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各種委員会一覧	

№	 委員会名	 委員長	 5 月理事会	 備考	

(1)	 国際委員会	 田嶋	 幸三	 ○	 一部理事会後未発表	

(2)	 競技会委員会	 林	 義規	 ○	 	

(3)	 財務委員会	 須原	 清貴	 ○	 	

(4)	 技術委員会	 反町	 康治	 ○	 	

(5)	 女子委員会	 今井	 純子	 ○	 	

(6)	 審判委員会	 黛	 俊行	 ○	 	

(7)	 フットサル委員会	 北澤	 豪	 ○	 	

(8)	 医学委員会	 池田	 浩	 ○	 	

(9)	 法務委員会	 三好	 豊	 ○	 	

(10)	 施設委員会	 徳田	 康	 ○	 	

(11)	 リスペクト・フェアプレー委員会	 山岸	 佐知子	 ○	 	

(12)	 殿堂委員会	 大仁	 邦彌	 ○	 	

(13)	 コンプライアンス委員会	 須原	 清貴	 ○	 	

(14)	 社会貢献委員会	 日比野	 克彦	 ○	 	

(15)	 アスリート委員会	 川口	 能活	 ○	 	

(16)	 将来構想委員会	 田嶋	 幸三	 ○	 	

(17)	 100 周年記念事業委員会	 須原	 清貴	 ○	 	

(18)	 復興支援委員会	 上田	 栄治	 ○	 	

(19)	 天皇杯実施委員会	 須原	 清貴	 ○	 	

(20)	 国体実施委員会	 植田	 昌利	 ○	 	

	

	

	

	

	 	



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	 田嶋	幸三	 会長	

副委員長	 北澤	豪	 理事/フットサル委員長/日本障がい者サッカー連盟（JIFF）会長	

副委員長	 小野	剛	 技術委員	

委員	 鈴木	寛	 理事/東京大学公共政策大学院教授/慶應義塾大学政策・メディア

研究科教授	

委員	 原	博実	 常務理事/J リーグ副理事長	

委員	 小川	佳実	 審判委員会副委員長	

委員	 大井	義洋	 （株）電通	グローバルスポーツ局	サッカー事業室	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	 （一財）日本国際協力センター	

国際交流部兼総務部北米・欧州室	担当部長	

委員	 戸川	正人	 独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協力人材部	監事	

委員	 古屋	昌人	 国際交流基金アジアセンター	部長	

委員	 梅田	邦夫	 （株）日本経済研究所	上級研究主幹/元駐ブラジル日本大使/前駐

ベトナム日本大使	

委員	 戸塚	隆	 （株）メディアイノベーション代表取締役	

講談社第一事業戦略部特任アドバイザー	

委員	 永島	昭浩	 有識者	

委員	 東明	有美	 有識者	

委員	 奥村	幹夫	 SOMPO ホールディングス（株）グループＣＳＯ（共同）執行役常

務	

Sompo	International	Holdings,	Ltd.	Chief	Executive	Officer	

委員	 坂路	純子	 NOVA	JIKA,	S.A.（スペイン）	代表取締役	

委員	 渋谷	英秋	 有識者(イギリス)	

委員	 中島	勇一郎	 クリムゾンフィーニクス（株）（イギリス）	代表取締役	

マネージングパートナー	

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（ドイツ)	



委員	 森村	國仁	 電通スポーツアジア(シンガポール)	代表取締役社長兼 CEO	

委員	 後藤田	健	 電通メディアベトナム	取締役社長		

委員	 中町	公祐	 有識者	

	

	 	

	 	



	

	

	

	 	

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 EFAA 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 暑熱対策に関する大会環境の見直し	

② 育成年代リーグや大会の環境整備と見直し	

③ 女子大会の構造改革と育成年代のゲーム環境改善・整備	

④ 国体少年女子の実施	

⑤ 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	 須原	清貴	 専務理事/天皇杯実施委員長	

委員	 反町	康治	 理事/技術委員長	

委員	 今井	純子	 理事/女子委員長	

委員	 北澤	豪	 理事/フットサル委員長	

委員	 植田	昌利	 常務理事/国体実施委員長/第 1 種大会部会長	

委員	 飽田	敏	 長野県	FA 常務理事/第 3 種大会部会長	

委員	 水上	哲彦	 山口県	FA 常務理事/第 4 種大会部会長	

委員	 綾部	美知枝	 女子大会部会長	

委員	 大立目	佳久	 （一財）日本フットサル連盟会長/フットサル・ビーチ大会部会長	

委員	 宗政	潤一郎	 広島県	FA 専務理事/シニア大会部会長	

委員	 谷	邦男	 マッチコミッショナー部会長	

委員	 佐伯	夕利子	 （公社）日本プロサッカーリーグ	 理事	

委員	 黒田	 卓志	 （公社）日本プロサッカーリーグ	 フットボール本部長	

委員	 上保	 毅彦	 （一社）日本フットボールリーグ	 運営部長	

委員	 奥田	泰久	 （一社）日本女子サッカーリーグ	 専務理事	



	新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜競技会委員会＞	

	

佐伯	夕利子	氏	

現職：公益社団法人日本プロサッカーリーグ	理事、JFA	女子リーグプロ化準備設立準備室	アドバイザー	

職歴：C.D.	Puerta	Bonita	(Madrid-Spain)	スポーツダイレクター、Atlético	de	Madrid	(Madrid-Spain)	女子

部サブダイレクター、Valencia	C.F.	(Valencia-Spain)	強化執行部セクレタリー、Villarreal	C.F.女子部統括

責任者、C.F.	Los	Yebenes	San	Bruno	(Madrid-Spain)男子 U-12～14、D.A.V.	Santa	Ana	(Madrid-Spain)	男子

Ｕ19	監督、Real	Madrid	Soccer	School	(Madrid-Spain)	男子Ｕ14	監督、Atlético	de	Madrid	(Madrid-Spain)	

レディース	U19/U21	監督、Villarreal	C.F.	(Villarreal-Spain)	男子Ｕ19/レディーストップチーム監督	

サッカー歴：日本大学付属鶴ケ丘高校	

	

	

水上	哲彦	氏	

現職：一般社団法人山口県サッカー協会	 常務理事	 第 4 種委員長	

職歴：山口県公立小学校教員（教諭・教頭・校長）、山口県教育委員会保健体育課・学校安全・体育課、公益財

団法人山口県体育協会	

	

	 	



