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三重県サッカー協会 2022/04/23 【三重県選手権ご来場の皆様へ】4/24（日）三重県サッカー選手権大会 準決勝　一般
入場口のお知らせ 

大会・試合 2022/04/23 横浜FMが角田選手の終盤の得点でシドニーに勝利でACL2勝目、浦和は初黒星 

大会・試合 2022/04/23 試合延期のお知らせ（WEST 第4節）　高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ
2022  

選手育成 2022/04/22 女子U-15トレーニングキャンプ、高円宮記念JFA夢フィールドで実施 

大会・試合 2022/04/22 青森山田と静岡学園は開幕連勝を伸ばせるか　高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリ
ーグ 2022第4節 
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U-19日本代表の出場が決定　第48回Maurice Revello
Tournament（5.29～6.12＠フランス）
2022年04月14日

ツイート

FIFA U-20ワールドカップ2023出場を目指すU-19日本代表が、フランスで開催される第48回Maurice Revello Tournament（旧
トゥーロン国際大会）に出場することが決定しました。また、日本代表戦が、CSテレ朝チャンネルにて放送することが決定しまし
たので併せてお知らせします。

第48回Maurice Revello Tournament（旧トゥーロン国際大会） 大会概要

大会名：
第48回Maurice Revello Tournament／第48回モーリスレベロトーナメント

※これまで「トゥーロン国際大会」の名前で親しまれてきた大会について、主催者の意向を汲み、現行の大会正式名を使用すること
としました。

期間：
2022年5月29日(日)～6月12日(日)

出場チーム：
［グループA］フランス、サウジアラビア、アルゼンチン、パナマ
［グループB］ガーナ、インドネシア、メキシコ、ベネズエラ
［グループC］アルジェリア、コロンビア、コモロ、日本

マッチスケジュール：
5月31日(火)　14:00（日本時間21:00）vs. アルジェリア
6月3日(金)　14:00（日本時間21:00）vs. コモロ
6月6日(月)　14:00（日本時間21:00）vs. コロンビア
6月8日(水)　順位決定戦（9位-10位、11位-12位）
6月9日(木)　準決勝
6月10日(金)　順位決定戦（5位-6位、7位-8位）
6月12日(日)　決勝、3位決定戦

テレビ放送：
日本戦全試合をCSテレ朝チャンネルにて独占生中継　※5位以下の順位決定戦を除く

コメント

U-19日本代表 冨樫剛一 監督
私たちが2年ものあいだ待ちに待った海外で開催される国際大会に出場できることに感謝しています。U-19日本代表は9月にAFC
U20アジアカップの予選に臨み、年が明けるとすぐにアジアカップの本戦と、FIFA U-20ワールカップが開催されます。このモーリ
スレベロトーナメントは年齢が上のチームに本気の戦いを挑むことができます。アルジェリアとコモロはアフリカ固有のリズムや身
体能力、そしてコロンビアは南米の強度と、日本の選手たちは未知との遭遇を味わうでしょう。チームとしての成長はもちろんのこ
と、来るアジアカップ予選に向けて相手や環境にいかに適応できるか、今から楽しみです。選手を派遣いただくＪクラブ、大学、高
校には、シーズンの最中に協力いただけることに大変感謝しています。所属チームがあってこそ我々が活動できるということを忘れ
ずに、この大会での素晴らしい経験を糧にして逞しく成長することを目指します。

関連情報

U-19日本代表

U-19日本代表 今後のスケジュール
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日本代表トップ

[日本代表]
SAMURAI BLUE
U-21
U-19
U-18
U-17
U-16
U-15

[日本女子代表]
なでしこジャパン
U-20
U-17
U-15

[フットサル日本代表]
男子／フットサル
男子／U-19 フットサル
女子／フットサル

[ビーチサッカー日本代表]
ビーチサッカー

[サッカーe日本代表]
eスポーツ・サッカー

日本代表アイデンティティ
歴代ジャージ
壁紙ダウンロード
森保一監督手記「一心一意、一心一向 -MORIYASU
Hajime MEMO-」
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大会・試合トップ
国際大会一覧

