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報告事項  

 1 AFC 理事会（5月 7日開催）の件 

  5月 7日に AFC理事会がバーレーンのマナマで開催された。主な決定・報告事項は以下の通り。 

 2020 年以降の代表及びクラブ競技会に関する AFC の放映権及び商業権の一般競争入札手続

きを承認。 

 AFC プレジデンツ・イニシアティブの施策の 1 つであるインフラ整備基金制度の提案に関す

る報告。 

 パキスタンサッカー連盟（PFF）の組織改革について、PFF の現体制による改革期限の延長

（2019 年 6 月まで）を FIFA に要請することを承認。パキスタン政府による介入を阻止する

ため、AFCの上層メンバーからなる訪問団派遣についても同意。 

 

 2 第 27回 AFC 総会（5月 8日開催）の件 

  5 月 8 日に第 27 回 AFC 総会がバーレーンのマナマで開催された。主な決定・報告事項は以下の

通り。 

＜FIFA カウンシルメンバー選挙結果＞ 

2017-2019年期の FIFAカウンシルメンバーとして、下記 4名が選出された（敬称略）。 

FIFAカウンシルメンバー（3枠） 

ジャン・ジアン（中国） 当選 

チョン・モンギュ（韓国） 当選 

マリアノ・アラネタ（フィリピン） 当選 

シェイク・アルサバ（クウェート） 立候補辞退 

※シェイク・アルサバ氏が、総会直前に出馬を取りやめたため、残りの候補者 3 名が無投票

当選となった。 

FIFA女性カウンシルメンバー（1枠） 

マハフザ・キロン（バングラデシュ） 27票（当選） 

モヤ・ドット（オーストラリア） 17票 

ハン・ウンギョン（DPRコリア） 立候補辞退 

スーザン・モラーノ（パレスチナ） 立候補辞退 

＜その他選挙結果＞ 

AFC 規約第 24.2 条に基づき、下記のメンバーが選出された（敬称略）。 

AFC 副会長（東ゾーン）：チョン・モンギュ（韓国） 

ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄ･ﾍｯﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ｲﾝﾃｸﾞﾘﾃｨ：モハマド・アリ・アルカマリ（UAE） 

AFC 規律＆倫理委員：ユーシフ・モハマド・ヤクービ（バーレーン）  

ｴﾝﾄﾘｰ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ･ﾎﾞﾃﾞｨ：リウ・チ委員長（中国）、 

ジャッジ・ラウフ・ソウリオ委員長代理（オーストラリア）、 

ナンダン・カマス委員長代理（インド）、 
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アハマドレザ・バラティ委員長代理（イラン）、 

バンダル・アルハマディアニ委員長代理（サウジアラビア） 

 

 3 FIFAカウンシル会議（5月 9日開催）の件 

  5 月 9 日に FIFA カウンシル会議がバーレーンのマナマで開催された。主な決定・報告事項は以

下の通り。 

＜FIFAワールドカップ 2026関連＞ 

 FIFAワールドカップ 2026 の招致プロセス/条件を承認。 

 FIFAワールドカップ 2026 開催の立候補は、CAF、CONCACAF、CONMEBOLまたは OFC加盟協会

を対象とすることを承認（招致書類の提出期限は 2017年 8月 11日）。開催国は第 68回

FIFA総会で決定。 

 開催国が第 68回 FIFA 総会までに決定しない場合は、FIFA事務局より AFCや UEFAを含む加

盟協会（既に招致書類を提出している加盟協会を除く）に招致案内を行うことを承認。こ

の場合、開催国は 2020年の FIFA総会で決定。 

 下記大陸別出場枠を承認。下記枠は、6チーム（5大陸連盟+ホスト協会の大陸連盟から各 1

チーム）が参加する大陸間プレーオフで決定される FIFAワールドカップ 2026の出場枠（2

枠）を含む（開催国は自動的に出場権を獲得するため、所属する大陸連盟の枠は 1つ減

る。共同開催の場合、ホスト協会に与えられる出場権は FIFAカウンシルが決定）。 

AFC（アジアサッカー連盟）: 8.5枠  

   CAF（アフリカサッカー連盟）: 9.5枠  

   CONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）: 6.5枠  

   CONMEBO（南米サッカー連盟）L: 6.5枠  

   OFC（オセアニアサッカー連盟）: 1.5枠  

   UEFA（ヨーロッパサッカー連盟）: 16枠 

＜その他の決定・報告事項＞ 

 FIFA総会で審議・決定される裁定機関、監査＆コンプライアンス委員会、ガバナンス委員

会の候補者を承認。 

 FIFA総会で提案される FIFA規約の修正に関する作業部会の設置を決定。 

 イラク国内での国際試合開催禁止処分の解除を承認（但しアルビール、バスラ及びカルバ

ラー3会場に限定）。 

 2017年のザ・ベスト・FIFAフットボールアウォーズの開催を承認。 

 イスラエル-パレスチナ モニタリング委員会委員長による報告を受け、FIFA総会での決議

は時期尚早と判断。 

 試合時の人種差別行為に対する対応処置を決定（審判による 3段階の手順を踏んだ上での

試合中止までの工程）。 

 