委員会名	 財務委員会	

主管部署	 財務部	

所管事項	

(1)	 毎年度予算案及び決算案の審議	

(2)	 中長期財政計画の審議	

(3)	 資金運用、借入等資金計画に関する検討	

(4)	 その他財務及び経理に関する重要事項の審議	

2 年間で取り組む事項	

! 予算案・決算案について、各委員の専門的かつ多様な見識・観点から、正当性・妥当性を審議する。特に

公益財団法人としての立場から税務的・会計的・社会通念的観点も重視する。	

! 中長期財政計画について、特定預金(内部留保)を含めて将来的なあり方を議論する。	

! 資金運用・借入等資金計画について、必要性および具体的手法について検討および事務局への助言を行う。	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 須原	清貴	 専務理事	

委員	 田中	克紀	 理事/和歌山県 FA	専務理事	

委員	 西原	一将	 鹿児島県 FA	会長	

委員	 鈴木	秀和	 ㈱J リーグ	取締役専務執行役員	

委員	 池森	俊文	 有識者/統計数理研究所	特命教授/東京大学	大学院	経済学研究科	講師		

委員	 羽深	成樹	 有識者/㈱三菱ケミカルホールディングス	執行役(政策･渉外室、広報･IR 室(広報))	

委員	 平嶋	彰英	 有識者/立教大学	経済学部	経済学研究科	特任教授/東京海上日動火災保険㈱	顧問	

委員	 須永	功	 有識者/永和総合事務所	代表者	税理士	

	

	 	



委員会名	 技術委員会	 	

主管部署	 強化育成部	

所管事項	

(1) 日本代表チームの監督候補者の推挙	

(2) 日本代表チームのスケジュール、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) ユース年代の選手育成、強化に関する事項	

(6) 普及活動に関する事項	

(7) 強化方針に基づく技術指導	

(8) 指導者の養成	

(9) 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦	

(10) その他技術指導に関する事項	

2 年間で取り組む事項	

" FIFA ワールドカップカタール 2022、第 32 回オリンピック競技大会(2020/東京)に向けた代表強化の

サポート	

" 「代表強化」、「ユース育成」、「指導者養成」、「普及」体制の推進	

" Ｊリーグとの更なる連携、協力	

" 各部会、各種委員会との連携・協力	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 反町	康治	 理事	

副委員長	 小野	剛	 国際委員	

委員	 林	義規	 副会長/東京都	FA	会長	

委員	 関塚	隆	 強化部会長	

委員	 池内	豊	 JFA ユース育成ダイレクター/ユース育成部会長	

委員	 鈴木	淳	 JFA 指導者養成ダイレクター/指導者養成部会長	

委員	 中山	雅雄	 筑波大学	体育系	 教授/普及部会長	

委員	 黛	俊行	 理事/審判委員長	

委員	 山本	昌邦	 静岡県 FA	副会長	

委員	 内山	篤	 JFA ナショナルチームサブダイレクター	

委員	 川俣	則幸	 JFA 指導者養成サブダイレクター/GK	プロジェクトリーダー	

委員	 黒田	卓志	 （公社）日本プロサッカーリーグフットボール本部長	

委員	 鈴木	満	 J クラブ/鹿島アントラーズ	FC	フットボールダイレクター	

委員	 佐久間	悟	 J クラブ/ヴァンフォーレ甲府	 代表取締役ゼネラルマネジャー	

委員	 中野	雄二	 （一財）全日本大学サッカー連盟副理事長/流通経済大学	

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜技術委員会＞	

	

川俣	則幸	氏	

現職：JFA 指導者養成サブダイレクター/GK	プロジェクトリーダー	

学歴：筑波大学卒業		

サッカー歴：筑波大学、日立製作所	

職歴：日産自動車、横浜マリノス、名古屋グランパスエイト、湘南ベルマーレ、（公財）日本サッカー協会	

	

佐久間	悟	氏		

現職：ヴァンフォーレ甲府	 代表取締役ゼネラルマネジャー	

学歴：駒沢大学卒業		

サッカー歴：駒沢大学、NTT 関東	

職歴：NTT 関東、大宮アルディージャ、ヴァンフォーレ甲府	

	

	 	



委員会名	 女子委員会	

主管部署	 強化育成部	

所管事項	 (1)	 女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項	

2 年間で取り組む事項	

「なでしこビジョン実現に向けてマスタープラン推進と構造改革」	

今後４年間の女子サッカー関連の様々なインパクトを、最大限に活かし、劇的な発展につなげる	

2021 年	 東京五輪、プロリーグ設立	

2022 年	 国体少年女子の部開始	

2023 年	 FIFA 女子ワールドカップ招致	 	

	

1. 代表・育成：なでしこジャパンが再び世界のトップで輝くために	

# 2021 年東京五輪に向けての強化	

# 2023 年ワールドカップ、その先に向けた代表強化	

# 育成の精度を高め、近い将来なでしこジャパン、世界で活躍する選手の輩出	

2. 普及	

# 普及コーディネーターを中心に、全国各地の課題に具体的に取り組む	

# プロリーグ創設、国体、ワールドカップ招致等の女子サッカー発展のインパクトを普及につなげる	

# 女子サッカーのプロモーション、価値向上	

3. ゲーム環境：普及、育成、強化全てに直結する施策として	

# 女子トップリーグプロ化を成功させ、その効果を最大限女子サッカーの発展につなげる	

# 国体少年女子の部設立の成果を都道府県の普及・育成体制確立に活かす	

# 国内大会全体の最適化	

4. 女性指導者、及び、女性人材	

# プロリーグ設立も活かし積極的に推進。登用・活躍の準備、および、支援	

	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 今井	純子	 理事	

副委員長	 手塚	貴子	 理事、元日本女子代表選手	

委員	 綾部	美知枝	 参与、女子大会部会長	

委員	 大野	真	 JFA ナショナルトレセンコーチ[女子担当]チーフコーチ	

委員	 大部	由美	 元日本女子代表選手、JFA ナショナルトレセンコーチ[女子担当]サブ

チーフコーチ、なでしこジャパンコーチ	

委員	 小林	美由紀	 ジェフユナイテッド市原千葉レディース	マネージャー、全日本大学女

子サッカー連盟	理事	

委員	 宮本	ともみ	 元日本女子代表選手、U-20 日本女子代表チームコーチ、ナショナルト

レセンコーチ[女子担当]	

