2012日本代表各カテゴリー選手/役員（北海道関連）
◎サッカー

平成25年3月5日現在

日本高校選抜チーム選抜合宿
2/11（土）～13（月） 静岡県・時之栖
ＧＫ 石川 拓磨 （旭川実業高校）
Ｕ－１５日本代表候補トレーニングキャンプ
2/17（金）～21（火） 大阪府・Ｊグリーン堺
ＭＦ 杉山 雄太 （コンサドーレ札幌U-15）
アルガルベカップ2012日本女子代表（なでしこジャパン）
2/29（水）～3/7（水） ポルトガル
ＤＦ 熊谷 紗希 （ 1.FFCフランクフルト）

ＭＦ 高瀬 愛実 （ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

U-16日本代表フランス遠征
3/26（月）～4/11（水） フランス・モンテギュー
ドクター 中野 和彦（西岡第一病院）
キリンチャレンジカップ2012なでしこジャパン
3/26（月）～4/5（木） 宮城県・仙台市、兵庫県・神戸市
ＤＦ 熊谷 紗希（ＦＣフランクフルト）

ＭＦ 中野真奈美（岡山湯郷Ｂｅｌlｅ）

ＦＷ 高瀬 愛実（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
Ｕ－２０日本女子代表フランス遠征
3/27（水）～4/6（金） フランス
ＦＷ 西川 明花（ＦＣ高梁吉備国際大学） ※明清高校出身
Ｕ－１９日本代表UAE遠征
4/5（木）～4/14（土） アラブ首長国連邦
コーチ 山橋 貴史（ＪＦＡナショナルコーチングスタッフ）
ＤＦ 櫛引 一紀（コンサドーレ札幌）
ＦＷ 榊

ＤＦ 小山内貴哉（コンサドーレ札幌）

翔太（コンサドーレ札幌）

U-17日本代表 中国遠征
4/17（火）～22日（日） 中国・南京
ドクター 小林 拓馬（札幌医大）
ＤＦ 三宅 史織（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身

ＦＷ 白木

星（常盤木学園高校） ※北海道出身

U-18（U-20ワールドカップ2013トルコ）日本代表スロバキア遠征
4/20（金）～29日（日） スロバキア・トレンチーン
コーチ 山橋 貴史（JFAナショナルコーチングスタッフ）ＧＫ 阿波加俊太（コンサドーレ札幌U-18）
JFAｴﾘｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑU-14（U-14日本選抜）中国遠征（AFCフェスティバル）
4/23（月）～30（月） 中国
ＦＰ 川尻 龍司（コンサドーレ札幌U-15）

U-19日本代表南アフリカ遠征
5/21（月）～6/5（火） 南アフリカ・ケープタウン
コーチ 山橋 貴史（JFAナショナルコーチングスタッフ）
ＭＦ 荒野 拓馬（コンサドーレ札幌）

ＭＦ 榊

翔太（コンサドーレ札幌）

U-17日本女子代表スペイン遠征
6/4（月）～6/10（日） スペイン・マドリード
ＤＦ 小島 美玖（アカデミー福島） ※北海道出身

ＦＷ 白木

星（常盤木学園） ※北海道出身

ＪＦＡエリートプログラム女子U-13（Ｕ-13日本女子選抜）中国遠征
6/7（木）～6/15（金） 中国・南京
ＦＰ 内藤 夏鈴（バーモス恵庭ＦＣ）
スウェーデン招待なでしこジャパン
6/15（金）～6/22（金） スウェーデン・ハルムスタッド
ＤＦ 熊谷 紗希（ＦＣフランクルフルト）

ＦＷ 高瀬 愛実（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

JFAエリートプログラム女子U-14トレーニングキャンプ
6/17（日）～6/21（木） 静岡県・時之栖スポーツセンター
ＦＰ 林 穂乃花（釧路リベラルティ）
日本-東アセアンサッカー交流プログラムU-14ユースサッカーフェスティバル2012
6/17（日）～6/23（土） 堺市・Ｊグリーン堺
ＦＰ 住永

