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NO. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 地域 所属県 推薦 備考

1 熊谷　輝男 クマガイ　テルオ 60歳 北海道 都道府県 札幌FA及び札幌社会人連盟　副会長

2 小林　徹也 コバヤシ　テツヤ 53歳 北海道 都道府県 県特任理事

3 出口　明 デグチ　アキラ 65歳 北海道 社会人連盟 全国社会人連盟会長、JFA常務理事、県専務理事

4 富野　重樹 トミノ　シゲキ 58歳 北海道 社会人連盟 全国社会人連盟常任理事

5 加藤　孝俊 カトウ　タカトシ 52歳 北海道 クラブユース連盟 日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟理事

6 伊藤　力喜雄 イトウ　リキオ 50歳 東北 青森県 都道府県 県理事

7 余湖　勝利 ヨゴ　カツトシ 63歳 東北 青森県 都道府県 県理事

8 佐々木　清偲 ササキ　キヨシ 60歳 東北 岩手県 都道府県 県高体連常任委員、規律委員

9 嶋　誠 シマ　マコト 64歳 東北 岩手県 都道府県 県専務理事

10 田中　亨 タナカ　トオル 48歳 東北 宮城県 都道府県 県理事

11 平塚　釟郎 ヒラツカ　ハチロウ 63歳 東北 宮城県 都道府県 県規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員長

12 松原　悟 マツバラ　サトル 50歳 東北 宮城県 JFL JFA参与、全国大学連盟理事

13 籾山　正志 モミヤマ　マサシ 56歳 東北 秋田県 都道府県 県常務理事

14 安井　誠悦 ヤスイ　セイエツ 47歳 東北 秋田県 都道府県 県常務理事

15 川口　房男 カワグチ　フサオ 69歳 東北 秋田県 JFL 県会長

16 熊谷　明夫 クマガイ　アキオ 61歳 東北 秋田県 JFL 県理事長

17 川越　進 カワゴエ　ススム 59歳 東北 山形県 都道府県 県専務理事

18 斎藤　強 サイトウ　ツヨシ 52歳 東北 山形県 都道府県 県審判委員会指導育成部長

19 結城　勝彦 ユウキ　カツヒコ 52歳 東北 山形県 JFL

20 鈴木　秀夫 スズキ　ヒデオ 54歳 東北 山形県 社会人連盟 全国社会人連盟常任理事

21 倉田　泰明 クラタ　ヤスアキ 52歳 東北 福島県 都道府県 県常務理事

22 小野　俊介 オノ　シュンスケ 50歳 東北 福島県 JFL 県特任理事、JFA女子委員

23 北郷　光宏 キタゴウ　ミツヒロ 47歳 東北 福島県 JFL 県審判委員長

24 橋本　和夫 ハシモト　カズオ 56歳 東北 福島県 JFL 県専務理事、JFA参与

25 長谷川　正朋 ハセガワ　マサトモ 33歳 東北 福島県 社会人連盟 全国社会人連盟理事

26 岡根　章五 オカネ　ショウゴ 63歳 関東 茨城県 都道府県 県理事兼規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員長

27 清水　伸 シミズ　シン 58歳 関東 茨城県 JFL

28 小松　義典 コマツ　ヨシノリ 54歳 関東 茨城県 クラブユース連盟 日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟理事、JFA2種大会部会副会長

