
（協議）資料№２

１．裁定委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 本林徹 井原・本林法律事務所 本林徹 井原・本林法律事務所

2 委員 松田昇 松田昇法律事務所 松田昇 松田昇法律事務所

3 委員 木村剛 ㈱フィナンシャル 木村剛 ㈱フィナンシャル

4 委員 三屋裕子 ㈱サイファ 三屋裕子 ㈱サイファ

5 幹事 真田幸明 登録・普及部長/ＰＨＱ部長 真田幸明 登録・普及部長/ＰＨＱ部長

２．アンチ・ドーピング特別委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 本林徹 井原・本林法律事務所 本林徹 井原・本林法律事務所

2 委員 河野一郎 日本アンチドーピング機構 河野一郎 日本アンチドーピング機構

3 委員 池田正利 監事/池田法律事務所 河野照茂 聖マリアンナ大学

4 委員 小竹伸幸 法務部会員/博報堂 池田正利 監事/池田法律事務所

5 委員 原秋彦 法務部会員/日比谷パーク法律事務所 小竹伸幸 法務部会員/博報堂

6 委員 浅見俊雄 顧問/規律・フェアプレー委員 田嶋幸三 専務理事

7 委員 田嶋幸三 専務理事 浅見俊雄 顧問/規律・フェアプレー委員

8 幹事 福井一也 総務部長 福井一也 総務部長

9 幹事 窪田慎二 Ｊリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー 窪田慎二 Ｊリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー

10 幹事 中村幸嗣 総務部係長

№ 役職
新委員 旧委員

№ 役職
新委員 旧委員

1



（協議）資料№２

３．専門委員会
総務委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 田中道博 理事/事務局長 田中道博 理事/事務局長

総務委員会　法務部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 田中道博 理事/事務局長 田中道博 理事/事務局長

2 副部会長 池田正利 監事/池田法律事務所 池田正利 監事/池田法律事務所

3 部会員 小竹伸幸 博報堂 小竹伸幸 博報堂

4 部会員 原秋彦 日比谷パーク法律事務所 原秋彦 日比谷パーク法律事務所

5 部会員 田川貴浩 田川綜合法律事務所 田川貴浩 田川綜合法律事務所

6 部会員 中西大介 ＪリーグＨＲディベロップメントグループマネージャー 中西大介 ＪリーグＨＲディベロップメントグループマネージャー

7 部会員 真田幸明 登録・普及部長/ＰＨＱ部長 真田幸明 登録・普及部長/ＰＨＱ部長

8 部会員 松永隆 国際部長 松永隆 国際部長

9 部会員 福井一也 総務部長 福井一也 総務部長

10 幹事 中村幸嗣 総務部係長 中村幸嗣 総務部係長

11 幹事 福間佳世子 総務部

総務委員会　ＪＦＡハウス管理部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 田中道博 理事/事務局長 田中道博 理事/事務局長

2 副部会長 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

3 部会員 平野哲行 平野デザイン設計 平野哲行 施設委員/平野デザイン設計

4 部会員 小野沢洋 ミュージアム部長 小野沢洋 ミュージアム部長

5 部会員 福井一也 総務部長 福井一也 総務部長

6 幹事 小澤昭彦 Ｊリーグリーグマネジメントグループマネージャー 小澤昭彦 Ｊリーグリーグマネジメントグループマネージャー

7 幹事 中村幸嗣 総務部係長 不破信 総務部参事

8 幹事 中村幸嗣 総務部係長

新委員

新委員

新委員
№ 役職

旧委員

旧委員
№ 役職

№ 役職
旧委員
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（協議）資料№２

規律・フェアプレー委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 瀧井敏郎 理事 瀧井敏郎 理事

2 副委員長 小竹伸幸 博報堂 小竹伸幸 博報堂

3 委員 浅見俊雄 顧問 浅見俊雄 顧問

4 委員 池田正利 監事/池田法律事務所 池田正利 監事/池田法律事務所

5 委員 田川貴浩 田川綜合法律事務所 田川貴浩 田川綜合法律事務所

6 委員 野村六彦 Ｊリーグ規律委員長 野村六彦 Ｊリーグ規律委員長

7 委員 松本光弘 参与 松本光弘 参与

8 委員 田嶋幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

9 委員 田中道博 理事/事務局長 田中道博 理事/事務局長

10 幹事 真田幸明 登録・普及部長/ＰＨＱ部長 真田幸明 登録・普及部長/ＰＨＱ部長

11 幹事 窪田慎二 Ｊリーグリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー 窪田慎二 Ｊリーグリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー

12 幹事 播磨謙悟 登録・普及部 播磨謙悟 登録・普及部

審判委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 松﨑康弘 理事 松﨑康弘 理事

2 副委員長 小幡真一郎 審判チーフインストラクター 小幡真一郎 審判チーフインストラクター

3 副委員長 森津陽太郎 守山市立立入が丘小学校 森津陽太郎 守山市立立入が丘小学校

4 委員 大住良之 サッカージャーナリスト 太田潔 レフェリーカレッジマスター

5 委員 太田潔 レフェリーカレッジマスター 河内耕一郎 私立太成高校

6 委員 菊地秀夫 ㈱ＩＨＩ造船化工機 九里孝 早稲田大学高等学院

7 委員 河内耕一郎 私立太成高校 高橋武良 大田区立大森第八中学校

8 委員 九里孝 早稲田大学高等学院 綱島四郎 中国地域審判委員長

9 委員 高橋武良 大田区立大森第八中学校 布啓一郎 技術副委員長

10 委員 布啓一郎 技術副委員長 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

11 委員 松浦敏夫 JFE建材㈱ 布瀬直次 埼玉県立狭山清陵高校

12 委員 黛俊行 審判トレセンダイレクター 黛俊行 審判トレセンダイレクター

13 幹事 安達健 審判部長代理 小松原博和 審判部参事

14 幹事 小松原博和 審判部参事 本間千晶 審判部

新委員

新委員

№ 役職

№ 役職

旧委員

旧委員
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（協議）資料№２

審判委員会　トップレフェリー育成プロジェクト

氏名 所属 氏名 所属

1 リーダー 松﨑康弘 理事/審判委員長 松﨑康弘 理事/審判委員長

2 メンバー 小野剛 理事/技術委員長 小野剛 理事/技術委員長

3 メンバー 小幡真一郎 審判チーフインストラクター 小幡真一郎 審判チーフインストラクター

4 メンバー 田中道博 理事/事務局長 田中道博 理事/事務局長

5 メンバー 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

6 幹事 安達健 審判部長代理 安達健 審判部長代理

7 幹事 恩田悦守 審判部長代理 恩田悦守 審判部長代理

技術委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 小野剛 理事 小野剛 理事

2 副委員長 上田栄治 理事 上田栄治 理事

3 副委員長 布啓一郎 ＪＦＡ 布啓一郎 ＪＦＡ

4 委員 眞藤邦彦 ナショナルトレセンコーチ 林義規 暁星学園高校

5 委員 林義規 暁星学園高校 大熊清 ナショナルコーチングスタッフ

6 委員 風間八宏 理事 山出久男 サンフレッチェ広島

7 委員 吉田　 靖 ナショナルトレセンコーチ 里内猛 ナショナルコーチングスタッフ

8 委員 上野山信行 ㈱ガンバ大阪 加藤好男 ナショナルコーチングスタッフ

9 委員 西村昭宏 ナショナルトレセンコーチ 眞藤邦彦 ナショナルトレセンコーチ

10 委員 中山雅雄 ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ・筑波大学 今泉守正 ナショナルトレセンコーチ

11 委員 山下則之 Ｊリーグ 島田信幸 ナショナルトレセンコーチ

12 委員 平尾誠二 理事 瀧井敏郎 理事

13 委員 風間八宏 理事

14 委員 石井義信 東京フットボールクラブ

15 委員 山下則之 Ｊリーグ

16 幹事 加賀山　公 事業部長 加藤彰恒 副事業本部長

17 幹事 真田幸明　 登録・普及部長/ＰＨＱ部長 松田薫二 広報部長

18 幹事 渡辺真人 代表チーム部長/技術部長 山下恵太 代表チーム部係長

19 幹事 島田信男 技術部長代理 島田信男 技術部長代理

20 幹事 村山   勉　　 代表チーム部長代理 荒谷潤 技術部

21 幹事 平井　 徹 代表チーム部係長 今関葉子 技術部

22 幹事 今井純子 技術部テクニカルハウス 吉久直子 技術部

№ 役職

№ 役職

旧委員新委員

新委員 旧委員

4



（協議）資料№２

スポーツ医学委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 福林徹 特任理事/早稲田大学 青木治人 特任理事

2 副委員長 池田浩 順天堂大学 河野照茂 聖マリアンナ医科大学

3 委員 宮川俊平 筑波大学 森川嗣夫 JFE健康保険組合　川崎製鉄千葉病院

4 委員 森川嗣夫 JFE健康保険組合　川崎製鉄千葉病院 関純 西大宮病院

5 委員 加藤晴康 立教大学 宮川俊平 筑波大学

6 委員 早川直樹 JFA 芝田貴裕 東京慈恵会医科大学

7 委員 福岡重雄 静岡リュウマチ整形外科リハビリ病院 谷論 東京慈恵会医科大学

8 委員 岡部信彦 国立感染症研究所

9 委員 高木博 昭和大学藤が丘病院

10 幹事 渡辺真人 代表チーム部長/技術部長 加藤彰恒 副事業本部長

11 幹事 島田信男 技術部長代理 山下恵太 代表チーム部係長

12 幹事 村山勉 代表チーム部長代理 松田薫二 広報部長

13 幹事 岡田真木子 技術部 岡田真木子 技術部

施設委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 佐々木　一樹 理事/Ｊﾘｰｸﾞ常務理事 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

2 副委員長 藤縄　信夫 常務理事 大仁邦彌 副会長

3 委員 斎藤　誠 Ｊステップ 斉藤誠 Ｊステップ

4 委員 清野　眞一 東畑建築事務所 清野眞一 東畑建築事務所

5 委員 松本　栄一 Ｊヴィレッジ 高谷充之 日本スポーツ振興センター　

6 委員 藤村  昇司 Ｊリーグイレブンミリオンプロジェクトマネージャー 藤縄信夫 常務理事

7 委員 若杉　爾 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 瀧井敏郎 理事

8 委員 松本栄一 Ｊヴィレッジ

9 委員 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

10 委員 平野哲行 平野デザイン設計

11 幹事 加賀山  公 事業部長 吉村政弘 事業部係長

12 幹事 吉村　政弘 事業部係長 南部仁朋子 事業部

13 幹事 南部　仁朋子 事業部 貝瀬智洋 国際部係長

14 幹事 根本　敦史 ＰＨＱ 根本淳史 ＰＨＱ

15 幹事 窪田　慎二 Ｊﾘｰｸﾞﾘｰｸﾞﾌﾟﾛﾃﾞｨｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟ　ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 窪田慎二 Ｊリーグリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー

旧委員

旧委員
№ 役職

№ 役職
新委員

新委員
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（協議）資料№２

フットサル委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 大仁　邦彌 副会長 大仁邦彌 副会長

2 副委員長 中桐　俊男 兵庫県サッカー協会 中桐俊男 兵庫県サッカー協会

3 委員 松崎　康弘 理事/審判委員長 松崎康弘 理事/審判委員長

4 委員 中村　恭平 日本フットサル連盟 田口禎則 日本女子サッカーリーグ

5 委員 浅野　清春 バルドラール浦安 塩谷竜生 日本フットサル連盟

6 委員 吉川　元章 関西サッカー協会 中村恭平 日本フットサル連盟

7 委員 柴沼　真 大阪成蹊大学 吉川元章 関西サッカー協会

8 委員 相根　澄 JFAアンバサダー 柴沼真 大阪成蹊大学

9 委員 眞藤　邦彦 ナショナルトレセンコーチ 松崎正孝 九州サッカー協会

10 委員 布啓一郎 技術副委員長

11 委員 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

12 幹事 斉藤　英子 事業部係長 平塚進 日本フットサル連盟

13 幹事 福嶋　弘崇 事業部 斉藤英子 事業部係長

14 幹事 村山   勉　　 代表チーム部長代理 清水美香 ＰＨＱ係長

15 幹事 清水　美香 ＰＨＱ係長 平井徹 代表チーム部係長

16 幹事 藤村昇司 Ｊリーグイレブンミリオンプロジェクトマネージャー

フットサル委員会　フットサル大会部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 吉川　元章 関西地域選出 中桐俊男 兵庫県サッカー協会

2 部会員 北林　剛 北海道地域選出 北林剛 北海道地域選出

3 部会員 夏井　浩 東北地域選出 田谷正雄 東北地域選出

4 部会員 梶野　政志 関東地域選出 梶野政志 関東地域選出

5 部会員 森　恭 北信越地域選出 森　恭 北信越地域選出

6 部会員 小板　博章 東海地域選出 大立目佳久 東海地域選出

7 部会員 青山　巧 中国地域選出 吉川元章 関西地域選出

8 部会員 津田　紀行 四国地域選出 川野貴志 中国地域選出

9 部会員 堤　　恒範 九州地域選出 武市晃尚 四国地域選出

10 部会員 堤恒範 九州地域選出

11 幹事 斉藤　英子 事業部係長 平塚進 日本フットサル連盟

12 幹事 福嶋　弘崇 事業部 斉藤英子 事業部係長

旧委員
№ 役職

新委員

旧委員
№ 役職

新委員
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（協議）資料№２

フットサル委員会　ビーチサッカー部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 松﨑　正孝 フットサル連盟 松崎正孝 九州サッカー協会

2 部会員 高橋　裕典 審判委員会フットサル部会 伊藤寛之 ＪＡＰＡＮビーチサッカーネットワーク

3 部会員 鳥飼　浩之 湘南ベルマーレ 加登永一 ソーマ・プライヤ

4 部会員 伊藤　寛之 学識 鳥飼浩之 湘南ベルマーレ

5 部会員 古波蔵　恵太 沖縄県サッカー協会ビーチ委員

6 部会員 吉井　勝宏 学識

7 幹事 斉藤　英子 事業部係長 平塚進 日本フットサル連盟

8 幹事 福嶋　弘崇 事業部 斉藤英子 事業部係長

9 幹事 村山   勉　　 代表チーム部長代理

財務委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 田中道博 理事/事務局長 小倉純二 副会長

2 副委員長 田嶋幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

3 委員 小倉純二 副会長 川瀬隆弘 年金積立金管理運用独立行政法人

4 委員 川瀬隆弘 年金積立金管理運用独立行政法人 澤村哲郎 参与

5 委員 植田昌利 常務理事 須永功 永和総合事務所

6 委員 須永功 永和総合事務所 羽深成樹 財務省

7 委員 羽深成樹 防衛省 田中道博 理事/事務局長

8 幹事 福井 一也 総務部長 福井 一也 総務部長

9 幹事 秋津麻里子 総務部長代理 秋津麻里子 総務部長代理

役職

新委員

新委員

旧委員

旧委員

№ 役職

№
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（協議）資料№２

競技会委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 田嶋 幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

2 副委員長 佐々木　一樹 理事/Ｊﾘｰｸﾞ常務理事 釜本邦茂 副会長

3 副委員長 上野　二三一 学識/参与 大仁邦彌 副会長

4 委員 桑原 勝義 常務理事 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

5 委員 大倉 健史 理事/高体連 上野二三一 参与/３種

6 委員 平山　隆造 特任理事 桑原勝義 常務理事/１種

7 委員 綾部　美知枝 理事 平山隆造 特任理事/２種

8 委員 羽生　英之 特任理事/Ｊﾘｰｸﾞ事務局長 綾部美知枝 理事/４種

9 委員 田口　禎則 日本女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ総務主事 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

