
各種委員会一覧 

№ 委員会名 委員長 選任状況 備考 

(1) 国際委員会 宮本 恒靖 〇 

(2) 競技会委員会 林 義規 〇 

(3) 財務委員会 須原 清貴 4月決議済 

(4) 技術委員会 反町 康治 〇 

(5) 女子委員会 佐々木 則夫 4月決議済 

(6) 審判委員会 扇谷 健司 4月決議済 

(7) フットサル委員会 北澤 豪 4月決議済 

(8) 医学委員会 池田 浩 4月決議済 

(9) 法務委員会 三好 豊 〇 

(10) 施設委員会 徳田 康 〇 

(11) リスペクト・フェアプレー委員会 今井 純子 4月決議済 

(12) 殿堂委員会 大仁 邦彌 4月決議済 

(13) コンプライアンス委員会 須原 清貴 4月決議済 

(14) 社会貢献委員会 日比野 克彦 〇 

(15) アスリート委員会 川口 能活 〇 

(16) 表彰委員会 植田 昌利 〇 

(17) 復興支援委員会 巻 誠一郎 〇 

(18) 部活動推進委員会 池田 洋二 〇 
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委員会名 国際委員会 

主管部署 国際部 

所管事項 

(1) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦその他外国団体との交渉 

(2) アジア協力に関する事項 

(3) 上記以外の国際関係 

2年間で取り組む事項 

1. FIFA、AFC、EAFF、その他国際機関に関わる事項や取り組みを决定していく。 

2. 国際関連業務や国際貢献業務の推進に必要な国際情勢の情報収集、人脈構築などに関して国際委員及び 

その所属組織からご支援頂く。 

3. 世界トップ 10 の組織を目指し、国際貢献を果たしていく。 

 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 宮本 恒靖 理事/会長補佐 

副委員長 小野 剛 技術委員会 副委員長 

委員 馬場 浩史 J リーグ理事 

委員 小川 佳実 審判委員会 副委員長 

委員 大井 義洋 電通 フットボールビジネス局サッカー事業室長 

委員 濱口 博行 東アジアサッカー連盟 CFO 

委員 内山 選良 日本国際協力センター 九州支所長 

委員 小林 広幸 独立行政法人国際協力機構（JICA）  

青年海外協力隊事務局長 

委員 古屋 昌人 国際交流基金企画部 企画部長 

委員 梅田 邦夫 一般財団法人外国人材共生支援全国協会 副会長 

委員 森村 國仁 電通スポーツインターナショナル 執行役員 

電通スポーツ グローバルプレジデント 

在外委員 

委員 高司 裕也 技術委員会ユース育成部会員 

委員 茂木 哲也 Emi TRAVEL Paris（フランス） プロモーション部 部長 

委員 美濃村 洋一 有識者（在ドイツ) 

委員 中町 公祐 ムトンド・スターズ FC選手(在ザンビア) 

委員 栗原 克志 指導者 (在カナダ) 

委員 田代 有三 Mate FC 指導者（在オーストラリア） 

 

 

 

 

 

 



 

新任委員プロフィール 

（2022年 5月 19日現在） 

国際委員会 

馬場 浩史氏 

現職：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 理事（常勤） 

職歴：日本電信電話株式会社、NTTインベストメント・パートナーズ株式会社、株式会社 NTT ドコモ スマートライフ、 

株式会社みらい翻訳、株式会社 NTT ドコモ スポーツ＆ライブビジネス 

 

小林 広幸氏 

現職：独立行政法人国際協力機構（JICA） 青年海外協力隊事務局長 

職歴：国際協力事業団（現国際協力機構） 

 

高司 裕也氏 

現職：公益財団法人日本サッカー協会技術委員会ユース育成部会員 

職歴：埼玉県立三郷高等学校、UE Cornella U-13、CF Can Vidalet U-12、CE Sant Gabriel U-12、 

FC今治スポーツダイレクター兼メソッド部門 

サッカー歴：埼玉 SC 

 

