
資料№１ 
 

2018年 3月 24日 

  

 

１． 次期理事会の方針 

 

１） 継続性 

47都道府県協会の自立、国体少年女子 U-16創設、育成日本復活、社会貢献、選挙制度、 

事務局機能 等 

２） 女子構造改革 

３） 世界基準でのクラブとの連携 

Jクラブ、大学、高体連、クラブユース、中体連、少年団など 

４） 登録制度の検討 

５） 部活動活性化 

６） 代表チーム強化 SAMURAI BLUE、なでしこジャパン 

７） 財政改革 

マーケティングストラテジー検討 

 

 

２． 次期役員等選考の考え方 

 

１） 継続性 

２） フットボール 

３） 現場で活躍されている方 

ビジネス、クラブ経営、教育、行政 

４） 社会貢献推進者・スポーツ文化 

５） 女性の登用 

６） 新人の登用 

７） 日本サッカーを考える理事会メンバー 

 

  



 

役員等予定者リスト 

 

1．理事（23名以上 30 名以内） 

№ 役職 氏名 備考 

1 会長 田嶋 幸三  

2 副会長 村井 満 Jリーグ  

3 副会長 岩上 和道  

4 副会長  47FA 

5 副会長  女子 

6 専務理事  須原 清貴  

7 常務理事 松崎 康弘  

8 常務理事 植田 昌利 関東 

9 常務理事 原 博実 Jリーグ 

10 理事 髙島 利実 北海道 

11 理事 森 亮 東北 

12 理事 田中 厚 北信越 

13 理事 藤田 一豊 東海 

14 理事 前田 康一 関西 

15 理事 宗政 潤一郎 中国 

16 理事 藤田 克己 四国 

17 理事 竹田 孝 九州 

18 理事 眞壁 潔 Jリーグ（Jクラブ） 

19 理事 上田 栄治  

20 理事 林 義規  

21 理事 西野 朗  

22 理事 小川 佳実  

23 理事 池田 浩  

24 理事 今井 純子  

25 理事 北澤 豪  

26 理事 三好 豊  

27 理事 佐々木 則夫  

28 理事 手塚 貴子  

29 理事 鈴木 寛 有識者 

30 理事 山口 香 有識者 

 

2．常設委員会委員長（9名） 

№ 委員会名 氏名 備  考 

1 国際 田嶋 幸三  

2 競技会 林 義規  

3 財務 須原 清貴  



 

4 技術 西野 朗  

5 女子 今井 純子  

6 審判 小川 佳実  

7 フットサル/ビーチ 北澤 豪  

8 医学 池田 浩  

9 法務 三好 豊  

 

3．各委員会委員長（10 名） 

№ 委員会名 氏名 備考 

1 

専門委員会 

施設 松崎 康弘  

2 リスペクト・フェアプレー 松崎 康弘  

3 殿堂 大仁 邦彌  

4 監査・コンプライアンス 福田 雅  

5 社会貢献 日比野 克彦  

6 

特別委員会 

将来構想 田嶋 幸三  

7 100周年記念事業 須原 清貴  

8 復興支援 上田 栄治  

9 
大会実施委員会 

天皇杯実施 須原 清貴  

10 国体実施 植田 昌利  

 

4．監事（3 名以内） 

№ 役職 氏名 備考 

1 監事 福田 雅  

2 監事 西本 強  

3 監事   

 

5．事務総長（1 名） 

№ 役職 氏名 備考 

1 事務総長   

 

6．名誉役員 

№ 氏名  現役職 新役職  

1 高円宮妃殿下  名誉総裁 名誉総裁  

2 大仁 邦彌  名誉会長 名誉会長 

3 川淵 三郎  最高顧問 相談役 

4 小倉 純ニ  最高顧問 最高顧問 

5 大東 和美  顧問 顧問 

6 釜本 邦茂  顧問 顧問 

7 綾部 美知枝 参与 参与 

8 池田 正利  参与 参与 



 

9 大倉 健史 参与 参与 

10 小川 勇二 参与 参与 

11 福林 徹  参与  参与  

12 佐々木 一樹 参与 参与 

13 瀧井 敏郎 参与 参与 

14 田中 道博  参与  参与  

15 手嶋 秀人 参与 参与 

16 中西 哲生 参与 参与 

17 中野 幸夫 参与 参与 

18 野田 朱美 参与 参与 

19 日比野 克彦 参与 参与 

20 岡田 武史 副会長 参与 

21 赤須 陽太郎 副会長 参与 

22 馬渕 明子 副会長 顧問 

23 岡島 正明 専務理事 参与 

24 藤縄 信夫 理事 参与 

25 原 秋彦 監事 参与 

26 岩城 健 監事 参与 

 