 4 第 67回 FIFA 総会（5月 11 日開催）の件 

  5 月 9 日に第 67 回 FIFA 総会がバーレーンのマナマで開催された。主な決定・報告事項は以下の

通り。 

＜FIFAワールドカップ 2026関連＞ 
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 FIFAカウンシルで決定した FIFAワールドカップ 2026の招致条件の承認。 

この承認により、CAF、CONCACAF、CONMEBOL及び OFC加盟協会は、2017年 8月 11日までに

招致意向を表明することができる。2026年の開催地は、2018年ロシアにて行われる 

第 68回 FIFA 総会で決定予定。 

 開催国が第 68回 FIFA 総会までに決定しない場合は、FIFA事務局より AFCや UEFAを含む加

盟協会（既に招致書類を提出している加盟協会を除く）に招致案内を行うことを決定。こ

の場合、開催国は 2020年の FIFA総会で決定。 

＜その他の決定・報告事項＞ 

 裁定機関、監査＆コンプライアンス委員会、ガバナンス委員会メンバーの選出。 

 2018年度 FIFA予算(28.99億ドル)の承認。 

 パレスチナサッカー協会から提出された議題について、報告された関連レポートが不十分

だったため、総会ではなく本件の決裁機関である FIFAカウンシルによる決定を 2018年 3

月までに行うこと。 

 

 5 大会役員 国際試合への派遣の件 

  AFC チャンピオンズリーグ 2017 ラウンド 16 

アル・アハリ FC（UAE） vs. アル・アハリ・サウジ FC（サウジアラビア） 

試合日： 5月 29日 

 マッチコミッショナー： 五香 純典 

 

 6 JFA こころのプロジェクト 10周年記念パーティー開催の件 

  （報告）資料№1 

第一回「夢の教室」を 2007 年 4 月 19 日に開催してから 10 周年となることを記念し、以下の通

りパーティーを開催した。 

日時：4月 19日（水） 

会場：東京ドームホテル  天空 

出席者：「夢の教室」開催協定締結自治体 80名 

     「夢の教室」支援企業      87名 

     スポーツ団体関係者       53名 

     夢先生             28名 

     「夢の教室」運営スタッフ    52名 

                    計 300名 

 

 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）：守口市 

施設名：大枝公園 多目的球技場（大阪府守口市松下町 3番地） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+U 

公認期間：2017 年 5月 18 日～2020年 5月 17日 

公認番号：第 194 号 

(2)申請者（施設所有者）：坂井市 
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施設名：三国運動公園人工芝グラウンド（福井県坂井市三国町運動公園 1丁目） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ EX-55HP・SP 

公認期間：2017 年 5月 18 日～2020年 5月 17日 

公認番号：第 195 号 

(3)申請者（施設所有者）：出雲市 

施設名：出雲健康公園多目的運動場（島根県出雲市矢野町 999番地） 

使用製品：コウフ・フィールド株式会社 Desso iDNA X 60-16 

公認期間：2017 年 5月 18 日～2020年 5月 17日 

公認番号：第 196 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）：花巻市 

施設名：スポーツキャンプむらメインコート（岩手県花巻市太田 11地割 363-1） 

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：2016 年 12 月 19 日～2019年 12月 18日 

公認番号：第 152 号 

(2)申請者（施設所有者）：坂井市 

施設名：丸岡スポーツランド人工芝グラウンド A面（福井県坂井市丸岡町長崎 6－69） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ ET-50HP・SP  

公認期間：2017 年 5月 15 日～2020年 5月 14日 

公認番号：第 162 号 

(3)申請者（施設所有者）：坂井市 

施設名：丸岡スポーツランド人工芝グラウンド B面（福井県坂井市丸岡町長崎 6－69） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリットターフ ET-50HP・SP  

公認期間：2017 年 5月 15 日～2020年 5月 14日 

公認番号：第 163 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。 
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 9 エリートプログラム U-14参加大会変更の件 

  当初、エリートプログラム U-14 として参加予定であった「AFCリージョナルフェスティバル 

オブフットボール」（AFC主催）が廃止されたため、以下の大会へ参加することに変更する。 

＜大会概要＞ 

 大会名称 ： 第 1回武漢カップ 2017 

主  催 ： 武漢市サッカー協会（中華人民共和国） 

 日  程 ： 9月 2日(土)～12日(火) 