委員	 池内	豊	 技術委員、ユース育成部会	部会長、ユース育成ダイレクター	

委員	 上田	栄治	 参与、元日本女子代表監督、復興支援委員長、株式会社 J ヴィレッジ	代

表取締役副社長	



委員	 羽生	英之	 東京ヴェルディ株式会社	代表取締役社長	

委員	 佐々木	則夫	 理事、元日本女子代表	監督、新リーグ準備室	室長	

委員	 山岸	佐知子	 理事、審判委員、元国際審判員/女子 1 級審判員	

委員	 半田	悦子	 元日本女子代表選手、	

常葉大附属橘高校女子サッカー部	監督	

委員	 山口	隆文	 JFA アカデミー福島女子統括ダイレクター	

委員	 北本	綾子	 元日本女子代表選手、オルカ鴨川 FC	GM	

委員	 佐伯	夕利子	 公益社団法人日本プロサッカーリーグ	理事	

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜女子委員会＞	

	

半田	 悦子	 氏	

現職：常葉大附属橘高校女子サッカー部	監督	

職歴：鈴与株式会社、NPO 御殿場トレーニングセンター	

サッカー歴：清水第八スポーツクラブ、清水ＦＣ、日本女子代表	

	

山口	 隆文	 氏	

現職：JFA アカデミー福島女子統括ダイレクター、JFA アカデミー福島女子チーフコーチ、JFA アカデミー福島女

子 U-18 監督	

職歴：東京都立清瀬東高等学校サッカー部監督、東京都立久留米高等学校サッカー部監督、東京久留米 FC 代表、

公益財団法人東京都サッカー協会技術委員、公益財団法人日本サッカー協会特任理事、理事、技術委員長、JFA

ナショナルコーチングスタッフ、JFA ナショナルトレセンコーチ、NPO 法人アリアンテ、FC 東京 U-15 むさし監督、

FC 東京 U-15 深川監督、栃木 SC アカデミーダイレクター	

サッカー歴：筑波大学	

	

北本	 綾子	 氏	

現職：オルカ鴨川 FC	ゼネラルマネージャー	

職歴：(株)テレビ埼玉、（株)モアスマイルズ設立	

サッカー歴：東京女子体育大学女子サッカー部、さいたまレイナス FC、浦和レッズレディース、オルカ鴨川 FC、

日本女子代表	 	



委員会名	 審判委員会	

担当部署	 審判部	

所管事項	

(1)	 競技規則の解釈、適用	

(2)	 審判員の養成	

(3)	 国際審判員に関する事項	

(4)	 公式競技のための審判員の派遣に関する事項	

(5)	 審判員の賞罰に関する事項	

(6)	 審判指導者に関する事項	

2 年間で取り組む事項	

1. FIFA/AFC 大会そして日本のトップリーグで活躍できるトップレフェリーの強化	

! 国際審判員の計画的な育成と強化、および候補者の発掘	

! プロ審判員の計画的増員および J担当審判員サポート体制充実による Jリーグでの質の高いレフェリ

ングの担保	

! J リーグ、なでしこリーグそして F リーグにおけるアセスメント評価の一貫性と的確性の向上、特に

J リーグにおけるビデオアセスメントの確立	

! 女子プロリーグ設立に向けた女子審判員の育成・強化体制の再整備	

! FIFA/AFC 大会に直接関わるテクニカル/フィットネスインストラクターの継続的輩出と候補者の発掘	

2. VAR（Video	Assistant	Referee）の確実な導入	

! J１リーグでの確実な VAR 実施と評価・分析、そして理解に向けた情報公開	

! VAR・AVAR を担当する審判員の教育プログラムの充実	

! VAR 評価方法の確立	

3. JFA 審判トレーニングセンターの効果的な運用	

! 地域 FA における審判員強化とリンク、および将来のトップレフェリー候補者の発掘に繋がる「JFL 主

審候補者プール」（2021 年運用開始）の確実な運用	

! 十分な指導スキル（ex.	コーチング手法）を有した地域/都府県審判インストラクターの養成と、ス

キル認定制度の確立	

! 地域レフェリーアカデミーの充実	

4. 「47FA－9 地域 FA－JFA」の審判活動に見合った資格制度の検討・見直し	

! 「47FA－9 地域 FA－JFA」で開催される競技会・リーグで活動する審判員により適切なプログラムを

提供できる体制の構築	

! 審判員の昇降格に柔軟に対応できる資格制度の見直し	

5. 登録審判員・指導者の成長に必要な情報発信の推進と競技規則の普及	

! 必要な情報が、より早く適切に登録審判員/指導者に届く体制を確立	

! クラブ、メディアやファン・サポーター向けの競技規則やレフェリングに関する情報の継続的提供	

! 競技規則の電子版と冊子との共存を実施しながら、電子版だけでの普及の早期実現	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 黛	俊行	 理事/S 級審判インストラクター、	

副委員長	 山岸	佐知子	 理事/女子審判統括、S 級審判インストラクター、元国際審判員	

副委員長	 扇谷	健司	 J リーグ審判統括、J リーグ審判部会長、1 級審判インストラク

ター、元国際審判員	



副委員長	 小川	佳実	 国内審判統括（兼：国際審判・海外 FA 担当）、資格・登録・競技

規則部会長、1 級審判インストラクター、元国際審判員	

委員	 Ray	Olivier	 審判戦略企画担当、前 PGMOL	Head	of	Professional	

Referee	Development、元 The	FA	National	Referee	Manager	

Workforce	Development	

委員	 石山	昇	 指導者部会長、S 級審判インストラクター、元国際審判員	

委員	 山田	修平	 レフェリーデベロプメント部会長、１級審判インストラクター	

委員	 延本	泰一	 フットサル＆ビーチサッカー部会長、フットサル１級審判インス

トラクター、元国際審判員	

委員	 原	博実	 常務理事/公益社団法人日本プロサッカーリーグ副理事長	

委員	 反町	康治	 理事/技術委員会委員長	

委員	 高田	貴志	 鳥取県 FA 専務理事	

委員	 大住	良之	 有識者、サッカージャーナリスト	

委員	 井上	陽介	 有識者、(株)グロービス	

	

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜審判委員会＞	

	

扇谷	健司	 氏	

現職：公益財団法人日本サッカー協会 J リーグ審判部会長（予定）	

サッカー歴：神奈川県立藤沢西高等学校サッカー部、青山学院大学サッカー部、フジタサッカークラブ、1 級審

判員（プロフェッショナルレフェリー）、FIFA 国際主審、1 級審判インストラクター	

職歴：株式会社フジタ、株式会社湘南ベルマーレ、株式会社シミズオクト、公益財団法人日本サッカー協会	

審判関連業務歴：一般社団法人神奈川県サッカー協会審判委員会委員長、公益財団法人日本サッカー協会専任審

判指導者	

	

	