[1種(一般)]
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会
AFCチャンピオンズリーグ
国民体育大会(サッカー競技)
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ
全国クラブチームサッカー選手権大会
全国社会人サッカー選手権大会
全国自治体職員サッカー選手権大会
全国自衛隊サッカー大会
日本スポーツマスターズ(サッカー競技会)
全日本大学サッカー選手権大会
総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント
全日本大学サッカー新人戦
デンソーカップチャレンジサッカー
全国高等専門学校サッカー選手権大会
全国専門学校サッカー選手権大会

 
[2種(高校生年代)]
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ
全国高等学校サッカー選手権大会
全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)
全国高等学校定時制通信制サッカー大会
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
国民体育大会(サッカー競技)
U-16 インターナショナルドリームカップ

[3種(中学生年代)]
高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権大会
全国中学校体育大会／全国中学校サッカー大会
U-13地域サッカーリーグ
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
メニコンカップ 日本クラブユースサッカー東西対抗戦
(U-15)

[4種(小学生年代)]
JFA 全日本U-12サッカー選手権大会
JFA地域ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会

 
[女子]
皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会
JFA 全日本O-30女子サッカー大会
JFA O-40女子サッカーオープン大会
全日本大学女子サッカー選手権大会
JFA U-18女子サッカーファイナルズ
JFA 全日本U-18女子サッカー選手権大会
JFA 全日本U-15女子サッカー選手権大会
JFA U-15女子サッカーリーグ
全日本高等学校女子サッカー選手権大会
全国高等学校総合体育大会(サッカー競技)
国民体育大会(サッカー競技)
XF CUP 日本クラブユース女子サッカー大会（U-18）
AFC女子クラブ選手権2019 FIFA / AFCパイロット版
トーナメント

[シニア]
JFA 全日本O-40サッカー大会
JFA 全日本O-50サッカー大会
JFA 全日本O-60サッカー大会
JFA 全日本O-70サッカー大会
全国健康福祉祭サッカー交流大会(ねんりんピック)

[フットサル]
JFA 全日本フットサル選手権大会
JFA 全日本女子フットサル選手権大会
自衛隊女子フットサル大会
全日本大学フットサル大会
JFA 全日本U-18フットサル選手権大会
JFA 全日本U-15フットサル選手権大会
JFA 全日本U-15女子フットサル選手権大会
JFA バーモントカップ 全日本U-12フットサル選手権
大会
AFCフットサルクラブ選手権

[ビーチサッカー]
JFA 全日本ビーチサッカー大会

ルールを知ろう！

日本サッカーミュージアム

する

グラスルーツトップ
JFAグラスルーツ宣言
フェスティバル
JFAスクエア
JFAなでしこひろば
JFAチャレンジゲーム
キッズプログラム
障がい者サッカー
JFAグラスルーツ推進・賛同パートナー制度
ウォーキングフットボール
「サッカーが好きだから～I just love football～」
全国サッカーファミリープロファイル

大会・試合トップ

ルールを知ろう！
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指導者養成講習会
インストラクター制度
リフレッシュ研修会
各種資料・申請書
学校体育・部活動
フィジカルフィットネス
ゴールキーパー

リスペクト・フェアプレートップ
リスペクト宣言
連載：いつも心にリスペクト
連載：サッカーの活動における暴力根絶に向けて
JFAリスペクト フェアプレー デイズ
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暴力等根絶相談窓口

JFA

選手育成トップ
選手育成のコンセプト
ナショナルトレセン
JFAエリートプログラム
ナショナルGKキャンプ
女子GKキャンプ
フットサルGKキャンプ
フットサルタレントキャラバン
JFA・Jリーグ特別指定選手制度
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ゲーム環境整備
JFAアカデミー
JFAアカデミー福島
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JFAアカデミー堺
JFAアカデミー今治
PLAYERS FIRST!
高円宮記念JFA夢フィールド

