
2019/3/24 定時評議員会 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2019 年度 定時評議員会 

決議事項 

 1 定款変更の件 

  

（決議）資料 1 

別紙の通り、定款（附則）を変更したい。 

【内容】 

・加盟団体である全国高等学校専門学校サッカー連盟の法人化 

・評議員推薦加盟団体である J1 クラブの変更 

・その他記載の適正化 

 

 2 評議員 75 名選任の件 

   (1)本定時評議員会終結の時をもって現評議員の任期が満了となるため、以下の通り 75 名の評議員

を選任したい。 

 

  ☆は新任 12 名 

戸村 真規（とむら まさき）／公益財団法人北海道サッカー協会 副会長 

久保 雅喜（くぼ まさき）／一般社団法人青森県サッカー協会 会長 

佐藤 訓文（さとう のりふみ）／公益社団法人岩手県サッカー協会 会長  

☆ 櫻井 覚（さくらい さとる）／一般社団法人宮城県サッカー協会 副会長 

安井 誠悦（やすい せいえつ）／一般社団法人秋田県サッカー協会 副会長兼専務理事 

山本 益生（やまもと ますお）／特定非営利活動法人山形県サッカー協会 会長 

菅野 貴夫（かんの たかお）／一般財団法人福島県サッカー協会 副会長 

木内 敏之（きうち としゆき）／公益財団法人茨城県サッカー協会 副会長 

糸井 朗（いとい あきら）／公益社団法人栃木県サッカー協会 専務理事 

鈴木 芳文（すずき よしふみ）／公益社団法人群馬県サッカー協会 副会長 

鈴木 茂（すずき しげる）／公益財団法人埼玉県サッカー協会 会長 

福永 廣幸（ふくなが ひろゆき）／公益社団法人千葉県サッカー協会 会長  

大西 正幸（おおにし まさゆき）／公益財団法人東京都サッカー協会 副会長 

坂本 紀典（さかもと きてん）／一般社団法人神奈川県サッカー協会 会長 

☆ 小林 幸次（こばやし こうじ）／一般社団法人山梨県サッカー協会 副会長 

中和 昌成（なかわ まさなり）／一般社団法人長野県サッカー協会 副会長兼専務理事 

渡辺 滋（わたなべ しげる）／一般社団法人新潟県サッカー協会 副会長 

島田 一彦（しまだ かずひこ）／公益社団法人富山県サッカー協会 会長 

西尾 眞友（にしお まとも）／一般社団法人石川県サッカー協会 会長 

西村 昭治（にしむら しょうじ）／一般社団法人福井県サッカー協会 副会長兼専務理事 

竹山 勝自（たけやま しょうじ）／一般財団法人静岡県サッカー協会 副会長 

☆ 中村 昌弘（なかむら まさひろ）／公益財団法人愛知県サッカー協会 副会長 

山本 久徳（やまもと ひさのり）／一般社団法人三重県サッカー協会 副会長 

森 進一（もり しんいち）／一般財団法人岐阜県サッカー協会 副会長 

森津 陽太郎（もりつ ようたろう）／公益社団法人滋賀県サッカー協会 会長 
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村山 義彰（むらやま よしあき）／一般社団法人京都府サッカー協会 会長 