山田	 修平	 氏	

現職：公益財団法人日本サッカー協会レフェリーデベロプメント部会長（予定）	

サッカー歴：岐阜県立岐阜工業高等学校、2 級審判員、1 級審判インストラクター	

職歴：株式会社デンソー、公益財団法人日本サッカー協会	

審判関連業務歴：公益財団法人愛知県サッカー協会審判委員会強化部長/インストラクター部長、一般社団法人

東海サッカー協会審判委員会強化部長/インストラクター部長、公益財団法人日本サッカー協会専任審判指導者	

	 	



委員会名	 フットサル委員会	

担当部署	 強化育成部	

所管事項	

(1)	 フットサルに関する事項	

(2)	 フットサルに関する大会及び試合の管理	

(3)	 ビーチサッカーに関する事項	

(4)	 ビーチサッカーに関する大会及び試合の管理	

2 年間で取り組む事項	

1．強いフットサル代表、ビーチサッカー代表の構築	

	 ・	 サッカーとフットサル双方向の交流促進	

	 ・	 F リーグとの協働	

	 ・	 大学フットサルの強化	

・	 海外との積極的な交流及び情報収集	

・	 FIFA	フットサルワールドカップ 2020 及び 2024 を見据えたチーム強化策の実施	
・	 育成の強化推進（各都道府県で各年代のリーグ戦）	

	 ・	 AFC	U-20 フットサル選手権大会を見据えた強化策の実施	

・	 女子フットサル選手の育成・強化	

・	 ビーチサッカー地域リーグを利用した強化トレーニングの実施	

2．広がり（社会から求められるフットサル・ビーチサッカーの構築のために）	

①	 JFA フットボールファミリーの拡大	

・	フットサルエンジョイ登録の検討・推進、ビーチサッカーの普及・発展	

②	 フットサル、ビーチサッカーの更なる認知	

・	 Ｆリーグの観るスポーツとしての価値の向上	 	

・	 メディアプロモーションの強化（広く、強い情報発信）	

・	 日本ビーチサッカー連盟事務局の機能強化	

③	 財源確保、拡大	

・	 フットサル、ビーチサッカーのための財源確保、拡大	

④	 屋内、ビーチ最高峰のスポーツとなるために	

	 ・	 体育館等屋内施設のフットサルへの開放、常設ビーチサッカー場の設置推進	

	 ・	 フットサル指導者制度の確立	

3．サッカーへの寄与	 	

・	 サッカー技術研修カリキュラムへの導入	

・	 （フットサル）冬場、荒天時の練習。（ビーチサッカー）砂場でのフィジカルトレーニング等のため

のプレー促進	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 北澤	 豪	 JFA 理事/（一財）日本フットサル連盟副会長	

副委員長	 大立目	 佳久	 （一財）日本フットサル連盟副会長	

副委員長	 小西	 鉄平	 JFA フットサルテクニカルダイレクター	

委員	 今井	 純子	 理事/女子委員会委員長	

委員	 金子	 諭	 （一財）日本フットサル施設連盟事務局長	



委員	 横江	 怜	 元フットサル日本代表	

委員	 柴沼	 真	 城西大学/指導者インストラクター/ユース育成	

委員	 西脇	 一行	 （一財）日本ビーチサッカー連盟専務理事	

委員	 延本	 泰一	 審判委員会	フットサル・ビーチ部会長	

委員	 林	 義規	 JFA副会長/東京都 FA 会長	

委員	 山本	 俊彦	 F リーグ	 ペスカドーラ町田	 実行委員	

委員	 山本	 昌邦	 静岡県	FA	副会長	

委員	 藤田	 安澄	 元フットサル女子日本代表/指導者インストラクター		

委員	 川野	 貴志	 9 地域フットサル委員長代表/中国	FA	理事	



	

新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜フットサル委員会＞	

	

横江	 怜	 氏	

現職：株式会社 FOOT	

職歴：株式会社 CASCAVEL	FUTSAL	CLUBE	

競技歴：2007～2020 年	 PESCADOLA 町田	

	

藤田	 安澄	 氏	

現職：一般社団法人 Atractivo	Activity	Club	

職歴：神奈川県立平塚江南高等学校、ShunsukePark サッカースクールコーチ、NPO 法人フェアリースポーツクラ

ブ、一般社団法人 Atractivo	Activity	Club	

競技歴：	フットサル	

2002～2002 年	 Parareds	fusal 世田谷	

2003～2003 年	 Londrina、Kuat	POPIOLSKI（ブラジルリーグ）	

	 	 	 	 2004～2004 年	 Parareds	fusal 世田谷	

								2005～2007 年	 FUN	ladies	

	 	 	 	 2007～2008 年	 Mostoles(スペインリーグ)	

	 	 	 	 2008～2009 年	 Soto	del	Real(スペインリーグ)	

	 	 	 	 2009～2009 年	 府中アスレティック	

	 	 	 	 2010～2011 年	 Aventura	Kawaguchi	

	

	

川野 貴志 氏 

現職：一般社団法人中国サッカー協会理事、特定非営利活動法人 中国フットサルプロモーション 

職歴：公益財団法人広島県サッカー協会 



委員会名	 医学委員会	

主管部署	 指導普及部	

所管事項	

(1)	 選手の健康管理、傷害予防及び救急処置に関する事項	

(2)	 アンチ・ドーピングに関する事項	

(3)	 日本を代表するチームの医事管理に関する事項	

(4)	 指導者等に対する上記すべての教育及び普及に関する事項	

(5)	 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事項	

(6)	 その他すべての医学及び健康に関する事項	

2 年間で取り組む事項	

１）	 命を守るための「スポーツ救命ライセンス」講習会を拡充する。	

２）	 外傷障害予防を目的としたサーベイランス「JFA-Survey」を拡充する。	

３）	 シニアサッカーの健康に対するメリットについて検証する。	

４）	 グラスルーツの健康を守るためのシステム作りを行う。	

５）	 熱中症ガイドラインの徹底を図る。	

６）	 ヘディングの脳へ与える影響について検証する。	

７）	 トランスジェンダーへの対応を図る。	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 池田	浩	 理事/順天堂大学	 保健医療学部理学療法学科/医学部整形外科	

委員	 大塚	一寛	 J リーグチームドクター部会長/FC 東京/上尾中央総合病院	 スポ

ーツ医学センター	

委員	 加藤	晴康	 立教大学	 コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科	

委員	 島田	和典	 順天堂大学大学院	 医学研究科循環器内科学	

委員	 武田	聡	 スポーツ救命部会長/東京慈恵会医科大学	 救急医学講座	

委員	 武冨	修治	 サーベイランス部会長/東京大学大学院	 医学部整形外科学	

委員	 立石	智彦	 同愛記念病院	 関節鏡・スポーツセンター	

委員	 谷	諭	 東京慈恵会医科大学	 脳神経外科	

委員	 土肥	美智子	 アンチ・ドーピング部会長/国立スポーツ科学センター	 スポーツ

メディカルセンター	

委員	 前田	弘	 栄養サポート部会長/日本代表チーム	 チーフアスレティックト

レーナー	

委員	 森川	嗣夫	 千葉メディカルセンター整形外科	

	 	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

	

