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報告事項 

 1. AFC理事会（9月 26日開催）の件 

  9月 26日（水）に AFC理事会がウズベキスタンのタシュケントで開催された。 

主な決定・報告事項は以下の通り。 

  

 AFCサルマン会長が次回選挙への立候補を表明 

 来年の AFC総会が、4月 6日(土)クアラルンプールで開催される予定 

 FIFA U-20女子ワールドカップ 2018日本優勝を称賛 

 FIFA女子ワールドカップ 2019の出場権を獲得したオーストラリア、中国、日本、韓国、

タイに対して AFC からの助成額を増額 

 

 2. 大会役員 国際試合への派遣の件  

  AFC U-19選手権 2018年 10月 18日～11月 4日 インドネシア/ジャカルタ 

派遣日程：10月 15日から 11月 5日 

マッチコミッショナー：北村 俊 

 

 3. 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（YBCルヴァンカップ） 

 順位表、入場者数は別紙の通り 

 

 4. 天皇杯 JFA 第 99回全日本サッカー選手権大会 決勝開催日程、会場の件  

  天皇杯 JFA 第 99 回全日本サッカー選手権大会決勝を以下の通り開催する。 

なお、同決勝戦において、同じく 2002 年に開催される東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の運営準備に向けた、組織委員会によるオペレーションの確認も行われる予定。 

 

(1) 開催日程 

決 勝 2020年 1月 1日（水・祝） 

(2) 決勝会場 

国立競技場 （東京都) 

 

（参考：第 93回～第 98回決勝会場） 

 第 98回大会 埼玉スタジアム２００２ (埼玉県) 
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 第 97回大会 埼玉スタジアム２００２ (埼玉県) 

 第 96回大会 市立吹田サッカースタジアム (大阪府) 

 第 95回大会 味の素スタジアム (東京都） 

 第 94回大会 日産スタジアム (神奈川県） 

第 93回大会 国立競技場 (東京都） 

 

 5. 全国自治体職員サッカー連盟からの寄付金の件 

 

 

 全国自治体職員サッカー連盟から、下記の災害に対する支援の一環として、加盟チームから募

った 953,902 円の寄付金の申し出があった。同寄付金を「JFA 災害復興募金」として受け取

り、「平成 30 年 7 月豪雨」「平成 30 年台風 21 号」「平成 30 年北海道胆振東部地震」等を対

象とした支援に活用する。 

 

＜JFA災害復興募金の概要＞（2018年 9月理事会承認事項） 

名 称： JFA災害復興募金 

使 途： JFAが行う支援事業の一環として、地方自治体や日本赤十字等の公的団体への 

義援金としての拠出、または、サッカーを通じた復興支援活動に充てる。 

※使途の詳細は、復興支援委員会で決定する。 

対 象： 1）平成 30年 7月豪雨 

2）平成 30年台風 21号 

3）平成 30年北海道胆振東部地震 

4）今後発生する自然災害のうち理事会が承認するもの 

  

 ※現在実施中の募金活動 

  ・試合会場での募金活動（日本代表戦等の JFA主催試合会場で実施） 

  ・JFA災害復興チャリティオークション 

 

 6. 国体感謝状贈呈の件 

  第 73回国民体育大会の開催地に対し、大会運営に多大なる貢献があったことから感謝状を贈呈

する。 

福井県、坂井市、一般財団法人 福井県サッカー協会 

 

 7. 暴力等根絶相談窓口の件 

  （報告）資料 No.2 

2018年上半期の暴力等根絶相談窓口の状況は、資料の通り。 

 

 8. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（更新）の件 

  申請者（施設所有者）： 帝人株式会社 

施設名：帝人アカデミー富士グランド 

（静岡県裾野市須山字大野 2431-1、2431-2、2431-3、2478、2479番の一部） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ MSpro2060 
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公認期間：2018年 9 月 17日～2021年 9月 16 日 

公認番号：第 178 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. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

  申請者（施設所有者）：沖縄県 

施設名：沖縄県総合運動公園サッカー・ラグビー場（東コート） 

（沖縄県沖縄市比屋根 5-3-1 沖縄県総合運動公園内） 

使用製品： 積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2055RS+U ACS80-CF 

公認期間：2018年 10月 11日～2021年 10月 10 日 

公認番号：第 229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。 

 

 10. JFAリスペクト・フェアプレーデイズ 2018の件 

  リスペクト・フェアプレーデイズ 2018を、以下の通り実施した。 

(1)名称    JFAリスペクト・フェアプレーデイズ 2018 

(2)期間    2018年 9月 1日(土)～10日(月) 

