンターレ) 

 

 
浦田 樹 (ギラヴァンツ北九州) 
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岩田 智輝 (大分トリニータ) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪) 

 

 
杉岡 大暉 (湘南ベルマーレ) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 
MF 坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
森島 司 (サンフレッチェ広島) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
佐々木 匠 (ベガルタ仙台) 

 

 
原 輝綺 (アルビレックス新潟) 

 

 
針谷 岳晃 (ジュビロ磐田) 

 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) ※1 

 
伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) ※2 

FW 小川 航基 (ジュビロ磐田) 
 

 
邦本 宜裕 (アビスパ福岡) 

 

 
岩崎 悠人 (京都サンガ F.C.) 

 

 
久保 建英 (ＦＣ東京 U-18) 

 
※1 は※2に選手変更                            計 23名 

 

 14 U-20日本代表 ドイツ遠征の件 

  行事名：U-20日本代表 ドイツ遠征  

期 間：3月 19 日（日）～29日（水） 

場 所：ドイツ/ザールブリュッケン他 

 

 [スケジュール] 

3月 19 日 (日) 集合 

3月 22 日 (水) 練習試合 vs. F91 Diddeleng ◯3-0 

3月 24 日 (金) 親善試合 vs. U-20ドイツ代表 ●1-2 

3月 26 日 (日) 練習試合 vs. MSV Duisburg ◯4-0 

3月 27 日 (月) 練習試合 vs. Standard de Liege(U-21) ◯3-0 

3月 29 日 (水) 帰国、解散 

 

 [スタッフ] 

団長 木村 浩吉 （JFAユースナショナルチームダイレクター) 

監督 内山 篤 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 



報告事項 

2017/4/13 第 4回理事会 

 

コーチ 木村 康彦 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 佐藤 洋平 （JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺門 大輔 （JFAテクニカルハウス) 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰﾁ 小粥 智浩 （JFAナショナルコーチングスタッフ/流通経済大学) 

ドクター 諸岡 孝俊 （兵庫医科大学病院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 秋山 良範 （コンディショニングルーム AKI) 

総務 本間 一憲 （JFA代表チーム部)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 種蔵 里美 （JFAコミュニケーション部) 

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 峯尾 雅樹 （アディダス ジャパン株式会社) 

 

 [選  手] 

GK 小島 亨介 (早稲田大学) 
 

 
波多野 豪 (ＦＣ東京) 

 

 
山口 瑠伊 (FCロリアン/フランス) 

 

 
大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) 

 
DF 板倉 滉 (川崎フロンターレ) 

 

 
中山 雄太 (柏レイソル) ※1 

 
杉岡 大暉 (湘南ベルマーレ) ※2 

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪) 

 

 
町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪) 

 

 
冨安 健洋 (アビスパ福岡) 

 
MF 坂井 大将 (大分トリニータ) 

 

 
三好 康児 (川崎フロンターレ) 

 

 
神谷 優太 (湘南ベルマーレ) 

 

 
市丸 瑞希 (ガンバ大阪) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
森島 司 (サンフレッチェ広島) 

 

 
堂安 律 (ガンバ大阪) 

 

 
原 輝綺 (アルビレックス新潟) 

 
FW 髙木 彰人 (ガンバ大阪) 

 

 
小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
旗手 怜央 (順天堂大学) 

 

 
岩崎 悠人 (京都サンガ F.C.) 

 

 
久保 建英 (ＦＣ東京 U-18) 

 



報告事項 

2017/4/13 第 4回理事会 

 

※1 不参加※2追加招集                           計 25名 

 

 15 U-17日本代表 スペイン遠征の件 

  行事名：U-17日本代表 スペイン遠征  

期 間：2017年 2月 20日（月）～3月 3日（金） 

場 所：スペイン/マラガ 

 

 [スケジュール] 

2月 20 日 (月) 集合 

2月 21 日 (火) フィジカルテスト 

2月 24 日 (金) 親善試合 vs. U-17スコットランド代表 △0-0 

2月 26 日 (日) 親善試合 vs. U-17スコットランド代表 △0-0 

2月 27 日 (月) 親善試合 vs. U-17ロシア代表 ◯2-1 

3月 1日 (水) 親善試合 vs. U-17ベルギー代表 △2-2 

3 月 2日 (木) 親善試合 vs. U-17ベルギー代表 ◯4-1 

3月 3日 (金) 帰国、解散 

 

 [スタッフ] 

団長 木村 浩吉 (JFA技術委員)   

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

GK コーチ 高桑 大二朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス)  

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

ドクター 池川 直志  (柏市立柏病院)  

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody)  

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部)  

 

