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 公益財団法人 日本サッカー協会 

2021 年度 第 10回理事会 

2021年 9月 9日 

報告事項 

 1. 加盟団体向けコンプライアンス強化策の件 

 

 

 

 

 

 

サッカー界に対する社会の信頼を損ねる不祥事を防止するため、加盟団体に対するコンプライア

ンス強化策を以下の通り実施する。 

 (1)センシティビティ（※）向上のための研修プログラムの実施 

※センシティビティ・・・相手の気持ちや社会の要請に対する感度 

(2)加盟団体におけるコンプライアンス担当理事の選定の依頼 

 

   （報告）資料 1 

 2. U-24日本代表 スタッフ退任の件 

 東京 2020オリンピックの終了に伴い、U-24日本代表の以下スタッフが 8月 31日をもって 

ナショナルコーチングスタッフから退任した。 

 

コーチ  栗原克志 

 

 3. なでしこジャパン スタッフ退任の件 

 東京 2020オリンピックの終了に伴い、なでしこジャパンの以下スタッフが 8月 31日をもって 

ナショナルコーチングスタッフから退任した。 

 

監 督      高倉麻子 

コーチ      大部由美 ※JFAコーチ[女子担当]としての活動は継続 

コーチ      今泉守正 

ＧＫコーチ    大橋昭好 ※JFA コーチ[GK担当]としての活動は継続 

フィジカルコーチ 広瀬統一 ※JFAフィジカルフィットネスプロジェクトメンバーとしての 

活動は継続 

 

 4. 大会役員 国際試合への派遣の件 

 第 32回オリンピック競技大会(2020/東京) 

ベニュー：宮城／宮城スタジアム 

期間  ：2021年 7 月 19日～7月 31日 

FIFAマッチコミッショナー：平井 徹 

 

 5. 競技会開催申請の件 

 

 

 

 

 

 (1) 申請者 ：公益財団法人広島県サッカー協会 

大会名 ：HiFA 広島平和祈念 2021 BalcomBMW CUP 広島ユースサッカー 

主 催 ：公益財団法人広島県サッカー協会、中国放送、中国新聞社、 

     株式会社中国コミュニケーションネットワーク 

主 管 ：公益財団法人広島県サッカー協会 
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特別協賛：株式会社バルコム 

協 賛 ：一般社団法人ミカサスポーツ振興会、株式会社ナイキジャパン他 

後 援 ：公益財団法人日本サッカー協会、広島県、広島市、広島市教育委員会、 

広島商工会議所、公益財団法人広島県スポーツ協会、 

公益財団法人広島市スポーツ協会、公益財団法人広島県スポーツ振興財団、 

国連訓練調査研究所（ユニタール） 

開催期日：2021 年 8月 8日（日）～11日（水） 

会 場 ：広島/広島広域公園第一球技場 

参加チーム：U-17日本代表、サガン鳥栖 U-18、広島県高校選抜、 

サンフレッチェ広島 F.Cユース 

入場料金：無料 

 

(2) 申請者 ：公益財団法人広島県サッカー協会 

大会名 ：HiFA 広島平和祈念 2021 BalcomBMW CUP 広島女子サッカーフェスタ 

主 催 ：公益財団法人広島県サッカー協会、一般社団法人長崎県サッカー協会 

主 管 ：公益財団法人広島県サッカー協会 

特別協賛：(株)バルコム 

後 援 ：公益財団法人日本サッカー協会（名義申請）、広島市、広島市教育委員会、 

     長崎市、公益財団法人広島市スポーツ協会、国連訓練調査研究所（ユニタール） 

開催期日：2021 年 8月 8日（日）～11日（水） 

会 場 ：広島/広島広域公園陸上競技場（エディオンスタジアム広島） 

参加チーム：U-15日本代表、INAC神戸テゾーロ、長崎県選抜 U-15、広島県選抜 U-15 

入場料金：無料 

 

(3) 申請団体：一般財団法人静岡県サッカー協会 

大 会 名：2021 SBSカップ ドリームユースサッカー 

主  催：公益財団法人日本サッカー協会、一般財団法人静岡県サッカー協会、 

     静岡新聞社・静岡放送 

主  管：一般財団法人静岡県サッカー協会 ２種委員会 

後  援：静岡県 静岡県教育委員会 （予定） 

開催期日：8月 28日(土)～29（日） 

会  場：静岡県草薙総合運動場陸上競技場、球技場 

参加チーム：U-18日本代表、静岡ユース、ガンバ大阪ユース、青森山田高校、 

  女子 U-18静岡県選抜、女子 U-16静岡県選抜 

入場料金：無料（無観客開催） 

 