社会貢献活動トップ
サッカーを通じた社会への貢献（SDGs）
復興支援活動
JFAこころのプロジェクト
国連グローバル・コンパクトへの参加
JFAグリーンプロジェクト/ポット苗式・芝生化モデル
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JFAスポーツマネジャーズカレッジ（SMC）
サッカー界での女性活躍推進
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医学委員会とは
全国医学委員長会議
NF Representative会議
Ｊリーグチームドクター会議
サッカードクターセミナー
JFA アスレティックトレーナーセミナー
救命救急
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JFAサッカーファミリー支援窓口

女子サッカー

フットサル

ビーチサッカー

JFA Youth & Development
Programme

ドキュメント

JFAへの登録

チケット／ショップ

競技規則

申請／手続き

Q & A

リンク

JFAメールマガジン

JFA.jp !  "  #  $  %  ソーシャルメディア一覧

代 表 見 る す る 関 わ る

 JFAへの登録 チケット/ショップ EN

https://www.jfa.jp/information/sitepolicy.html
https://www.jfa.jp/information/legal.html
https://www.jfa.jp/information/personal.html
https://www.jfa.jp/information/mynumber.html
https://www.jfa.jp/information/privacypolicy.html
http://www.jfa.or.jp/archive.html
https://www.jfa.jp/about_jfa/media/
https://www.jfa.jp/about_jfa/ideal/
https://www.jfa.jp/
https://jfa.jp/news/
https://jfa.jp/national_team/u19_2022/
https://jfa.jp/national_team/u19/schedule_result/2022.html
https://jfa.jp/news/00029413/
https://jfa.jp/news/
https://jfa.jp/news/00029417/
https://jfa.jp/mie/news/00029466/
https://jfa.jp/match/acl_2022/news/00029465/
https://jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2022/news/00029464/
https://jfa.jp/youth_development/elite_programme/news/00029463/
https://jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2022/news/00029462/
https://jfa.jp/news/00029413/
https://jfa.jp/news/
https://jfa.jp/news/00029417/
https://www.jfa.jp/national_team/
https://www.jfa.jp/samuraiblue/
https://www.jfa.jp/national_team/u21_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u19_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u18_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u17_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u16_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u15_2022/
https://www.jfa.jp/nadeshikojapan/
https://www.jfa.jp/national_team/u20w_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u17w_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u15w_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/futsal_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/u19_futsal_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/futsalw_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/beach_2022/
https://www.jfa.jp/national_team/e_nataional_team_2022/
https://jfa.jp/national_team/identity/
https://www.jfa.jp/national_team/jerseys/
https://www.jfa.jp/national_team/download.html
https://www.jfa.jp/national_team/moriyasu_memo/
javascript:void(0);
https://www.jfa.jp/match/
https://www.jfa.jp/international_match/
https://www.jfa.jp/match/emperorscup/
https://www.jfa.jp/match/acl/
https://www.jfa.jp/match/nationalsportsfestival/
https://www.jfa.jp/match/regional_league/
https://www.jfa.jp/match/clubteams/
https://www.jfa.jp/match/adults_football_tournament/
https://www.jfa.jp/match/municipality/
https://www.jfa.jp/match/jsdf/
https://www.jfa.jp/match/sports_masters/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_university/
https://www.jfa.jp/match/prime_minister_cup/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_university_rookie/
https://www.jfa.jp/match/densocup/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_technicalcollege/
https://www.jfa.jp/match/professionalschool/
https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier/
https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_prince/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_highschool/
https://www.jfa.jp/match/koukou_soutai/
https://www.jfa.jp/match/evening_correspondence_hs/
https://www.jfa.jp/match/club_youth_u18/