 [選  手] 

GK 青木 心 (JFA アカデミー福島 U18) 
 

 
谷 晃生 (ガンバ大阪ユース) 

 
DF デューク・カルロス (川崎フロンターレ U-18) 

 

 
池髙 暢希 (浦和レッズユース) 

 

 
菊地 健太 (JFA アカデミー福島 U18) 

 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスユース) 

 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-18) 

 

 
菅原 由勢 (名古屋グランパス U18) 

 

 
小林 友希 (ヴィッセル神戸 U-18) 
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MF 井川 空 (コンサドーレ札幌 U-18) 
 

 平川 怜 (ＦＣ東京 U-18)  

 椿 直起 (横浜 F・マリノスユース)  

 福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-18)  

 喜田 陽 (セレッソ大阪 U-18)  

 東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース) ※1 

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪 U-18)  

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18)  

 森 海渡 (柏レイソル U-18)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスユース)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース)  

※1 離脱                             計 20名 

 

 16 U-17日本代表 アメリカ遠征の件 

  行事名：U-17日本代表 アメリカ遠征  

期 間：3月 16 日（木）～25日（土） 

場 所：アメリカ/タンパ 

 

 [スケジュール] 

3月 16 日 (木) 集合 

3月 19 日 (日) 親善試合 vs. U-17アメリカ代表 ●0-2 

 
 親善試合 vs. U-17アメリカ代表 ●1-4 

3月 20 日 (月・祝) 練習試合 vs. U-19IMG Academy’s ◯2-0 

3月 22 日 (水) 親善試合 vs. U-17アメリカ代表 ●1-2 

 
 親善試合 vs. U-17アメリカ代表 ◯3-2 

3 月 23日 (木) 練習試合 vs. U-19Tampa Bay Rowdies ◯8-2 

3月 24 日 (金) 帰国、解散 

 

 [スタッフ] 

 

団長 鈴木 淳 (JFA技術委員)   

監督 森山 佳郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 齊藤 俊秀 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

GK コーチ 高桑 大二朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス)  

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

ドクター 戸祭 正喜  (医療法人川崎病院)  

トレーナー 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody)  
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総務 上田 達也 (JFA代表チーム部)  

 

 

 [選  手] 

GK 高田 侑真 (東山高校) 
 

 
青木 心 (JFA アカデミー福島 U18) 

 

 
石井 僚 (浦和レッズユース) 

 
DF 松井 蓮之 (矢板中央高校) 

 

 
デューク カルロス (川崎フロンターレ U-18) 

 

 
池髙 暢希 (浦和レッズユース) 

 

 
大桃 伶音 (浦和レッズユース) 

 

 
菊地 健太 (JFA アカデミー福島 U18) 

 

 
監物 拓歩 (清水エスパルスユース)  

 

 
瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-18) ※1 

 菅原 由勢 (名古屋グランパス U18)  

MF 井川 空 (コンサドーレ札幌 U-18)  

 大垣 勇樹 (興国高校)  

 平川 怜 (ＦＣ東京 U-18)  

 鈴木 冬一 (セレッソ大阪 U-18)  

 椿 直起 (横浜 F・マリノスユース)  

 福岡 慎平 (京都サンガ F.C. U-18)  

 松本 大弥 (サンフレッチェ広島ユース)  

 アペルカムプ 真大 カール (フォルトゥナ・デュッセルドルフ U17)  

FW 山田 寛人 (セレッソ大阪 U-18) ※1 

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18)  

 棚橋 尭士 (横浜Ｆ・マリノスユース)  

 中村 敬斗 (三菱養和 SCユース)  

 橋村 龍ジョセフ (FC町田ゼルビアユース)  

※1 離脱                                  計 24名 

 

 17 U-15日本代表 スリランカ遠征 スポーツ・フォー・トゥモロー（SFT）プログラム  

南アジア・日本 U-16 サッカー交流の件 

  行事名：U-15日本代表 スリランカ遠征 

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

期 間：3月 8日（水）～16日（木） 

場 所：スリランカ/コロンボ  

 

 [スケジュール] 

3月 8日(水)  集合、フィジカルテスト 
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3月 11 日(土)  第 1戦 vs. U-16スリランカ代表 ◯3-1 

3月 12 日(日)  第 2戦 vs. U-16ネパール代表 ◯9-0 

3月 14 日(火)  第 3戦 vs. U-16ブータン代表 ◯11-0 

3月 16 日(木)  帰国、解散 

 

 [スタッフ] 

団長 木村 浩吉 (JFA技術委員)  

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

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

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

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｺｰ

ﾁ 
中馬 健太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ/ジュビロ磐田) 