藤縄 信夫（ふじなわ のぶお）／一般社団法人大阪府サッカー協会 副会長兼専務理事 

小林 進（こばやし すすむ）／一般社団法人兵庫県サッカー協会 専務理事 

山口 浩（やまぐち ひろし）／一般社団法人奈良県サッカー協会 副会長兼専務理事 

中村 源和（なかむら もとかず）／一般社団法人和歌山県サッカー協会 会長 

黒見 博（くろみ ひろし）／一般財団法人鳥取県サッカー協会 理事 

金築 弘（かねつく ひろし）／一般社団法人島根県サッカー協会 常務理事 

山下 立次（やました たつじ）／一般財団法人岡山県サッカー協会 会長 

古田 篤良（ふるた あつよし）／公益財団法人広島県サッカー協会 会長 

小林 訓二（こばやし くんじ）／一般社団法人山口県サッカー協会 副会長兼専務理事 

☆ 嶋 靖博（しま やすひろ）／一般社団法人香川県サッカー協会 会長  

河野 曉（かわの さとる）／一般社団法人徳島県サッカー協会 会長  

豊島 吉博（とよしま よしひろ）／一般社団法人愛媛県サッカー協会 会長 

福川 元多賀（ふくがわ もとたか）／一般社団法人高知県サッカー協会 会長 

井手 春芳（いで はるよし）／公益社団法人福岡県サッカー協会 専務理事 

福岡 淳二郎（ふくおか じゅんじろう）／一般社団法人佐賀県サッカー協会 副会長兼専務理事 

☆ 末吉 成仁（すえよし なるひと）／一般社団法人長崎県サッカー協会 専務理事 

北岡 長生（きたおか おさお）／一般社団法人熊本県サッカー協会 副会長 

大場 俊二（おおば しゅんじ）／一般社団法人大分県サッカー協会 会長 

櫻田 公一（さくらだ こういち）／一般社団法人宮崎県サッカー協会 副会長 

東條 健一（とうじょう けんいち）／一般社団法人鹿児島県サッカー協会 専務理事 

☆ 石川 良一（いしかわ よしかず）／一般社団法人沖縄県サッカー協会 専務理事 

☆ 野々村 芳和（ののむら よしかず）／株式会社コンサドーレ 代表取締役社長 CEO 

☆ 菊池 秀逸（きくち しゅういつ）／株式会社ベガルタ仙台 専務取締役 

庄野 洋（しょうの ひろし）／株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長 

☆ 立花 洋一（たちばな よういち）／浦和レッドダイヤモンズ株式会社 代表取締役社長 

大金 直樹（おおがね なおき）／東京フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長 

藁科 義弘（わらしな よしひろ）／株式会社川崎フロンターレ 代表取締役社長 

黒澤 良二（くろさわ りょうじ）／横浜マリノス株式会社 代表取締役社長 

水谷 尚人（みずたに なおひと）／株式会社湘南ベルマーレ 代表取締役社長 

神田 文之（かんだ ふみゆき）／株式会社松本山雅 代表取締役社長 

大榎 克己（おおえのき かつみ）／株式会社エスパルス ゼネラルマネージャー 

☆ 小野 勝（おの まさる）／株式会社ジュビロ 代表取締役社長 

小西 工己（こにし こうき）／株式会社名古屋グランパスエイト 代表取締役社長 

山内 隆司（やまうち たかし）／株式会社ガンバ大阪 代表取締役社長 

☆ 森島 寛晃（もりしま ひろあき）／株式会社セレッソ大阪 代表取締役社長 

立花 陽三（たちばな ようぞう）／楽天ヴィッセル神戸株式会社 代表取締役社長 

山本 拓也（やまもと たくや）／株式会社サンフレッチェ広島 代表取締役社長 

竹原 稔（たけはら みのる）／株式会社サガン・ドリームス 代表取締役社長 

☆ 榎 徹（えのき とおる）／株式会社大分フットボールクラブ 代表取締役社長  

木村 正明（きむら まさあき）／公益社団法人日本プロサッカーリーグ 専務理事 
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加藤 桂三（かとう けいぞう）／一般社団法人日本フットボールリーグ 専務理事 

田村 貢（たむら みつぐ）／一般社団法人日本女子サッカーリーグ 専務理事 

原田 理人（はらだ みちと）／一般財団法人日本フットサル連盟 副会長 

西田 裕之（にしだ ひろゆき）／一般財団法人全日本大学サッカー連盟 副理事長 

牛久保 勇（うしくぼ いさむ）／一般財団法人全国社会人サッカー連盟 会長 

滝本 寛（たきもと ひろし）／公益財団法人全国高等学校体育連盟 サッカー専門部長 

加藤 孝俊（かとう たかとし）／一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 副会長 

福島 隆志（ふくしま たかし）／公益財団法人日本中学校体育連盟 サッカー競技部長 

高野 純一（たかの じゅんいち）／一般社団法人日本プロサッカー選手会 事務局長 

 

【参考】退任する評議員 12 名 

 大久保 芳雄（おおくぼ よしお）／一般社団法人宮城県サッカー協会 会長 

 渡邉 玉彦（わたなべ たまひこ）／一般社団法人山梨県サッカー協会 会長 

 越山 彰（こしやま あきら）／公益財団法人愛知県サッカー協会 副会長 

 荒岡 成志（あらおか まさし）／一般社団法人香川県サッカー協会 副会長 

小川 勇二（おがわ ゆうじ）／一般社団法人長崎県サッカー協会  副会長 

 上地 義徳（うえち よしのり）／一般社団法人沖縄県サッカー協会 副会長 

 西川 善久 （にしかわ よしひさ）／株式会社ベガルタ仙台  代表取締役社長 

相田 健太郎（あいた けんたろう）／株式会社モンテディオ山形  代表取締役社長 

 淵田 敬三（ふちた けいぞう）／浦和レッドダイヤモンズ株式会社 取締役 

 瀧川 龍一郎（たきかわ りゅういちろう）／株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長 

佐久間 悟（さくま さとる）／株式会社ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ山梨ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 代表取締役ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 中野 幸夫（なかの ゆきお）／株式会社アルビレックス新潟 取締役 

 

(2)選任された評議員の任期 

定款第 18 条（評議員の任期）の規定により、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時評議員会の終了のときまで（2023 年 3 月）とする。 

 

報告事項 

 1 2018 年度 事業報告の件 

  （報告）資料 1 

 

 2 2018 年度 決算の件 

  （報告）資料 2  

 

 3 JFA 中期計画 2019-2022 策定の件 

  （報告）資料 3  

 

 