 場  所 ： 中国/武漢市 

 大会フォーマット ： 8チーム参加  4チームによるリーグ戦および順位決定戦 

 参加条件 ： 2チーム分の現地滞在費全額主催者負担 

 国際航空券代補助（1チームあたり 10,000米ドル） 

 

 10 指導者ライセンス認定の件 

  （報告）資料№2 

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、本協会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 B級コーチ養成講習会 

 

 11 2017年度指導者養成講習会 受講者決定の件 

  （報告）資料№3 

2017年度の以下の指導者養成講習会の受講者を別紙のとおり決定した。 

・A 級コーチジェネラル養成講習会 

・A 級コーチ U-15 養成講習会 

・A 級コーチ U-12 養成講習会 

・ゴールキーパーC級コーチ養成講習会 

 

 12 海外指導者資格審査の件 

  J リーグ規約第 7 章、Ｊリーグクラブライセンス交付規則第 10 章にもとづき、次のクラブより

申請された指導者資格審査について、技術委員会にて審議をした結果、S 級コーチライセンスと

同等以上の資格を有しているものと認定した。 

申請ｸﾗﾌﾞ名：アルビレックス新潟 

氏  名：呂比須ワグナー（ロペス ワグナー） 

生年月日：1969 年 1月 29 日 

国  籍：日本 

指 導 歴：2005年～2007年  パウリスタ FC（ブラジル） コーチ 

       2009 年     パウリスタ FC（ブラジル） コーチ 

       2010 年     パウリスタ FC（ブラジル） 監督 

       2010 年          ポン・ジ・アスーカル EC（ブラジル） 監督 

             2011 年          パウリスタ FC（ブラジル） 監督 
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             2012 年          ガンバ大阪 ヘッドコーチ 

       2012 年～2013年 コメルシアウ FC（ブラジル） 監督 

             2013 年          サンベルナルド FC（ブラジル）監督 

       2014年     ボタフォゴ FC（ブラジル） 監督 

       2014 年     クリシューマ EC（ブラジル） 監督 

       2014 年     アトレチコ・ゴイアニエンセ（ブラジル） 監督 

       2015 年     ゴイアス EC（ブラジル） 監督 

       2015 年～2016年 CAブラガンチーノ（ブラジル） 監督 

       2016 年     アトレチコ・ゴイアニエンセ（ブラジル） 監督 

       2016 年     サンパイオ・コヘイア（ブラジル） 監督 

       2016 年     パラナ・クルーベ（ブラジル） 監督 

保有資格： 2015年 サンパウロ州プロライセンス取得 

 

 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：4月 17 日(月)～18日(火) 

場 所：千葉  

[スケジュール] 

4月 17 日 (月) 集合、トレーニング 

4月 18 日 (火) 練習試合 vs. ジェフユナイテッド千葉 ◯4-1 

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 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) 

[選  手] 

GK 小島 亨介 (早稲田大学) ※1 

 
波多野 豪 (FC東京) 

 
DF 町田 浩樹 (鹿島アントラーズ) 

 

 
藤谷 壮 (ヴィッセル神戸) 

 

 
大南 拓磨 (ジュビロ磐田) 

 

 
舩木 翔 (セレッソ大阪) ※1 
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橋岡 大樹 (浦和レッズユース) 

 
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) 

 

 
針谷 岳晃 (ジュビロ磐田) 

 
FW 小川 航基 (ジュビロ磐田) 

 

 
岩崎 悠人 (京都サンガ F.C.) 

 

 
田川 亨介 (サガン鳥栖) 

 
GK 大迫 敬介 (サンフレッチェ広島ユース) ※2 

DF 岩田 智輝 (大分トリニータ) ※2 

MF 伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田 U-18) ※3 

※1 から※2に選手変更 

※3 追加招集                                計 18名 

 

 14 U-16日本代表 フランス遠征「モンテギュー国際大会」の件 

  行事名：U-16日本代表 フランス遠征「モンテギュー国際大会」 

期 間：4月 8日(土)～19 日(水) 

場 所：フランス/ナント 

 [スケジュール] 

4月 8日 (土) 集合 

4月 12 日 (水) 第 1戦 vs. U-16ベルギー代表 ◯2-0 

4月 13 日 (木) 第 2戦 vs. U-16アメリカ代表 ◯3-2 

4月 15 日 (土) 準決勝 vs. U-16ポルトガル代表 ●1-2 

4 月 17日 (月) 3位決定戦 vs. U-16デンマーク代表 ◯2-1 

4月 19 日 (水) 帰国、解散 

 [スタッフ] 

