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財団法人 日本サッカー協会 

平成 18年度 第５回理事会 

協議事項 

 １． 特任理事選任の件 

   

下記２名を、特任理事に選任する。 

なお、上田特任理事の就任に伴い、女子委員長を大仁副会長から上田特任理事に変更する。 

 

小野  剛（おの たけし）  技術委員長  ※（協）資料№１ 

上田 栄治（うえだ えいじ） 女子委員長  ※（協）資料№２ 

 

 ２． 専門委員会等メンバーの件 

   

※（協）資料№３ 

 

 ３. 女子委員会の所管事項変更と女子大会部会設置の件 

①  ②  

  

 

女子委員会の所管事項を「女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項」とし、従来あった

大会に関する事項は、競技会委員会の下に新たに女子大会部会を設置し、当該部会がそれを所管

する。 

この変更に伴い、本協会では実質的に平成１８年１０月１日以降、女子委員会を技術委員会の

組織内に位置付け、一定期間、技術委員会と共に連携強化を図り、将来的には女子委員会を技術

委員会に吸収させることとしたい。 

また、女子大会部会は、競技会委員会の下に置かれる各種別大会部会の一つとなり、他の大会

部会と同様に９地域からもメンバーを選出し、より地域の意見を反映できる体制とする。 

 

※女子委員会・競技会委員会・技術委員会の所管事項変更に伴う基本規程の改正は、10月の第

６回理事会に上程します。 

 

 ４． 平成 17年度公認Ｓ級コーチ養成講習会判定結果の件 

   

全てのコースを修了し、筆記試験・口頭試験・指導実践・レポート全てにおいて合格したため

下記 11名を公認Ｓ級コーチと認定する。 

尚、平成 17年度の受講生 24名が、全て公認Ｓ級コーチに認定された。 

 

氏  名 ：奥野 僚右 

指導チーム：鹿島アントラーズ 

生年月日 ：1968年 11月 13日（37歳） 
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資  格 ：2004年 B級 

指 導 歴 ：2002年～2003年 ザスパ草津  

      2004年～     鹿島アントラーズ  

 

氏  名 ：貴志 俊治 

指導チーム：セレッソ大阪 U-18 

生年月日 ：1961年 7月 25日（45歳） 

資  格 ：2000年 B級 

      2002年 A級 

指 導 歴 ：1995年～1999年 セレッソ大阪ジュニアユース  

      1999年～     セレッソ大阪ユース    

 

氏  名 ：黒崎 久志 

指導チーム：鹿島アントラーズ ユース 

生年月日 ：1968年 5月 8日（38歳） 

資  格 ：2004年 B級 

指 導 歴 ：2004年～    鹿島アントラーズ FC ユース   

 

氏  名 ：成嶋 徹 

指導チーム：静岡産業大学サッカー部 

生年月日 ：1960年 12月 12日（45歳） 

資  格 ：1991年 B 級 

      1994年 A級 

指 導 歴 ：1988年～1993年 日立サッカースクール柏   

      1993年～2000年 柏レイソル ユース 

      2002年～     静岡産業大学サッカー部 

 

氏  名 ：野村 貢 

指導チーム：湘南学院高等学校女子サッカー部 

生年月日 ：1956年 11月 21日（49歳） 

資  格 ：1991年 B 級 

      1994年 A級 

指 導 歴 ：1991年～1992年 フジタサッカースクール 

      1992年～1996年 湘南ベルマーレ ジュニアユース 

      1996年～1997年 湘南ベルマーレ 

      1997年～1998年 湘南ベルマーレ ユース 

      1998年～2000年 湘南ベルマーレ 地域普及 

      2000年～    湘南学院高等学校女子サッカー部 
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氏  名 ：羽中田 昌 

指導チーム：暁星高等学校サッカー部 

生年月日 ：1964年 7月 19日（42歳） 

資  格 ：2005年 B級 

指 導 歴 ：1997年～1998年 ベルビッチ（スペイン）   

      1998年～1999年 オスピタレット（スペイン） 

      2002年～     暁星高等学校サッカー部 

 