10 委員 小野　剛 理事/技術委員長 山下則之 Ｊリーグ技術･アカデミー部マネージャー

11 委員 布　啓一郎 技術副委員長 小野剛 理事/技術委員長

12 委員 上田　栄治 理事/女子委員長 布啓一郎 技術副委員長

13 委員 林　　義規 技術委員/暁星学園高校 上田栄治 理事/技術副委員長

14 委員 柏　　悦郎 中体連/さいたま市立本太中学校 林善規 技術委員/暁星学園高校

15 委員 瀧井　敏郎 理事/大学 柏悦郎 中体連/さいたま市立本太中学校

16 委員 植田　昌利 常務理事 瀧井敏郎 理事/大学

17 委員 真田　幸明 クラブユース連盟 澤村哲郎 参与/国体

18 委員 真田幸明 登録･普及部長/ＰＨＱ部長/クラブユース連盟

19 委員 瀧井敏郎 理事/大学

20 委員 澤村哲郎 参与/国体

21 幹事 加賀山  公 事業部長 林隆一 事業部

22 幹事 吉村　政弘 事業部係長 貝瀬智洋 国際部係長

23 幹事 南部　仁朋子 事業部

24 幹事 湯川　和之 ＰＨＱ係長

25 幹事 窪田　慎二 Ｊﾘｰｸﾞﾘｰｸﾞﾌﾟﾛﾃﾞｨｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

新委員 旧委員
№ 役職
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（協議）資料№２

競技会委員会　第１種大会部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 桑原 勝義 常務理事 桑原勝義 常務理事

2 副部会長 牛久保　勇 全国社会人連盟理事長 出口明 社会人連盟

3 部会員 羽生　英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

4 部会員 西田　裕之 関西大学サッカー連盟理事長 瀧井敏郎 理事/大学

5 部会員 加藤　桂三 日本フットボールリーグ 加藤桂三 日本フットボールリーグ

6 部会員 真田　幸明 登録･普及部長/ＰＨＱ部長

7 部会員 加賀山  公 事業部長

8 幹事 吉村　政弘 事業部係長 吉村政弘 事業部係長

9 幹事 南部　仁朋子 事業部 南部仁朋子 事業部

10 幹事 五香　純典 ＰＨＱ

競技会委員会　第２種大会部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 大倉 健史 理事 平山隆造 特任理事

2 副部会長 横田  智雄 高体連/都立国分寺高校 大倉健史 理事/高体連/都立町田高校

3 副部会長 小松　義典 クラブユース連盟 小松義典 クラブユース連盟

4 部会員 和田　昇 北海道地域選出 和田昇 北海道地域選出

5 部会員 菅沼　孝一 東北地域選出 金山秀裕 東北地域選出

6 部会員 福永　広幸 関東地域選出 福永広幸 関東地域選出

7 部会員 小林　正純 北信越地域選出 河合昭博 北信越地域選出

8 部会員 佐藤　真秀 東海地域選出 佐藤真秀 東海地域選出

9 部会員 松田　司 関西地域選出 樋川利雄 関西地域選出

10 部会員 沖本　周洋 中国地域選出 沖本周平 中国地域選出

11 部会員 大浦　恭敬 四国地域選出 坂本哲也 四国地域選出

12 部会員 松澤　隆司 九州地域選出 松澤隆司 九州地域選出

13 部会員 布啓　一郎 技術副委員長 布啓一郎 技術副委員長

14 部会員 林義規 暁星学園高校 林義規 技術委員

15 部会員 佐伯　仁史 クラブユース連盟 佐伯仁史 クラブユース連盟

16 部会員 中西　大介 ＪリーグHRﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 村松浩 Ｊリーグ/浦和レッズ

17 部会員 真田　幸明 登録･普及部長/ＰＨＱ部長 鈴木徳昭 特命担当本部長

18 幹事 加賀山  公 事業部長 吉村政弘 事業部係長

19 幹事 大谷　憲也 事業部 斉藤英子 事業部係長

20 幹事 南部　仁朋子 事業部 貝瀬智洋 国際部係長

21 幹事 渡辺　真人 代表チーム部長/技術部長

22 幹事 湯川　和之 ＰＨＱ係長

新委員

新委員
№ 役職

旧委員

№ 役職
旧委員
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（協議）資料№２

競技会委員会　第３種大会部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 平山　隆造 特任理事 上野二三一 参与

2 副部会長 加藤　孝俊 クラブユース連盟 加藤孝俊 クラブユース連盟

3 副部会長 柏　　 悦郎 中体連/さいたま市立本太中学校 柏悦郎 中体連/さいたま市立本太中学校

4 部会員 大井　一雄 北海道地域選出 大井一雄 北海道地域選出

5 部会員 市橋　保司 東北地域選出 松村善行 東北地域選出

6 部会員 高橋　健志 関東地域選出 高橋健志 関東地域選出

7 部会員 長瀬　重典 北信越地域選出 長瀬重典 北信越地域選出

8 部会員 細野　知秀 東海地域選出 細野和彦 東海地域選出

9 部会員 田中　章博 関西地域選出 田中章博 関西地域選出

10 部会員 大辻　明 中国地域選出 大辻明 中国地域選出

11 部会員 明石　浩二 四国地域選出 植田一彦 四国地域選出

12 部会員 久野　慎吾 九州地域選出 久野慎吾 九州地域選出

13 部会員 大倉 健史 理事/高体連 平山隆造 特任理事/２種

14 部会員 中西　大介 JﾘｰｸﾞHRﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 村松浩 Ｊリーグ/浦和レッズ

15 部会員 小池  直文 クラブユース連盟 布啓一郎 技術副委員長

16 部会員 布啓　一郎 技術副委員長 足達勇輔 ナショナルトレセンコーチ

17 部会員 吉田　 靖 技術委員/ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ 鈴木徳昭 特命担当本部長