団長 須藤 茂光 (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 秋葉 忠宏 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

GKコーチ 高桑 大二朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

ﾃｸﾆｶﾙｽﾀｯﾌ 片桐 央視 (JFAテクニカルハウス)  

ドクター 島 洋祐  (KKR北陸病院)  

トレーナー 並木 磨去光 (スポーツマッサージ・ナズー)  

総務 上田 達也 (JFA代表チーム部)  

 [選  手] 

GK 小久保 玲央ブライアン (柏レイソル U-18) 
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山田 大樹 (鹿島アントラーズユース) 

DF 塚元 大 (ガンバ大阪ユース) 

 
狩野 奏人 (JFA アカデミー福島 U18) 

 
本間 洋平 (コンサドーレ札幌 U-18) 

 
森 璃太 (川崎フロンターレ U-18) 

 
木村 誠二 (FC東京 U-18) 

 
佐古 真礼 (東京ヴェルディジュニアユース) 

MF 成瀬 竣平 (名古屋グランパス U-18) 

 
井上 怜 (船橋市立船橋高校) 

 瀬畠 義成 (JFA アカデミー福島 U18) 

 谷本 駿介 (セレッソ大阪 U-18) 

 岩本 翔 (ガンバ大阪ユース) 

 川本 梨誉 (清水エスパルスユース) 

 山本 理仁 (東京ヴェルディユース) 

 西川 潤 (桐光学園高校) 

FW 藤尾 翔太 (セレッソ大阪 U-18) 

 ブラウン ノア賢信 (横浜 F・マリノスユース) 

 宮城 天 (川崎フロンターレ U-18) 

 斉藤 光毅 (横浜 FCユース) 

                                     計 20名 

 

 15 JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  (1)選手名： 新井 光（あらい ひかる） 

所属歴： 昭和 F.C、AC長野パルセイロ JrY、AC長野パルセイロ U-15、 

AC長野パルセイロ U-18、長野市立長野高等学校サッカー部 

所属元： 長野市立長野高校サッカー部 

受入先： 湘南ベルマーレ 

承認日： 2017年 4月 4日 

(2)選手名： 棟方 博文（むなかた ひろふみ） 

所属歴：  Tom Football Club、ガンバ大阪ジュニアユース、ガンバ大阪ユース、 

大阪学院大学体育会サッカー部 

所属元： 大阪学院大学体育会サッカー部 

受入先： ガンバ大阪 

承認日： 2017年 4月 12 日 

(3)選手名： 大澤 俊太（おおさわ しゅんた） 

所属歴：  小牧ジュニアサッカークラブ、FCフェルヴォール小牧、東海学園高校、 

東海学園大学サッカー部、東海学園 FC 

所属元： 東海学園 FC 

受入先： 藤枝 MYFC 
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承認日： 2017年 4月 12 日 

(4)選手名： 山田 満夫（やまだ みつお） 

所属歴：  フォーザサッカークラブ、帯広北高校、松本山雅フットボールクラブ 

仙台大学サッカー部 

所属元： 仙台大学サッカー部 

受入先： ベガルタ仙台 

承認日： 2017年 4月 20 日 

 

 16 2017/18 競技規則の改定の件 

  （報告）資料№4 

2017/18 競技規則改正の通達を別紙の通りとする。 

尚、2017/18競技規則の全文については、6月の理事会で報告する。 

 

 17 2016年度新規フットサル 1級審判インストラクター認定審査の件 

  審判委員会で 2016 年度の新規 1 級審判インストラクターの認定審査を実施し、次の 3 名をフッ

トサル 1級審判インストラクターとして認定した。 

＜フットサル 1級審判インストラクター＞  

①坪坂 智光（つぼさか ともみつ） 北海道      36歳 

②杉山 利久（すぎやま としひさ） 東北／秋田県   43歳 

③延本 泰一（のぶもと やすかず） 関東／東京都   46歳 

※ 年齢は 2017 年 1月 1日現在 

 

 18 役員・審判員海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次のとおり。 

＜インストラクター＞ 

（セミナー、委員会等） 

① AFC審判委員会 

期 間：4月 19 日～4月 21日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

委員ー：上川徹 

（大会・試合） 

① DR PEPPER DALLAS CUP 

期 間：4月 7日～4月 18 日 

場 所：ダラス/アメリカ合衆国 

インストラクター：岡田正義、三宅毅 

② AFC Futsal Referee Recruiting 2017－2nd Assessment Visit 

期 間：4月 7日～4月 9日 

場 所：ペラ/マレーシア 

リクルーター：松崎康弘 

③ AFC Champions League 2017－Group F 
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期 間：4月 9日～4月 12 日 

