
資料№1② 

プロフィール                         ※年齢は、2016年 3月 27日現在 

 

1. 理事（会長・副会長・専務理事・常務理事・理事）予定者 

 

(1)田嶋 幸三（たしま こうぞう）／58歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会副会長、国際サッカー連盟理事、アジアサッカー連盟理事、 

東アジアサッカー連盟副会長、公益財団法人日本オリンピック委員会常務理事 

学歴：筑波大学体育専門学群卒業、筑波大学大学院修士課程体育研究科コーチ学専攻修了 

ケルン・ドイツスポーツ大学コーチ学専攻 留学 

サッカー歴：筑波大学蹴球部、古河電気工業サッカー部、 

日本代表選手、U-16・U-17・U-18・U-19日本代表監督等 

職歴：古河電気工業株式会社、立教大学一般教養学部助教授、公益財団法人日本サッカー協会等 

 

(2)岡田 武史（おかだ たけし）／59歳 

現職：株式会社今治.夢スポーツ 代表取締役社長 

学歴：早稲田大学政治経済学部卒業 

サッカー歴：早稲田大学サッカー部、古河電気工業サッカー部、日本代表選手、日本代表監督、 

コンサドーレ札幌監督、横浜 F・マリノス監督、中国スーパーリーグ・杭州緑城監督、 

FC今治オーナー等 

職歴：古河電気工業株式会社等 

 

(3)村井 満（むらい みつる）／56歳 

現職：公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン、公益財団法人日本サッカー協会副会長 

公益財団法人日本プロスポーツ協会理事 

学歴：早稲田大学法学部卒業 

職歴：株式会社リクルートエイブリック代表取締役社長、RGF HongKong Limited 取締役社長、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ等 

 

(4)馬渕 明子（まぶち あきこ）／68歳 

現職：独立行政法人国立美術館理事長・国立西洋美術館長、公益財団法人日本サッカー協会副会長 

一般社団法人日本女子サッカーリーグ理事長 

学歴：東京大学教養学部卒業、東京大学大学院人文科学研究科美術史専攻修士課程修了 

職歴：日本女子大学人間社会学部教授、独立行政法人国立美術館理事長等 

 

(5)岡島 正明（おかじま まさあき）／62歳 

現職：政策研究大学院大学非常勤講師、株式会社ニチレイ社外監査役、 

中央大学大学院公共政策研究科客員教授、青山学院大学大学院総合文化政策学科非常勤講師 

学歴：東京大学経済学部卒業 

スポーツ歴：東京大学 LBラグビーフットボールクラブ 

職歴：農林水産省大臣官房長等 

その他：2011ラグビーワールドカップ日本招致委員会委員、 

JFAアカデミー「キャリア講座 特別講習」講師 

 

(6)松崎 康弘（まつざき やすひろ）／62歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会常務理事、一般財団法人日本フットサル連盟副会長、 

日本フットサルリーグ（Fリーグ）COO 

学歴：中央大学文学部卒業 

サッカー歴：NAA(空港公団)サッカー部、葛城クラブ、1級審判員、国際審判員、 

S級審判インストラクター、FIFA Futsal Referee Instructor等 

職歴：成田国際空港株式会社、公益財団法人日本サッカー協会等 

 

(7)植田 昌利（うえだ まさとし）／55歳 

現職：公益財団法人東京都サッカー協会専務理事、公益財団法人日本サッカー協会常務理事、 



一般社団法人日本フットボールリーグ監事、一般財団法人全国社会人サッカー連盟評議員、 

公益財団法人東京都体育協会副理事長 

学歴：明治学院大学経済学部卒業 

職歴：株式会社東急コミュニティー、公益財団法人東京都サッカー協会 

 

(8)原 博実（はら ひろみ）／57歳 

現職：公益社団法人日本プロサッカーリーグ副理事長、公益財団法人日本体育協会常務理事 

学歴：早稲田大学教育学部卒業 

サッカー歴：早稲田大学サッカー部、三菱重工サッカー部、日本代表選手、浦和レッズコーチ・監督、 

FC東京監督等 

職歴：三菱重工業株式会社、公益財団法人日本サッカー協会等 

 

(9)松本 敏嗣（まつもと としつぐ）／60歳 

現職：公益財団法人北海道サッカー協会専務理事、札幌市役所 

学歴：国立苫小牧工業高等専門学校卒業 

サッカー歴：国立苫小牧工業高等専門学校サッカー部、苫小牧高専 OBサッカー部、 

オッサンドーレ札幌等 

職歴：札幌市役所 

 

(10)大南 博義（おおみなみ ひろよし）／58歳 

現職：一般社団法人青森県サッカー協会専務理事、八戸市役所 

学歴：弘前大学農学部卒業 

サッカー歴：弘前大学サッカー部、ジェフ市原八戸スクールコーチ 

 職歴：八戸市役所 

 