氏  名 ：本並 健治 

指導チーム：京都産業大学 

生年月日 ：1964年 6月 23日（42歳） 

資  格 ：2003年 B級 

指 導 歴 ：2003年～    京都産業大学、東海大付属仰星高等学校、枚方フジタ FC   

 

氏  名 ：水島 武蔵 

指導チーム：FCムサシ 

生年月日 ：1964年 9月 10日（42歳） 

資  格 ：1993年 SITREPESP （ブラジル） 

      2002年 A級 

指 導 歴 ：1994年～    FCムサシ 

      2001年～2003年 横浜 FC ユース 

 

氏  名 ：山本 富士雄 

指導チーム：桐蔭学園高等学校 

生年月日 ：1966年 5月 27日（40歳） 

資  格 ：2000年 B級 

2003年 A級 

指 導 歴 ：1996年～    桐蔭学園高等学校   

 

氏  名 ：吉田 暢 

指導チーム：グルージャ盛岡 

生年月日 ：1965年 5月 17日（41歳） 

資  格 ：2001年 B級 

      2004年 A級 

指 導 歴 ：1999年～2004年 ソニー仙台フットボールクラブ   

      2004年～2005年 大宮アルディージャ FC 深谷ジュニアユース 

 

氏  名 ：吉田 光範 

指導チーム：ジュビロ磐田 

生年月日 ：1962年 3月 8日（44歳） 
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資  格 ：1998年 B級 

指 導 歴 ：1995年～1996年 ジュビロ磐田ユース  

      1996年～1998年 静岡産業大学 

      1999年～2001年 ジュビロ磐田ジュニアユース 

      2002年～2003年 ジュビロ磐田 

      2004年～    ジュビロ磐田ユース 

 

 ５． 平成 17年度公認Ｂ級コーチ養成講習会判定結果の件 

   

2005(平成 17)年度 公認Ｂ級コーチ養成講習会 判定結果 【1名】 

井嶋 正樹 

以上 

 ６． 第５回フットボールカンファレンスの件 

   

第５回フットボールカンファレンス 

  日 程：2007年1月5日（金）～7日（日） 

  場 所：大阪国際交流センター（大阪市） 

   

  プログラム 

     テーマ：2006ＦＩＦＡワールドカップドイツ・テクニカルスタディー 

   

    1月5日（金） 

      12:30～ 受付開始 

      14:00～ 開会挨拶 

      14:30～ 2006ＦＩＦＡワールドカップドイツ 

            ＦＩＦＡテクニカル・スタディー 

（オルガー・オジェック ＦＩＦＡ Head of Technical Department） 

      16:10～ 2006ＦＩＦＡワールドカップドイツ 

            ワールドカップでの戦い方（ワールドカップ出場国監督※現在調整中） 

 

    1月6日（土） 

      08:00～ 開場 

      09:00～ 2006ＦＩＦＡワールドカップドイツ 

            ヨーロッパ各国の戦い方 

（アンディー・ロクスブルク UEFA Technical Director） 

      10:45～ 2006ＦＩＦＡワールドカップドイツ 

            アジア各国の戦い方（ＡＦＣ Technical Department) 

      14:00～ 2006ＦＩＦＡワールドカップドイツ 

            日本代表の戦い方（ＪＦＡ・Ｔechnical Sutudy Group） 

      15:30～ 2006ＦＩＦＡワールドカップドイツ 
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            総括及び今後に向けて 

（田嶋幸三・ＪＦＡ専務理事 小野剛・ＪＦＡ技術委員長） 

      17:00～ 分科会 

 

    1月7日（日） 

      08:00～ 開場 

      09:00～ 技術と審判との協調（ＪＦＡ技術委員会・審判委員会） 

      10:15～ 日本代表の取り組み（日本代表スタッフ） 

      11:30～ カンファレンス総括（ＪＦＡ技術委員会） 

      12:30～ 閉会挨拶 

 

   受講者人数：800名（予定）  

 

   受講対象者：ＪＦＡ公認Ｓ級・Ａ級・Ｂ級・Ｃ級コーチ 

 

 ７． 「全国健康・体力づくり推進フォーラム 2006」への協力依頼の件 

   