https://www.jfa.jp/match/nationalsportsfestival/
https://www.jfa.jp/match/u16_InternationalDreamCup/
https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u15/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_juniorhs/
https://www.jfa.jp/match/u13_league/
https://www.jfa.jp/match/club_youth_u15/
https://www.jfa.jp/match/meniconcup/
https://www.jfa.jp/match/japan_u12_football_championship/
https://www.jfa.jp/match/girlseight/
https://www.jfa.jp/match/empressscup/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_ladies/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_ladies_o40/
https://www.jfa.jp/match/university_womens/
https://www.jfa.jp/match/u18womensfinals/
https://www.jfa.jp/match/joc_womens/
https://www.jfa.jp/match/joshi_youth_u15/
https://www.jfa.jp/match/u15_womens_league/
https://www.jfa.jp/match/highschool_womens/
https://www.jfa.jp/match/koukou_soutai/
https://www.jfa.jp/match/nationalsportsfestival/
https://www.jfa.jp/match/womens_clubyouth_u18/
https://www.jfa.jp/match/wcc_2019/
https://www.jfa.jp/match/jfa_o40_tournament/
https://www.jfa.jp/match/jfa_o50_tournament/
https://www.jfa.jp/match/jfa_o60_tournament/
https://www.jfa.jp/match/jfa_o70_open_tournament/
https://www.jfa.jp/match/nenrinpic/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_futsal/
https://www.jfa.jp/match/womens_futsal/
https://www.jfa.jp/match/jsdf_women/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_university_futsal/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_youth_u18_futsal/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_u15_futsal/
https://www.jfa.jp/match/alljapan_u15womens_futsal/
https://www.jfa.jp/match/vermontcup/
https://www.jfa.jp/match/afc_futsal_club_championship/
https://www.jfa.jp/match/japan_beach/
https://www.jfa.jp/rule/
https://www.jfa.jp/football_museum/
javascript:void(0);
https://www.jfa.jp/grass_roots/
https://www.jfa.jp/grass_roots/declaration/
https://www.jfa.jp/grass_roots/festival/
https://www.jfa.jp/grass_roots/square/
https://www.jfa.jp/nadeshikohiroba/
https://www.jfa.jp/grass_roots/jfa_challengegame/
https://www.jfa.jp/grass_roots/kidsprogram/
https://www.jfa.jp/grass_roots/disability/
https://www.jfa.jp/grass_roots/partner/
https://www.jfa.jp/grass_roots/walkingfootball/
https://www.jfa.jp/grass_roots/lovefootball/
https://www.jfa.jp/match/
https://www.jfa.jp/rule/
javascript:void(0);
https://www.jfa.jp/referee/
https://www.jfa.jp/referee/system/
https://www.jfa.jp/referee/registration/
https://www.jfa.jp/referee/referee_caravan/
https://www.jfa.jp/referee/exchange/
https://www.jfa.jp/referee/training_center/
https://www.jfa.jp/referee/college/
https://www.jfa.jp/referee/profile/
https://www.jfa.jp/laws/
https://www.jfa.jp/coach/
https://www.jfa.jp/coach/official/
https://www.jfa.jp/coach/official/training.html
https://www.jfa.jp/coach/official/instructor.html
https://www.jfa.jp/coach/official/refresh.html
https://www.jfa.jp/coach/download/
https://www.jfa.jp/coach/physical_training_club_activity/
https://www.jfa.jp/coach/physical_project/
https://www.jfa.jp/coach/goalkeeper_project/
https://www.jfa.jp/respect/
https://www.jfa.jp/respect/declaration/
https://www.jfa.jp/respect/heart/
https://www.jfa.jp/respect/tnews/
https://www.jfa.jp/respect/fairplaydays/
https://www.jfa.jp/respect/download.html
https://www.jfa.jp/violence_eradication/
javascript:void(0);
https://www.jfa.jp/youth_development/
https://www.jfa.jp/youth_development/outline/
https://www.jfa.jp/youth_development/national_tracen/top.html
https://www.jfa.jp/youth_development/elite_programme/
https://www.jfa.jp/youth_development/gk_camp/
https://www.jfa.jp/youth_development/super_girls_project/
https://www.jfa.jp/youth_development/futsal_gk_camp/