場 所：シドニー/オーストラリア 

アセッサー：廣嶋禎数 

④ EAFF U-15 Girl's Tournament 2017－Referee Clinic 

期 間：4月 11 日～4月 21日 

場 所：上海/中国 

インストラクター：山岸佐知子 

⑤ AFC Champions League 2017－Group E 

期 間：4月 10 日～4月 13日 

場 所：ノンタブリ/タイ 

アセッサー：石山昇 

 

＜審判員＞ 

（セミナー） 

① FIFA Seminar for Prospective Referees of the 2018 FIFA World Cup 

期 間：4月 1日～4月 9日 

場 所：フィレンツェ/イタリア 

審判員：佐藤隆治 

（大会・試合） 

① AFC Women's Asian Cup Jordan 2018 Qualifiers－Group A 

期 間：3月 30 日～4月 14日 

場 所：ドゥシャンベ/タジキスタン 

審判員：山下良美、坊薗真琴 

② AFC Women's Asian Cup Jordan 2018 Qualifiers－Group D 

期 間：3月 31 日～4月 12日 

場 所：ハノイ/ベトナム 

審判員：松下朝香、萩尾麻衣子 

③ AFC CUP 2017－Group A 

期 間：4月 1日～4月 6日 

場 所：ドーハ/カタール 

審判員：山本雄大、名木利幸、田中利幸 

④ AFC CUP 2017－Group C 

期 間：4月 1日～4月 5日 

場 所：マスカット/オマーン 

審判員：岡部拓人、八木あかね、聳城巧 

⑤ DR PEPPER DALLAS CUP 

期 間：4月 7日～4月 18 日 

場 所：ダラス/アメリカ合衆国 

審判員：植松健太朗、野堀桂佑、國吉真吾、一木千広、兼松春奈、緒方実央 

⑥ AFC Champions League 2017－Group D 
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期 間：4月 7日～4月 12 日 

場 所：テヘラン/イラン 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

⑦ EAFF Referee Clinic－EAFF U-15 Girl's Tournament 

期 間：4月 11 日～4月 21日 

場 所：上海/中国 

審判員：山口鈴佳、廣田奈美 

⑧ AFC Project Future Referees Course－Batch 2016 

期 間：4月 12 日～4月 19日 

場 所：クアラルンプール/マレーシア 

審判員：本地川隼、堀川うらら 

⑨ AFC CUP 2017－Group D 

期 間：4月 15 日～4月 20日 

場 所：ドゥシャンベ/タジキスタン 

審判員：木村博之、名木利幸、越智新次 

⑩ AFC Champions League 2017－Group A 

期 間：4月 23 日～4月 27日 

場 所：テヘラン/イラン 

審判員：飯田淳平、八木あかね、唐紙学志 

 

 19 日本女子代表 キリンチャレンジカップ 2017～熊本地震復興支援マッチ がんばるばい熊本～の

件 

  行事名：日本女子代表 キリンチャレンジカップ 2017～熊本地震復興支援マッチ がんばるばい

熊本～ 

期 間：4月 3日(月)～11 日(火) 

場 所：熊本県 

[スケジュール] 

4月 3日 (月) 集合 

4月 9日 (日) キリンチャレンジカップ 2017 vs.コスタリカ女子代表 ◯3-0 

4月 11日 (火) トレーニングマッチ vs.コスタリカ女子代表   ◯5-0 

[スタッフ] 

監 督  高倉 麻子 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 大部 由美 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ 池田 太 (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 鈴木 朱美  (山形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) 
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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)  

 山下 杏也加 (日テレ・ベレーザ)  

DF 鮫島 彩 (INAC神戸レオネッサ) ※1 

 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)  

 石井 咲希 (バニーズ京都 SC) ※1 

 市瀬 菜々 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

MF 阪口 夢穂 (日テレ・ベレーザ) ※4 

 宇津木 瑠美 (Seattle Reign FC/アメリカ)  

 中島 依美 (INAC神戸レオネッサ)  

 杉田 亜未 (伊賀フットボールクラブくノ一) ※2 

 佐々木 繭 (マイナビベガルタ仙台レディース)  

 京川 舞 (INAC神戸レオネッサ) 
※ 2

※3 

 猶本 光 (浦和レッズレディース)  

 中里 優 (日テレ・ベレーザ)  

 隅田 凜 (日テレ・ベレーザ)  

 長谷川 唯 (日テレ・ベレーザ) ※3 

FW 横山 久美 (AC長野パルセイロ・レディース) ※3 

 田中 美南 (日テレ・ベレーザ) ※3 

 大矢 歩 (愛媛 FCレディース)  