(3)活動内容 

① リスペクトシンポジウム 

・日時  2018年 9月 1日(土)14:00～17:00 

・会場  JFAハウス バーチャルスタジアム 

・参加者 登録指導者、47FA関係者、メディア （約 100人） 

・テーマ スポーツと仲間 

・内容  基調講演（日本ラグビーフットボール協会理事渡辺一郎、 

JFAナショナルトレセンコーチ西川誠太） 

     リスペクトアウォーズ表彰 

     パネルディスカッション 

          パネリスト：渡辺一郎、森岡裕策、松崎康弘、三宅宏実、星奈津美 

② 国内の各種試合におけるリスペクト・フェアプレー活動 

・ 試合前における両チームキャプテンによるリスペクト・フェアプレー宣言 
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・ 試合会場における差別/暴力撲滅バナー掲示 

＊Ｊリーグ、なでしこリーグ、Ｆリーグ、地域、都道府県リーグ等 

・ JFA/サッカー関係者による、差別/暴力撲滅宣言 

・ 地域/都道府県 FA、各種連盟における、啓発活動 

③  JFAハウスのリスペクトバナーラッピング 

 11. リスペクトアウォーズの件 

  2018年のリスペクトアウォーズを、以下の通り実施した。 

募集期間：2018年 6月 1日～8月 10日 

応募件数：9件 

受賞者：日本のリスペクト賞 日本のサッカーファミリー 

Football & Music賞：コンフィアンササッカースポーツ少年団（静岡県） 

インクルーシブ賞：特定非営利活動法人 日本ブラインドサッカー協会 

公益財団法人 日本ケアフィット共育機構 

リスペクト育成賞：LARGO.FC（東京都） 

 

 12. J リーグ等審判員の資格要件に関する方針の件 

  

 13. 役員・審判員の海外派遣の件 

  大会役員・審判員の国際試合・セミナー等への派遣は次の通り。 

＜インストラクター＞ 

（セミナー他） 

① AFC Elite Referees Selection – Futsal 

期 間：9月 4日～9月 10 日 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ：松崎康弘 

（大会・試合） 

① EAFF E-1 Football Championship 2019 - Preliminary Competition Round 1 Monglia 

期 間：9月 1日～9月 9日 

場 所：モンゴル/ウランバートル 

インストラクター：山岸佐知子 

② AFC U-16 Women’s Championship 2019 – Qualifiers (Group F) 

期 間：9月 11 日～9月 25 日 

場 所：バングラディッシュ/ダッカ 

インストラクター：山岸佐知子 

＜審判員＞ 

（セミナー他） 

① AFC Elite Referees Selection – Futsal 

期 間：9月 5日～9月 10日 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

審判員︰大矢翼 
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② AFC REFEREE ACADEMY - Industory Module 4 Batch 2017 

期 間：9月 7日～9月 13日 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

審判員：兼松春奈、笠原寛貴 

③ AFC PROJECT FUTURE REFEREES - Batch 2016/Final 

期 間：9月 19 日～9月 25 日 

場 所：マレーシア/クアラルンプール 

審判員：本地川隼、堀川うらら 

（大会・試合） 

① 国際親善試合（韓国 vs チリ） 

期 間：9月 9日～9月 12日 

場 所：韓国/釜山 

審判員：佐藤隆治、相樂亨、山内宏志 

② AFC U-16 Women’s Championship 2019 – Qualifiers (Group A) 

期 間：9月 12 日～9月 25日 

場 所：スリランカ 

審判員：山下良美、手代木直美、坊園真琴 

③ AFC U-16 Women’s Championship 2019 – Qualifiers (Group C) 

期 間：9月 11 日～9月 25日 

場 所：タジキスタン/ドゥシャンベ 

審判員：萩尾麻衣子 

④ AFC U-16 Women’s Championship 2019 – Qualifiers (Group D) 

期 間：9月 11 日～9月 25日 

場 所：キルギス共和国/ビシュケク 

審判員：梶山芙沙子 

 14. 技術委員会強化部会員 選任の件 

  技術委員会で以下の通り強化部会員を選任した。（太字・下線） 

部会長 山本 昌邦 副技術委員長/静岡 FA副会長/アスルクラロスルガ(株) 会長 

部会員 原 博実 常務理事/Jリーグ副理事長 

部会員 池内 豊 技術委員/JFAユース育成ダイレクター 

部会員 内山 篤 技術委員/JFA地域統括ユースダイレクター(関西担当) 