田代 有三氏 

現職：MATE FC 

職歴：ウロンゴン・ウルブス FC (オーストラリア) アシスタントコーチ 

サッカー歴：大分トリニータ、サガン鳥栖、鹿島アントラーズ、モンテディオ山形、ヴィッセル神戸、セレッソ大阪、 

ウロンゴン・ウルブス FC 

 

 

 

 

 



委員会名 競技会委員会 

担当部署 競技運営部 

所管事項 
・各種大会に関する事項と試合の管理

・FIFA、AFC 及び EAFF の各種大会並びに J リーグ等の国内大会の日程調整に関する事項

2 年間で取り組む事項 

1.育成年代リーグや大会の環境の整備と見直し

2.女子大会の構造改革と育成年代のゲーム環境改善・整備

3.国体少年女子の実施

4.各競技会に関する決定事項は各実行委員会及び部会が決定し、必要に応じて理事会に付議する。

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 林 義規 副会長/第 2種大会部会長 

委員 中野 雄二 理事/天皇杯実施委員長 

委員 反町 康治 理事/技術委員長 

委員 佐々木 則夫 理事/女子委員長 

委員 今井 純子 理事/国体実施委員長 

委員 植田  昌利 東京都サッカー協会 副会長・専務理事/第1種大会部会長 

委員 飽田 敏 長野県サッカー協会 FAコーチ/第3種大会部会長 

委員 吉實 雄二 東京都サッカー協会 常務理事 第4種大会部会長 

委員 手塚 貴子 栃木県サッカー協会 理事/女子大会部会長 

委員 宗政 潤一郎 理事/シニア大会部会 

委員 北澤 豪 フットサル委員長

委員 石井 秀明 神奈川県サッカー協会常務理事/マッチコミッショナー部会長 

委員 黒田 卓志 Jリーグ フットボール本部 

委員 樋口 順也 Jリーグ フットボール本部 競技運営部長 

委員 上保 毅彦 JFL 運営部長 

委員 野仲 賢勝 WEリーグ 専務理事 

委員 奥田 泰久 なでしこリーグ 専務理事 



新任委員プロフィール 

(2022 年 5月 19日現在) 
競技会委員会 

吉實 雄二 

現職：(公財)東京都サッカー協会 常務理事 

職歴︰株式会社ベアフルート 

 

手塚 貴子 

現職：（公社）栃木県サッカー協会 理事、 

サッカー歴：日テレ・ベレーザ、日本女子代表選手、浦和レッズ・レディース監督等 

 

石井 秀明 

現職：（一社）神奈川県サッカー協会常務理事、 

職歴：元教員 

サッカー歴：審判員３級、インストラクター資格３級 指導者C級 

 

樋口 順也 

現職：（公社）日本プロサッカーリーグ フットボール本部 競技運営部長 

職歴:株式会社電通テック 

 

野仲 賢勝 

現職：（公社）日本女子プロサッカーリーグ 専務理事 

職歴：株式会社電通 部長職 

 

 

 



委員会名 技術委員会 

主管部署 強化育成部、指導普及部 

所管事項 

(1) 日本代表チーム（SAMURAI BLUE）の監督候補者の推挙 

(2) 日本代表チーム（SAMURAI BLUE）のスケジュール、強化案、編成案の作成 

(3) 育成年代の日本代表チームの監督候補者の推挙 

(4) 育成年代の日本代表チームのスケジュール、強化案、編成案の作成 

(5) すべてのカテゴリーの代表活動の評価（課題と成果の抽出） 

(6) ユース年代の選手育成、強化に関する事項 

(7) 普及活動に関する事項 

(8) 強化方針に基づく技術指導案の作成 

(9) 指導者の養成 

(10) 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 

(11) その他技術指導に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

「代表強化」、「ユース育成」、「指導者養成」「普及」の体制の推進 

Jａｐａｎ‘ｓ Wａｙの発信とそのアップデート 

SAMURAI BLUE のカタール・ワールドカップでのベスト 8 以上の成績 

パリ五輪 2024 に向けた U23 日本代表の強化 

U20／U17 日本代表ワールドカップ出場、優勝 

その他の日本代表カテゴリーの活動、国際大会への積極的参加 

すべての代表活動の評価とそれに伴う今後の強化方針の明確化 

指導者養成事業の更なる向上（S 級の見直し、ライセンスの細分化とインストラクターの教育） 

普及活動の更なる向上、推進 

J リーグとの更なる連携、協力（春秋シーズン制の検証と今後の方向性の検討） 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 反町 康治 理事、ナショナルチームダイレクター 