https://www.jfa.jp/youth_development/futsal_talent_caravan/
https://www.jfa.jp/youth_development/honor_players/
https://www.jfa.jp/youth_development/strengthening_player/
https://www.jfa.jp/youth_development/environmental_arrangement/
https://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/
https://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/fukushima/
https://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/kumamoto_uki/
https://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/sakai/
https://www.jfa.jp/youth_development/jfa_academy/imabari/
https://www.jfa.jp/youth_development/players_first/
https://www.jfa.jp/nfc/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/football_contribution/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/relief_efforts/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/yumesen/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/global_compact/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/green_project/
https://www.jfa.jp/smc/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/womens_empowerment/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/international_exchange/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/international_exchange/dispatch_member/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/international_exchange/coaching.html
https://www.jfa.jp/social_action_programme/international_exchange/referee_instructor.html
https://www.jfa.jp/social_action_programme/international_exchange/training_camp_hosting.html
https://www.jfa.jp/social_action_programme/international_exchange/hosting_of_study_visits.html
https://www.jfa.jp/medical/
https://www.jfa.jp/medical/medical_committee.html
https://www.jfa.jp/medical/medical_committee_conference.html
https://www.jfa.jp/medical/nf_representative_conference.html
https://www.jfa.jp/medical/jleague_teamdoctor_conference.html
https://www.jfa.jp/medical/football_doctor_seminar.html
https://www.jfa.jp/medical/jfa_athletic_trainer_seminar.html
https://www.jfa.jp/medical/critical_care.html
https://www.jfa.jp/medical/heat_measures_hydration.html
https://www.jfa.jp/medical/concussion.html
https://www.jfa.jp/medical/nutrition.html
https://www.jfa.jp/medical/anti-doping.html
https://www.jfa.jp/medical/food_allergy.html
https://www.jfa.jp/medical/injury_prevention.html
https://www.jfa.jp/medical/publication.html
https://www.jfa.jp/medical/medical_column/
https://www.jfa.jp/medical/library.html
https://www.jfa.jp/about_jfa/
https://www.jfa.jp/about_jfa/president/
https://www.jfa.jp/about_jfa/value_creation_story/
https://www.jfa.jp/about_jfa/esg_data.html
https://www.jfa.jp/about_jfa/overview/
https://www.jfa.jp/about_jfa/goal/
https://www.jfa.jp/about_jfa/policy_rule/
https://www.jfa.jp/about_jfa/documents/
https://www.jfa.jp/social_action_programme/football_contribution/
https://www.jfa.jp/about_jfa/report/
https://www.jfa.jp/about_jfa/sorimachi_column/
https://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.html
https://100th.jfa.jp/
https://www.jfa.jp/ffsupport/
https://www.jfa.jp/women/
https://www.jfa.jp/futsal_s/
https://www.jfa.jp/beachsoccer/
https://www.jfa.jp/jyd/
https://www.jfa.jp/documents/
https://www.jfa.jp/registration/
https://www.jfa.jp/shop/
https://www.jfa.jp/laws/
https://www.jfa.jp//about_jfa/documents/
https://www.jfa.jp/documents/#l5
https://www.jfa.jp/information/link.html
https://www.jfa.jp/mail/
javascript:void(0);
https://www.jfa.jp/sns_list/#facebook
https://www.jfa.jp/sns_list/#twitter
https://www.jfa.jp/sns_list/#instagram
https://www.jfa.jp/sns_list/#tiktok
https://youtube.com/jfa?sub_confirmation=1
https://www.jfa.jp/sns_list/
https://jfa.jp/registration/
https://jfa.jp/shop/
https://jfa.jp/eng/
https://www.jfa.jp/