部会員 鈴木 満 技術委員/(株)鹿島アントラーズ FC常務取締役・強化部長 

部会員 大熊 清 大阪サッカークラブ(株) チーム統括部長 

部会員 大平 正軌 (一財)全日本大学サッカー連盟技術副委員長/流通経済大学 

部会員 服部 年宏 (株)ジュビロ 強化本部長 

部会員 平岡 和徳 全国高等学校体育連盟/宇城市教育委員会教育長 

部会員 三上 大勝 (株)コンサドーレ 取締役ゼネラルマネジャー 

部会員 山本 佳津 東京ヴェルディ(株) 強化部長 

部会員(在海外) 藤田 俊哉 Fujita Sports(海外) 
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 15. 日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2018 の件  

  行事名：日本代表 KIRIN CHALLENGE CUP 2018 

期 間：2018年 9月 3日(月)～9月 11日(火) 

場 所：北海道札幌市、大阪府吹田市 

 

[スケジュール] 

9月 3日 (月) 集合 

9月 7日 (金) KIRIN CHALLENGE CUP 2018 

vs.チリ代表 北海道胆振東部地震のため中止 

9月 11日 (火) KIRIN CHALLENGE CUP 2018 

vs.コスタリカ代表 ○3－0 

解散 

 

[スタッフ] 

団 長 関塚 隆 (JFA 技術委員長)  

監  督 森保 一 (JFA ナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 横内 昭展 (JFA ナショナルコーチングスタッフ)  

コーチ 和田 一郎 (JFA ナショナルコーチングスタッフ)  

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 松本 良一 (JFA ナショナルコーチングスタッフ)  

GKコーチ 下田  崇 (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)  

ドクター 御園生 剛 (筑波学園病院)  

ドクター 加藤 晴康 (立教大学)  

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 後関 慎司 (東京スポーツ・レクリエーション専門学校)  

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

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)  

副 務 本間 一憲 (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 種蔵 里美 (JFA コミュニケーション部)  

ｷｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山根 威信 (アディダス ジャパン株式会社)  

ｷｯﾄｽﾀｯﾌ 麻生 英雄 (株式会社 BOTTOM UP)  

宿泊・輸送 高橋 健一 (西鉄旅行株式会社)  

ｾｷｭﾘﾃｨｰｵﾌｨｻｰ 村藤 大樹 (株式会社 シミズオクト)  

 

[選  手] 

GK 東口 順昭 (ガンバ大阪)  

 権田 修一 (サガン鳥栖)  
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 シュミット ダニエル (ベガルタ仙台)  

DF 槙野 智章 (浦和レッズ)  

 佐々木 翔 (サンフレッチェ広島)  

 車屋 紳太郎 (川崎フロンターレ)  

 遠藤 航 (シント・トロイデン VV/ベルギー)  

 室屋 成 (ＦＣ東京)  

 植田 直通 (サークルブルージュ/ベルギー)  

 三浦 弦太 (ガンバ大阪)  

 冨安 健洋 (シント・トロイデン VV/ベルギー)  

MF 青山 敏弘 (サンフレッチェ広島)  

 山口 蛍 (セレッソ大阪) ※1 

 天野 純 (横浜 F･マリノス) ※2 

 大島 僚太 (川崎フロンターレ)  ※1 

 伊東 純也 (柏レイソル)  

 中島 翔哉 (ポルティモネンセ SC/ポルトガル)  

 南野 拓実 (ザルツブルク/オーストリア)  

 守田 英正 (川崎フロンターレ) ※2 

 三竿 健斗 (鹿島アントラーズ)  

 伊藤 達哉 (ハンブルガーSV/ドイツ)  

 堂安 律 (FC フローニンゲン/オランダ)  

FW 小林 悠 (川崎フロンターレ)  

 杉本 健勇 (セレッソ大阪) ※3 

 浅野 拓磨 (ハノーファー/ドイツ)  

※1 から※2へ変更 ※3離脱                         計 25名 

 

 16. U-21日本代表 第 18 回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)の件 

  行事名：U-21日本代表 第 18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン) 

期 間：2018年 8月 12日(日)～9月 3日(月) 

場 所：インドネシア/ジャカルタ 

 

 [スケジュール] 

8月 12日(日)  集合、出国 

8月 14日(火)  第 1戦 vs. ネパール表      ○1-0 

8月 16日(木)  第 2戦 vs. パキスタン代表    ○4-0 

8月 19日(日)  第 3戦 vs. ベトナム代表     ●0-1 

8月 24日(金)  ラウンド 16 vs. マレーシア代表   ○1-0 

8月 27日(月)  準々決勝 vs. サウジアラビア代表 ○2-1 

8月 29日(水)  準決勝 vs. アラブ首長国連邦代表 ○1-0 

9月 1日(土)  決勝 vs. 韓国代表        ●1-2 
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9月 3日(月)  帰国、解散 