副委員長 小野 剛 FIFA/AFC インストラクター 

副委員長 大橋 浩司 JFA アカデミーダイレクター 

委員 影山 雅永 ユース育成ダイレクター 

委員 西川 誠太 指導者養成ダイレクター 

委員 中山 雅雄 普及ダイレクター、筑波大学体育系教授 

委員 川俣 則幸 GK プロジェクトリーダー 

委員 菅野 淳 フィジカルフィットネスプロジェクトリーダー 

委員 内山 篤 JFA コーチ（東海チーフ） 

委員 山本 昌邦 静岡県サッカー協会 副会長 

委員 鈴木 満 鹿島アントラーズ FC 強化アドバイザー 

委員 佐久間 悟 ヴァンフォーレ甲府 代表取締役社長 

委員 塚野 真樹 ガイナーレ鳥取 代表取締役社長 

委員 黒田 卓志 J リーグ フットボール本部本部長 

委員 大平 正軌 全日本大学サッカー連盟技術委員会、流通経済大学 



新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

技術委員会 

塚野 真樹氏 

現職：株式会社 SC 鳥取（ガイナーレ鳥取） 代表取締役社長 

職歴：やまつみスポーツクラブ、湘南ベルマーレ、SC 鳥取、J リーグ理事 

サッカー歴：本田技研工業、ヴィッセル神戸、東京ガス、SC 鳥取 

 

大平 正軌氏 

現職：流通経済大学スポーツ健康科学部准教授、一般財団法人全日本大学サッカー連盟技術委員会副委員長、 

一般財団法人関東大学サッカー連盟技術委員会技術委員 

職歴：水戸短期大学付属高校（現水戸啓明高校）、流通経済大学 

サッカー歴：プリマハム FC、水戸ホーリーホック 

 



委員会名 法務委員会 

主管部署 法務管理部 

所管事項 

（１）各種規程・規則の草案 

（２）各種法務関連政策に関する事項 

（３）サッカー界における法秩序の維持 

（４）選手の資格に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

 

各種規程の改正。各種 FIFA 施策（代理人制度の変更、プロサッカー選手にかかる各種規則を含む）への制度的対

応。懲罰制度や紛争解決に係る仕組みに関する検討。スポーツ団体ガバナンスコードへの対応、他。 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 三好 豊 理事、弁護士 

委員 伊東 卓 弁護士 

委員 松井 秀征 立教大学法学部教授 

委員 池上 三六 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

委員 助川 卓矢 J リーグ法務室長 

委員 片桐 大 弁護士 

 

  



新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

 

法務委員会 

片桐大氏 

現職： 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 

職歴： 森・濱田松本法律事務所、Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（NY オフィス） 

所属： 第ニ東京弁護士会、ニューヨーク州弁護士会 



委員会名 施設委員会 

主管部署 47 都道府県/9 地域 FA 担当部 

所管事項 

（１）競技会の施設関係の指導 

（２）施設及び用具に関する規程基準の研究指導 

（３）施設に関する情報の収集 

（４）施設の増加、改善対策 

（５）ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

 

■芝生化の推進 

ポット苗方式芝生化事業を通じた芝生化の推進、天然芝維持管理も含めた情報発信 

■サッカー環境の整備に関する取り組み 

(1)サッカー場整備を推進する施設整備助成制度の決定、制度の運用 

  （寒冷地への取組、街づくりと一体となった施設のあり方、手軽に使える「広場」の設置等を含む） 

(2)JFA ロングパイル人工芝ピッチ公認制度の更新 

■サッカー施設好事例（施設内容、活用状況他）の情報発信 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 徳田 康 愛知県サッカー協会 専務理事 