【退任】 

№ 氏名  現役職  退任事由 

1 浅見 俊雄  顧問 定年 

2 犬飼 基昭 顧問 定年 

3 大畠 襄  顧問 定年 

4 風間 八宏  参与 任期満了 

5 斎藤 幸司  参与 任期満了 

6 平山 隆造  参与  任期満了 

7 大南 博義 理事 任期満了 

8 荒川 剛 理事 任期満了 

9 竹山 勝自 理事 任期満了 

10 古田 篤良 理事 任期満了 

11 兵頭 龍哉 理事 任期満了 

 



 

資料 No.1 
【プロフィール】                           

2018年 3月 24日 

 

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）／60歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会会長、国際サッカー連盟カウンシルメンバー、 

アジアサッカー連盟理事、東アジアサッカー連盟会長、 

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、筑波大学、公益財団法人日本サッカー協会等 

 

(2) 村井 満（むらい みつる）／58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 

 

(3) 岩上 和道（いわがみ かずみち）／65歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会事務総長、公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事、 

一般社団法人日本女子サッカーリーグ理事等 

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（監督兼務） 

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

 

(4) 須原 清貴（すはら きよたか）／51歳 

現職：株式会社ドミノ・ピザ ジャパン代表取締役兼 COO、 

公益財団法人日本サッカー協会理事・審判委員 

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、 

たまがわリーグレフェリートレセンチーフアドバイザー 

職歴：ベルリッツ・ジャパン株式会社代表取締役社長、 

キンコーズ・ジャパン株式会社代表取締役社長兼 CEO、 

ボストンコンサルティンググループ、住友商事株式会社等 

 

(5) 松崎 康弘（まつざき やすひろ）／64歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会常務理事 

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 

 

(6) 植田 昌利（うえだ まさとし）／57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 

 

(7) 原 博実（はら ひろみ）／59歳 

現職：公益社団法人日本プロサッカーリーグ副理事長、 

公益財団法人日本サッカー協会常務理事 

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、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ等 

 

(8) 髙島 利実（たかしま としみ）／61歳 

現職：公益財団法人北海道サッカー協会専務理事、株式会社トータルサポート 24代表取締役、 

公益財団法人日本サッカー協会理事 

学歴：北海道当別高等学校卒業 

サッカー歴：北海道当別高校サッカー部、札幌ロイヤルホテルサッカー部、 

中標津 FC、中標津レッドムーン等 

職歴：釧路トヨペット株式会社、日本興亜損保株式会社等 

 

(9) 森 亮（もり あきら）／61歳 

現職：公益社団法人岩手県サッカー協会専務理事 

学歴：岩手大学教育学部卒業 

サッカー歴：岩手大学サッカー部、盛岡ゼブラクラブ 

職歴：岩手県内公立中学校教諭・副校長・校長他、公益社団法人岩手県サッカー協会 

 

(10) 田中 厚（たなか あつし）／58歳 

現職：公益社団法人富山県サッカー協会副会長兼専務理事、 

一般社団法人北信越サッカー協会常務理事、公益財団法人日本サッカー協会評議員 

学歴：富山大学経済学部卒業、富山大学経済学専攻科修了 

サッカー歴：富山大学サッカー部、富山全教、1級審判員、1級審判インストラクター 

職歴：富山県立高等学校教諭、公益社団法人富山県サッカー協会 

 

(11) 藤田 一豊（ふじた かずとよ）／61歳 

現職：三重県立久居高等学校教諭、一般社団法人三重県サッカー協会専務理事 

学歴：中京大学体育学部卒業 

サッカー歴：中京大学サッカー部、三重県立高等学校サッカー部監督 

職歴：三重県立高等学校教諭 

 

(12) 前田 康一（まえだ こういち）／64歳 

現職：公益社団法人滋賀県サッカー協会専務理事、一般社団法人関西サッカー協会常務理事 

学歴：滋賀大学教育学部卒業 

サッカー歴：滋賀大学教育学部サッカー部、滋賀県立高等学校サッカー部監督・コーチ・部長 

職歴：滋賀県立高等学校教諭・教頭・副校長・校長、公益社団法人滋賀県サッカー協会 

 