29 室井　和比古 ムロイ　カズヒコ 58歳 関東 栃木県 都道府県 県専務理事

30 近藤　健 コンドウ　ケン 42歳 関東 栃木県 JFL 鹿沼市FA常任理事

31 竹沢　豊 タケザワ　ユタカ 51歳 関東 群馬県 都道府県 県常任理事

32 中村　祐 ナカムラ　ユウ 53歳 関東 群馬県 JFL 県常任理事

33 佐藤　満 サトウ　ミツル 59歳 関東 群馬県 Lリーグ

34 牛久保　勇 ウシクボ　イサム 57歳 関東 群馬県 社会人連盟 全国社会人連盟理事長

35 高橋　明 タカハシ　アキラ 59歳 関東 埼玉県 都道府県 県事務局長

36 坂村　岱 サカムラ　タイ 65歳 関東 埼玉県 JFL

37 田口　禎則 タグチ　ヨシノリ 42歳 関東 埼玉県 Lリーグ Lﾘｰｸﾞ総務主事

38 濱名　哲也 ハマナ　テツヤ 54歳 関東 埼玉県 Lリーグ 県審判委員会副委員長

39 黛　俊行 マユズミ　トシユキ 52歳 関東 埼玉県 Lリーグ 県理事、JFA審判委員会育成部会長

40 久能　幸二 クノウ　コウジ 58歳 関東 千葉県 都道府県 県ﾏｯﾁｺﾐｯｼｮﾅｰ委員長

41 中臺　由紀夫 ナカダイ　ユキオ 54歳 関東 千葉県 都道府県 県専務理事

42 片岡　道夫 カタオカ　ミチオ 49歳 関東 千葉県 社会人連盟 全国社会人連盟理事、県理事、県社会人連盟委員長

43 植田　昌利 ウエダ　マサトシ 47歳 関東 東京都 都道府県 県専務理事 事務局長、JFA理事

44 杉山　揚二 スギヤマ　ヨウジ 58歳 関東 東京都 都道府県 県理事、社会人連盟運営委員長

45 加藤　桂三 カトウ　ケイゾウ 49歳 関東 東京都 JFL JFL事務局長

46 野村　六彦 ノムラ　ムツヒコ 67歳 関東 東京都 JFL JFA規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰー委員、Jﾘｰｸﾞ規律委員長

47 山田　正 ヤマダ　タダシ 64歳 関東 東京都 JFL 県理事、県審判委員長、関東審判副委員長

48 上野　二三一 ウエノ　フミカズ 60歳 関東 東京都 高体連 全国高体連理事、JFA特任理事

49 大倉　健史 オオクラ　タケシ 52歳 関東 東京都 高体連 全国高体連副部長、県理事

50 平山　隆造 ヒラヤマ　リュウゾウ 56歳 関東 東京都 高体連 高体連部長、JFA理事

51 石井　秀明 イシイ　ヒデアキ 51歳 関東 神奈川県 都道府県 県高体連副委員長

52 城　啓二 タチ　ケイジ 56歳 関東 神奈川県 都道府県 関東大学連盟評議員

53 石井　慶一 イシイ　ケイイチ 69歳 関東 山梨県 JFL 県特任理事、関東FA理事、関東FA審判委員長

54 廣崎　圭 ヒロサキ　ケイ 37歳 関東 山梨県 JFL

55 丹羽　洋介 ニワ　ヨウスケ 67歳 北信越 長野県 Lリーグ 県会長

56 五十嵐　茂夫 イカラシ　シゲオ 60歳 北信越 新潟県 都道府県 県副会長

57 山崎　孝雄 ヤマザキ　タカオ 59歳 北信越 新潟県 都道府県 県副会長

58 五十嵐　治 イカラシ　オサム 61歳 北信越 新潟県 JFL 全国社会人連盟運営委員

59 森　啓之輔 モリ　ケイノスケ 60歳 北信越 新潟県 Lリーグ 県副会長

60 光野　治 コウノ　オサム 56歳 北信越 新潟県 社会人連盟 全国社会人連盟理事、県特任理事、県社会人連盟理事長
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61 飯田　融 イイダ　トオル 46歳 北信越 富山県 都道府県 県3種副委員長、県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟理事

62 谷内　浩仁 タニウチ　コウジ 50歳 北信越 富山県 都道府県 県常務理事

63 佐々木　仁志 ササキ　ヒトシ 57歳 北信越 富山県 JFL 県社会人連盟会長

64 三箇　峯夫 サンガ　ミネオ 51歳 北信越 富山県 JFL JFA天皇杯実施委員

65 原　雄二 ハラ　ユウジ 49歳 北信越 富山県 JFL 南砺市FA理事長

66 豊田　行秀 トヨタ　ユキヒデ 57歳 北信越 富山県 Lリーグ 県審判委員長

67 佐伯　仁史 サエキ　ヒトシ 43歳 北信越 富山県 クラブユース連盟 日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟理事、北信越ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ連盟副会長