 

 [スタッフ] 

団長 関塚 隆 (JFA技術委員長) 

副技術委員長 山本 昌邦 (JFA技術委員) 

技術委員 内山 篤 (JFA技術委員) 

監督 森保 一 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 横内 昭展 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 和田 一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ)  

GKコーチ 下田 崇 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 松本 良一 (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)  

ドクター 立石 智彦 (同愛記念病院) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 菊島 良介 (JFA) 

ｱｽﾚﾃｨｯｸﾄﾚｰﾅｰ 松尾谷 泰 (make the Gratefulbody) 

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) 
 

 
オビ パウエルオビンナ (流通経済大学) 

 
DF 板倉 滉 (ベガルタ仙台) 

 

 
立田 悠悟 (清水エスパルス) 

 

 
原 輝綺 (アルビレックス新潟) 

 

 
杉岡 大暉 (湘南ベルマーレ) 

 

 
岡崎 慎 (ＦＣ東京) 

 
MF 三好 康児 (北海道コンサドーレ札幌) 

 

 
長沼 洋一 (FC岐阜) 

 

 
神谷 優太 (愛媛 FC) 

 

 
三笘 薫 (筑波大学) 

 

 
初瀬 亮 (ガンバ大阪) 

 

 
遠藤 渓太 (横浜 F・マリノス) 

 

 
岩崎 悠人 (京都サンガ F.C.) 

 

 
松本 泰志 (サンフレッチェ広島) 

 

 
渡辺 皓太 (東京ヴェルディ) 

 
FW 前田 大然 (松本山雅 F.C.) 
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旗手 怜央 (順天堂大学) 

 

 
上田 綺世 (法政大学) 

 
MF 舩木 翔 (セレッソ大阪) ※1 

DF 大南 拓磨 (ジュビロ磐田) ※2 

※1 から※2へ変更                              計 21名 

 

 17. U-19日本代表 メキシコ遠征の件  

  行事名：U-19日本代表 メキシコ遠征 

期 間：2018年 9月 2日(日)～9月 13日(木)  

場 所：千葉県千葉市、メキシコ/メキシコシティ 

 

 [スケジュール] 

9月 2日 (日) 集合 

9月 3日 (月) 親善試合 vs.U-19ベトナム代表   ◯2-0 

9月 4日 (火) 出国 

9月 7日 (金) 親善試合 vs.U-19メキシコ代表   △1-1 

9月 9日 (日) 親善試合 vs.U-19ブラジル代表   △1-1 

9月 11日 (火) 親善試合 vs.U-20クラブ・アメリカ ◯3-1 

9月 13日 (木) 帰国、解散 

 

 [スタッフ]  

団長 内山 篤 (JFA技術委員) 

監督 影山 雅永 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 秋葉 忠宏 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

GKコーチ 高橋 範夫 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 早川 直樹 (JFAフィジカルフィットネスプロジェクトリーダー) 

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) 

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 梶原 将也 (筑波大学) 

トレーナー 山浦 伊吹 (スポーツマッサージ・ナズー) 

総務 上田 達也 (JFA技術部) 

 

[選  手] 

GK 大迫 敬介 (サンフレッチェ広島)  

 
若原 智哉 (京都サンガ FC)  

 
谷 晃生 (ガンバ大阪)  

DF 橋岡 大樹 (浦和レッズ)  
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川井 歩 (サンフレッチェ広島) 

 

 
阿部 海大 (ファジアーノ岡山) ※2 

 谷口 栄斗 (国士舘大学) ※1 

 荻原 拓也 (浦和レッズ) 
 

 石尾 崚雅 (セレッソ大阪 U-18) 
 

 瀬古 歩夢 (セレッソ大阪 U-18) 
 

 菅原 由勢 (名古屋グランパス U-18)  

 東 俊希 (サンフレッチェ広島ユース)  

MF 齊藤 未月 (湘南ベルマーレ) 
 

 堀 研太 (横浜 F・マリノス) 
 

 伊藤 洋輝 (ジュビロ磐田)  

 郷家 友太 (ヴィッセル神戸)  

 山田 康太 (横浜 F・マリノス)  

 滝 裕太 (清水エスパルス)  

 平川 怜 (ＦＣ東京)  

FW 田川 亨介 (サガン鳥栖)  

 原 大智 (ＦＣ東京)  