 6. 国体実施委員会 委員変更の件 

 以下の通り、委員を変更する。 

現）池内 豊 （JFA アカデミー福島男子 EASTチーフコーチ） 

新）影山 雅永（JFA ユース育成ダイレクター） 
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 7. JFAロングパイル人工芝ピッチ公認（新規）の件 

 【新規】 

申請者（施設所有者）：株式会社 KMP 

施設名：鹿児島ユナイテッド FC トレーニングセンター（鹿児島県鹿児島市喜入町 40-7ー部他） 

使用製品：アイリスオーヤマ株式会社 GEO-TURF BS BS350-55 

公認期間：2021年 9 月 9日～2024年 9月 8日 

公認番号：第 254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 

 【更新】 

申請者（施設所有者）：東京都 

施設名：駒沢オリンピック公園総合運動場 補助競技場（東京都世田谷区駒沢公園 1-1） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2040RS+ACS65 

公認期間：2021年 4 月 7日～2022年 4月 6日 

公認番号：第 015号 

 

申請者（施設所有者）：函館市 

施設名：函館フットボールパーク人工芝多目的グラウンドＣ 

（北海道函館市日吉 4-50-5および 64-4） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2021年 9 月 17日～2023年 9月 16日 

公認番号：第 176号 

 

申請者（施設所有者）：函館市 

施設名：函館フットボールパーク 人工芝多目的グラウンドＤ 

（北海道函館市日吉 4-50-5および 64-4） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ PT2065RS+ 

公認期間：2021年 9 月 17日～2023年 9月 16日 

公認番号：第 177号 

 

申請者（施設所有者）：青森市 

施設名：青森市スポーツ広場（青森県青森市大矢沢野田 87-4） 

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

公認期間：2020年 12 月 7日～2023年 12月 6日 

公認番号：第 207号 

申請者（施設所有者）：四日市市 
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施設名：中央フットボール場 Aフィールド（三重県四日市市日永東 1-3-5） 

使用製品：住友ゴム工業株式会社 ハイブリッドターフ EX-55HP・SP 

公認期間：2021年 9 月 9日～2024年 9月 8日 

公認番号：第 219号 

 

申請者（施設所有者）：上天草市 

施設名：上天草市松島総合運動公園陸上競技場（熊本県上天草市松島町合津 4276-44） 

使用製品：積水樹脂株式会社 ドリームターフ  PT2045RSpro ACS57、PT2045RSproⅡ 

 (OG)ACS57-CF(Gr) 

公認期間：2021年 9 月 13日～2024年 9月 12日 

公認番号：第 227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サッカー施設整備助成事業の件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「JFAサッカー施設整備助成金 交付要項」に基づき、助成金交付要望のあった次の案件につい

て、審査し交付を決定した。 

 

［申請］ 

1.長野県 

(1)申請者   ：須坂市（長野県） 

(2)申請区分  ：[助成区分 2] 地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：人工芝（新設） 

(4)施設名   ：北部運動広場 

(5)計画地   ：長野県須坂市大字小河原 1055番地 3 

(6)総事業費  ：176,981千円 

(7)助成金申請額：45,000千円 

(8)完了時期  ：2022年 1月 31日（予定） 

(9)交付決定日 ：2021年 8月 2日 

2.福島県 

(1)申請者   ：二本松市（福島県） 

(2)申請区分  ：[助成区分 2]地区サッカー施設整備助成事業 

(3)助成対象事業：人工芝（2面新設）、夜間照明（新設） 

(4)施設名   ：(仮)杉内多目的運動広場 

(5)計画地   ：二本松市西勝田字杉内地内 

(6)総事業費  ：人工芝 984,500千円、夜間照明 55,000千円 

計 1,039,500千円    

(7)助成金申請額：人工芝 60,000千円、夜間照明 15,000千円 
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                計 75,000千円 

(8)完了時期  ：2023年 10月末（予定） ※コロナ禍での特例措置適用案件 

(9)交付決定日 ：2021年 8月 16日 

 

 10. JFAコーチ兼 JFAアカデミー福島コーチ選任の件 

 （報告）資料 2①② 

JFAコーチ 兼 JFA アカデミー福島コーチとして以下の方を選任した。 

 

氏  名：西脇  徹也 (にしわき てつや) 

役  職：JFAコーチ(担当地域なし) 兼 JFAアカデミー福島コーチ 

主な業務：①各アンダー代表    選手視察/スカウティング  

(各代表監督が他活動で視察不可時等) 

②JFAアカデミー福島 入校生対応 (スカウティング他)及び選手指導選手指導  

(アカデミースタッフの代表活動での不在時等) 

      

※本議案の理事会付議にあたり、技術委員会で承認済み 

 