68 牧野　寛治 マキノ　カンジ 48歳 北信越 石川県 都道府県 県社会人連盟理事長、北信越社会人連盟事務局長

69 宮岸　馨 ミヤギシ　カオル 48歳 北信越 石川県 都道府県 県常務理事

70 高畑　俊成 タカハタ　トシナリ 51歳 北信越 石川県 JFL 県専務理事

71 谷　邦男 タニ　クニオ 50歳 北信越 石川県 社会人連盟 全国社会人連盟常任理事、かほく市FA理事

72 長谷川　徹 ハセガワ　トオル 35歳 北信越 福井県 都道府県 県理事、北信越社会人連盟理事

73 広部　雅之 ヒロベ　マサユキ 52歳 北信越 福井県 JFL 県常務理事

74 岡本　知之 オカモト　トモユキ 48歳 東海 静岡県 都道府県 県常務理事

75 坂根　英夫 サカネ　ヒデオ 60歳 東海 静岡県 都道府県 県東部支部会長

76 青木　俊樹 アオキ　トシキ 59歳 東海 静岡県 JFL 県常務理事

77 安間　和仁 アンマ　カズヒト 48歳 東海 静岡県 JFL 県西部支部女子部社会人担当

78 桑原　勝義 クワバラ　カツヨシ 63歳 東海 静岡県 JFL 県専務理事、JFA理事、JFL総務主事

79 福本　利幸 フクモト　トシユキ 69歳 東海 静岡県 JFL 県顧問

80 綾部　美知枝 アヤベ　ミチエ 59歳 東海 静岡県 Lリーグ JFA理事、清水FA理事

81 細野　知秀 ホソノ　トモヒデ 47歳 東海 愛知県 都道府県 県3種委員長

82 渡辺　輝久 ワタナベ　テルヒサ 54歳 東海 愛知県 都道府県 県理事

83 小久保　孝 コクボ　タカシ 64歳 東海 愛知県 JFL 県理事常務執行役員

84 林　則治 ハヤシ　ノリハル 59歳 東海 愛知県 JFL 県規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員長

85 平岡　道郎 ヒラオカ　ミチロウ 56歳 東海 愛知県 JFL 東海FA審判委員長

86 森本　裕康 モリモト　ヒロヤス 62歳 東海 愛知県 JFL 県専務理事、JFA理事

87 神谷　利郎 カミヤ　トシロウ 66歳 東海 愛知県 社会人連盟 全国社会人連盟副会長

88 平田　順一 ヒラタ　ジュンイチ 59歳 東海 愛知県 社会人連盟 全国社会人連盟常任理事、県理事

89 菊山　克哉 キクヤマ　カツヤ 60歳 東海 三重県 都道府県 県常務理事

90 豊濱　郁夫 トヨハマ　イクオ 62歳 東海 三重県 都道府県 県常務理事

91 嶋津　宗晴 シマヅ　ムネハル 66歳 東海 三重県 JFL 県専務理事

92 高井　幸郎 タカイ　ユキオ 59歳 東海 三重県 JFL 県常務理事

93 羽木　哲三 ハギ　テツゾウ 65歳 東海 三重県 Lリーグ 県顧問

94 三浦　陽一 ミウラ　ヨウイチ 59歳 東海 岐阜県 都道府県 東海社会人ﾘｰｸﾞ規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員長

95 浅野　満夫 アサノ　ミツオ 61歳 関西 京都府 都道府県 県専務理事

96 坂岡　五郎 サカオカ　ゴロウ 59歳 関西 京都府 都道府県 県常務理事、関西FA競技施設委員長

97 浅島　靖夫 アサジマ　ヤスオ 66歳 関西 京都府 JFL 県副会長、県専務理事

98 小池　正樹 コイケ　マサキ 48歳 関西 京都府 JFL 県理事

99 中熊　光義 ナカグマ　ミツヨシ 53歳 関西 京都府 JFL 関西FA審判委員会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ副部長