＜医学委員会＞	

	

武田	聡（たけだ	 さとし）氏	

現職：	

東京慈恵会医科大学救急医学講座主任教授、公益財団法人日本 AED 財団理事・事務局長、NPO 法人愛宕救急医療

研究会理事長	

職歴：	

東京慈恵会医科大学、米国ピッツバーグ大学メディカルセンター、	

	

	

武冨	修治（たけとみ	 しゅうじ）氏	

現職：	

東京大学大学院医学部整形外科学講師、U-1９日本代表チーム世話人ドクター、横浜 F・マリノス育成部チームド

クター、東京大学ア式蹴球部チームドクター、東京大学アメリカンフットボール部チームドクター、大学スポー

ツ協会（UNIVAS）安心安全委員、	

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会評議員	

職歴：	

関東労災病院スポーツ整形外科、東京大学医学部附属病院整形外科、リオデジャネイロオリンピックサッカー男

子日本代表帯同ドクター	

サッカー歴：	

東京大学医学部サッカー部	

	

	

	 	



委員会名	 法務委員会	

主管部署	 経営企画部	

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	

・役員選出方法に関する検討	

・懲罰関連制度に関する検討	

・プロ選手契約制度に関する検討	

・仲介人制度に関する検討	

・その他各種法務関連政策に関する検討	

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	 須原	清貴	 専務理事	

委員	 伊東	卓	 弁護士	

委員	 池上	三六	 原子力損害賠償・廃炉等支援機構	

委員	 松井	秀征	 立教大学法学部教授	

委員	 助川	卓矢	 （公社）日本プロサッカーリーグ法務室長	

	

	 	



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	

主に施設の増加・改善の対策やそのために必要な情報の収集について行う	

■芝生化の推進（芝生化部会）	

	 -	 ポット苗方式芝生化モデル事業を通じた芝生化の推進、維持管理に関する技術研究	

■サッカー環境の整備に関する取り組み（サッカー環境整備推進部会）	

	 -	 サッカー場整備を推進する助成制度を始めとした取り組みの検討	

	 -	 年間を通じてサッカーが楽しめる環境づくりのための調査研究	

■スタジアム整備に関する取り組み（スタジアム部会）	

	 -	今後のスタジアム整備推進に関する方針の検討	

■ナショナルトレーニングセンターと JFA 夢フィールドの連携に関するあり方の検討	

	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 徳田	康	 理事/東海 FA 専務理事	

委員	 池田	省治	 （株）オフィス・ショウ	代表取締役社長	

委員	 佐野	忍	 （有）グリーンマスターズ清水	 代表取締役社長	

委員	 桂木	聖彦	 山形県 FA 専務理事	

委員	 真壁	潔	 （株）湘南ベルマーレ	代表取締役会長	

委員	 上田	栄治	 参与/復興支援委員長/株式会社 J ヴィレッジ	代表取締役副社長	

委員	 佐藤	仁司	 （公社）日本プロサッカーリーグクラブライセンス事務局	

委員	 大城	亮太	 （公社）日本プロサッカーリーグクラブライセンス事務局	

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜施設委員会＞	

	

桂木	 聖彦	 氏	

現職：NPO 法人山形県サッカー協会	専務理事	/	日本地下水開発株式会社専務取締役	

職歴：清水建設株式会社	

サッカー歴：山形東高等学校サッカー部	他	

	 	 	 J リーグマッチコミッショナー	

	

大城	 亮太	 氏	

現職：公益社団法人日本プロサッカーリーグ	 クラブライセンス事務局	 クラブライセンスオフィサー	

職歴：株式会社三菱総合研究所	

	 	



委員会名	 リスペクト・フェアプレー委員会	

担当部署	 指導普及部	

所管事項	

リスペクトに関する事項	

フェアプレーに関する事項		

差別、暴力対策に関する事項	

2 年間で取り組む事項	

（１）リスペクトに関する事項	

・リニューアルロゴの周知、啓発活動	

（他団体との連携、シンポジウム開催、代表戦/各リーグでの啓発活動等）	

（２）フェアプレーに関する事項		

・グリーンカードの推進		

（３）差別、暴力対策に関する事項		

・ウェルフェアオフィサー（ＷＯ）活動の充実化	

・セーフガード方針の策定、浸透	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 山岸	佐知子	 理事	

委員	 今井	純子	 理事/女子委員長	

委員	 山口	香	 理事	

委員	 黛	俊行	 理事/審判委員長	

委員	 徳田	康	 理事/愛知県 FA 専務理事	

委員	 松崎	康弘	 参与	

委員	 大住	良之	 ジャーナリスト	

委員	 淺井	慎也	 （公財）日本スポーツ協会ブランド推進部長兼マーケティング課長	

委員	 萩原	和之	 （公社）日本プロサッカーリーグ	 内部監査室長兼コンプライアンス

室長	

委員	 宇田川	貴生	 （公財）日本バスケットボール協会	 理事、審判委員会/インテグリテ

ィ委員会委員長、審判セクションダイレクター	

委員	 武田	信平	 （特非）日本アンプティサッカー協会	理事長	

委員	 髙橋	愛子	 （公財）日本ユニセフ協会	 広報・アドボカシー推進室マネージャー	

委員	 眞藤	邦彦	 JFA インストラクター	

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜リスペクト・フェアプレー委員会＞	

	

宇田川	 貴生	

現職：（公財）日本バスケットボール協会	 理事、審判委員会/インテグリティ委員会委員長、審判セクションダ

イレクター	

学歴：筑波大学卒業		

職歴：	鳥取県高等学校教諭、（公財）日本バスケットボール協会審判部長	

	

武田	 信平	

現職：（特非）日本アンプティサッカー協会	理事長		

学歴：慶應義塾大学卒業		

サッカー歴：慶應義塾大学ソッカー部、富士通サッカー部	

職歴：富士通（株）、（株）川崎フロンターレ代表取締役社長・会長	

	

髙橋	 愛子	

現職：（公財）日本ユニセフ協会	 広報・アドボカシー推進室マネージャー	

学歴：上智大学卒業、ロンドン大学大学院修士課程修了	

職歴：ユニセフ（国連児童基金）フィリピン、インドネシア事務所所、外務省、等	

	