 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 酒井 清考 (JFAテクニカルハウス)  

ドクター 加藤 晴康 (立教大学)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 太田原 裕幸 (かもめ Clinic)  

総務 杉山 友朗 (JFA代表チーム部)  

 

 [選  手] 

GK 山田 大樹 (鹿島アントラーズジュニアユース) 
 

 
鈴木 彩艶 (浦和レッズジュニアユース) 

 
DF 半田 陸 (モンテディオ山形ジュニアユース村山) 

 

 
下川 太陽 (セレッソ大阪 U-15) 

 

 
古薗 汰久己 (JFA アカデミー福島 U15) 

 

 
鈴木 海音 (ジュビロ磐田 U-15) 

 
 佐古 真礼 (東京ヴェルディジュニアユース)  

MF 荒木 遼太郎 (ロアッソ熊本Ｕ-15)  

 渡辺 綾平 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース追浜)  

 青島 健大 (清水エスパルスジュニアユース) ※1 

 近藤 蔵波 (セレッソ大阪 U-15) ※2 

 成岡 輝瑠 (清水エスパルスジュニアユース)  

 角 昂志郎 (東京武蔵野シティフットボールクラブ U-15)  

 植田 啓太 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

FW 西川 潤 (横浜Ｆ・マリノスジュニアユース)  

 吉田 有志 (セレッソ大阪 U-15)  

 池端 今汰 (ジュビロ磐田 U-15) ※1 

 大和 蓮 (コンサドーレ札幌 U-15) ※2 

 中野 桂太 (京都サンガ F.C.U-15)  

 須藤 直輝 (大宮アルディージャジュニアユース)  
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※1 は※2に選手変更                               計 20名 

 

 18 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  (1)選手名： 儀保 幸英（ぎぼ ゆきひで） 

所属歴：  渡慶次フットボールクラブ → 読谷中学校 → 流通経済大学付属柏高校 

→ 沖縄国際大学 

所属元： 沖縄国際大学サッカー部 

受入先： FC琉球 

承認日： 2017年 3月 6日 

 

(2)選手名： 福井 光輝（ふくい こうき） 

所属歴：  明治フリーバーズサッカースポーツ少年団 → 湘南ベルマーレジュニアユース 

→湘南ベルマーレ U-15平塚 → 湘南工科大学附属高校 → 日本体育大学 

所属元： 日本体育大学学友会サッカー部 

受入先： FC町田ゼルビア 

承認日： 2017年 3月 7日 

 

(3)選手名： 和田 健太郎（わだ けんたろう） 

所属歴：  翼イレブンサッカークラブ → ガンバ大阪ジュニアユース → ガンバ大阪ユース 

→ 京都産業大学 

所属元： 京都産業大学体育会サッカー部 

受入先： ガンバ大阪 

承認日： 2017年 3月 14 日 

 

 19 エリートプログラム U-14 トレーニングキャンプの件 

 

 

 

 行事名：エリートプログラム U-14 トレーニングキャンプ 

期  間：3月 17 日(金)～21日(火) 

場  所：静岡県/時之栖 

 

［スケジュール］ 

3月 17 日（金） 集合・トレーニング 

3月 18 日（土） トレーニング 

        練習試合 vs.加藤学園暁秀高校       ◯3-0 

3月 19 日（日） トレーニング 

3月 20 日（月・祝） トレーニング 

     練習試合 vs.清水エスパルスジュニアユース ◯5-4 

3月 21 日（火） トレーニング 

 解散 

 

［スタッフ］ 
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監督 濱崎 芳己（はまさき よしみ）    JFAナショナルトレセンコーチ 

コーチ 池内 豊 （いけうち ゆたか）    JFAナショナルトレセンコーチ 

GKコーチ 川俣 則幸（かわまた のりゆき）   JFAナショナルトレセンコーチ 

 