翔（コンサドーレ札幌U-15）

U-20日本女子代表国際親善試合
6/17（日）～20日（水） 大阪市・長居競技場
ＦＷ 西川 明花（吉備国際大学） ※明清高校出身

ＧＫ 村岡 愛美（ヴィトーリア） ※明清高校出身

U-16日本代表候補トレーニングキャンプ
6/21（木）～6/20（水） 横浜市・しんよこフットボールパーク
ＭＦ 杉山 雄太（コンサドーレ札幌U-15）
U-19（U-20ワールドカップ2013トルコ）日本代表
7/1（日）～7/17（火） インドネシア・ペカンバル
コーチ 山橋 貴史（JFAナショナルコーチングスタッフ） ＤＦ 櫛引 一紀（コンサドーレ札幌）
ＭＦ 荒野 拓馬（コンサドーレ札幌）
なでしこチャレンジU-15トレーニングキャンプ
7/9（月）～7/12（木） 岡山
ドクター 小林 拓馬（札幌医大）
スーパー少女プロジェクトセレクションキャンプ
7/14（土）～7/16（月祝） 新潟
ＧＫ 中村 優菜（むかわ町立鵡川中学校）

ＤＦ 平泉 はるか（BP函館キルティ）

JFAエリートプログラム女子U-14トレーニングキャンプ
7/14（土）～7/17（火） 鹿児島市
ＦＰ 林 穂乃花（釧路リベラルティ）
U-17日本代表 第16回国際ユースサッカーin新潟
7/14（土）～7/16（月祝） 新潟
ＧＫ 阿波加 俊太（コンサドーレ札幌U-18）

ＤＦ 内山 裕貴（コンサドーレ札幌U-18）

AFC Elite Women Referee Recruiting 2012 Assessment Visit 2012
7/19（木）～8/7（火）
リクルーター 大岩 真由美
第30回オリンピック競技大会2012ロンドンサッカー競技（女子）
7/25（水）～8/9（木） ロンドン
ＤＦ 熊谷 紗希（１.ＦＦＣフランクフルト）

ＦＷ 高瀬 愛実（ＩＮＡＣ神戸）

U-17女子日本代表候補トレーニングキャンプ
8/7（火）～8/10（金） 静岡
ＤＦ 三宅 史織（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身
ＦＷ 白木

ＤＦ 小島 美玖（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身

星（常盤木学園高校） ※北海道出身

U-19日本代表SBSカップ国際ユースサッカー2012
8/16（木）～8/19（日） 静岡
コーチ 山橋 貴史（JFAナショナルコーチングスタッフ）
FIFAU-20女子ワールドカップジャパン2012日本女子代表
8/19（日）～9/8（土） 宮城・埼玉・神戸・広島・東京
ＦＷ 西川 明花（高梁吉備国際大） ※明清高校出身
FIFAU-20女子ワールドカップジャパン2012日本女子代表
8/19（日）～9/8（土） 宮城・埼玉・神戸・広島・東京
ＦＷ 西川 明花（高梁吉備国際大） ※明清高校出身
スーパー少女プロジェクトトレーニングキャンプ
8/29（水）～8/31（金） 札幌サッカーアミューズメントパーク
コーチ 松田

哉（JFA）

ドクター 中野 和彦（西岡第一病院）

U-19（U-20ワールドカップ2013トルコ）日本代表候補トレーニングキャンプ
9/2(日)～5(水) 佐賀
コーチ 山橋 貴史（JFAナショナルコーチングスタッフ） ＤＦ 奈良 竜樹（コンサドーレ札幌）
U-17日本女子代表直前トレーニングキャンプ
9/13（木）～9/16（日） 静岡県・御殿場市
ドクター 小林 拓馬（札幌医大）

ＤＦ 三宅 史織（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身

ＤＦ 小島 美玖（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身

ＦＷ 白木

星（常盤木学園高等学校） ※北海道出身

ＪＦＡエリートプログラムＵ-14（Ｕ-14日本選抜）韓国遠征
9/13（木）～9/18（火） 韓国
ＦＰ 川尻 龍司（コンサドーレ札幌U-15）

ＦＰ 菅 大輝（コンサドーレ札幌U-15）

ＪＦＡエリートプログラム女子U-13トレーニングキャンプ
9/14（金）～9/17（月祝） 石川県
ＦＰ 内藤 夏鈴（バーモス恵庭ＦＣ）
U-17日本女子代表 FIFA女子ワールドカップ アゼルバイジャン2012直前トレーニングキャンプ
9/14（金）～9/17（月祝） 静岡市御殿場
ＤＦ 三宅 史織（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身
ＦＷ 白木