眞藤	 邦彦	

現職：JFA インストラクター		

学歴：日本体育大学卒業		

職歴：	広島市教育委員会、サンフレッチェ広島、JFA、広島文教女子大学、等	

	 	



委員会名	 殿堂委員会	

担当部署	 プロモーション部	

所管事項	

（１）日本サッカー殿堂に関する事項	

	

	

2 年間で取り組む事項	

・2020 年・2021 年の「日本サッカー殿堂」掲額候補者の選考、推薦および式典開催	

・「日本サッカー殿堂」掲額者選出関連規約の改定	

	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 大仁	邦彌	 最高顧問	

委員	 綾部	美知枝	 参与	

委員	 大住	良之	 ジャーナリスト	

委員	 国吉	好弘	 ジャーナリスト	

委員	 佐藤	仁司	 （公社）日本プロサッカーリーグクラブ経営本部	クラブライセンス事務

局・スタジアム推進役	

委員	 武智	幸徳	 日本経済新聞社	 運動部編集委員	

委員	 松本	育夫	 殿堂掲額者	 日本サッカー後援会理事長	

委員	 湯川	和之	 事務総長	



委員会名	 コンプライアンス委員会	

主管部署	 経営企画部	

所管事項	 ・本協会のコンプライアンス等に関する事項	

2 年間で取り組む事項	

① 委員会の定期開催および実効的な運用	

② 本協会のコンプライアンス体制強化に向けた以下に関する助言指導	

・コンプライアンス活動方針および計画の策定・遂行	

・コンプライアンス規程の整備	

・コンプライアンス事案発生状況の検証と再発防止策の検討	

・役職員への定期的な教育研修	

③ 加盟団体における重大なコンプライアンス事案に対する助言指導	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 須原	清貴	 専務理事	

委員	 国廣	正	 弁護士/国広総合法律事務所	

委員	 岡	俊子	 （株）岡＆カンパニー	

委員	 大久保	和孝	 公認会計士/（株）大久保アソシエイツ	

委員	 板橋	加奈	 弁護士/ベーカー＆マッケンジー法律事務所	

委員	 嶋	靖博	 四国 FA 会長/香川県 FA 会長/嶋靖博税理士事務所	

委員	 草野	結子	 キリンホールディングス（株）CSV 戦略部	

	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

国廣	正	氏	

現職：弁護士（国広総合法律事務所）	

職歴：国広総合法律事務所	

	

岡	俊子	氏	

現職：株式会社岡＆カンパニー	 代表取締役、三菱商事株式会社	 社外取締役（2020 年 6 月に退任予定）、日

立金属株式会社	 社外取締役、ソニー株式会社	 社外取締役、株式会社ハピネット	 社外取締役	

職歴：アビームコンサルティング（プリンシパル）、アビーム M&A コンサルティング（代表取締役社長）、PwC

アドバイザリー（パートナー）	

	

大久保	和孝	氏	

現職：公認会計士、株式会社大久保アソシエイツ	 代表取締役社長、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究

科	特別招聘教授、セガサミーホールディングス	 社外監査役、サンフロンティア不動産	 社外取締役、ブレ

インパット	 社外監査役、株式会社 LIFULL	 社外取締役、株式会社サーラコーポレーション	 社外取締役、

農業法人	 株式会社	 サラダボウル	 社外取締役、スカイエステート株式会社	 社外監査役、㈱DEAP	 社外監

査役、理化学研究所	 客員研究員	 他	

厚生労働省	年金特別会計公共調達委員会	委員長、文部科学省	公的研究費の適正な管理に関する有識者会議

委員、長野県・横浜市・日南市・鎌倉市コンプライアンス参与、経済同友会憲法委員会副委員長	 他	

サッカー歴：学習院中等科サッカー部所属	 、桜蹴サッカーチーム（学習院初等科生および関係者の小学生を

集めたチーム）	 コーチ	

職歴：EY 新日本有限責任監査法人	 経営専務理事	

	

板橋	加奈	氏	

現職：ベーカー＆マッケンジー法律事務所コーポレート部門パートナー、国際通商部門アジアパシフィック代

表	

	

嶋	靖博	氏	

現職：嶋	 靖博税理士事務所	 所長、一般社団法人	 四国サッカー協会	 会長、一般社団法人	 香川県サッカ

ー協会	 会長、公益財団法人	 日本サッカー協会	 評議員	

サッカー歴：香川県立高松高校サッカー部、中央大学サッカー部	

職歴：東京国税局、高松国税局、公益財団法人	 日本サッカー協会	 常務理事（2010～11）	 	

	

草野	結子	氏	

現職：キリンホールディングス株式会社	 CSV 戦略部	 主査	

職歴：ロイター・ジャパン株式会社（現トムソン・ロイター株式会社）	

	 	



委員会名	 社会貢献委員会	

担当部署	 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	

（１）社会貢献活動に関する総括業務	

	 	 	 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。	

（２）国連「持続可能な開発目標（SDGs）」に関する調査・研究	

	 	 	 ・国連グローバルコンパクトに関する活動	

（３）社会貢献活動の実施	

	 	 	 ・JOC 環境プロジェクトに関する活動	

・文京区「子ども宅食プロジェクト」に関する活動	

	 	 	 ・「寄付月間」に関する活動	

	 	 	 ・「子供の未来応援国民運動」に関する活動	

（４）社会貢献活動に関する連携・広報の強化	

・国立大学法人東京藝術大学との連携協定に関する活動	

（５）サッカーを通じた持続可能な社会の発展に貢献する新規事業の調査・研究	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 日比野	克彦	 理事	

委員	 国谷	裕子	 東京藝術大学理事/慶應義塾大学特任教授	

委員	 宮城	治男	 NPO 法人 ETIC.	