［選 手］ 

GK  田中 春希 （たなか はるき）    MIRUMAE.F.C.U15 

 生嶋 健太郎（いくしま けんたろう） ヴィッセル神戸 U-15 

FP 中村 尚輝 （なかむら なおき）   サガン鳥栖 U-15 

 小室 愛樹 （こむろ ゆずき）    川崎フロンターレ U-15 

 甲斐 翔大 （かい しょうま）    川崎フロンターレ U-15 

 平島 諒多 （ひらしま りょうた）  サガン鳥栖 U-15 

 本田 真斗 （ほんだ まなと）    ベガルタ仙台ジュニアユース 

 佐藤 大晴 （さとう たいせい）   名古屋グランパス U15 

 高柳 英二郎（たかやなぎ えいじろう）FC.フェルボール愛知 

 佐藤 優多 （さとう ゆうた）   コンサドーレ札幌 U-15 

 中原 優心 （なかはら ゆうしん） レノファ山口 FC U-15 

 吉田 来綺 （よしだ らいき） FC リフォルマ 

 清水 和馬 （しみず かずま）   静岡学園中学校 

 高橋  蒼天 （たかはし そら）   アルビレックス新潟 U-15 

 宮下 渓太 （みやした けいた）  横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 

 山根 陸  （やまね りく）    横浜Ｆ・マリノスジュニアユース 

 下川  陽輝 （しもかわ はるき）  セレッソ大阪 U-15 

 中村 仁郎 （なかむら じろう）  ガンバ大阪ジュニアユース 

 菊池  季汐 （きくち しおき）   コンサドーレ札幌 U-15 

 遠山  悠希 （とうやま ゆうき）  京都サンガ F.C.U-15 

 仁科  星哉 （にしな せいや）   ヴィッセル神戸 U-15 

 久永 瑠音 （ひさなが るおん）  JFAアカデミー福島 

 

 20 指導者ライセンス認定の件 

  （報告）資料№3 

 

指導者に関する規則第 4 条［ライセンスの認定］にもとづき、次の指導者養成講習会を修了

し、技術委員会が適格と認めた者に対し、ライセンスを認定した。 

・2016年度 S級コーチ養成講習会 

・2016年度 A級コーチジェネラル養成講習会 

・2016年度 A級コーチ U-15養成講習会 

・2016年度 A級コーチ U-12養成講習会 

・2016年度 B級コーチ養成講習会 
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 21 日本女子代表 ポルトガル遠征の件 

  行事名：日本女子代表 ポルトガル遠征 

期  間：2月 23 日(木)～3月 10 日(金) 

場  所：ポルトガル/アルガルベ 

 

[スケジュール] 

2月 23 日 (木) 集合、出発 

3月 1日 (水) 第 1戦 vs.スペイン女子代表          ●1-2 

3月 3日 (金) 第 2戦 vs.アイスランド女子代表      ◯2-0 

3月 6日 (月) 第 3戦 vs.ノルウェー女子代表        ◯2-0 

3月 8日 (水) 5・6位決定戦 vs.オランダ女子代表    ●3-2 

 

[スタッフ] 

 

団長  今井 純子 (JFA女子委員長)※3/5～3/7 

監督  高倉 麻子 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 大部 由美 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 大橋 昭好  (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 広瀬 統一 (JFAナショナルコーチングスタッフ/早稲田大学) 

ドクター 山口 奈美  (宮崎大学医学部附属病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 中野 江利子 (JFA) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 佐瀬 由紀子 (学校法人花田学園) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 平川 雅之 (JFAテクニカルハウス) 

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 三ツ木 将吾 (アディダス ジャパン株式会社)  

ﾒﾃﾞｨｱｵﾌｨｻｰ 藤島 友羽子 (JFAコミュニケーション部)  

総務 池田 千佳子 (JFA女子部) 

 

[選手] 

GK 山根 恵里奈 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)  

 池田 咲紀子 (浦和レッズレディース) ※2 

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ)  

 平尾 知佳 (浦和レッズレディース) ※1 

DF 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ)  

 有吉 佐織 (日テレ・ベレーザ) ※3 

 川村 優理 (アルビレックス新潟レディース)  

 熊谷 紗希 (Olympique Lyonnais/フランス)  

 中村 楓 (アルビレックス新潟レディース)  

 高木 ひかり (ノジマステラ神奈川相模原)  
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 北川 ひかる (浦和レッズレディース)  

MF 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ)  

 宇津木 瑠美 (Seattle Reign FC/アメリカ)  

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ)  

 佐々木 繭 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

 千葉 園子 (ASハリマアルビオン)  

 中里 優 (日テレ・ベレーザ)  

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ)  

FW 菅澤 優衣香 (浦和レッズレディース) ※3 

 岩渕 真奈 (FC Bayern München/ドイツ)  

 横山 久美 (AC長野パルセイロ・レディース)  

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ)  

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ)  

 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ)  

※1 は※2に選手変更 ※3 途中離脱                 計 24名 

 

 22 U-23日本女子代表 ラ・マンガ国際大会の件 

  行事名：U23日本女子代表 ラ・マンガ国際大会 

期  間：2月 26 日(日)～3月 8日(水) 

場 所：スペイン/ラ・マンガ 

 

[スケジュール] 

2月 26 日 (日) 集合、出発 

3月 2日 (木) 第 1戦 vs.U-23アメリカ女子代表      ●0-2 

3月 4日 (土) 第 2戦 vs.U-23ノルウェー女子代表    △2-2 

3月 6日 (月) 第 3戦 vs.U-23スウェーデン女子代表  ○3-1 

 