18 部会員 真田　幸明 登録･普及部長/ＰＨＱ部長

19 幹事 加賀山  公 事業部長 林隆一 事業部

20 幹事 大谷　憲也 事業部 貝瀬智洋 国際部係長

21 幹事 水野　正幸 事業部

22 幹事 渡辺　真人 代表チーム部長/技術部長

23 幹事 湯川　和之 ＰＨＱ係長

新委員
№ 役職

旧委員
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（協議）資料№２

競技会委員会　第４種大会部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 綾部　美知枝 理事/静岡 綾部美知枝 理事

2 部会員 神谷　敦 北海道地域選出 吉田雅昭 北海道地域選出

3 部会員 小川　武夫 東北地域選出 小幡忠義 東北地域選出

4 部会員 齋藤　瑛明 関東地域選出 齋藤瑛明 関東地域選出

5 部会員 安江　信輔 北信越地域選出 清水公一 北信越地域選出

6 部会員 冨田　冬生 東海地域選出 富田冬生 東海地域選出

7 部会員 森本　吉彦 関西地域選出 今西啓悦 関西地域選出

8 部会員 水上　哲彦 中国地域選出 水上哲彦 中国地域選出

9 部会員 長尾　文博 四国地域選出 日野恵司 四国地域選出

10 部会員 福間　秀憲 九州地域選出 福間秀憲 九州地域選出

11 部会員 中西　大介 HRﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山出久男 技術委員

12 部会員 布啓　一郎 技術副委員長 田中康嗣 学識

13 部会員 中山　雅雄 技術委員・ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝｺｰﾁ 布瀬直次 1級審判インストラクター

14 部会員 布瀬　直次 審判インストラクター 山下則之 Ｊリーグ技術･アカデミー部マネージャー

15 部会員 真田　幸明 登録･普及部長/ＰＨＱ部長 鈴木徳昭 特命担当本部長

16 幹事 加賀山  公 事業部部長 吉村政弘 事業部係長

17 幹事 吉村　政弘 事業部係長 五香純典 ＰＨＱ

18 幹事 水野　正幸 事業部

19 幹事 渡辺　真人 代表チーム部長/技術部長

20 幹事 五香　純典 ＰＨＱ

№ 役職
旧委員新委員
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（協議）資料№２

競技会委員会　シニア大会部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 桑原 勝義 常務理事 釜本邦茂 名誉副会長

2 部会員 松本　敏嗣 北海道地域選出 桑原勝義 常務理事

3 部会員 住吉　茂 東北地域選出 松本敏嗣 北海道地域選出

4 部会員 山崎　壽雄 関東地域選出 昆弘盛 東北地域選出

5 部会員 中和　昌成 北信越地域選出 曹明 関東地域選出

6 部会員 佐賀　昭雄 東海地域選出 中和昌成 北信越地域選出

7 部会員 谷川　尚己 関西地域選出 佐賀昭雄 東海地域選出

8 部会員 大森　和実 中国地域選出 山野喜弘 関西地域選出

9 部会員 朝山　和孝 四国地域選出 山根幹夫 中国地域選出

10 部会員 山本　武道 九州地域選出 濱田豊隆 四国地域選出

11 部会員 熊谷　明夫 参与/秋田県サッカー協会 石丸捷一 九州地域選出

12 部会員 山路　修 日本サッカー後援会 山路修 日本サッカー後援会

13 部会員 西川　忠志 学識 平木隆三 参与

14 部会員 豊島吉博 参与/Ｊリーグエンタープライズ

15 部会員 鈴木徳昭 特命担当本部長

16 幹事 吉村　政弘 事業部係長 吉村政弘 事業部係長

17 幹事 久保　雅義 事業部主任 南部仁朋子 事業部

18 幹事 南部　仁朋子 事業部 貝瀬智洋 国際部係長

19 幹事 湯川　和之 ＰＨＱ係長

新委員
№ 役職

旧委員
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（協議）資料№２

競技会委員会　女子大会部会

氏名 所属 氏名 所属

1 部会長 田口　禎則 日本女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ総務主事 田口　禎則 日本女子ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ総務主事

2 副部会長 小野　俊介 TEPCOマリーゼ 小野　俊介 TEPCOマリーゼ

3 部会員 鷲津　裕美 北海道地域選出 鷲津　裕美 北海道地域選出

4 部会員 佐々木　光則 東北地域選出 佐々木　光則 東北地域選出

5 部会員 芦原　正紀 関東地域選出 芦原　正紀 関東地域選出

6 部会員 中井　勉 北信越地域選出 中井　勉 北信越地域選出

7 部会員 安藤　勤 東海地域選出 安藤　勤 東海地域選出

8 部会員 北口　伸夫 関西地域選出 北口　伸夫 関西地域選出

9 部会員 猫島　栄治 中国地域選出 猫島　栄治 中国地域選出

10 部会員 横田　紀子 四国地域選出 横田　紀子 四国地域選出

11 部会員 緒方　照巳 九州地域選出 緒方　照巳 九州地域選出

12 部会員 河合　一武 武蔵丘短期大学 河合　一武 武蔵丘短期大学

13 部会員 日野　聡 本庄第一高等学校 日野　聡 本庄第一高等学校

14 部会員 加賀山  公 事業部長 加賀山  公 事業部長

15 幹事 吉村　政弘 事業部係長 吉村　政弘 事業部係長

16 幹事 久保　雅義 事業部主任 久保　雅義 事業部主任

17 幹事 清水　美香 ＰＨＱ係長 清水　美香 ＰＨＱ係長

事業委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 田嶋　幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

