2015 年 3 月 29 日

公益財団法人 日本サッカー協会

2015 年度 定時評議員会
報告事項
1.

2014 年度 事業報告の件

資料№１

協議事項
1． 2014 年度 決算の件

資料№２
2.

定款 改正の件

資料№３
以下の点につき、定款を改正したい。
・JFA リフォームに伴う文言の修正
※2015 年 3 月 29 日施行
3.

基本規程 改正の件

資料№４
以下の点につき、基本規程を改正したい。
・JFA リフォームに伴う文言の修正
・2015 年 4 月 1 日から開始される仲介人制度に伴う改正
・シニア種別の年齢の文言の修正
※2015 年 4 月 1 日施行
4.

現評議員辞任及び新評議員 75 名選任の件
現評議員 47 名全員から辞任届が提出され、本定時評議員会の終結の時をもって退任する為、
以下 75 名の新たな評議員を選任したい。
(1)評議員候補者
金澤

耿（公益財団法人北海道サッカー協会 副会長/67 歳）

久保 雅喜（一般社団法人青森県サッカー協会 会長/64 歳）
吉田 隆一（公益社団法人岩手県サッカー協会 副会長/64 歳）
大久保 芳雄（一般社団法人宮城県サッカー協会 会長/69 歳）
外山

純（一般社団法人秋田県サッカー協会 副会長/66 歳）

山本 益生（特定非営利活動法人山形県サッカー協会 会長/65 歳）
小池

征（一般財団法人福島県サッカー協会 会長/67 歳）

木内 敏之（公益財団法人茨城県サッカー協会 副会長/51 歳）
糸井

朗（公益社団法人栃木県サッカー協会 専務理事/53 歳）
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鈴木 芳文（一般社団法人群馬県サッカー協会 副会長/64 歳）
岡田

泉（公益財団法人埼玉県サッカー協会 副会長/56 歳）

大野 辰巳（公益社団法人千葉県サッカー協会 専務理事/62 歳）
上野 二三一（公益財団法人東京都サッカー協会 会長/67 歳）
本木 幹雄（一般社団法人神奈川県サッカー協会 副会長兼専務理事/64 歳）
渡邉 玉彦（一般社団法人山梨県サッカー協会 副会長兼専務理事/68 歳）
中和 昌成（一般社団法人長野県サッカー協会 専務理事/63 歳）
渡辺

滋（一般社団法人新潟県サッカー協会 副会長兼専務理事/59 歳）

田中

厚（公益社団法人富山県サッカー協会 副会長/55 歳）

西尾 眞友（一般社団法人石川県サッカー協会 会長/64 歳）
西村 昭治（一般社団法人福井県サッカー協会 専務理事/61 歳）
髙田

稔（一般財団法人静岡県サッカー協会 副会長/68 歳）

越山

彰（公益財団法人愛知県サッカー協会 副会長/64 歳）

高井 幸郎（一般社団法人三重県サッカー協会 副会長/66 歳）
森
松田

進一（一般財団法人岐阜県サッカー協会 理事/61 歳）
保（公益社団法人滋賀県サッカー協会 会長/67 歳）

村山 義彰（一般社団法人京都府サッカー協会 副会長/62 歳）
赤須 陽太郎（一般社団法人大阪府サッカー協会 会長/67 歳）
中桐 俊男（一般社団法人兵庫県サッカー協会 専務理事/62 歳）
山口

浩（一般社団法人奈良県サッカー協会 専務理事/55 歳）

中村 源和（一般社団法人和歌山県サッカー協会 副会長/65 歳）
池田 洋二（一般財団法人鳥取県サッカー協会 専務理事/59 歳）
金築

弘（一般社団法人島根県サッカー協会 常務理事/60 歳）

木村 孝行（一般財団法人岡山県サッカー協会 副会長/69 歳）
白井 孝司（公益財団法人広島県サッカー協会 副会長/63 歳）
天久

弘（一般社団法人山口県サッカー協会 会長/67 歳）

山下 憲一（一般社団法人香川県サッカー協会 会長/67 歳）
逢坂 利夫（一般社団法人徳島県サッカー協会 副会長兼専務理事/67 歳）
豊島 吉博（一般社団法人愛媛県サッカー協会 会長/64 歳）
秋森