100 中道　静晴 ナカミチ　シズハル 67歳 関西 京都府 JFL 関西FA審判委員長

101 山口　森久 ヤマグチ　モリヒサ 56歳 関西 京都府 JFL 県常務理事

102 谷口　宏之 タニグチ　ヒロユキ 50歳 関西 大阪府 都道府県 県事業副委員長

103 高祖　和弘 コウソ　カズヒロ 48歳 関西 大阪府 JFL

104 山野　喜弘 ヤマノ　ヨシヒロ 64歳 関西 大阪府 社会人連盟 全国社会人連盟常任理事、JFA評議委員、県副会長

105 一北　保五郎 イチキタ　ヤスゴロウ 62歳 関西 兵庫県 都道府県

106 柳沢　和也 ヤナギサワ　カズヤ 51歳 関西 兵庫県 JFL 県常務理事

107 藤田　利明 フジタ　トシアキ 69歳 関西 兵庫県 Lリーグ 神戸市FA副会長

108 高橋　敏雄 タカハシ　トシオ 65歳 関西 兵庫県 Lリーグ 県理事、県審判委員長

109 武田　正二郎 タケダ　ショウジロウ 52歳 関西 奈良県 都道府県 県専務理事

110 中村　源和 ナカムラ　モトカズ 58歳 関西 和歌山県 都道府県 県副会長

111 高田　貴志 タカタ　タカシ 43歳 中国 鳥取県 都道府県 県事務局長

112 佐々木　守 ササキ　マモル 65歳 中国 鳥取県 JFL 県特任理事

113 河野　正雄 コウノ　マサオ 49歳 中国 島根県 都道府県 県理事、1種委員長

114 鈴木　惠朗 スズキ　ケイロウ 49歳 中国 島根県 JFL 県常務理事兼事務局長

115 尾崎　健治 オザキ　ケンジ 66歳 中国 岡山県 都道府県 県専務理事

116 渡辺　正範 ワタナベ　マサノリ 59歳 中国 岡山県 都道府県 県常務理事

117 木村　孝行 キムラ　タカユキ 62歳 中国 岡山県 JFL 県副会長兼審判委員長

118 綱島　四郎 ツナシマ　シロウ 65歳 中国 岡山県 Lリーグ 地域審判委員長
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119 谷本　和之 タニモト　カズユキ 53歳 中国 広島県 都道府県 県規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｲ委員長