 11. JFA・Jリーグ特別指定選手制度の件 

  (1)選手名：稲見 哲行（いなみ てつゆき） 

   所属ﾁｰﾑ：明治大学体育会サッカー部 

    受入先：東京ヴェルディ  

    所属歴：喜連川 SCJr 

  AS栃木 bom de bola 

       矢板中央高等学校サッカー部 

    認定日：2021年 7月 6日 

 (2)選手名：野瀬 龍世（のせ りゅうせい） 

    所属ﾁｰﾑ：札幌大学サッカー部 

    受入先：ヴァンラーレ八戸 FC 

    所属歴：マーベイル昭和 

       R.シュペルブ釧路 U-12 

       R.シュペルブ釧路 U-15 

           東海大学付属第四高等学校サッカー部 

    認定日：2021年 7月 27日 

 (3)選手名：横山 塁（よこやま るい） 

    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：バディサッカークラブ江東 

       FC東京 U-15深川 

       FC東京 U-18 

    認定日：2021年 7月 27日 

 (4)選手名：村上 悠緋（むらかみ ゆうひ） 
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    所属ﾁｰﾑ：関東学院大学体育部連合会サッカー部 

    受入先：横浜 F・マリノス 

    所属歴：桔梗サッカー少年団 

       フロンティア トルナーレ FC U-12 

       フロンティア トルナーレ FC 

            北海道大谷室蘭高等学校 

    認定日：2021年 7月 27日 

 (5)選手名：山見 大登（やまみ ひろと） 

    所属ﾁｰﾑ：関西学院大学体育会サッカー部 

    受入先：ガンバ大阪 

    所属歴：千里ひじりサッカークラブ 

       千里丘 FC 

       豊中 8 中 FC 

            大阪学院大学高等学校 

    認定日：2021年 8月 3日 

 (6)選手名：長峰 祐斗（ながみね ゆうと） 

    所属ﾁｰﾑ：拓殖大学麗澤会体育局サッカー部 

    受入先：ツエーゲン金沢 

    所属歴：大井少年サッカークラブ 

       坂戸ディプロマッツ 

       埼玉平成高等学校 

    認定日：2021年 8月 10日 

 

 12. 2021 ユースディベロップメント体制／JFAコーチ（女子担当）変更の件 

 （報告）資料 3①② 

2021 ユースディベロップメント体制／JFAコーチ（女子担当）を別紙の通り変更する。 

新任 谷口 祐樹（たにぐち ゆうき）（関西担当） 

 

 13. JFA・WEリーグ/なでしこリーグ特別指定選手制度の件 

 JFA・WEリーグ/なでしこリーグ特別指定選手（クラブ推薦）を下記の通り認定する。 

 

選手名：神谷 千菜（かみや ちいな） 

所属ﾁｰﾑ：愛知東邦大学 

受入先：NGUラブリッジ名古屋 

所属歴：日進東中サッカークラブ 

    聖カピタニオ女子高等学校 

認定日：2021年 8月 18日 

 14. フットサル 2021/22競技規則改正の件 

  （報告）資料 4 

フットサル 2021/22競技規則改正を、別紙の通り行う。 
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別紙： 

1．JFA通達_フットサル競技規則変更 2021-22_0823 

2．JFA通達_別紙 1_ 2021-22 フットサル競技規則 主な改正 

3．JFA通達_別紙 2_2021-22 フットサル競技規則の適用開始日 

 

 15. ビーチサッカー2021/22 競技規則改正の件 

  （報告）資料 5 

ビーチサッカー2021/22 競技規則改正を、別紙の通り行う。 

 

別紙： 

1．JFA通達_ビーチサッカー競技規則変更 2021-22_0823 

2．JFA通達_別紙 1_2021-22ビーチサッカー競技規則 主な改正 

3．JFA通達_別紙 2_2021-22ビーチサッカー競技規則の適用開始日 

 

 16. 審判員・大会役員 海外派遣の件 

 

 

 

 

審判員・大会役員の国際試合への派遣は次の通り。 

＜審判員＞ 

（大会） 

① 第 32回オリンピック競技大会（2020/東京） 

大会期間：7月 21日～8月 7日 

場所  ：日本/東京 

審判員 ：山下良美・坊薗真琴・手代木直美・木村博之 

② FIFAビーチサッカーワールドカップロシア 2021 

大会期間：8月 19日～8月 29日 

場所  ：ロシア/モスクワ 

審判員 ：波多野祐一 

（セミナー） 

① AFC女子ビデオアシスタントレフェリー（VAR）コース 

セミナー期間：7 月 15日～7月 24日 

場所    ：UAE/ドバイ 

審判員   ：小泉朝香 

＜大会役員＞ 

（大会） 

① 第 32回オリンピック競技大会（2020/東京） 

大会期間：7月 21日～8月 7日 

場所  ：日本/東京 

インストラクター：深野悦子・山岸佐知子 

 17. 名義使用申請の件 

  (1）申請団体 ：公益財団法人人権教育啓発推進センター 

行事名  ：令和３年度法務省委託インターネットと人権・オンラインフォーラム 

開催日  ：令和 3年 10月 30日 オンライン（リアルタイム／アーカイブ）配信 
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主催   ：法務省、全国人権擁護委員連合会、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