学（一般社団法人高知県サッカー協会 副会長/55 歳）

宮﨑 章史（公益社団法人福岡県サッカー協会 理事/65 歳）
浪瀬 隆一（一般社団法人佐賀県サッカー協会 専務理事/64 歳）
造酒 星市（一般社団法人長崎県サッカー協会 副会長/64 歳）
北岡 長生（一般社団法人熊本県サッカー協会 専務理事/64 歳）
大場 俊二（一般社団法人大分県サッカー協会 副会長/61 歳）
櫻田 公一（一般社団法人宮崎県サッカー協会 副会長/62 歳）
松山

孝（一般社団法人鹿児島県サッカー協会 専務理事/63 歳）

上地 義徳（一般社団法人沖縄県サッカー協会 副会長兼専務理事/60 歳）
西川 善久（株式会社ベガルタ仙台 代表取締役社長/66 歳）
髙橋

節（株式会社モンテディオ山形 代表取締役/65 歳）
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井畑 滋（株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー

代表取締役社長/63 歳）

淵田 敬三（浦和レッドダイヤモンズ株式会社 代表取締役社長/60 歳）
瀧川 龍一郎（株式会社日立柏レイソル 取締役/51 歳）
大金 直樹（東京フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長/48 歳）
武田 信平（株式会社川崎フロンターレ 代表取締役社長/65 歳）
嘉悦

朗（横浜マリノス株式会社 代表取締役社長/59 歳）

眞壁

潔（株式会社湘南ベルマーレ 代表取締役会長/53 歳）

佐久間 悟（株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ 専務取締役ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ/51 歳）
神田 文之（株式会社松本山雅 代表取締役社長/37 歳）
田村

貢（株式会社アルビレックス新潟 代表取締役社長/52 歳）

左伴 繁雄（株式会社エスパルス 代表取締役社長/59 歳）
久米 一正（株式会社名古屋グランパスエイト チーム統括本部長兼ＧＭ/59 歳）
野呂 輝久（株式会社ガンバ大阪 代表取締役社長/60 歳）
池田 敦司（株式会社クリムゾンフットボールクラブ 代表取締役社長/58 歳）
織田 秀和（株式会社サンフレッチェ広島 代表取締役社長/53 歳）
竹原

稔（株式会社サガンドリームス 代表取締役社長/54 歳）

松尾

裕（公益社団法人日本プロサッカーリーグ

管理統括本部長/49 歳）

加藤 桂三（一般社団法人日本フットボールリーグ

専務理事/56 歳）

小野 俊介（一般社団法人日本女子サッカーリーグ

専務理事/58 歳）

大立目 佳久（一般財団法人日本フットサル連盟 専務理事/53 歳）
中野 雄二（一般財団法人全日本大学サッカー連盟

副理事長/52 歳）

牛久保 勇（一般財団法人全国社会人サッカー連盟

会長/64 歳）

横田 智雄（公益財団法人全国高等学校体育連盟 サッカー専門部長/57 歳）
加藤 孝俊（一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 理事長/59 歳）
福島 隆志（公益財団法人日本中学校体育連盟 サッカー競技部長/51 歳）
高野 純一（一般社団法人日本プロサッカー選手会

事務局長/47 歳）
以上 75 名

(2)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結の時までとなる為、2018 年度に関する定時評議員会
（2019 年 3 月開催予定）の終結の時までとなる。
5.

役員の選任及び会長等の選定に関する規程

並びに

会長予定者の選出に関するガイドライン

制定の件

資料№５①②③
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