120 山岡　征夫 ヤマオカ　ユキオ 64歳 中国 広島県 都道府県

121 小城　得達 オギ　アリタツ 65歳 中国 広島県 JFL 中国FA副会長

122 船本　幸治 フナモト　コウジ 65歳 中国 広島県 JFL

123 柳原　英児 ヤナギハラ　エイジ 63歳 中国 広島県 Lリーグ 県副会長

124 岡段　忠典 オカダン　タダノリ 61歳 中国 広島県 Lリーグ 県常務理事、県審判委員長、中国FA審判副委員長

125 飯田　文男 イイダ　フミオ 68歳 中国 広島県 Lリーグ

126 万足　晴邦 マンゾク　ハルクニ 60歳 中国 広島県 社会人連盟 全国社会人連盟理事

127 迫田　英貴 サコタ　ヒデキ 50歳 中国 山口県 都道府県 県第1種委員長　常務理事

128 設楽　健治 シダラ　ケンジ 65歳 中国 山口県 社会人連盟 全国社会人連盟常任理事、JFA理事、中国FA理事長、県専務理事長

129 逢坂　利夫 オオサカ　トシオ 60歳 四国 徳島県 都道府県 県理事

130 豊田　栄二 トヨタ　エイジ 55歳 四国 徳島県 都道府県 県常務理事、SMC取得中

131 藤田　明 フジタ　アキラ 67歳 四国 徳島県 JFL 県会長

132 小埜山　博夫 オノヤマ　ハクオ 69歳 四国 愛媛県 都道府県 県副会長

133 加藤　学 カトウ　マナブ 62歳 四国 愛媛県 都道府県 県副会長、新居浜市FA会長

134 広江　修 ヒロエ　オサム 58歳 四国 愛媛県 社会人連盟 全国社会人連盟常任理事、県常務理事

135 吉村　修 ヨシムラ　オサム 59歳 四国 高知県 都道府県 県副会長

136 福富　和平治 フクトミ　ワヘイジ 59歳 四国 高知県 社会人連盟 全国社会人連盟理事

137 緒方　照巳 オガタ　テルミ 54歳 九州 福岡県 都道府県 九州FA理事（女子）兼女子委員長

138 宮田　文彦 ミヤタ　フミヒコ 48歳 九州 福岡県 都道府県 県北九州支部社会人委員長

139 井上　英貴 イノウエ　ヒデタカ 40歳 九州 福岡県 JFL 県理事

140 岩田　晃 イワタ　アキラ 51歳 九州 佐賀県 都道府県 県常務理事

141 木村　正博 キムラ　マサヒロ 58歳 九州 佐賀県 都道府県 県理事

142 中野　勇 ナカノ　イサム 58歳 九州 佐賀県 JFL 県副会長

143 石田　久行 イシダ　ヒサユキ 39歳 九州 長崎県 都道府県 県会員

144 小川　裕明 オガワ　ヒロトシ 39歳 九州 長崎県 都道府県 県1種委員長

145 藤家　澄夫 フジイエ　スミオ 59歳 九州 熊本県 都道府県 九州FA常任理事

146 山城　大 ヤマシロ　トオル 51歳 九州 熊本県 都道府県 県審判委員長

147 北岡　長生 キタオカ　オサオ 57歳 九州 熊本県 JFL 県理事長

148 松﨑　正孝 マツザキ　マサタカ 56歳 九州 熊本県 社会人連盟 全国社会人連盟副理事長

149 篠永　武 シノナガ　タケシ 68歳 九州 大分県 都道府県 九州FA副会長

150 生野　睦夫 ショウノ　ムツオ 62歳 九州 大分県 都道府県 県副会長

151 永松　常徳 ナガマツ　ツネノリ 58歳 九州 大分県 Lリーグ 県審判委員会顧問

152 松下　太 マツシタ　フトシ 56歳 九州 大分県 Lリーグ 九州FA女子副委員長

153 大久保　邦彦 オオクボ　クニヒコ 49歳 九州 大分県 社会人連盟 全国社会人連盟理事、県常務理事

154 冨永　弘二 トミナガ　コウジ 46歳 九州 宮崎県 都道府県 県常務理事

155 小原　紘宜 コバル　ヒロノブ 68歳 九州 宮崎県 Lリーグ 県常務理事、県審判委員長

156 松田　昭廣 マツダ　アキヒロ 64歳 九州 鹿児島県 都道府県 九州FA審判委員会統制部長

157 上地　義徳 ウエチ　ヨシノリ 52歳 九州 沖縄県 都道府県 九州FA常任理事

158 屋冨祖　繁幸 ヤフソ　シゲユキ 57歳 九州 沖縄県 都道府県 県副会長兼規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員長

159 玉城　吉貴 タマキ　ヨシキ 49歳 九州 沖縄県 JFL 県常務理事

160 津波古　昌勝 ツハコ　マサカツ 46歳 九州 沖縄県 JFL 県常務理事

161 安達　健 アダチ　ケン 40歳 JFA 審判部部長代理

162 荒谷　潤 アラタニ　ジュン 33歳 JFA 技術部

163 今井　純子 イマイ　ジュンコ 41歳 JFA 技術部、JFA女子委員会委員・AFCMC

164 江川　純子 エガワ　ジュンコ 44歳 JFA 代表ﾁｰﾑ部係長・AFCMC

165 貝瀬　智洋 カイセ　トモヒロ 32歳 JFA 国際部係長・AFCMC

166 五香　純典 ゴコウ　スミノリ 31歳 JFA FCWCﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ・AFCMC

167 真田　幸明 サナダ　ユキハル 48歳 JFA CHQ/登録普及部部長、日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟　理事長