 安藤 瑞季 (セレッソ大阪)  

 宮代 大聖 (川崎フロンターレ U-18)  

 久保 建英 (横浜 F・マリノス)  

 斉藤 光毅 (横浜 FCユース)  

※1 から※2へ変更                                                         計 23名    

            

 18. JFA・Jリーグ特別指定選手の件 

  (1) 選手名： 矢村 健（やむら けん） 

所属ﾁｰﾑ： 新潟医療福祉大学サッカー部 

受入先： アルビレックス新潟 

所属歴：  NPOめぐろ子どもスポーツ 2002ヴィトーリア目黒フットボールクラブ 

横河武蔵野フットボールクラブジュニアユース 

船橋市立船橋高等学校 

認定日： 2018 年 9月 7日 

 

(2) 選手名： 岡田 優希（おかだ ゆうき） 

所属ﾁｰﾑ： 早稲田大学ア式蹴球部 

受入先： FC町田ゼルビア 

所属歴：  川崎フロンターレ U-12 

川崎フロンターレ U-15 

川崎フロンターレ U-18 
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認定日： 2018 年 9月 10日 

 

(3) 選手名： 窪田 稜（くぼた りょう） 

所属ﾁｰﾑ： 成立学園中学・高等学校 

受入先： ツエーゲン金沢 

所属歴：  NPO法人フッチスポーツクラブ 

SP-フッチサッカークラブ 

認定日： 2018 年 9月 10日 

 

(4) 選手名： 渡辺 柊斗（わたなべ しゅうと） 

所属ﾁｰﾑ： 東海学園大学サッカー部 

受入先： 名古屋グランパス 

所属歴：  名古屋みなとフットボールクラブ 

名古屋みなとフットボールクラブ A 

愛知フットボールクラブ・B 

緑東フットボールクラブ 

名古屋フットボールクラブ・B 

名古屋フットボールクラブ・A 

名古屋フットボールクラブ 

東海学園高等学校 

認定日： 2018 年 9月 10日 

 

(5) 選手名： 坂元 達裕（さかもと たつひろ） 

所属ﾁｰﾑ： 東洋大学体育会サッカー部 

受入先： モンテディオ山形 

所属歴：  青葉フットボールクラブ育成会 

ＦＣ東京 U-15むさし 

群馬育英学園私立前橋育英高等学校 

認定日： 2018 年 9月 10日 

 

(6) 選手名： 末吉 塁（すえよし るい） 

所属ﾁｰﾑ： 大阪体育大学学友会サッカー部 

受入先： モンテディオ山形 

所属歴：  ヴィトーリア松原 FC 

川上フットボールクラブ 

初芝橋本高等学校 

認定日： 2018 年 9月 10日 

 

＜認定解除＞ 

選手名： 榎本 大輝（えのもと だいき） 
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所属元： 東海学園大学サッカー部 

受入先： 名古屋グランパス 

認定日： 2018 年 3月 28日 

解除日： 2018 年 9月 7日 

 

 19. 2019年度ゴールキーパーA級コーチ養成講習会開催の件 

  （報告）資料 3 

2019年度ゴールキーパーA 級コーチ養成講習会を以下の通り開催する。 

 

［前期］ 

日程   2019年 1月 15日（火）～1月 20日（日） 

会場   茨城・鹿島ハイツスポーツプラザ 

［後期］ 

日程   2019年 6月以降 

後期   会場未定 ※前期終了後、参加者のスケジュールをヒアリングした上で決定。  

 

 20. 2019年度ゴールキーパーB級コーチ養成講習会開催の件） 

  （報告）資料 4 

2019年度ゴールキーパーB 級コーチ養成講習会を以下の通り開催する。 

 

［第 1コース］ 

日程   2019年 1月 23日（水）～1月 27日（日）  

会場   茨城・鹿島ハイツスポーツプラザ 

［第 2コース］ 

日程   2019年 6月 26日（水）～6月 30日（日） 

会場   静岡・帝人アカデミー富士 

 

 21. 指導者ライセンス認定の件 

  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、S 級コーチ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。 

 

氏  名 ：志垣 良（しがき りょう）         

指導チーム ：シンガポール U16代表  

生年月日 ：1980年 5月 9 日 

資  格 ：2012年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：2002年           Southport F.C. U-17 コーチ 

2003年～2005年  Tranmere Rovers U-15 コーチ 

2004年～2005年  Manchester United サッカースクール コーチ 

2007年           名古屋グランパスエイト コーチ兼通訳 
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2008年           アビスパ福岡 テクニカルコーチ  

