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役員等予定者リスト 

 

1．理事予定者（23名以上 30名以内） 

№ 役職 氏名 備考 

1 会長 田嶋 幸三  

2 副会長 村井 満 Jリーグ  

3 副会長 岩上 和道  

4 副会長  47FA 

5 副会長  女子 

6 専務理事 須原 清貴  

7 常務理事 松崎 康弘  

8 常務理事 植田 昌利 関東 

9 常務理事 原 博実 Jリーグ 

10 理事 髙島 利実 北海道 

11 理事 森 亮 東北 

12 理事 田中 厚 北信越 

13 理事 藤田 一豊 東海 

14 理事 前田 康一 関西 

15 理事 宗政 潤一郎 中国 

16 理事 藤田 克己 四国 

17 理事 竹田 孝 九州 

18 理事 眞壁 潔 Jリーグ（Jクラブ） 

19 理事 上田 栄治  

20 理事 林 義規  

21 理事 西野 朗  

22 理事 小川 佳実  

23 理事 池田 浩  

24 理事 今井 純子  

25 理事 北澤 豪  

26 理事 三好 豊  

27 理事 佐々木 則夫  

28 理事 手塚 貴子  

29 理事 鈴木 寛 有識者 

30 理事 山口 香 有識者 

 

2．常設委員会委員長予定者（9名） 

№ 委員会名 氏名 備  考 

1 国際 田嶋 幸三  

2 競技会 林 義規  



 

3 財務 須原 清貴  

4 技術 西野 朗  

5 女子 今井 純子  

6 審判 小川 佳実  

7 フットサル/ビーチ 北澤 豪  

8 医学 池田 浩  

9 法務 三好 豊  

 

3．各委員会委員長予定者（10名） 

№ 委員会名 氏名 備考 

1 

専門委員会 

施設 松崎 康弘  

2 リスペクト・フェアプレー 松崎 康弘  

3 殿堂 大仁 邦彌  

4 監査・コンプライアンス 福田 雅  

5 社会貢献 日比野 克彦  

6 

特別委員会 

将来構想 田嶋 幸三  

7 100周年記念事業 須原 清貴  

8 復興支援 上田 栄治  

9 
大会実施委員会 

天皇杯実施 須原 清貴  

10 国体実施 植田 昌利  

 

4．監事予定者（3名以内） 

№ 役職 氏名 備考 

1 監事 福田 雅  

2 監事 西本 強  

3 監事   

 

5．事務総長予定者（1 名） 

№ 役職 氏名 備考 

1 事務総長   

 

6．名誉役員予定者 

№ 氏名  現役職 新役職  

1 高円宮妃殿下  名誉総裁 名誉総裁  

2 大仁 邦彌  名誉会長 名誉会長 

3 川淵 三郎  最高顧問 相談役 

4 小倉 純ニ  最高顧問 最高顧問 

5 大東 和美  顧問 顧問 

6 釜本 邦茂  顧問 顧問 

7 綾部 美知枝 参与 参与 



 

8 池田 正利  参与 参与 

9 大倉 健史 参与 参与 

10 小川 勇二 参与 参与 

11 福林 徹  参与  参与  

12 佐々木 一樹 参与 参与 

13 瀧井 敏郎 参与 参与 

14 田中 道博  参与  参与  

15 手嶋 秀人 参与 参与 

16 中西 哲生 参与 参与 

17 中野 幸夫 参与 参与 

18 野田 朱美 参与 参与 

19 日比野 克彦 参与 参与 

20 岡田 武史 副会長 参与 

21 赤須 陽太郎 副会長 参与 

22 馬渕 明子 副会長 顧問 

23 岡島 正明 専務理事 参与 

24 藤縄 信夫 理事 参与 

25 原 秋彦 監事 参与 

26 岩城 健 監事 参与 

 

７．退任予定者 

№ 氏名  現役職  退任事由 

1 浅見 俊雄  顧問 定年 

2 犬飼 基昭 顧問 定年 

3 大畠 襄  顧問 定年 

4 風間 八宏  参与 任期満了 

5 斎藤 幸司  参与 任期満了 

6 平山 隆造  参与  任期満了 

7 大南 博義 理事 任期満了 

8 荒川 剛 理事 任期満了 

9 竹山 勝自 理事 任期満了 

10 古田 篤良 理事 任期満了 

11 兵頭 龍哉 理事 任期満了 

 