[スタッフ] 

団長 今井 純子 (JFA女子委員長) ※2/26～3/4 

監督  池田 太 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 岡本 三代 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/セレッソ大阪) 

GKコーチ 西入 俊浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

ドクター 塚原 由佳 (早稲田大学スポーツ科学研究科) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三宅 明子 (筑波大学スポーツ R&Dコア) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFA) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

 

[選手] 

GK 林﨑 萌維 (AC長野パルセイロ・レディース)  
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 石野 妃芽佳 (スフィーダ世田谷 FC) ※2 

 松本 真未子 (浦和レッズレディース) ※1 

DF 葛馬 史奈 (ASハリマアルビオン)  

 須永 愛海 (仙台大学→INAC神戸レオネッサ)  

 山守 杏奈 (筑波大学→浦和レッズレディース)  

 松原 有沙 (早稲田大学)  

 石井 咲希 (バニーズ京都 SC)  

 羽座 妃粋 (日体大 FIELDS 横浜)  

 清水 梨紗 (日テレ・ベレーザ)  

 市瀬 菜々 (マイナビベガルタ仙台レディース) ※3 

MF 猶本 光 (浦和レッズレディース)  

 三橋 眞奈 (大阪体育大学→ベガルタ仙台レディース)  

 成宮 唯 (ジェフユナイテッド市原・千葉レディース)  

 中村 みづき (早稲田大学)  

 伊藤 美紀 (INAC神戸レオネッサ)  

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  

 杉田 妃和 (INAC神戸レオネッサ)  

 三浦 成美 (日テレ・ベレーザ)  

FW 道上 彩花 (INAC神戸レオネッサ)  

 大矢 歩 (愛媛 FCレディース)  

 上野 真実 (愛媛 FCレディース) ※3 

 白木 星 (浦和レッズレディース)  

※1 は※2に選手変更 ※2不参加                       計 23名 

 

 23 U-19日本女子代表候補 トレーニングキャンプの件 

  行事名：U19 日本女子代表候補 トレーニングキャンプ 

期 間：3月 12 日(日)～15日(水) 

場 所：静岡県御前崎市 

 

[スケジュール] 

3月 12 日 (日) 集合 PMトレーニング 

3月 13 日 (月) AMトレーニング PMトレーニングマッチ 

  
vs 藤枝明誠高校  2-4(1-0,0-2,1-2) ※35分✕3本 

3月 15 日 (水) AMトレーニング  解散 

 

[スタッフ] 

監督  池田 太 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

コーチ 岡本 三代 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ/セレッソ大阪) 

GKコーチ 西入 俊浩 (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 
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ドクター 齊藤 雅彦 (東邦大学医療センター佐倉病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 三宅 明子 (筑波大学スポーツ R&Dコア) 

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 寺口 謙介 (JFA) 

総務 大富部 佳奈子 (JFA女子部) 

 

[選手] 

GK 鈴木 あぐり 
(常盤木学園高校→マイナビベガルタ仙台レデ

ィース) 

※1 

 福田 まい (藤枝順心高校→日体大 FIELDS 横浜)  

 スタンボー 華 (JFAアカデミー福島→INAC神戸レオネッサ)  

 鈴木 佐和子 (浦和レッズレディースユース→早稲田大学) ※2 

DF 木崎 あおい (浦和レッズレディース)  

 南 萌華 (浦和レッズレディース)  

 筒井 梨香 (セレッソ大阪堺レディース)  

 高平 美憂 (JFAアカデミー福島)  

 北村 菜々美 (セレッソ大阪堺レディース)  

 牛島 理子 (日ノ本学園高校)  

 高橋 はな (浦和レッズレディースユース)  

MF 林 穂之香 (セレッソ大阪堺レディース)  

 鈴木 紗理 (十文字高校→慶應義塾大学)  

 長嶋 玲奈 (浦和レッズレディース)  

 佐藤 瑞夏 
(ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-

18) 

 

 長野 風花 (浦和レッズレディース)  

 今井 裕里奈 (日体大 FIELDS 横浜) ※3 

 鈴木 陽 (AC長野パルセイロ・シュヴェスター)  

FW 児野 楓香 (日体大 FIELDS 横浜)  

 目原 莉奈 (日ノ本学園高等学校→日体大 FIELDS 横浜)  

 小澤 寛 
(ジェフユナイテッド市原・千葉レディース U-

18) 

 

 大熊 良奈 (JFAアカデミー福島→浦和レッズレディース)  

 宮澤 ひなた (星槎国際高等学校湘南)  