2009年           大分トリニータ U-14 監督  

2010年           ジェフユナイテッド市原・千葉 強化スタッフ 

2011年～2012年  ジェフユナイテッド市原・千葉 トップチームコーチ 

2013年           ガイナーレ鳥取 トップチームコーチ 

2014年           ジュビロ磐田 トップチームコーチ 

2015年～2016年  ジュビロ磐田 ユースコーチ 

2017年      シンガポール スポーツスクール U14 監督 

2018年      シンガポール U16代表 監督 

 

 

氏  名 ：仲田 建二（なかた けんじ）         

指導チーム：水戸ホーリーホック 

生年月日 ：1973年 10月 4日 

資  格 ：2014年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：2006年 2月～ 2007年 1月 ヴァンフォーレ甲府 U-15 コーチ 

2007年 2月～ 2009年   ヴァンフォーレ甲府 U-18 コーチ 

2009年 5月～ 2009年 12月 ヴァンフォーレ甲府 U-15 

2010年 2月～ 2011年 1月 ヴァンフォーレ甲府 U-15 コーチ 

2011年 2月～ 2013年 1月 ヴァンフォーレ甲府 U-15 監督 

2013年 2月～ 2018年 1月 山梨学院大学サッカー部 コーチ 

2018年 2月～        水戸ホーリーホック コーチ 

 

 

氏  名 ：西川 誠太（にしかわ せいだい） 

指導チーム：なし 

生年月日 ：1977年 1月 2 日 

資  格 ：2014年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：1998年〜2000年  筑波大学蹴球部 コーチ 

      2001年〜2006年  埼玉栄中学校サッカー部 監督 

      2007年～2016年  平成国際大学サッカー部 監督 

      2017年〜          JFAナショナルトレセンコーチ 

 

 

氏  名 ：三浦 佑介（みうら ゆうすけ）          

指導チーム：東京農業大学  

生年月日 ：1981年 1月 31 日 

資  格 ：2016年 A級コーチジェネラルライセンス取得 

指 導 歴 ：2003年～2006年 筑波大学蹴球部コーチ 

2006年～2017年 明治大学体育会サッカー部コーチ 
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2006年～2009年 東京ヴェルディ 1969 普及部コーチ 

2009年～    GAフットボールクラブ コーチ 

2017年～    東京農業大学農友会サッカー部 監督 

 

 

※1 2017年度 S級コーチ認定者数  ：15名/20名中 2018年 8月 31日現在 

※2 現 S級コーチライセンス保持者数：475名（上記 4名含む） 

 

 22. JFAエリートプログラム女子 U-13韓国遠征の件 

  行事名：JFAエリートプログラム女子 U-13韓国遠征～JOC日韓競技力向上スポーツ交流事業～ 

期 間：2018年 9月 16日（日）～ 21日（金） 

場 所：Paju National Football Center（韓国・坡州） 

 

[スケジュール] 

9月 16日 (日) 集合 ミーティング、渡航準備→ ソウル・金浦空港へ → バス移動 

9月 17日 (月・祝) トレーニング 

9月 18日 (火) 
トレーニング 

vs. U-13韓国女子代表 ○3-2 

9月 19日 (水) 
合同トレーニング 

文化交流（ソウル市内観光） 

9月 20日 (木) 
トレーニング 

vs. U-13韓国女子代表 ○5-1 

9月 21日 (金) バス移動 → 東京・羽田空港へ → 解散 

 

[スタッフ] 

監督 加藤 賢二 (JFAナショナルトレセンコーチ/JFA アカデミー堺) 

コーチ 木村 リエ (JFAナショナルトレセンコーチ/JFA アカデミー今治) 

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 宮崎 英津子 (JFA技術部) 

 

[選  手] 

GK 武藤 咲 

山内 夏実 

(ＦＣ ＢＡＳＡＲＡ甲賀レディース) 

(ＩＮＡＣ多摩川レオネッサ U-18) 

FP 

 

 

 

 

 

長崎 咲弥恵 

谷川 萌々子 

早間 美空 

柳原 さくら 

久保田 真生 

米村 歩夏 

(アルビレックス新潟レディース U-15) 

(ＪＦＡアカデミー福島) 

(アンジュヴィオレＢＩＮＧＯ) 

(ＦＣ今治ひうちレディース/JFAアカデミー堺) 

(スフィーダ世田谷ＦＣユース) 

(十勝ＦＳリトルガールズ) 
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岡村 來佳 

原田 柚葵 

北川 愛唯 

青井 麻衣 

江口 碧華 

渡部 心 

吉田 玲音 

米口 和花 

田中 聖愛 

竹内 愛未 

辻澤 亜唯 

古賀 塔子 

(浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース) 