 増矢 理花 (INAC神戸レオネッサ)  

 籾木 結花 (日テレ・ベレーザ)  

 上野 真実 (愛媛 FCレディース)  

 
  

 

※1 は※2に選手変更 ※3 途中離脱                    計 25名 

 

 20 JFA エリートプログラム 女子 U-14  中国遠征の件 

   

行事名： JFAエリートプログラム 女子 U-14 EAFF U-15 Girls Tournament 2017 

期  間： 4月 14日(金)～22日(土) 

場  所： 中国/上海 
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［スケジュール］ 

4月14日(金)  成田空港集合、出発→現地着 

15日(土)   AMトレーニング PMミーティング 

16日(日)   AM第 1戦 vs 中国  ○2－1 (1－1） 

17日(月)   AM/PMミーティング 

18日(火)   AM第 2戦 vs 韓国  ●1－4 (0－2） 

19日(水)  AMトレーニング PMミーティング 

20日(木)   AM 第 3戦 vs朝鮮民主主義人民共和国  ●1－8 (0－6） 

21日(金)  EAFF プログラム 

22日(土)  現地発→成田着、解散 

［表彰］ 

ベストミッドフィルダー賞：天野 紗 

［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 大岩  孝子 (静岡赤十字病院) 

総務 奈良輪 織恵 (JFA女子部) 

［選     手］ 

GK 服部 茜汐香   (静岡県：JFAアカデミー福島) 

草苅 希羽    (岡山県：岡山湯郷 Belle U-18) 

FP 太田 萌咲    (静岡県：JFAアカデミー福島) 

有吉 愛海     (福岡県：福岡女学院中サッカー部) 

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) 

窓岩 日菜    (福井県：福井丸岡 RUCK) 

及川 小枝    (静岡県：JFAアカデミー福島) 

四海 結稀奈  (大阪府：セレッソ大阪堺ガールズ) 

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) 

山下 朝子    (岡山県：岡山湯郷 Belle U-18) 

愛川 陽菜    (鹿児島県：神村学園中女子サッカー部) 

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

村田 かえで  (岐阜県：岐阜女子 FCフェニックス) 

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) 

宮林 桜生    (北海道：北海道リラ・コンサドーレ) 
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計 20名 

※GK/FP 別に年齢順 

 

 21 医学委員会分科会名称変更の件 

  2016 年度本協会第 8 回理事会（2016 年 7 月 14 日）協議事項「11.BLS プロジェクト立ち上げの

件」にて承認された医学委員会の分科会である「BLS プロジェクト」の名称を、以下の通り変更

した。 

新名称：スポーツ救命プロジェクト 

理 由：本年から始まった BLS（Basic Life Support＝一次救命処置）講習会の名称を「スポ

ーツ救命講習会」としたことから、講習会の名称と同一にし、「スポーツ救命」を

広く認知していくため。 

 

 22 ビーチサッカー日本代表候補 国内強化合宿の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表候補 国内強化合宿 

期 間：3月 25 日(土)～4月 2日(日) 

場 所：神奈川県/横浜市 

[スケジュール] 

3月 25 日 (土) 集合 

4月 1日 (土) 練習試合 vs.ビーチサッカークリニック選抜 ◯8-1 

4月 2日 (日) 練習試合 vs.ビーチサッカークリニック選抜 ◯5-5(PK5-4) 

  
解散 

[スタッフ] 

監 督 マルセロ・メンデス (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GKコーチ パウロ・ホシャ (JFA) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 武井 敦彦 (Passion Sports Training) 

ドクター 平野 篤 (水戸協同病院) 

ドクター 植村 健太 (きぬ医師会病院) 

トレーナー 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

通訳 新垣セレマン エベルトン  

総務 渡邉 大 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ)  

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS)  

FP 田畑 輝樹 (ヴィアティン三重 BS) ※1 

 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)  

 山内 悠誠 (琉球エリスリナ)  
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 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)  

 松尾 那緒弥 (アヴェルダージ熊本 BS)  

 坂田 淳 (アヴェルダージ熊本 BS)  

 赤熊 卓弥 (ドルソーレ北九州)  

 中原 勇貴 (東京ヴェルディ BS)  

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS)  

※1 追加招集                                計 15名 

 23 ビーチサッカー日本代表 国際親善試合の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 国際親善試合 

期 間：4月 10 日(月)～16日(日) 

場 所：沖縄県/中頭郡西原町 

[スケジュール] 