 宝田 沙織 (セレッソ大阪堺レディース)  

 矢形 海優 (セレッソ大阪堺レディース)  

 遠藤 純 (JFAアカデミー福島)  

※1 は※2に選手変更 ※途中離脱                     計 26名 
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 24 JFA エリートプログラム 女子 U-14 トレーニングキャンプの件 

  行事名：JFAエリートプログラム 女子 U-14トレーニングキャンプ 

期 間：3月 28 日(火)～31日(金) 

場 所：熊本県/熊本市 

 

[スケジュール] 

3月 28 日 (火) 集合 PMトレーニング 

3月 29 日 (水) AMトレーニング PMトレーニング 

3月 30 日 (木) AMトレーニング PMトレーニングマッチ 

  
vs東海大星翔高校 2-2(0-1,1-0,1-0,0-1）※30分☓4本 

3月 31 日 (金) AMトレーニング 解散 

 

[スタッフ] 

監督  西村 陽介 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/医療法人雨宮病院) 

コーチ 利光 ちはる (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/ｶﾃｨｵｰﾗﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ) 

GKコーチ 井嶋 正樹 (JFA ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ/東海大学熊本) 

ドクター 湯上 正樹 (熊本大学医学部附属病院 ※3/28-29) 

ドクター 伊藤 仁 (熊本大学医学部附属病院 ※3/29-30) 

ドクター 松田 貴雄 (西別府病院 ※3/30－31) 

総務 奈良輪 織恵 (JFA女子部) 

 

[選手] 

GK 富永 若葉 (広島県：シーガル広島レディース) 

 服部 茜汐香 (静岡県：JFAアカデミー福島) 

 菊田 ひかる (岩手県：FCフォルタレオン) 

FP 横山 加奈 (岡山県：J-FIELDS津山 SC) 

 太田 萌咲 (静岡県：JFAアカデミー福島) 

 有吉 愛海 (福岡県：福岡女学院中学校サッカー部 ) 

 貝尾 千夏 (福島県：会津サントス FCジュニアユース) 

 宗形 みなみ (宮城県：マイナビベガルタ仙台レディースジュニアユース) 

 石川 璃音 (静岡県：JFAアカデミー福島) 

 平中 響乃 (埼玉県：浦和レッズレディースジュニアユース) 

 中村 三緒 (静岡県：東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部)  ※ 

 堀内 香歩 (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

 及川 小枝 (静岡県：JFAアカデミー福島) 

 四海 結稀奈 (大阪府：セレッソ大阪堺レディース) 

 坂部 幸菜 (東京都：日テレ・メニーナ) 

 大宮 央 (愛媛県：愛媛 FCレディース MIKAN) 

 江口 奈々美 (大阪府：FCヴィトーリア) 
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 兵頭 來良 (愛媛県：FC今治ひうちレディース/JFAアカデミー今治) 

 愛川 陽菜 (鹿児島県：神村学園中等部女子サッカー部) 

 佐藤 千優 (広島県：FCバイエルン ツネイシ レディース) 

 大場 柚季 (兵庫県：尼崎レディース U-15/JFAアカデミー福島) 

 藤野 あおば (東京都：日テレ・メニーナ・セリアス) 

 天野 紗 (兵庫県：INAC神戸レオネッサ U-15) 

 加藤 月唯 (新潟県：アルビレックス新潟レディース U-15) 

 宮林 桜生 (北海道：北海道リラ・コンサドーレ) 

※途中離脱                               計 25名 

 25 JFA・なでしこリーグ特別指定選手の件 

  選手名：  水谷 有希(みずたに ゆうき) 

     (所属歴：湘南ルベントスポーツクラブジュニア→JFAアカデミー福島) 

所属元：  筑波大学女子サッカー部 

受入先：  浦和レッズレディース 

承認日：  2017年3月24日 

 

 26 フットサル日本代表 トレーニングキャンプ 3月の件 

  行事名：フットサル日本代表 トレーニングキャンプ 3月 

期 間：2017年 3月 25日（土）～3 月 26日（日） 

場 所：茨城県鹿嶋市 

 

 [スケジュール] 

3月 25 日 (土) 集合 

3月 26 日 (日) 解散 ※3月 27日(月)より欧州遠征へ 

 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA)  

ｻﾌﾞﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小森 隆弘 (JFA)  

監 督 ブルーノ・ガルシア (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

GK コーチ 内山 慶太郎 (フウガドールすみだ)  

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗 (シュライカー大阪)  

ドクター 原口 貴久 (東京医科大学)  

ドクター 吉田 圭一 (順天堂大学医学部附属浦安病院)  