(FC STORY Tokushima メニーナ/JFAアカデミー今治) 

(ＦＣヴィトーリア/JFAアカデミー堺) 

(Ｆ．Ｃ．ＤＩＶＩＮＥ) 

(ＲＥＳＣ ＧＩＲＬＳ U－15/JFAアカデミー堺)   ※ 

(会津サントスＦＣジュニアユース) 

(ＮＧＵラブリッジ名古屋Ｊｒ．ユース) 

(日テレ・メニーナ) 

(アルビレックス新潟レディース U-15) 

(浦和レッドダイヤモンズレディースジュニアユース) 

(ＦＣ グローバル) 

(ＪＦＡアカデミー福島) 

※参加辞退                                                      計 20名 

 

 23. フットサル日本女子代表 ポルトガル遠征の件 

  行事名：フットサル日本女子代表 ポルトガル遠征 

期 間：2018年 8月 30日（木）～9月 5日（水） 

場 所：ポルトガル／リスボン 

 

 [スケジュール] 

8月 30日 (木) 移動 

9月 2日 (日) 第 1戦 vs.フットサルポルトガル女子代表 ●0-8 

9月 3日 (月) 第 2戦 vs.フットサルポルトガル女子代表 ●0-4 

9月 5日 (水) 帰国、解散 

 

[スタッフ] 

監 督 木暮 賢一郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

コーチ 内山 慶太郎 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター  相川 敬男 (富山県済生会富山病院) 

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 岩田 知佐子 (JFAフットサル・ビーチサッカー部) 

 

[選  手] 

GK 山本 彩加 (SWHレディースフットサルクラブ)  

 山本 楓果 (エスポラーダ北海道イルネーヴェ)  

FP 小林 海咲 (Futsal Clube UNIAO Ladies)  

 加藤 正美 (arco-iris KOBE)  

 網城 安奈 (SWHレディースフットサルクラブ)  
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 平井 佑果 (arco-iris KOBE)  

 縄田 三佳 (東京府中アスレティックＦＣプリメイラ)  

 藤田 実桜 (東京府中アスレティックＦＣプリメイラ)  

 伊藤 果穂 (バルドラール浦安ラス･ボニータス)  

 江口 未珂 (arco-iris KOBE)  

 江川 涼 (バルドラール浦安ラス･ボニータス)  

 北川 夏奈 (福井丸岡 RUCK)  

 高尾 茜利 (福井丸岡 RUCK)  

 山川 里佳子 (福井丸岡 RUCK)  

計 21名 

 

 24. フットサル日本代表 イラン遠征の件 

  行事名：フットサル日本代表 イラン遠征/Quadrangular International Futsal Tournament 

期 間：2018年 9月 21日（金）～9月 27日（木） 

場 所：イラン／タブリーズ 

 

 [スケジュール] 

9月 21日 (金) 集合、移動 

9月 23日 (日) 第 1戦 vs.フットサルウクライナ代表 ●1-3 

9月 24日 (月・祝) 第 2戦 vs.フットサルイラン代表   △3-3 

9月 26日 (水) 第 3戦 vs.フットサルベラルーシ代表 △2-2 

9月 27日 (木) 帰国、解散 

 

[スタッフ] 

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 木暮 賢一郎 (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 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ﾌｨｼﾞｶﾙｺｰﾁ 下地 達朗 (JFAナショナルコーチングスタッフ) 

ドクター  原口 貴久 (東京医科大学病院) 

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 ピレス・イゴール (ペスカドーラ町田)  

 関口 優志 (名古屋オーシャンズ)  

FP 森岡 薫 (ペスカドーラ町田)  

 星 翔太 (名古屋オーシャンズ)  

 西谷 良介 (名古屋オーシャンズ)  
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 滝田 学 (ペスカドーラ町田)  

 皆本 晃 (立川・府中アスレティック FC)  

 安藤 良平 (名古屋オーシャンズ)  

 吉川 智貴 (名古屋オーシャンズ)  

 内村 俊太 (湘南ベルマーレ)  

 室田 祐希 (ペスカドーラ町田)  

 小門 勇太 (湘南ベルマーレ)  

 加藤 未渚実 (シュライカー大阪)  

 内田 隼太 (立川・府中アスレティック FC)  

計 14名 

 

 25. JFA・Fリーグ特別指定選手承認の件 

  選手名： 熊谷 貫太郎（くまがい かんたろう） 

所属元： フウガドールすみだバッファローズ 

受入先： フウガドールすみだ 

承認日： 2018年 9 月 4日 

 