4月 10 日 (月) 集合 

4月 15 日 (土) 国際親善試合 vs.ビーチサッカードイツ代表 ◯9-3 

4月 16 日 (日) 国際親善試合 vs.ビーチサッカードイツ代表 ◯5-3 

  
移動 

[スタッフ] 

監 督 マルセロ・メンデス (JFA ﾅｼｮﾅﾙｺｰﾁﾝｸﾞｽﾀｯﾌ) 

GKコーチ パウロ・ホシャ (JFA) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 武井 敦彦 (Passion Sports Training) 

ドクター 新城 宏隆 (バークレーじのん整形外科) 

トレーナー 田中 祐介 (三宅スポーツマッサージ) 

通訳 新垣セレマン エベルトン  

総務 渡邉 大 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

[選  手] 

GK 照喜名 辰吾 (琉球エリスリナ) 

 河合 雄介 (東京ヴェルディ BS) 

FP 田畑 輝樹 (ヴィアティン三重 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) 

 山内 悠誠 (琉球エリスリナ) 

 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) 

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS) 

 鈴木 将人 (東京レキオス BS) 

                            計 12名 
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 24 ビーチサッカー日本代表 FIFA ビーチサッカーワールドカップバハマ 2017の件 

  行事名：ビーチサッカー日本代表 FIFAビーチサッカーワールドカップバハマ 2017 

期 間：4月 17 日(月)～5月 4日(木･祝) 

場 所：バハマ／ナッソー 

[スケジュール] 

4月 17 日 (月) 移動 

4月 21 日 (金) トレーニングマッチ vs.ビーチサッカーバハマ代表 ◯10-4 

4月 24 日 (月) トレーニングマッチ vs.ビーチサッカースイス代表 ◯3-1 

4月 28 日 (金) グループステージ第 1戦 vs.ビーチサッカーポーランド代表 ◯9-4 

4月 30 日 (日) グループステージ第 2戦 vs.ビーチサッカータヒチ代表 ●3-4 

5月 2日 (火) グループステージ第 3戦 vs.ビーチサッカーブラジル代表 ●3-9 

5月 3日 (水･祝) 移動 

5月 4日 (木･祝) 解散 

[スタッフ] 

団 長 真壁 潔 (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) 

GKコーチ パウロ・ホシャ (JFA) 

ドクター 平野 篤 (水戸協同病院) 

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 奥田 泰久 (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 田畑 輝樹 (ヴィアティン三重 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) 

 山内 悠誠 (琉球エリスリナ) 

 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) 

 大場 崇晃 (東京ヴェルディ BS) 

 鈴木 将人 (東京レキオス BS) 

                                計 12名 

 

 25 U-20フットサル日本代表候補 トレーニングキャンプ 5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 5月 
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期 間：5月 1日(月)～5日(金･祝) 

場 所：愛知県名古屋市 

 [スケジュール] 

5月 1日 (月) 集合 

5月 5日 (金・祝) 解散 

[スタッフ] 

ﾃｸﾆｶﾙﾀﾞｲﾚｸﾀｰ 小西 鉄平 (JFA) 

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 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 後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校) 

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 (シュライカー大阪)  

 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)  

 新田 駿 (名古屋オーシャンズサテライト) ※1 

 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)  

 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)   

 松原 友博 (名古屋オーシャンズサテライト)  

 岡部 直樹 (府中アスレティックＦＣサテライト)  

 山田 慈英 (デウソン神戸アスピランチ)  

※1 離脱                                  計 16名 

 

 26 名義使用申請の件 

  (1) 申請団体：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

大会名：第 16回アクサブレイブカップ ブラインドサッカー日本選手権 

主 催：特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 

後援（予定）：厚生労働省、スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、 

日本パラリンピック委員会、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、東京都、調布市、横浜市、 

公益財団法人横浜市体育協会 
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  メインサポーター：アクサ生命保険株式会社、アクサ損害保険株式会社、 

アクサダイレクト生命保険株式会社、 

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 

日 程：予選リーグ 7月 1日～2日、ファイナルラウンド 7月 23日 

会 場：みなとみらいスポーツパーク、アミノバイタルフィールド 

入場料：無料 

(2) 申請団体：公益社団法人マナーキッズプロジェクト 

行事名：①「マナーキッズサッカー教室」  

②体育・道徳等の授業 

主催：①公益社団法人マナーキッズプロジェクト  

②幼稚園・保育園・小学校(東京都内他) 

後援：①文部科学省、公益財団法人日本サッカー協会 

②文部科学省、公益財団法人日本サッカー協会、開催地域の教育委員会(予定) 

日程：2017 年 4月～2018年 3月(予定) 

会場：①東京都内他複数(24 回予定)、②東京都内他複数(147回予定) 