2 副委員長 佐々木　一樹 理事/Ｊﾘｰｸﾞ常務理事 小倉純二 副会長

3 委員 田中　道博 理事/事務局長 犬飼基昭 常務理事/Ｊリーグ専務理事

4 委員 佐野　毅彦 慶応義塾大学　准教授・研究科委員 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

5 委員 田中道博 理事/事務局長

6 幹事 加賀山  公 事業部長 渡辺真人 技術部長/代表チーム部長

7 幹事 小西　孝生 Ｊﾘｰｸﾞﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ常務取締役 加賀山公 事業部長

8 幹事 林　　隆一 事業部 中西大介 ＪリーグＨＲディベロップメントグループマネージャー

9 幹事 明石宏一郎 Ｊﾘｰｸﾞﾘｰｸﾞﾌﾟﾛﾃﾞｨｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小西孝生 Ｊﾘｰｸﾞﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ常務取締役

10 幹事 播磨謙吾 登録・普及部

№ 役職
旧委員新委員

№ 役職
新委員 旧委員
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（協議）資料№２

女子委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 上田栄治 理事 上田栄治 理事

2 副委員長 綾部美知枝 理事/４種大会部会 綾部美知枝 理事

3 副委員長 今泉守正 トレセンコーチ 手塚貴子 栃木ＳＣ

4 委員 田口禎則 日本女子サッカーリーグ/女子大会部会長 大橋浩司 ナショナルコーチングスタッフ

5 委員 小野俊介 東京電力女子サッカー部マリーゼ 今泉守正 トレセンコーチ

6 委員 大住良之 学識 今井純子 技術部テクニカルハウス

7 委員 今井純子 ＡＦＣ女子委員 田口禎則 日本女子サッカーリーグ

8 委員 手塚貴子 栃木ＳＣ 小野俊介 東京電力女子サッカー部マリーゼ

9 委員 野田朱美 特任理事 大住良之 学識

10 委員 河合一武 全日本大学女子連盟理事長

11 幹事 渡辺真人 代表チーム部・技術部　部長 松田薫二 広報部長

12 幹事 西澤和剛 広報部長代理 平塚進 日本フットサル連盟

13 幹事 吉村政弘 事業部係長 清水美香 ＰＨＱ係長

14 幹事 清水美香 ＰＨＱ係長 今関葉子 技術部

15 幹事 深野悦子 Ｊリーグ 江川純子 総務部係長

16 幹事 今関葉子 技術部

№ 役職
旧委員新委員
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（協議）資料№２

国際委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 小倉純二 副会長 小倉純二 副会長

2 副委員長 田嶋幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

（在日本）

3 委員 森健良 外務省 秋葉剛男 外務省

4 委員 北澤豪 特任理事 北澤豪

5 委員 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

6 委員 濱口博行 電通 濱口博行 電通

7 委員 藤田一郎 ＪＦＡ 藤田一郎 ＪＦＡ

8 委員 傍士銑太 Ｊリーグ理事/(財)日本経済研究所 傍士銑太 Ｊリーグ理事/(財)日本経済研究所

9 委員 クルム伊達公子 理事 細田利江

10 委員 松崎康弘 理事/審判委員長 松崎康弘 理事/審判委員長

11 委員 岡田武夫 特命担当部長 岡田武夫 特命担当部長

12 委員 鈴木徳昭 特命担当本部長 加藤彰恒 副事業本部長

　 委員 鈴木徳昭 特命担当本部長

（在海外）

13 委員 細田利江 シンガポール在住 金次功 NKK TRADING INC. BEIJING OFFICE（中国）

14 委員 金次功 NKK TRADING INC. BEIJING OFFICE（中国） 北山朝徳 TOSHIN SA（アルゼンチン）

15 委員 北山朝徳 TOSHIN SA（アルゼンチン） 渋谷英秋 TRAVEL TOPIA LTD（英国）

16 委員 渋谷英秋 GENDAI TRAVEL LTD（英国） 古川秀雄 Emi TRAVEL Paris（フランス）

17 委員 古川秀雄 Emi TRAVEL Paris（フランス） 美濃村洋一 FUJINON (Europe)（UAE)

18 委員 美濃村洋一 FUJINON (Europe)（UAE)

19 幹事 松永隆 国際部長 松永隆 国際部長

20 幹事 増田尚弘 国際部長代理 増田尚弘 国際部長代理

21 幹事 貝瀬智洋 国際部係長 貝瀬智洋 国際部係長

22 幹事 志水かず美 総務部係長 志水かず美 総務部係長

23 幹事 川瀬みどり 事業部 川瀬みどり 事業部

№ 役職
旧委員新委員
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（協議）資料№２

国際マッチメイク委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 田嶋幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

2 副委員長 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

3 委員 小野剛 理事/技術委員長 小野剛 理事/技術委員長

4 委員 上田栄治 理事/技術副委員長 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

委員 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

5 幹事 加賀山公 事業部長 加藤彰恒 副事業本部長

6 幹事 鈴木徳昭 特命担当本部長 加賀山公 事業部長

7 幹事 松永隆 国際部長 鈴木徳昭 特命担当本部長

8 幹事 渡辺真人 代表チーム部長/技術部長 松永隆 国際部長

9 幹事 平井徹 代表チーム部係長 渡辺真人 技術部長/代表チーム部長

10 幹事 窪田慎二 Ｊリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー 江川純子 総務部係長

11 幹事 山下恵太 代表チーム部係長

12 幹事 窪田慎二 Ｊリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー

№ 役職
旧委員新委員
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（協議）資料№２

４．大会実施委員会
天皇杯実施委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 佐々木　一樹 理事/Ｊﾘｰｸﾞ常務理事 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