 26. ビーチサッカー日本代表 活動変更の件 

  

 

 

 

 

 

 

ビーチサッカー日本代表は、当初計画していた大会への参加ができなくなったため、大会前に

出場国とのトレーニングマッチを行う。 

 

期 間： 10月 28日(日)～11月 8日(木) 

場 所： UAE 

内 容： インターコンチネンタルカップ出場国とのトレーニングマッチ 

 

 27. 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 

 

(1) NPO法人 School Green Japan（障がい者サッカー） 

認定日 9月 5日 

(2) 子供達が作る【勝利のブーケ】をスポーツ選手に届ける会（障がい者サッカー） 

認定日 9月 18日 

 

総申請件数 ：195件（9月 28日現在） 

総認定団体数：175団体 

「引退なし」    ： 118団体 

「補欠ゼロ」    ： 138団体 

「障がい者サッカー」： 94団体 
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 28. 名義使用申請の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （1）申請者：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

   事業名：第 11回日本スポーツクラブサミット 

   主 催：公益財団法人日本スポーツクラブ協会 

   後 援：公益財団法人日本サッカー協会、スポーツ庁、厚生労働省、経済産業省、 

公益財団法人スポーツ安全協会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、 

公益財団法人健康・体力づくり事業財団、公益財団法人日本体育施設協会、 

公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、 

公益財団法人日本レクリェーション協会、公益社団法人全国スポーツ推進委員会 

公益財団法人日本笹川スポーツ財団、一般社団法人日本フィットネス産業協会、 

健康日本 21推進全国連絡協議会 

日 程：2018年 11月 9日(金)・10日(土) 

   会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区） 

   内容・目的：スポーツクラブサミットは、スポーツクラブの普及・育成、健康・体力つく 

り指導及びスポーツ産業の発展を一層推進するものであり、誰もが参加できる。 

   参加費：10,000 円（一般）、7,000円（会員、指定校教職員） 

 

 (2）申請者：文京区  

   事業名：ユニバーサルスポーツ DAYS 2018 

   主 催：文京区 

   協 力：公益財団法人日本サッカー協会 

   日 程：2018年 12月 2 日(日) 

   会 場：小石川運動場（東京都文京区） 

   内容・目的：障がい者スポーツの理解促進と周知啓発を目的に、ブラインドサッカー 

   東日本リーグ第 8節の開催に合わせ、ウォーキングサッカー体験イベントを開催する。  

   参加費：無料 

 

 (3）申請者：独立行政法人国際交流基金 

   事業名：JapaFunCup 

   主 催：独立行政法人国際交流基金 

   共 催：公益財団法人日本サッカー協会 

   日 程：2019年 7月 6日(土) または、6月 29日(土)（予定） 

   会 場：J-Villageスタジアム（福島県双葉郡楢葉町） 

   内容・目的：JFAは 2014年 11月 13日に、国際交流基金アジアセンター・Jリ―グとの 

       三者間でアジアにおけるサッカー交流および協働事業に関する連携協定を締結し 

       た。この協定に基づき、ASEAN 10カ国および東ティモールの U-18選手による 

選抜チーム「ASIAN ELEVEN」を編成し、2019年 7月に日本で親善試合を開催 

する。 
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 29. 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 流通経済大学サッカー部（第 1 種） 

遠征期間 10月 21日～10月 30日 

遠 征 先 韓国/済州 

（2）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 東京都専門学校サッカー連盟選抜（第 1種） 

遠征期間 11月 9日～11月 12日 

遠 征 先 台湾/台北 

（3）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム ＦＣ東京 U-15（第 3種） 

遠征期間 10月 2日～10月 9日 

遠 征 先 イギリス/ロンドン 

（4）公益財団法人 東京都サッカー協会 

チ ー ム 慶應義塾体育会ソッカー部（第 1種） 

遠征期間 11月 30日～12月 2日 

遠 征 先 韓国/ソウル 

（5）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（第 3種） 

遠征期間 10月 15日～10月 26日 

遠 征 先 ポルトガル/ポルト、スペイン/マドリード 

（6）公益財団法人 広島県サッカー協会 

チ ー ム サンフレッチェ広島 F.C.ユース（第 2種） 

遠征期間 10月 20日～28日 

遠 征 先 中国/淄博 

 

 30. 標章使用申請の件 

    (1) 申請者：公益社団法人群馬県サッカー協会 

     内 容：全国高等学校サッカー選手権群馬県大会 優勝旗 1枚 

 

 