(11)荒川 剛（あらかわ つよし）／54歳 

 現職：一般社団法人石川県サッカー協会専務理事、北信越サッカー協会理事長 

 学歴：国立石川工業高等専門学校卒業 

 サッカー歴：国立石川工業高等専門学校サッカー部、シブヤサッカークラブ、 

サブロクサッカークラブ【シニア】 

 職歴：澁谷工業株式会社 

  

(12)竹山 勝自（たけやま しょうじ）／64歳 

 現職：一般財団法人静岡県サッカー協会専務理事、公益財団法人静岡県体育協会評議員 

 学歴：順天堂大学体育学部卒業 

 サッカー歴：順天堂大学蹴球部、静岡県教員サッカー団芙蓉クラブ 

 職歴：静岡県公立小学校・中学校教諭、一般財団法人静岡県サッカー協会 

 

(13)藤縄 信夫（ふじなわ のぶお）／63歳 

 現職：一般社団法人大阪府サッカー協会専務理事、関西サッカー協会理事長、 

公益財団法人日本サッカー協会常務理事 

 学歴：関西大学卒業 

 サッカー歴：大阪教員クラブ 

 職歴：大阪府立高等学校教諭、一般社団法人大阪府サッカー協会等 

 

(14)古田 篤良（ふるた あつよし）／63歳 

 現職：公益財団法人広島県サッカー協会専務理事、中国サッカー協会常務理事 

 学歴：早稲田大学教育学部中退 

 サッカー歴：東洋工業サッカー部、日本代表選手 

 職歴：マツダ株式会社 

 

(15)兵頭 龍哉（ひょうどう たつや／54歳） 

 現職：愛媛県立今治西高等学校教諭、一般社団法人愛媛県サッカー協会専務理事、 



四国サッカー協会理事 

 学歴：日本体育大学体育学部卒業 

 サッカー歴：日本体育大学サッカー部、松山クラブ、愛媛 FC 

 職歴：愛媛県立高等学校教諭 

 

(16)竹田 孝（たけだ たかし）／56歳 

 現職：福岡市立福翔高等学校教諭、九州サッカー協会副理事長 

 学歴：福岡教育大学特設課程卒業 

 サッカー歴：福岡教育大学サッカー部、福岡教員サッカークラブ 

 職歴：福岡市立高等学校教諭等 

 

(17)眞壁 潔（まかべ きよし）／54歳 

現職：株式会社湘南ベルマーレ代表取締役会長、公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事 

公益財団法人日本サッカー協会評議員（3月 27日退任予定） 

公益財団法人秦野市スポーツ財団理事、湘南造園株式会社代表取締役社長 

学歴：成城大学法学部卒業 

職歴：湘南造園株式会社、株式会社湘南ベルマーレ 

  

(18)上田 栄治（うえだ えいじ）／62歳 

 現職：公益財団法人日本サッカー協会理事、一般社団法人日本女子サッカーリーグ理事、 

全日本大学女子サッカー連盟理事 

 学歴：青山学院大学法学部卒業 

 サッカー歴：青山学院大学サッカー部、フジタサッカークラブ、ナショナルトレセンコーチ、 

ベルマーレ平塚監督、マカオ代表監督、日本女子代表監督、湘南ベルマーレ監督 

 職歴：株式会社フジタ、公益財団法人日本サッカー協会等 

 

(19)林 義規（はやし よしのり）／61歳 

 現職：学校法人暁星学園中学高等学校教諭、公益財団法人日本サッカー協会理事、 

公益財団法人東京都サッカー協会副会長、早稲田大学ア式蹴球部強化委員長 

学歴：早稲田大学教育学部卒業 

サッカー歴：早稲田大学ア式蹴球部、東京都教員団サッカーチーム 

職歴：学校法人暁星学園中学高等学校 

 

(20)西野 朗（にしの あきら）／60歳 

学歴：早稲田大学教育学部卒業 

サッカー歴：早稲田大学サッカー部、日立製作所サッカー部、日本代表選手、 

U-20・アトランタオリンピック日本代表監督、柏レイソル監督、ガンバ大阪監督、 

ヴィッセル神戸監督、名古屋グランパスエイト監督等 

職歴：株式会社日立製作所等 

 

(21)小川 佳実（おがわ よしみ）／56歳 

 現職：公益財団法人日本サッカー協会 特命担当部長 

 学歴：筑波大学体育専門学群卒業 

 サッカー歴：筑波大学サッカー部、静岡県教員チーム、1級審判員、国際審判員 

職歴：公益財団法人日本サッカー協会、アジアサッカー連盟、静岡県立高等学校教諭 

 

(22)池田 浩（いけだ ひろし）／54歳 

 現職：順天堂大学医学部整形外科学講座先任准教授、公益財団法人日本サッカー協会理事 

関東大学サッカー連盟理事 

学歴：順天堂大学医学部卒業、順天堂大学医学部大学院卒業 

サッカー歴：順天堂大学医学部サッカー部、日本代表チームチームドクター 

職歴：順天堂大学医学部等 

 