後援(予定)：内閣府、総務省、文部科学省、警察庁、経済産業省中小企業庁、 

安心ネットづくり促進協議会、公益財団法人日本サッカー協会 

一般財団法人インターネット協会、 

一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構、 

一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会ほか 

行事の目的：インターネット、特にＳＮＳの普及に伴い、その匿名性・情報発信の容易さか 

ら、個人の名誉やプライバシーを侵害したり、差別を助長する表現を掲載した

りするなど、人権に関わる様々な問題が発生していることから、今ＳＮＳ上で

どのような問題が発生しているのかを知り、また、実際に被害に遭った人の体

験談を聞いたり、専門家の意見を聞いたりすることで、人権について理解を深

め、人権尊重思想の高揚を図ることを目的とする。 

 (2）申請者：フットサルフェスタ 2021実行委員会 

行事名：フットサルフェスタ 2021 

主催 ：フットサルフェスタ 2021実行委員会 

協力 ：北海道フットサル連盟、兵庫県フットサル連盟 

後援(予定)：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 

開催時期 ：予選大会：2021年 10月～11月 

決勝大会：2021年 12月 18日(土)～19日(日) 

開催場所 ：グリーンアリーナ神戸 他 

参加チーム：1,000チーム(予定) 

行事の目的：老若男女を問わず幅広い層に対するフットサルの普及のために 1997年に創

設。日本ハム、本田技研工業がスポンサーとなっていたが、2018年度から冠ス

ポンサーなしで開催。2017年時点で 9地域から 12カテゴリー、1200チーム以

上（地域大会合計）が参加する大会となっており、2016 年度からは、出場選手

の j-futsal登録を行い j-futsalの登録者増にも寄与してきた。今後も誰もが

気軽に参加できる大会として、幅広い層に対してフットサルの普及と育成を図

る。本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底して実施すると同時に、

コロナ禍の影響で失われたコミュニティの再生、創生に寄与することを目的と

する。 

 (3）申請者：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 理事長 

       2022年第 8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム広島大会会長 

有森裕子 

大会名：2022年第 8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島 

主 催：公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

主 管：特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・広島 

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、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、 

三原市、三原市教育委員会、北広島市、北広島市教育委員会、 

公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、他 

開催時期：2022 年 11月 4日（金）～6日（日） 



報告事項 

 

開催場所：広島県内 

 (4）申請者：第 69回全国青年大会 会長 中園謙二 

大会名：第 69回全国青年大会 

主催 ：日本青年団協議会、一般財団法人日本青年館、東京都 

共催 ：公益財団法人全日本剣道連盟 

後援 ：公益財団法人日本サッカー協会、内閣府、文部科学省、厚生労働省、 

     各道府県または道府県教育委員会、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、 

公益財団法人日本バドミントン協会、公益財団法人日本軟式野球連盟、 

公益財団法人日本卓球協会、公益財団法人日本柔道連盟、 

公益財団法人日本ボウリング協会、特定非営利活動法人日本アマチュア演劇連盟、

一般社団法人全日本合唱連盟、公益財団法人日本将棋連盟、日本体育大学、 

公益財団法人日本レクリエーション協会、新宿区、江戸川区、足立区、 

特定非営利活動法人テレビ、日本美術家協会（予定） 

開催期日：2021 年 11月 12日（金）～15日（月） 

実施競技：バレーボール（9人制／男子・女子）、バスケットボール（男子・女子）、 

バドミントン、軟式野球、卓球、柔道（男子）、剣道（男子・女子）、 

ボウリング（男子・女子・混合）、フットサル 

 

 18. 標章使用申請の件 

  (1) 申請者：公益財団法人北海道サッカー協会 

   内容：全国高等学校サッカー選手権北海道大会 優勝旗 1枚 

 

 19. 規律委員会に関する懲罰の件 

 

 

規律委員会（委員長：中島肇）より報告された懲罰案件について報告する。 

 

 20. 裁定委員会に関する懲罰の件 

 

 

裁定委員会（委員長：本林徹）より報告された懲罰案件について報告する。 

 

 

 