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 吉田 成仁 (帝京平成大学)  

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部)  

 

[選  手] 

GK ﾋﾟﾚｽ・ｲｺﾞｰﾙ (ペスカドーラ町田)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  
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 上原 拓也 (湘南ベルマーレ)  

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田)  

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪)  

 西谷 良介 (フウガドールすみだ)  

 渡邉 知晃 (府中アスレティック FC)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 皆本 晃 (府中アスレティック FC)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  

 原 辰介 (ペスカドーラ町田)   

 上村 充哉 (湘南ベルマーレ)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

                                      計 15名 

 

 27 フットサル日本代表 欧州遠征 3月の件 

  行事名：フットサル日本代表 欧州遠征 3月 

期 間：2017年 3月 27日（月）～4 月 8日（土） 

場 所：ハンガリー／ケチケメート 

スロベニア／キドリチェヴォ、ヴェレニエ、ラーシュコ 

 

 [スケジュール] 

3月 27 日 (月) ハンガリーへ出発 

3月 29 日 (水) 国際親善試合第 1戦 vs.フットサルハンガリー代表 △1-1 

3月 31 日 (金) 国際親善試合第 2戦 vs.フットサルハンガリー代表 ◯3-0 

4月 1日 (土) スロベニアへ移動 

4月 3日 (月) 国際親善試合第 1戦 vs.フットサルスロベニア代表 ●2-5 

4月 4日 (火) 国際親善試合第 2戦 vs.フットサルスロベニア代表 △2-2 

4月 6日 (木) 国際親善試合第 3戦 vs.フットサルスロベニア代表 ●0-3 

4月 8日 (土) 帰国、解散 

 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA)  

ｻﾌﾞﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小森 隆弘 (JFA)  

監 督 ブルーノ・ガルシア (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

GK コーチ 内山 慶太郎 (フウガドールすみだ)  

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗 (シュライカー大阪)  

ドクター 吉田 圭一 (順天堂大学医学部附属浦安病院)  
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 吉田 成仁 (帝京平成大学)  

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部)  

 

[選  手] 

GK ﾋﾟﾚｽ・ｲｺﾞｰﾙ (ペスカドーラ町田)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  

 上原 拓也 (湘南ベルマーレ)  

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田)  

 小曽戸 允哉 (シュライカー大阪)  

 西谷 良介 (フウガドールすみだ)  

 渡邉 知晃 (府中アスレティック FC)  

 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 皆本 晃 (府中アスレティック FC)  

 仁部屋 和弘 (バサジィ大分)  

 吉川 智貴 (マグナ・グルペア/スペイン) ※1 

 加藤 竜馬 (バルドラール浦安)  

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  

 逸見 勝利ﾗﾌｧｴﾙ (SLベンフィカ/ポルトガル) ※1 

 原 辰介 (ペスカドーラ町田)   

 清水 和也 (フウガドールすみだ)  

※1 追加招集                               計 16名 

 

 28 U-20フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 3月の件 

  行事名：U-20フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 3月 

期 間：3月 14 日（火）～15日（水） 

場 所：愛知県/名古屋市 

 

 [スケジュール] 

3月 14 日 (火) 集合 

3月 15 日 (水) 解散 

 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA) 

ｻﾌﾞﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小森 隆弘 (JFA) 

 ブルーノ・ガルシア (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

監 督 鈴木 隆二 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 山田 マルコス 勇慈 (府中アスレティック FC) 

フィジカルコーチ 村岡 誠 (フリーフィジカルコーチ) 

ドクター 原口 貴久 (東京医科大学) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  吉田 成仁 (帝京平成大学) 
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ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 澤井 岳 (はりきゅうＧスポーツマッサージ治療院) 

総 務 関口 豪 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 

GK 山田 正剛 (府中アスレティックＦＣサテライト)  

 岩永 汰紀 (バサジィ大分)  

 坂 桂輔 (エスポラーダ北海道)  

FP 仁井 貴仁 (シュライカー大阪サテライト)  

 内田 隼太 (府中アスレティックＦＣサテライト)  

 清水 和也 (フウガドールすみだ) ※1 

 新田 駿 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 伊藤 圭汰 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 樋口 岳志 (流通経済大(サッカー部))  

 脇山 蓮 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 近藤 啓介 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 岡田 祥慶 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 石田 健太郎 (多摩大（体育会フットサル部）)   

 中村 充 (ペスカドーラ町田アスピランチ)  

 植松 晃都 (PSTCロンドリーナ)  

 齋藤 日向 (帝京長岡高校)  

 岡部 直樹 (府中アスレティックＦＣサテライト)  

 空 涼介 (中央学院高校)  