(23)今井 純子（いまい じゅんこ）／50歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会技術部テクニカルハウス、同女子委員会副委員長 

FIFA Task Force for the women’s Football、アジアサッカー連盟女子委員会委員、 

学歴：筑波大学第二学群比較文化学類卒業、筑波大学博士課程文芸言語研究科卒業 

サッカー歴：筑波大学女子サッカークラブ、F.C.PAF 

職歴：公益財団法人日本サッカー協会等 

 

(24)須原 清貴（すはら きよたか）／49歳 

現職：株式会社ドミノ・ピザ ジャパン執行役員シニアバイスプレジデント、 

公益財団法人日本サッカー協会審判委員会委員 

学歴：慶應義塾大学法学部卒業、米国 Harvard Business School(MBA)卒業 

サッカー歴：2級審判員、3級審判インストラクター、瀬田サッカークラブ代表 

職歴：キンコーズ・ジャパン代表取締役社長、株式会社 GABA取締役副社長兼 COO、 

住友商事株式会社等 

 

(25)北澤 豪（きたざわ つよし）／47歳 

現職：有限会社ケイティーピー、公益財団法人日本サッカー協会理事、 

日本フットサルリーグ（Fリーグ）COO補佐、國學院大學客員教授 

学歴：修徳高等学校卒業 

サッカー歴：本田技研工業サッカー部、読売クラブ、ヴェルディ川崎、東京ヴェルディ 1969、 

日本代表選手等 

職歴：本田技研工業株式会社等 

 

(26)三好 豊（みよし ゆたか）／47歳 

 現職：森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士、米国ニューヨーク州弁護士、 

公益財団法人日本サッカー協会理事、アジアサッカー連盟法務委員会委員、 

東アジアサッカー連盟法務委員会委員長 

学歴：慶應義塾大学法学部卒業、米国ジョージワシントン大学ロースクール（LL.M.）卒業、 

職歴：森・濱田松本法律事務所等 

 

(27)鈴木 寛（すずき ひろし）／52歳 

現職：文部科学大臣補佐官、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、 

公益財団法人日本サッカー協会理事 

学歴：東京大学法学部卒業 

サッカー歴：通商産業省サッカー部 

職歴：通商産業省、参議院議員、文部科学副大臣等 

 

(28)山口 香（やまぐち かおり）／51歳 

現職：筑波大学体育系准教授、公益財団法人日本オリンピック委員会理事、 

公益財団法人全日本柔道連盟理事、公益財団法人日本バレーボール協会理事 

学歴：筑波大学体育専門学群卒業、筑波大学体育学修士課程体育研究科コーチ学専攻修了 

スポーツ歴：日本代表女子柔道選手、1988年ソウルオリンピック銅メダル、 

1984年ウィーン世界柔道選手権金メダル等 

職歴：武蔵大学人文学部教授、筑波大学体育系准教授等 

 

 

  



2. 監事予定者 

 

(1)原 秋彦（はら あきひこ）／63歳 

現職：日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士、米国ニューヨーク州弁護士、 

公益財団法人日本サッカー協会監事、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会法務委員、 

スポーツ仲裁裁判所（CAS）仲裁人 

学歴：東京大学法学部卒業、米国コロンビア大学ロースクール修士課程（LL.M.）修了 

職歴：三井安田法律事務所、日比谷パーク法律事務所等 

 

(2)岩城 健（いわき けん）／63歳 

現職：税理士、岩城税理士事務所、公益財団法人日本サッカー協会監事、 

株式会社イデアインターナショナル監査役 

学歴：明治大学商学部卒業 

職歴：公認会計士辻会計事務所、岩城税理士事務所 

 

(3)福田 雅（ふくだ まさし）／40歳 

現職：みずほ証券株式会社、公認会計士、一般社団法人東大 LB会理事、 

一般財団法人関東大学サッカー連盟監事、一般社団法人 CLUB LB&BRB代表理事、 

一般財団法人 ATHLETE SAVE JAPAN 

学歴：東京大学経済学部卒業 

サッカー歴：東京大学運動会ア式蹴球部、同助監督、同女子監督、LB-BRB TOKYO監督、 

文京 LBレディース監督 

職歴：日興シティグループ証券株式会社、日興コーディアル証券株式会社、みずほ証券株式会社等 

 

 

3. 事務総長予定者 

 

(1)岩上 和道（いわがみ かずみち）／63歳 

現職：株式会社電通顧問（3月 26日まで）、株式会社ハンディ顧問、株式会社アーキテクト監査役 

学歴：東京大学文学部卒業 

サッカー歴：電通第 5営業局サッカー部 

職歴：株式会社電通執行役員、Dentsu Media Network,CEO等 

その他：一般財団法人ラグビーワールドカップ 2019組織委員会評議員（2015年 3月まで） 

以上 

 

 