委員 池田省治 ㈱オフィス・ショウ代表取締役社長 

委員 桂木聖彦 山形県サッカー協会 会長 

委員 眞壁 潔 ㈱湘南ベルマーレ 代表取締役会長 

委員 石井 肇 理事/北海道サッカー協会 専務理事 

委員 大城亨太 J リーグ クラブライセンス事務局 

委員 矢野喬子 WE リーグ理事 

 

  



新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

 

施設委員会 

矢野喬子氏 

現職：帝京平成大学（女子サッカー部監督） 

職歴：神奈川大学 

サッカー歴：元日本女子代表（FIFA 女子ワールドカップ（第 4-6 回）、アテネ/北京/ロンドンオリンピック、 

アジア競技大会、AFC 女子アジアカップ、東アジア女子サッカー選手権）、浦和レッズレディース 

 



委員会名 社会貢献委員会 

主管部署 総務部 

所管事項 (1) 社会貢献に関する事項

2 年間で取り組む事項 

JFA の理念である「サッカーを通じて、豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と 

社会の発展に貢献する」を念頭に、JFAの様々な活動がどのように社会の発展に貢献しているかを 

振り返り、広く社会に発信する。 

（１）社会貢献活動に関する総括業務 

・JFA の社会貢献活動の情報集約・発信

（２）社会貢献活動に関する組織内外の連携強化 

・国立大学法人東京藝術大学との連携協定に関する活動

・SDGs 推進チームを含む事務局内の活動支援

・外部連携制度の企画・検討

（３）広報活動 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 日比野 克彦 参与/東京藝術大学学長 

委員 国谷 裕子 東京藝術大学理事/慶応義塾大学特任教授 

委員 里崎 慎 

NPO 法人 ETIC.代表理事 委員 宮城 治男 

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 

委員 鈴木 順 J リーグ 

委員 植田 昌利 参与/東京都サッカー協会 副会長兼専務理事 

委員 日比野 暢子 理事/日本障がい者サッカー連盟 理事 

委員 村松 邦子 株式会社ウェルネス・システム研究所 代表取締役 



新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

社会貢献委員会 

植田昌利氏 

現職：（公財）東京都サッカー協会副会長兼専務理事、（一社）日本フットボールリーグ監事、 

（一財）全国社会人サッカー連盟評議員、（公財）東京都体育協会副理事長 

職歴：株式会社東急コミュニティー、公益財団法人東京都サッカー協会 

サッカー歴：高校サッカー部、2 級審判員、3 級審判インストラクター 

 

村松邦子氏 

現職：株式会社ウェルネス・システム研究所 代表取締役、 

九州旅客鉄道株式会社 社外取締役、NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役、株式会社ヨコオ 社外取締役、 

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 理事、特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 理事、 

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 理事 

職歴：公益社団法人日本プロサッカーリーグ 理事、NPO 法人 GEWEL 代表理事 

 



委員会名 アスリート委員会 

主管部署 強化育成部 

所管事項 
(1) 競技環境に関する選手視点での現状分析と課題抽出 
(2) 課題解決に向けた提案・提言 

2 年間で取り組む事項 

1. 競技環境に関する選手視点での現状分析と課題抽出 

2. 課題解決に向けた提案・提言 

3. 上記の理事会及び各種委員会等に対する答申及び報告 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 川口 能活 JFA ナショナルコーチングスタッフ 

委員 宮本 恒靖 理事 

委員 播戸 竜二 WE リーグ理事 

委員 中村 憲剛 川崎フロンターレ Frontale Relations Organizer 

JFA Growth Strategist、JFA ロールモデルコーチ 

委員 長谷部 誠 プロサッカー選手（アイントラハト・フランクフルト所属） 

日本ユニセフ協会 親善大使 

委員 高橋 秀人 プロサッカー選手（横浜 FC 所属） 

日本プロサッカー選手会 選手会長 

委員 近賀 ゆかり プロサッカー選手(サンフレッチェ広島レジーナ所属) 

委員 川澄 奈穂美 プロサッカー選手(NJ/NY ゴッサム FC 所属) 