 山田 慈英 (デウソン神戸アスピランチ)  

※1 離脱                                  計 19名 

 

 29 フットサル日本女子選抜 トリムカップ 2017第 9回全国女子選抜フットサル大会の件 

  行事名：フットサル日本女子選抜 トリムカップ 2017第 9回全国女子選抜フットサル大会 

 

期 間：3月 22 日（水）～26日（日） 

場 所：岐阜県、愛知県 

 

 

 [スケジュール] 

3月 22 日 (水) 集合 

3月 24 日 (金) 第 1戦 vs.佐賀県選抜 ◯5-3 

3月 25 日 (土) 第 2戦 vs.岐阜県選抜 ◯6-0、第 3戦 vs.広島県選抜 ◯3-0 

3月 26 日 (日) 準決勝 vs.福井県選抜 ◯3-1、決勝 vs.千葉県選抜 ●1-3 

解散 
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[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA) 

監 督 伊藤 雅範 (JFA ナショナルコーチングスタッフ/学校法人タイケン国

際学園 日本ウェルネス高校信州筑北キャンパス) 

コーチ 福角  有紘 (JFAナショナルコーチングスタッフ/多摩大学) 

GKコーチ 村山 竜三 (デウソン神戸) 

ドクター 神谷 阿久里 (京都鞍馬口医療センター) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ  松井 史江 (くまざわ整形外科クリニック) 

総 務 金子 美衣子 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 

GK 前原 りんご (DELIZIA磐田レディース) 

 見矢 明日香 
(FOOTBALL CLUB FAMILIA U-15 

/レインボー垂井 U15レディース) 

FP 窪田 美月 (スポパラ DFUT WINGS) 

 船附 ひな子 (府中アスレティックＦＣ女子プリメイラ) 

 宮田 ひびき (常盤木学園高校) 

 蓮輪 真琴 (岡山県作陽高校) 

 松永 未衣奈 (日ノ本学園高校) 

 伊藤 沙世 (member of the gang) 

 谷川 すず (Fuerza Futsal Club) 

 山﨑 涼帆 (岡山県作陽高校/道楽) 

 宮本 麻衣 (京都精華学園高校) 

 草柳 里夏 (PSTCロンドリーナヴァレンチ) 

 阿部 莉音 (エスポラーダ北海道イルネーヴェ) 

 沖野 るせり (クラブフィールズ・リンダ) 

                                      計 14名 

 

 30 ビーチサッカー日本代表 AFCビーチサッカー選手権 2017の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 AFCビーチサッカー選手権 2017 

期 間：2月 24 日（金）～3月 13日（月） 

場 所：マレーシア／トレンガヌ 

 

[スケジュール] 

2月 24日 （金） 移動 

2月 28日 （火） 練習試合 vs.ビーチサッカーバーレーン代表 ◯3-2 

3月 1日 （水） 練習試合 vs.ビーチサッカーマレーシア代表 ◯7-0 

3月 6日 （月） 第 1戦 vs.ビーチサッカーカタール代表 ◯14-0 

3月 7日 （火） 第 2戦 vs.ビーチサッカーイラク代表 ◯11-2 
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3月 8日 （水） 第 3戦 vs.ビーチサッカーUAE代表 ●4-5 

3月 10日 （金） 準決勝 vs.ビーチサッカーイラン代表 ●6-8 

3月 11日 （土） 3位決定戦 vs.ビーチサッカーレバノン代表 ◯6-3 

3月 12日 （日） 移動 

3月 13日 （月） 解散 

 

[スタッフ] 

団 長 北澤 豪 (JFA理事)  

監 督 マルセロ・メンデス (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ)  

コーチ パウロ・ホシャ (JFA)  

ドクター 柳澤 洋平 (筑波大学附属病院)  

トレーナー 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ)  

通訳 新垣セレマン エベルトン   

統括 中村 修三 (JFAフットサル・ビーチサッカー部)  

総務 渡邉 大 (JFAフットサル・ビーチサッカー部)  

 

 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ) 

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS) 

FP 磯 裕章 (東京ヴェルディ BS) 

 小牧 正幸 (ヴィアティン三重 BS) 

 飯野 智之 (ドルソーレ北九州) 

 後藤 崇介 (東京ヴェルディ BS) 

 茂怜羅 オズ (東京ヴェルディ BS) 

 原口 翔太郎 (東京ヴェルディ BS) 

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州) 

 中原 勇貴 (東京ヴェルディ BS) 

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS) 

 坂田 淳 (アヴェルダージ熊本 BS) 

               計 12名 

 

 31 2016年度登録者数の件 

 

 

 （報告）資料№4 

 

 