委員	 里崎	慎	 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	 （公社）日本プロサッカーリーグ社会連携本部長	

 
  



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

国谷 裕子 氏 

現職：東京藝術大学理事(非常勤)、慶應義塾大学特任教授、国連食糧農業機関親善大使 

職歴：NHK クローズアップ現代キャスター（１９９３年４月～２０１６年３月）、NHKBS-1 ワールドニュースキャスター(１９

８７年～１９９３年) 

 

宮城 治男 氏 

現職：NPO 法人 ETIC. 代表理事 

職歴：93 年学生起業家のネットワーク「ETIC.学生アントレプレナー連絡会議」を創設。2000 年に NPO 法人化、代表理

事に就任。01 年、ETIC.ソーシャルベンチャーセンターを設立。文部科学省参与、中央教育審議会 臨時委員などを歴

任。 

 
里崎	 慎	氏  
現職：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、（一社）J リーグの理念を実現する市

民の会理事	

職歴：有限責任監査法人トーマツ、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	

	 	



委員会名	 アスリート委員会	

主管部署	 強化育成部	

所管事項	
(11)競技環境に関する選手視点での現状分析と課題抽出	

(12)課題解決に向けた提案・提言	

2 年間で取り組む事項	

" 競技環境に関する選手視点での現状分析と課題抽出	

" 課題解決に向けた提案・提言	

" 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/トレセンコーチ	

副委員長	 服部	年宏	 ジュビロ磐田	 アカデミーヘッドオブコーチ	

委員	 播戸	竜二	 サッカー解説者（MR12 所属）/（公社）日本プロサッカーリーグ

特任理事（非常勤）	

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（サガン鳥栖所属）/日本プロサッカー選手会	

選手会長	

委員	 川澄	奈穂美	 プロサッカー選手(スカイ・ブルーFC 所属)	

委員	 岩清水	梓	 サッカー選手(日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属)/東京ヴェ

ルディ	 広報部	

委員	 熊谷	紗希	 プロサッカー選手(オリンピック・リヨン所属)	

 

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

川口	 能活（かわぐち	 よしかつ）	

現職：（公財）日本サッカー協会	 ナショナルコーチングスタッフ/トレセンコーチ		

学歴：市立清水商業高校卒業		

サッカー歴：横浜 F・マリノス、ポーツマス FC、FC ノアシェラン、ジュビロ磐田、FC 岐阜、SC 相模原、日本

代表		

職歴：（公財）日本サッカー協会	

	

服部	 年宏（はっとり	 としひろ）	

現職：ジュビロ磐田	 アカデミーヘッドオブコーチ		

学歴：東海大学第一高校卒業		

サッカー歴：ジュビロ磐田、東京ヴェルディ、ガイナーレ鳥取、FC 岐阜、日本代表	

職歴：ジュビロ磐田、（一財）静岡県サッカー協会	

	

播戸	 竜二（ばんど	 りゅうじ）	

現職：サッカー解説者（（株）MR12 所属）、（公社）日本プロサッカーリーグ	 特任理事（非常勤）		

学歴：市立琴丘高校卒業		

サッカー歴：ガンバ大阪、コンサドーレ札幌、ヴィッセル神戸、セレッソ大阪、サガン鳥栖、大宮アルディー

ジャ、FC 琉球、日本代表	

職歴：（一社）日本プロサッカー選手会、（株）MR12、（公社）日本プロサッカーリーグ	

	

長谷部	 誠（はせべ	 まこと）	

現職：プロサッカー選手（アイントラハト・フランクフルト所属）、（公財）日本ユニセフ協会	 親善大使	

学歴：県立藤枝東高校卒業		

サッカー歴：浦和レッズ、VfL ヴォルフスブルク、FC ニュルンベルク、アイントラハト・フランクフルト、日

本代表	

	

高橋	 秀人（たかはし	 ひでと）	

現職：プロサッカー選手（サガン鳥栖所属）、（一社）日本プロサッカー選手会	 選手会長		

学歴：東京学芸大学卒業		

サッカー歴：ＦＣ東京、ヴィッセル神戸、サガン鳥栖、日本代表		

	

川澄	 奈穂美（かわすみ	 なほみ）	

現職：プロサッカー選手(スカイ・ブルーFC 所属)	

学歴：日本体育大学卒業		

サッカー歴：INAC 神戸レオネッサ、シアトル・レイン FC、スカイ・ブルーFC、日本女子代表	

	

岩清水	 梓（いわしみず	 あずさ）	

現職：サッカー選手(日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属)、東京ヴェルディ（株）	 広報部	

学歴：日本女子体育大学卒業		



サッカー歴：日テレ・東京ヴェルディベレーザ、日本女子代表	

	

熊谷	 紗希（くまがい	 さき）	

現職：プロサッカー選手(オリンピック・リヨン所属)	

学歴：常盤木学園高校卒業		

サッカー歴：浦和レッズレディース、1.FFC フランクフルト、オリンピック・リヨン、日本女子代表	

 
  



委員会名	 将来構想委員会	

主管部署	 総務部	

所管事項	

（１）	 日本サッカーの将来に関する事項	

（２）	 JFA/J リーグの発展に関する事項	

（３）	 その他	

2 年間で取り組む事項	

１．日本サッカー（JFA/J リーグ）の将来像に関する検討	

２．その他	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 田嶋	幸三	 会長	

委員	 村井	満	 副会長/（公社）日本プロサッカーリーグチェアマン	

委員	 岩上	和道	 副会長/（一社）日本女子サッカーリーグ理事長	

委員	 林	義規	 副会長/競技会委員長	

委員	 須原	清貴	 専務理事	

委員	 岡田	武史	 シニア・アドバイザー/参与	

株式会社今治．夢スポーツ	 代表取締役	

委員	 今井	純子	 理事/女子委員長	

委員	 山岸	佐知子	 理事/リスペクト・フェアプレー委員長	

委員	 松田	保	 滋賀県 FA 名誉会長	

委員	 原	博実	 常務理事/（公社）日本プロサッカーリーグ副理事長	

委員	 木村	正明	 （公社）日本プロサッカーリーグ	 専務理事	

委員	 窪田	慎二	 （公社）日本プロサッカーリーグ	 理事	

委員	 佐伯	夕利子	 （公社）日本プロサッカーリーグ	 理事	

	

	

	 	



委員会名	 100 周年記念事業委員会	

主管部署	 経営企画部戦略グループ	

所管事項	 100	周年記念事業の企画・立案・進捗管理	

2 年間で取り組む事項	

(1)100	周年記念事業の実施に向けた組織の決定	

(2)100	周年記念事業の実施事業と総予算の決定	

(3)100	周年記念事業のタイムスケジュールの決定	

(4)100	周年記念事業の企画・実施	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 須原	清貴	 専務理事	

副委員長	 大住	良之	 ジャーナリスト／大住・大原事務所	

委員	 木村	正明	 （公社）日本プロサッカーリーグ専務理事	

委員	 今井	純子	 理事／女子委員長	

委員	 今里	譲	 文化庁	次長	

委員	 国吉	好弘	 ジャーナリスト	

委員	 黒坂	達也	 株式会社企	代表取締役／慶應義塾大学大学院政策・メディア研

究科特任准教授	

委員	 武田	信平	 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会理事長	

委員	 武智	幸徳	 株式会社日本経済新聞社	運動部編集委員	

委員	 日比野	克彦	 理事/社会貢献委員長/東京藝術大学美術学部長	

委員	 平野	宣行	 一般社団法人共同通信社	 経営企画室	 顧問	

委員	 村上	哲哉	 株式会社電通	 グローバルスポーツ局	 チーフ・ディレクター	

	