委員 岩清水 梓 プロサッカー選手(日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属) 

委員 熊谷 紗希 プロサッカー選手(FC バイエルン・ミュンヘン所属) 

 

  



 

新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

アスリート委員会 

近賀 ゆかり（きんが ゆかり）／37 歳 

現職：プロサッカー選手 

職歴：サッカー選手 

サッカー歴：日テレ・ベレーザ、INAC 神戸レオネッサ、アーセナル・レディース FC、キャンベラ・ユナイテッド FC、 

杭州女子倶楽部、メルボルン・シティ WFC、オルカ鴨川 FC、サンフレッチェ広島レジーナ、日本女子代表  

 



委員会名 表彰委員会 

主管部署 総務部・47 都道府県/9 地域 FA 担当部 

所管事項 

・ JFA 表彰制度の検証・見直し 

・ JFA 特別表彰制度の検討 

・ 表彰制度にかかわる事項 

・ 外部各賞選考委員会への推挙 

・ 理事会への表彰者推挙 

2 年間で取り組む事項 

 JFA 表彰制度の検証・見直し 

 JFA 特別表彰の設置検討 

 外部各賞選考委員会への推挙 

 理事会への表彰者推挙 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 植田 昌利 参与/殿堂委員/東京都サッカー協会副会長兼専務理事 

委員 山岸 佐知子 理事/審判委員会副委員長/千葉県サッカー協会理事 

委員 佐々木 一樹 元参与 

委員 武智 幸徳 日本経済新聞社 運動部編集委員/殿堂委員 

委員 町並 美保 永和総合事務所/税理士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

 

表彰委員会 

 

植田昌利氏 

現職： （公財）東京都サッカー協会副会長兼専務理事、（一社）日本フットボールリーグ監事、 

（一財）全国社会人サッカー連盟評議員、（公財）東京都体育協会副理事長 

職歴： (株)東急コミュニティー、(公財)東京都サッカー協会 

サッカー歴： 高校サッカー部、2 級審判員、3 級審判インストラクター 

 

佐々木一樹氏 

職歴： 日産自動車(株)、日本サッカーリーグ事務局長、(公社)日本プロサッカーリーグ事務局長・理事 

     (株)Ｊリーグエンタープライズ／Ｊリーグフォト(株)、(公財)日本サッカー協会理事 

 

武智幸徳氏 

現職： (株)日本経済新聞社 運動部編集委員 

職歴： (株)日本経済新聞社 東京本社編集局運動部 

 

町並美保氏 

現職： 永和総合事務所 税理士 



委員会名 復興支援委員会 

主管部署 47 都道府県/9 地域 FA 担当部 

所管事項 日本国内で発生する各種大規模災害における、サッカーを通じた復興支援に関すること 

2 年間で取り組む事項 

大規模災害は、長期に渡って広範囲に影響を与えることから、事前の備え（DRR＝Disaster Risk Reduction）が非常に重

要。持続可能な社会の発展（SDGs）の観点からも、災害復興においても誰も取り残さない社会を目指し、より良い復興

（Build Back Better）に貢献する。これまでの取り組みを振り返りながら、復興支援だけでなく防災・減災に関する各種活

動を促進・支援する。 

 

主な活動 

1. 東日本大震災、熊本地震、熊本豪雨等の国内の大規模災害における、サッカーを通じた復興支援 

2. サッカーを通じた全国的な防災・減災（ナショナル・レジリエンス）に関する調査研究・普及・啓発 

3. 様々なパートナーとの連携によるサッカーを通じた防災・減災・復興支援活動の推進 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 巻 誠一郎 元サッカー日本代表、特定非営利活動法人ユアアクション理事長 

委員 上田 栄治 JFA 参与、株式会社 J ヴィレッジ副社長 

委員 長谷川 隆治 日本財団経営企画広報部部長 

委員 国崎 信江 株式会社危機管理教育研究所代表／危機管理アドバイザー 

委員 前原 土武 災害 NGO 結代表 

委員 飯沼 誠司 ATHLETE SAVE JAPAN 代表理事 

委員 鈴木 順 J リーグ 

委員 高野 純一 日本プロサッカー選手会事務局長 

委員 橋本 善一郎 理事、福島県サッカー協会専務理事 

 