(13) 宗政 潤一郎（むねまさ じゅんいちろう）／60歳 

現職：公益財団法人広島県サッカー協会特任理事・事務局長、 

一般社団法人中国サッカー協会理事、MUNE広島フットボールクラブ代表 



学歴：武蔵大学経済学部卒業 

サッカー歴：武蔵大学体育会サッカー部、マツダサッカークラブ選手・監督 

広島四十雀サッカークラブ、広島県国体成年男子監督・コーチ、 

MUNE広島フットボールクラブ監督 

職歴：東洋工業株式会社、MUNE広島フットボールクラブ、公益財団法人広島県サッカー協会等 

 

(14) 藤田 克己（ふじた かつみ））／51歳 

現職：一般社団法人香川県サッカー協会専務理事兼事務局長、高松市サッカー協会理事、 

デジシーズ代表 

学歴：山形大学工学部卒業 

サッカー歴：百十四銀行サッカー部、RED FOX 

職歴：株式会社百十四銀行、デジシーズ、一般社団法人香川県サッカー協会 

 

(15) 竹田 孝（たけだ たかし）／58歳 

現職：福岡市立福翔高等学校教諭、一般社団法人九州サッカー協会専務理事、 

公益財団法人日本サッカー協会理事 

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 

 

(16) 眞壁 潔（まかべ きよし）／56歳 

現職：湘南造園株式会社代表取締役社長、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理事、 

公益財団法人秦野市スポーツ財団理事、 

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 

  

(17) 上田 栄治（うえだ えいじ）／64歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会理事、株式会社Ｊヴィレッジ代表取締役副社長、 

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 

 

(18) 林 義規（はやし よしのり）／63歳 

 現職：学校法人暁星学園中学高等学校教諭、公益財団法人東京都サッカー協会副会長、 

公益財団法人日本サッカー協会理事、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 

 

(19) 西野 朗（にしの あきら）／62歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会理事・技術委員長、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事 

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、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、公益財団法人日本サッカー協会等 

 

(20) 小川 佳実（おがわ よしみ）／58歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会理事・審判委員長、 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事、 

アジアサッカー連盟審判デベロプメントアドバイザー 

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 

 

(21) 池田 浩（いけだ ひろし）／56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・医学委員長、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 

 

(22) 今井 純子（いまい じゅんこ）／52歳 

現職：公益財団法人日本サッカー協会理事・女子委員長 

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

公益財団法人日本体育協会理事 

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 

 

(23) 北澤 豪（きたざわ つよし）／49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・フットサル委員長、 

一般社団法人日本障がい者サッカー連盟会長 

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 

 

(24) 三好 豊（みよし ゆたか）／49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・法務委員長、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 

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 

 

(25) 佐々木 則夫（ささき のりお）／59歳 

現職：十文字学園女子大学副学長、大宮アルディージャトータルアドバイザー 

学歴：明治大学文学部卒業 

サッカー歴：明治大学サッカー部、電電関東/NTT関東サッカー部、大宮アルディージャ監督、 

なでしこジャパン監督等 

職歴：日本電信電話公社、エヌ・ティ・ティスポーツコミュニティ株式会社、 

公益財団法人日本サッカー協会、十文字学園女子大学 

 



(26) 手塚 貴子（てづか たかこ）／47歳 

現職：ブランカ FC代表、公益財団法人日本サッカー協会女子委員会副委員長 

学歴：日本大学文理学部卒業 

サッカー歴：日テレ・ベレーザ、日本女子代表選手、浦和レッズ・レディース監督等 

 

(27) 鈴木 寛（すずき ひろし）／54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）／53歳 

現職：筑波大学体育系教授、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 

公益財団法人日本サッカー協会理事 

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大会金メダル等 

職歴：武蔵大学人文学部教授、筑波大学体育系教授等 

 

 

2. 監事予定者 

 

(1) 福田 雅（ふくだ まさし）／42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、 

公益財団法人日本サッカー協会監事 

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、同監督、同女子監督、東京ユナイテッド FC監督、 

文京 LBレディース監督 

職歴：PwC税理士法人、日興シティグループ証券株式会社、みずほ証券株式会社等 

 

(2) 西本 強（にしもと つよし）／44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 

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：西村総合法律事務所、日比谷パーク法律事務所等 

以上 
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