2 副委員長 田嶋　幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

3 委員 桑原 勝義 常務理事 桑原勝義 理事/１種

4 委員 羽生　英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

5 委員 谷　邦男 全国社会人連盟競技部会長 牛久保勇 全国社会人サッカー連盟

6 委員 吉見　章 学連 吉見章 学連

7 委員 加藤　桂三 日本フットボールリーグ 加藤桂三 日本フットボールリーグ

8 委員 大倉 健史 理事/高体連 平山隆造 特任理事/２種

9 委員 田畑　博章 北海道地域選出 田畑博章 北海道地域選出

10 委員 川口　房男 東北地域選出 川口房男 東北地域選出

11 委員 植田　昌利 関東地域選出 安田一男 関東地域選出

12 委員 永楨　稔 北信越地域選出 三箇峯夫 北信越地域選出

13 委員 平田　順一 東海地域選出 平田順一 東海地域選出

14 委員 山本　幸夫 関西地域選出 山本幸夫 関西地域選出

15 委員 中山　正剛 中国地域選出 山岡征夫 中国地域選出

16 委員 豊田　栄二 四国地域選出 荒岡成志 四国地域選出

17 委員 竹田　孝 九州地域選出 小川勇二 九州地域選出

18 委員 福島　博 日本放送協会 溝口智之 学識

19 委員 川村　洋二 日本放送協会 栫健一郎 学識

20 委員 築地　良仁 共同通信 小山敏昭 学識

21 委員 小泉　泰紀 共同通信 小泉泰紀 学識

22 委員 加賀山  公 事業部長

23 幹事 吉村　政弘 事業部係長 吉村政弘 事業部係長

24 幹事 南部　仁朋子 事業部 南部仁朋子 事業部

25 幹事 窪田　慎二 Ｊﾘｰｸﾞﾘｰｸﾞﾌﾟﾛﾃﾞｨｰｽｸﾞﾙｰﾌﾟｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 窪田慎二 Ｊリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー

№ 役職
旧委員新委員
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（協議）資料№２

国体実施委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 植田　昌利 常務理事 澤村哲郎 参与

2 副委員長 桑原 勝義 常務理事 桑原勝義 常務理事

3 委員 田中　道博 理事/事務局長 野村尊敬

4 委員 小野　剛 理事/技術委員長 田中道博 理事/事務局長

5 委員 上田　栄治 理事/女子委員長 小野剛 理事/技術委員長

6 委員 松崎　康弘 理事/審判委員長 風間八宏 理事

7 委員 神谷　利郎 全国社会人連盟副会長 松崎康弘 理事/審判委員長

8 委員 田口　禎則　 日本女子サッカーリーグ総務主事 出口明 参与

9 委員 大倉  健史 理事 神谷利郎 全国社会人サッカー連盟

10 委員 平山　隆造 特任理事 瀧井敏郎 理事

11 委員 柏　　悦郎 中体連/さいたま市立本太中学校 綾部美知枝 理事

12 委員 上野　二三一 参与 平山隆造 特任理事

13 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 五十嵐　茂夫 新潟県サッカー協会　副会長 上野二三一 参与

14 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 中臺　由紀夫 参与/千葉国体 柏悦郎 中体連/さいたま市立本太中学校

15 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 豊島　吉博 参与/Ｊリーグエンタープライズ 豊島吉博 参与/Ｊリーグエンタープライズ

16 幹事 加賀山  公 事業部長 平塚進 日本フットサル連盟

17 幹事 吉村　政弘 事業部係長

18 幹事 大谷　憲也 事業部

19 幹事 南部　仁朋子 事業部

№ 役職
旧委員新委員
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（協議）資料№２

５．特別委員会
ＪＦＡ／Ｊリーグ将来構想委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 鬼武健二 副会長/Ｊリーグチェアマン 鬼武健二 副会長/Ｊリーグチェアマン

2 副委員長 田嶋幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

3 副委員長 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事 犬飼基昭 会長

4 委員 桑原勝義 常務理事/第1種大会部会長 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

5 委員 田中道博 理事/事務局長 田中道博 理事/事務局長

6 委員 羽生英之 特任理事/Jリーグ事務局長 小竹伸幸 Jリーグ理事/博報堂

7 委員 傍士銑太 Ｊリーグ理事/日本経済研究所 傍士銑太 Ｊリーグ理事/日本経済研究所

8 委員 中野幸夫 Ｊリーグ理事/アルビレックス新潟 真田幸明 ＰＨＱ部長/登録・普及部長

9 委員 本谷祐一 サンフレッチェ広島 鈴木徳昭 特命担当本部長

10 幹事 加賀山公 事業部長 加賀山公 事業部長

11 幹事 真田幸明 ＰＨＱ部長/登録・普及部長 五香純典 ＰＨＱ

12 幹事 鈴木徳昭 特命担当本部長 中西大介 ＪリーグＨＲディベロップメントグループマネージャー

13 幹事 吉村政弘 事業部係長 藤村昇司 Ｊリーグイレブンミリオンプロジェクトマネージャー

14 幹事 五香純典 ＰＨＱ

15 幹事 中西大介 ＪリーグＨＲディベロップメントグループマネージャー

16 幹事 藤村昇司 Ｊリーグイレブンミリオンプロジェクトマネージャー

17 幹事 加藤桂三 JFL事務局長

アジア貢献委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 田嶋幸三 専務理事 鬼武健二 副会長/Ｊリーグチェアマン