  



新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

 

長谷川 隆治 氏 

現職：公益財団法人日本財団経営企画広報部部長 

 

国崎 信江 氏 

現職：株式会社危機管理教育研究所代表／危機管理アドバイザー 

職歴：各省庁防災関連委員会・審議会委員、自治体防災アドバイザー 

 

前原 土武 氏 

現職：災害 NGO 結代表／災害支援活動家 

職歴：ラフティングガイド、添乗員等 

 

飯沼 誠司 氏 

現職：一般社団法人 ATHLETE SAVE JAPAN 代表理事、日本 AED 財団理事、 

館山サーフライフセービングクラブ代表、Plan I 株式会社 CEO 



委員会名 部活動推進委員会 

主管部署 指導普及部 

所管事項 運動部活動の推進に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

運動部活動の推進に関する事項 

(1)主に 3 種年代におけるサッカー環境の整備（技術委員会との連携） 

(2)関係制度等の見直し（登録制度・大会規定等） 

(3)部活動教員のかかわり方に関する提案（兼職兼業・ワーキングシェア等） 

(4)好事例の収集・共有・発信（プロモーション） 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 池田 洋二 鳥取県サッカー協会会長 

副委員長 影山 雅永 技術委員/ユース育成ダイレクター 

委員 福島 隆志 滋賀県サッカー協会常務理事 

前日本中学校体育連盟サッカー競技部長 

委員 蔵森 紀昭 全国高等学校体育連盟サッカー専門部技術委員長/ 

成城学園 

委員 中西 順也 佐賀県サッカー協会 FA コーチ 

委員 飽田 敏 長野県サッカー協会 FA コーチ 

委員 荒木 弘 暁星中学校 

委員 石川 慎之助 つくば FC 代表取締役 

委員 久保田 淳 株式会社エンパブリック 

委員 小野 剛 技術委員会副委員長/ゲーム環境プロジェクト 

委員 中山 雅雄 技術委員/普及ダイレクター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新任委員プロフィール 

（2022 年 5 月 19 日現在） 

 

部活動推進委員会 

 

福島隆志 

現職：滋賀県サッカー協会常務理事、日本サッカー協会評議員 

職歴：滋賀県公立中学校教諭、滋賀県サッカー協会理事、日本中学校体育連盟サッカー競技部長・評議員 

サッカー歴：JFL マッチコミッショナー、J リーグマッチコミッショナー 

 

蔵森紀昭 

現職：成城学園中学校高等学校教諭 サッカー部監督 

職歴：成城学園中学校高等学校教諭 

 

中西順也 

現職：佐賀県サッカー協会副会長、佐賀県サッカー協会 FA コーチ、 

職歴：佐賀県内小学校教諭・教頭、義務教育学校長、佐賀県教育委員会体育保健課指導主事、 

玄海町教育委員会指導主事、多久市教育委員会学校教育課長 

サッカー歴：佐賀楠葉クラブ 他 

 

飽田敏 

現職：長野県サッカー協会 FA コーチ 

職歴：長野県公立中学校教諭（保健体育） 

サッカー歴：全長野教員サッカークラブ、FC アンテロープ、フェローズシニア 

 

荒木弘 

現職：暁星中学高等学校教諭 

職歴：暁星中学高等学校 

 

石川慎之助 

現職：つくばフットボールクラブ理事長、株式会社つくば FC 代表取締役、 

日本クラブユースサッカー理事・事業委員長、日本サッカー指導者協会事務局長 

職歴：つくばフットボールクラブ理事長、株式会社つくば FC 代表取締役 

サッカー歴：ジョイフル本田つくば FC 

 

久保田淳 

現職： 株式会社エンパブリック、株式会社エススリーブランディング、日本ファンドレイジング協会 

職歴： 富士銀行-FC 東京 

サッカー歴：エリース FC 
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