168 鈴木　徳昭 スズキ　トクアキ 46歳 JFA ｷｬﾌﾟﾃﾝ特命担当本部部長・AFCMC

169 福井　一也 フクイ　カズヤ 49歳 JFA 日本ﾌｯﾄｻﾙ連盟監事、JFA総務部長

170 増田　尚弘 マスダ　タカヒロ 45歳 JFA 国際部部長代理・AFCMC

171 松永 隆 マツナガ　タカシ 47歳 JFA 国際部部長

172 吉村　政弘 ヨシムラ　マサヒロ 40歳 JFA 事業部係長

173 渡辺　真人 ワタナベ　マサト 43歳 JFA 事業部部長



担当 NO. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 居住地域 居住地 推薦 備考

1 沖野 隼夫 オキノ  ハヤオ 63歳 北海道 Jリーグ

2 石﨑 忠利 イシザキ タダトシ 63歳 関東 栃木県 Jリーグ

3 十河 正博 ソガワ　マサヒロ 58歳 関東 栃木県 Jリーグ

4 河本 弘 カワモト　ヒロシ 53歳 関東 埼玉県 Jリーグ

5 玉井 朗 タマイ  アキラ 52歳 関東 埼玉県 Jリーグ

6 大野 辰巳 オオノ  タツミ 55歳 関東 千葉県 Jリーグ

7 川上 信夫 カワカミ  ノブオ 60歳 関東 千葉県 Jリーグ

8 菊地 秀夫 キクチ  ヒデオ 59歳 関東 千葉県 Jリーグ

9 福田 寛 フクダ  ヒロシ 51歳 関東 千葉県 Jリーグ

10 細谷 一郎 ホソタニ　イチロウ 62歳 関東 東京都 Jリーグ

11 岡村 新太郎 オカムラ  シンタロウ 59歳 関東 神奈川県 Jリーグ

12 田中 佳孝 タナカ  ヨシタカ 59歳 関東 神奈川県 Jリーグ

13 福村 吉正 フクムラ  ヨシマサ 62歳 関東 神奈川県 Jリーグ

14 松浦 敏夫 マツウラ  トシオ 52歳 関東 神奈川県 Jリーグ

15 臼井 郁夫 ウスイ　イクオ 53歳 東海 静岡県 Jリーグ

16 澤田 嘉男 サワダ  ヨシオ 62歳 東海 静岡県 Jリーグ

17 成田 雅明 ナリタ  マサアキ 63歳 東海 静岡県 Jリーグ

18 難波 邦雄 ナンバ  クニオ 56歳 東海 静岡県 Jリーグ

19 関 正広 セキ  マサヒロ 61歳 東海 愛知県 Jリーグ

20 滝 弘之 タキ　ヒロユキ 60歳 東海 愛知県 Jリーグ

21 吉田 達法 ヨシダ  タツノリ 64歳 東海 愛知県 Jリーグ

22 川崎 英隆 カワサキ  ヒデタカ 59歳 東海 三重県 Jリーグ

23 森津 陽太郎 モリツ　ヨウタロウ 58歳 関西 滋賀県 Jリーグ

24 河内 耕一郎 カワチ コウイチロウ 61歳 関西 大阪府 Jリーグ

25 田中 賢二 タナカ  ケンジ 59歳 関西 大阪府 Jリーグ

26 二村 昭雄 ニムラ テルオ 64歳 関西 兵庫県 Jリーグ

27 岩崎 奎介 イワサキ  ケイスケ 64歳 四国 高知県 Jリーグ

28 﨑谷 誠一 サキヤ  セイイチ 57歳 九州 福岡県 Jリーグ

29 三本松 正敏 サンボンマツ  マサトシ 57歳 九州 福岡県 Jリーグ

30 石井 茂己 イシイ　シゲミ 54歳 北海道 Jリーグ

31 大栗 克元 オオグリ　ヨシモト 59歳 関東 栃木県 Jリーグ 2008年度新規MC

32 平山 博光 ヒラヤマ　ヒロミツ 58歳 関東 群馬県 Jリーグ 2008年度新規MC

33 鈴木 茂 スズキ　シゲル 55歳 関東 埼玉県 Jリーグ

34 高橋 信光 タカハシ　ノブミツ 51歳 関東 埼玉県 Jリーグ

35 長岡 義一 ナガオカ　ヨシカズ 64歳 関東 千葉県 Jリーグ

36 望月 豊仁 モチヅキ　トヨヒト 55歳 関東 千葉県 Jリーグ

37 福島 廣樹 フクシマ　ヒロキ 60歳 関東 東京都 Jリーグ

38 不破 信 フワ　マコト 62歳 関東 東京都 Jリーグ

39 山田 等 ヤマダ　ヒトシ 58歳 関東 東京都 Jリーグ 2008年度新規MC

40 小畑 穣 コバタ  ミノル 61歳 関東 神奈川県 Jリーグ

41 鈴木 保 スズキ　タモツ 60歳 関東 神奈川県 Jリーグ 2008年度新規MC

42 大澤 隆 オオサワ　タカシ 55歳 東海 静岡県 Jリーグ 2008年度新規MC

43 永田 亨 ナガタ　トオル 41歳 東海 静岡県 Jリーグ 2008年度新規MC

44 山本 好彦 ヤマモト　ヨシヒコ 49歳 東海 三重県 Jリーグ

45 上田 忠彦 ウエダ　タダヒコ 60歳 関西 京都府 Jリーグ

46 楠 勝好 クスノキ  カツヨシ 57歳 関西 京都府 Jリーグ

47 古賀 満 コガ　ミツル 50歳 関西 大阪府 Jリーグ 2008年度新規MC

48 川上 覚 カワカミ　サトル 59歳 関西 大阪府 Jリーグ

49 榎原 徹夫 エバラ　テツオ 58歳 関西 兵庫県 Jリーグ 2008年度新規MC

50 川島 健 カワシマ　タケシ 55歳 関西 兵庫県 Jリーグ

51 浜頭 昌宏 ハマトウ　マサヒロ 60歳 関西 兵庫県 Jリーグ

52 松永 正利 マツナガ　マサトシ 57歳 関西 兵庫県 Jリーグ

53 谷本 圀之 タニモト　クニユキ 63歳 中国 広島県 Jリーグ

54 久保田 水男 クボタ　ミズオ 53歳 九州 鹿児島県 Jリーグ 2008年度新規MC

2008年度 JFAマッチコミッショナー認定者一覧

（Jリーグマッチコミッショナー）
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