2 委員 小倉純二 副会長 小倉純二 副会長

3 委員 濱口博行 国際委員/㈱電通 田嶋幸三 専務理事

4 委員 藤田一郎 国際委員 濱口博行 国際委員/㈱電通

5 委員 岡田武夫 特命担当部長 藤田一郎 国際委員

6 委員 森健良 外務省 岡田武夫 特命担当部長

7 委員 戸塚隆 講談社 秋葉剛男 外務省

8 委員 田中琢二 財務省 戸塚隆 講談社

9 委員 上田栄治 理事/女子委員長 鈴木徳昭 特命担当本部長

10 委員 鈴木徳昭 特命担当本部長 加藤彰恒 副事業本部長

11 委員 永田邦昭 (独)国際協力機構

12 幹事 松永隆 国際部長 松永隆 国際部長

13 幹事 増田尚弘 国際部長代理 増田尚弘 国際部長代理

14 幹事 貝瀬智洋 国際部係長 志水かず美 総務部係長

15 幹事 志水かず美 総務部係長 川瀬みどり 事業部

16 幹事 川瀬みどり 事業部

№ 役職
旧委員

№ 役職
旧委員新委員

新委員
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（協議）資料№２

ＡＦＣプロリーグプロジェクト

氏名 所属 氏名 所属

1 リーダー 鈴木徳昭 特命担当本部長 鈴木徳昭 特命担当本部長

2 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 松永隆 国際部長 松永隆 国際部長

3 メンバー 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事

4 メンバー 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長 羽生英之 特任理事/Ｊリーグ事務局長

5 メンバー 濱口博行 国際委員/㈱電通 濱口博行 国際委員/電通

6 メンバー 藤田一郎 国際委員/アジア貢献委員 岡田武夫 特命担当部長

7 メンバー 岡田武夫 特命担当部長 渡辺真人 技術部長/代表チーム部長

8 メンバー 加賀山公 事業部長 増田尚弘 国際部長代理

9 幹事 加藤秀樹 特命担当本部係長 川埜伸 総務部

10 幹事 斎藤聡 特命担当本部 志水かず美 総務部係長

11 幹事 斎藤美緒 特命担当本部 窪田慎二 Ｊリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー

12 幹事 杉江睦 特命担当本部 川崎濃 Ｊリーグ運営部

13 幹事 貝瀬智洋 国際部係長

14 幹事 高野保子 国際部

15 幹事 窪田慎二 Ｊリーグプロデュースグループアシスタントマネージャー

16 幹事 小亀多佳 Ｊリーグプロデュースグループ

№ 役職
旧委員新委員
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（協議）資料№２

ＦＩＦＡクラブワールドカップ　ＪＦＡ実行委員会

氏名 所属 氏名 所属

1 委員長 犬飼基昭 会長 川淵三郎 名誉会長/ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員

2 副委員長 小倉純二 副会長/FIFA理事 小倉純二 副会長/FIFA理事

4 副委員長 鬼武建二 副会長/Ｊリーグチェアマン 鬼武建二 副会長/Ｊリーグチェアマン

5 委員 田嶋幸三 専務理事 田嶋幸三 専務理事

6 委員 佐々木一樹 理事/Ｊリーグ常務理事 犬飼基昭 会長

7 委員 田中道博 理事/事務局長 田中道博 理事/事務局長

8 委員 松﨑康弘 理事/審判委員長 松﨑康弘 理事/審判委員長

9 委員 福林徹 特任理事/スポーツ医学委員長 青木治人 特任理事/ＦＩＦＡスポーツ医学委員

10 委員 小久保孝 愛知県FA専務理事 森本裕康 愛知県FA専務理事

11 委員 安田一男 東京都FA会長 安田一男 東京都FA会長

12 委員 城啓二 神奈川県FA専務理事 城啓二 神奈川県FA専務理事

13 委員 鈴木徳昭 特命担当本部長 鈴木徳昭 特命担当本部長

14 オブザーバー 川淵三郎 名誉会長/ＦＩＦＡクラブワールドカップ組織委員

15 オブザーバー 青木治人 特任理事/ＦＩＦＡスポーツ医学委員

16 本部長 鈴木　徳昭 特命担当本部長 鈴木　徳昭 特命担当本部長

17 ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 五香　純典 PHQ 五香　純典 PHQ

18 ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 貝瀬　智洋 国際部係長 安達　健 審判部長代理

19 ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 加藤　秀樹 特命担当本部係長 奥田　泰久 事業部長代理

20 ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 斎藤　聡 特命担当本部 貝瀬　智洋 国際部係長

21 ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 高野　保子 国際部 加藤　秀樹 特命担当本部係長

22 ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 岩貞　和明 Jリーグ イレブンミリオンプロジェクト 斎藤　聡 特命担当本部

23 ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 高野　保子 国際部

24 ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ 中村　聡 Jリーグ HRディベロップメントグループ

25 セクレタリー 斎藤　美緒 特命担当本部 斎藤　美緒 特命担当本部

26 セクレタリー 森泉　綾美 特命担当本部 森泉　綾美 特命担当本部

№ 役職
新委員 旧委員
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