※（協）資料№４ 

 

 ８. 2006フットサル競技規則改正（通達）の件 

   

※（協）資料№５ 

 

 ９. ＪＦＡロングパイル人工芝ピッチ公認の件 

   

１．公認申請者：財団法人横浜市スポーツ振興事業団 理事長 高井 祿郎 

施 設 名：横浜みなとみらいスポーツパーク 

ロングパイル：ドリームターフ（ＰＴ 2065）/積水樹脂㈱ 

人工芝（種類） 

公 認 日：平成 18年９月 15日～平成 21年９月 14日 

公 認 番 号：第 43号 

 

＜特記事項＞ 

 ドリームターフ（ＰＴ 2065）は製品検査（ラボテスト）を完了し、JFA ロングパイル人工

芝基準を満たしている。 

 公認規程に基づき２回の検査（フィールドテスト）を実施し、JFAロングパイル人工

芝基準を満たしている。 
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 10. 日本サッカーミュージアム 館長委嘱の件 

   

2002FIFAワールドカップ記念 日本サッカーミュージアム 規定 

「第 6条（館長の選任） 館長は理事会の承認を経て、会長が委嘱する」 

 

2002FIFAワールドカップ記念 日本サッカーミュージアム 

館長  岡野 俊一郎 （再任） 

 

任期 

  2006年 9月 14日から 2008年 7月 31日 

 

 11. 日本サッカーミュージアム アドバイザリーボード委嘱の件 

   

ミュージアム規定（第 12条）抜粋 

・ 日本サッカー協会理事会の承認を経てキャプテンが委嘱する。 

・ 任期は 2年とし、再任を妨げない。 

・ ボードは館長が召集し、館長の諮問に応じる。 

 

ミュージアム規則（第６条）抜粋 

・ ボードは館長が召集する。 

・ 毎年 2回開催する。 

・ 館長が必要と認めた場合、臨時に召集することができる。 

 

任期 

  2006年 9月 14日から 2008年 7月 31日 

 

日本サッカーミュージアム アドバイザリーボード メンバー（案）（五十音順） 

石井 幹子  株式会社石井幹子デザイン事務所  

遠藤 安彦  元 JAWOC副会長・事務総長 

大住 良之  サッカージャーナリスト 

木村 剛   株式会社フィナンシャル 代表取締役社長 

木元 教子  評論家・ジャーナリスト 

黒田 福美  女優 

民秋 史也  株式会社モルテン 代表取締役社長 

二宮 清純  株式会社スポーツコミュニケーションズ 代表取締役 

日比野克彦  アーティスト 

平野 哲行  株式会社平野デザイン設計 代表取締役社長 

真野 響子  女優 

 ※ 全員再任 
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 12. 日本サッカー殿堂委員会 委員委嘱の件 

   

（内規抜粋） 

1.殿堂委員会 

①理事会で 11名以内の殿堂委員（任期 2年）を選出し、殿堂委員会を組織する。 

②殿堂委員会は互選にて殿堂委員長を選出する。 

任期 

  2006年 9月 14日から 2008年 7月 31日 

 

財団法人日本サッカー協会 殿堂委員会（案） 

委 員 長沼 健   最高顧問 

委 員 岡野俊一郎  名誉会長 

委 員 浅見 俊雄  顧問 

委 員 小倉 純二  副会長 

委 員 平木 隆三  参与 

委 員 賀川 浩   フリージャーナリスト（元産経新聞、サンケイスポーツ） 

委 員 牛木素吉郎  フリージャーナリスト（元東京新聞、読売新聞） 

委 員 中条 一雄  フリージャーナリスト（元朝日新聞） 

（新）委 員 金子 勝彦  アナウンサー（元テレビ東京、大阪毎日放送） 

幹 事 小野沢 洋  ミュージアム部長 

 

退任 鈴木（奈良原）武士 フリージャーナリスト（元共同通信） 

 

 13. 記念事業推進委員会の件 

   

・ ＪＦＡ及びＪリーグの役員の改選に伴い、記念事業推進委員会の委員及び事務局の推進体制

につき、次のとおり、変更する。 

《委員》 

  委員長  川淵 三郎  元 2002FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日本組織委員会副会長・ＪＦＡキャプテン 