目的：公益社団法人マナーキッズプロジェクトは、全国の幼稚園園児・小学校児童に対し、

スポーツ・文化及び社会活動を通し、日本の伝統的な礼法を体験させることにより、

挨拶、礼儀作法の基本的マナーの習得、体力・運動能力及び知的能力の向上をはか

り、「体」、「徳」、「知」のバランスのとれた世界に通用する背骨ある人材育成に

寄与することを目的として活動団体である。 

同法人にて、今年度も「おもてなしの心を世界へ」の輪を全国各地に拡げたいと考

えており、昨年度同様、テニス等各種スポーツと共に、引き続きサッカーとの連携を

希望するもの。  

 27 海外遠征申請の件 

  （1）公益財団法人 茨城県サッカー協会 

チ ー ム 鹿島アントラーズユース （第 2種） 

遠征期間 5月 24日～29日 

遠 征 先 香港/銅鑼湾 

（2）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 7月 28日～8月 6日 

遠 征 先 イングランド/マンチェスター 

（3）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 6月 25日～7月 3日 

遠 征 先 スペイン/マラガ 

（4）一般社団法人 大阪府サッカー協会 

チ ー ム セレッソ大阪 U-18 （第 2種） 

遠征期間 8月 7日～17日 

遠 征 先 スペイン/バレンシア 
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（5）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム ヴィッセル神戸 （第 1種） 

遠征期間 6月 8日～10日 

遠 征 先 韓国/大邱 

（6）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県シニア選抜 （シニア） 

遠征期間 6月 8日～10日 

遠 征 先 韓国/大邱 

（7）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム 兵庫県シニア選抜 （シニア） 

遠征期間 6月 8日～14日 

遠 征 先 韓国/済州 

（8）一般社団法人 兵庫県サッカー協会 

チ ー ム Acro-iris KOBE （第 1種） 

遠征期間 6月 17日～23日 

遠 征 先 ポルトガル/アルガルヴェ 

【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。 

（1）一般社団法人 鹿児島県サッカー協会 

チ ー ム 鹿児島市選抜 U-11チーム （第 4種） 

遠征期間 4月 27日～5月 4日 

遠 征 先 中国/長沙 

 28 委員及び部会員交代の件 

  以下の通り委員及び部会員を交代・追加する。 

＜委員の交代＞ 

① 天皇杯実施委員会 

現）窪田 慎二（公益社団法人日本プロサッカーリーグ 前フットボール本部長） 

新）黒田 卓志（公益社団法人日本プロサッカーリーグ フットボール本部長） 

※Jリーグの人事異動による交代 

＜部会員の交代＞ 

① 第 1種大会部会 

現）窪田 慎二（公益社団法人日本プロサッカーリーグ 前フットボール本部長） 

新）黒田 卓志（公益社団法人日本プロサッカーリーグ フットボール本部長） 

※Jリーグの人事異動による交代 

② 第 2種大会部会 

現）小松 義典（一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟）  

新）小池 直文（一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟） 

※連盟の人事異動による交代 

現）星原 隆昭（一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟） 

新）小野寺 陽人（一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟） 



報告事項 

2017/5/18 第 5回理事会 

 

※連盟の人事異動による交代 

現）梶原 伸治（四国地域選出） 

新）佐々木 浩児（四国地域選出） 

※一般社団法人四国サッカー協会・2種委員長交代による 

追加）竹田 孝（理事） 

追加）池内 豊（ユース育成サブダイレクター） 

③ 第 3種大会部会 

現）加藤 孝俊（一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟） 

新）星原 隆昭（一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟） 

※連盟の人事異動による交代 

追加）荒木 弘（有識者/暁星中学校） 

④ 第 4種大会部会 

現）猿澤 真治（地域ユースダイレクター（四国チーフ））  

新）池内 豊 （ユース育成サブダイレクター） 

※トレセンコーチの契約に伴う交代 

現）淀川 知治（NTC［女子］U-12担当/関東） 

新）大野 真（ナショナルトレセンコーチ女子担当チーフ） 

※トレセンコーチの契約に伴う交代 

⑤ 女子大会部会 

現）山本 浩靖（関西地域選出） 

新）穂積 一（関西地域選出） 

※一般社団法人関西サッカー協会・女子委員長交代による 

現）猿澤 明子（四国地域選出） 

新）三木 敏弘（四国地域選出） 

※一般社団法人四国サッカー協会・女子委員長交代による 

⑥ マッチコミッショナー部会 

現）向井 淳也（一般社団法人日本女子サッカーリーグ 事務局長） 

新）田村  貢（一般社団法人日本女子サッカーリーグ 専務理事） 

   ※連盟の人事異動による変更 

 

 