ＤＦ 小島 美玖（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身

星（常盤木学園高等学校） ※北海道出身

ＦＩＦＡＵ-17女子ワールドカップアゼルバイジャンU-17日本女子代表
9/22（土）～10/13（土） アゼルバイジャン
ドクター 小林 拓馬（札幌医大）

ＤＦ 三宅 史織（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身

ＤＦ 小島 美玖（ＪＦＡアカデミー福島） ※北海道出身

ＦＷ 白木

星（常盤木学園高等学校） ※北海道出身

2012ナショナルＧＫキャンプ
10/26(金)～28(日) 静岡県・時之栖
ＧＫ 阿波加 俊太（コンサドーレ札幌U-18）

ＧＫ 三森 哲太（コンサドーレ札幌U-15）

EAFF Women’s East Asian Cup 2013 preliminary Competition Round2
11/18(月)～25(日) 深圳・中国
大岩 真由美
U-19日本代表AFC U-19選手権UAE2012メンバー
11/3(土)～17(土)

ＵＡＥ

コーチ 山橋 貴史（JFAナショナルコーチングスタッフ） ＤＦ 奈良 竜樹（コンサドーレ札幌）
ＭＦ 榊 翔太（コンサドーレ札幌）
スーパー少女プロジェクトトレーニングキャンプ
11/23(金祝)～25(日) 静岡県・時之栖
ＧＫ 戸田 梨瑚（旭川女子アチーボ）
ＪＦＡエリートプログラムＵ－13トレーニングキャンプ ～ＪＯＣ日韓競技力向上スポーツ事業～
12/17（月）、19（水） 大分
ＧＫ 櫻庭 立樹（コンサドーレ札幌U-15）

ＦＰ 大屋 敬太郎（コンサドーレ札幌U-15）

ＦＰ 藤村

ＦＰ 山本 修平（コンサドーレ札幌U-15）

蓮（コンサドーレ札幌U-15）

U-17日本代表ＵＡＥ遠征
1/1（火祝）～1/9（日） ＵＡＥ
ＭＦ 杉山 雄太（コンサドーレ札幌U-15）

Elite Women Referee & Assistant Referee Course
1/14（月祝）～1/20（木） クアラルンプール/マレーシア
手代木 直美
日本女子代表候補合同合宿 U-19日本女子代表候補
2/8（金）～11（月祝） 大分
ＤＦ 小島 美玖（JFAアカデミー福島）
ＦＷ 白木

ＦＷ 星山 彩香（北海道大谷室蘭高校）

星（常盤木学園高等学校） ※北海道出身

日本女子代表候補合同合宿 日本女子代表候補
2/8（金）～11（月祝） 大分
ＦＷ 高瀬 愛実（神戸INACレオネッサ） ※北見出身
日本女子代表候補合同合宿 なでしこチャレンジメンバー
2/8（金）～11（月祝） 大分
ＭＦ 西川 明花（ＦＣ高梁吉備国際大学） ※明清高校出身

◎フットサル
フットサル日本代表候補トレーニングキャンプ
2/19（日）～22（水） 千葉県・千葉ポートアリーナ
ＦＰ 高橋 健介（バルドラール浦安） ※北海道出身
フットサル日本代表 中国遠征
5/7（月）～14（月） 中国・杭州
ＦＰ 高橋 健介（バルドラール浦安） ※北海道出身
ＡＦＣフットサル選手権ＵＡＥ2012
5/25（金）～6/2（土） アジア首長国連邦・ドバイ
ＦＰ 高橋 健介（バルドラール浦安） ※北海道出身
フットサル日本代表候補トレーニングキャンプ
9/24(月)～26(水) 愛知県・名古屋市
ＦＰ 高橋 健介（バルドラール浦安） ※旭川出身
フットサル日本代表候補トレーニングキャンプメンバー
10/1(月)～3(水) 静岡
ＦＰ 高橋 健介（バルドラール浦安） ※旭川出身
フットサル日本代表国際親善試合
10/16(火)～27(土) 代々木、旭川
ＦＰ 高橋 健介（バルドラール浦安） ※旭川出身
FIFAフットサルワールドカップタイ2012
11/1(木)～18(日) タイ
ＦＰ 高橋 健介（バルドラール浦安） ※旭川出身