  副委員長 遠藤 安彦  同上副会長／事務総長・日本宝くじシステム(株)代表取締役社長 

  副委員長 岡野俊一郎  同上副会長・ＪＦＡ名誉会長 

  委員   柳谷 謙介  同上副会長 

  委員   小林  實  同上副会長・(財)地方財務協会理事長 

  委員   國分 正明  同上副会長・(財)教職員生涯福祉財団理事長 

  委員   広瀬 勝貞  同上副会長・大分県知事 

  委員   小倉 純二  同上副会長／事務総長代理・ＪＦＡ副会長 

  委員   鬼武 健二*   ＪＦＡ副会長・Jリーグチェアマン 

  委員   大仁 邦彌*   ＪＦＡ副会長 

※ *は新任 
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《事務局》 

  事務局長 鈴木 徳昭 

  事業   貝瀬 智洋 

  会計   中村 幸嗣 

  総務   根本 敦史 

  庶務   杉江  睦 

 

 14. キャプテンズ・ミッション（ＣＨＱ）関連事項の件 

   

Ⅰ．47都道府県訪問会議(CHQ都道府県協会ミーティング)について（報告事項） 

 開催日程：2006年７月 31日～９月 27日 

日  時 協会名   日  時 協会名   日  時 協会名 

7/31(月) 滋賀県協会  8/16(水) 山形県協会  8/30(水) 富山県協会 

8/1(火) 
京都府協会  8/17(木) 青森県協会  9/1(金) 沖縄県協会 

福井県協会  8/18(金) 石川県協会  9/2(土) 秋田県協会 

8/2(水) 山梨県協会  8/19(土) 香川県協会  9/3(日) 兵庫県協会 

8/3(木) 熊本県協会  8/20(日) 宮城県協会  9/4(月) 福岡県協会 

8/4(金) 宮崎県協会  8/21(月) 栃木県協会  9/7(木) 東京都協会 

8/5(土) 
神奈川県協会  8/22(火) 奈良県協会  9/9(土) 佐賀県協会 

新潟県協会 

 

8/23(水) 鳥取県協会 
 

9/10(日) 和歌山県協会 

8/6(日) 鹿児島県協会 8/24(木) 大分県協会 9/16(土) 島根県協会 

8/7(月) 岐阜県協会  8/25(金) 長崎県協会  9/17(日) 岩手県協会 

8/8(火) 三重県協会 

 
8/26(土) 

広島県協会 
 

9/21(木) 群馬県協会 

8/9(水) 長野県協会 山口県協会 9/22(金) 愛媛県協会 

8/10(木) 茨城県協会  8/27(日) 福島県協会  9/23(土) 愛知県協会 

8/11(金) 高知県協会  8/28(月) 大阪府協会  9/26(火) 埼玉県協会 

8/12(土) 北海道協会  
8/29(火) 

静岡県協会  9/27(木) 徳島県協会 

8/13(日) 岡山県協会  千葉県協会    

 

Ⅱ．第５回Ｊリーグ・アカデミー海外研修 2006への参加について（報告事項） 

標題の件に関し、都道府県協会のミッション３／５担当者５名ならびにＣＨＱ担当者１名に 

て、下記の通り参加した。 

 期間： 2006年８月 23日(水)(日本発)～９月３日(日)(日本着) 

 場所： ブラジル(リオデジャネイロ・サンパウロ) 

 出席者： ６名 

１）(社)新潟県サッカー協会  安達   誠(キッズ委員会委員長) 

２）(財)愛知県サッカー協会  濱崎 芳己(キッズリードＦＡ担当) 

３）(社)滋賀県サッカー協会  木村 健一(キッズ委員) 

４）(社)徳島県サッカー協会  榎本 恵美(キッズ部育成委員長) 

５）(社)熊本県サッカー協会  北岡 長生(専務理事) 
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６）(財)日本サッカー協会   五香 純典(ＣＨＱ) 

 

Ⅲ．その他（報告事項） 

 

 

 