	

	 	



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	
2011 年東日本大震災の被災地への復興支援活動、2016 年熊本大地震への復興支援活

動、その他災害への復興支援活動	

2 年間で取り組む事項	

1．被災地の現状把握と被災者ニーズの見極め	

2．財源の確保－主に募金や寄付による	

3．復興支援活動の実施	

	 	 ・サッカーのできる日常を取り戻すための支援と、地域をサッカーで元気にする活動	

	 	 ・被災地域での日本代表戦の開催提案（フェスティバル等の同時開催）	

	 	 ・JFA 復興支援フェスティバルの実施	

	 	 ・ナショナルトレセンコーチによるトレセン活動支援	

	 	 ・DREAM 福島アクションプランの推進	

	 	 ・広報活動他	

	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 上田	栄治	 参与/株式会社 J ヴィレッジ	代表取締役副社長	

委員	 今井	純子	 理事/女子委員長	

委員	 今田	周作	 熊本県 FA 専務理事	

委員	 上條	仁志	 原子力損害賠償・廃炉等支援機構/DREAM 福島アクションプラン	

委員	 櫻井	覚	 理事/宮城県 FA 副会長	

委員	 鈴木	淳	 技術委員	

委員	 鈴木	順	 （公社）日本プロサッカーリーグ社会連携本部長	

委員	 高野	純一	 （一社）プロサッカー選手会事務局長	

委員	 手倉森	 浩	 JFA 東北地域統括ユースダイレクター	

委員	 中田	 康人	 JFA アカデミー福島チーフコーチ	

委員	 中和	 昌成	 長野県 FA 副会長兼専務理事	

委員	 橋本	 善一郎	 福島県 FA 専務理事	

委員	 森	 亮	 岩手県 FA 専務理事	

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜復興支援委員会＞	

	

中和	 昌成	 氏	

現職：一般社団法人長野県サッカー協会	 副会長兼専務理事、一般社団法人北信越サッカー協会理事	

職歴：株式会社中部日本医薬	

	 	



委員会名	 天皇杯実施委員会	

担当部署	 競技運営部	

所管事項	 天皇杯	JFA	全日本サッカー選手権大会に関わる全般事項	

2 年間で取り組む事項	

1）2021-22 年に向けての日程作成	

東京オリンピック、FIFA ワールドカップカタール 2022	 等を考慮した年間カレンダーの整備	

2）競技方式および大会運営の品質向上	

次回大会へ向けた開催規程、試合運営要項の策定	

3）天皇杯とＪリーグのシーズン終了時期の検討および対応策の構築	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 須原	清貴	 専務理事	

副委員長	 原	博実	 常務理事/（公社）日本プロサッカーリーグ副理事長	

委員	 植田	昌利	 常務理事/第１種大会部会長/国体実施委員長	

委員	 髙林	雅則	 北海道地域選出	

委員	 加藤	正樹	 東北地域選出	

委員	 中西	聡太	 関東地域選出	

委員	 広部	雅之	 北信越地域選出	

委員	 檮原	渉	 東海地域選出	

委員	 杉本	雄二	 関西地域選出	

委員	 宗政	潤一郎	 理事/中国地域選出	

委員	 小河	雄磨	 四国地域選出	

委員	 堤	恒範	 九州地域選出	

委員	 代田	一貴	 ＮＨＫ視聴者総局	 事業センター	 副部長	

委員	 森	龍太	 ＮＨＫ報道局スポーツセンター		スポーツ業務管理部	 副部長	

委員	 土屋	出	 共同通信社	 事業推進部	 部長	

委員	 藤田	武徳	 共同通信社	 事業推進部	 企画委員	

委員	 黒田	卓志	 （公社）日本プロサッカーリーグ	フットボール本部長	

委員	 加藤	桂三	 （一社）日本フットボールリーグ	専務理事	

委員	 片岡	道夫	 （一財）全国社会人サッカー連盟	専務理事	

委員	 中野	雄二	 （一財）全日本大学サッカー連盟	副理事長	

	

	 	



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜天皇杯実施委員会＞	

	

加藤	正樹	氏	

現職：東北社会人サッカー連盟	 事務局長、秋田県サッカー協会１種委員長	

職歴：三井住友海上火災保険㈱秋田支店、	

サッカー歴：北都銀行サッカー部	

	

檮原	渉	氏	

現職：日本土建株式会社、一般社団法人三重県サッカー協会理事、同協会事業運営委員長	

職歴：日本土建株式会社	

サッカー歴：津蹴球クラブ、伊勢フットボールクラブ 	



委員会名	 国体実施委員会	

担当部署	 競技運営部	

所管事項	

(1)	 国民体育大会サッカー競技の開催	

(2)	 開催自治体及び開催都道府県サッカー協会との大会運営に関する各種調整	

(3)		日本スポーツ協会との窓口	

2 年間で取り組む事項	

(1)	 2022 年度	 第 77 回国民体育大会サッカー競技の少年女子開催準備	

(2)	 第 75 回国民体育大会（鹿児島県）、第 76 回国民体育大会（三重県）の開催	

(3)	 第 81 回国民体育大会（宮崎県）、第 82 回国民体育大会（長野県）の開催自治体・会場の決定	

委員会メンバー	

役職	 氏名	 備考	

委員長	 植田	昌利	 常務理事/第 1 種大会部会長	

副委員長	 今井	純子	 理事/女子委員長	

委員	 林	義規	 副会長/競技会委員長/第 2 種大会部会長/東京都 FA 会長	

委員	 黛		俊行	 理事/審判委員長	

委員	 池内	豊	 JFA ユース育成ダイレクター/ユース育成部会長	

委員	 桜井	覚	 理事/東北地域	

委員	 片岡	道夫	 （一財）全国社会人サッカー連盟	専務理事	

委員	 竹田	孝	 理事/九州地域	

委員	 東條	健一	 鹿児島県 FA 専務理事/2020 年開催	

委員	 奥田	典之	 三重県 FA 事務局長/2021 年開催	

委員	 福田	治	 栃木県 FA 常務理事/2022 年開催	

委員	 東	達也	 佐賀県 FA 事務局長/2023 年開催		



新任委員プロフィール	

（2020 年 5 月 14 日現在）	

	

＜国体実施委員会＞	

	

東	達也	氏	

現職：一般社団法人佐賀県サッカー協会	事務局長	

職歴：唐津信用金庫、唐津市	

サッカー歴：唐津クラブ	


