
委員会名 競技会委員会 

担当部署 競技運営部 

所管事項 
・各種大会に関する事項と試合の管理

・FIFA、AFC 及び EAFF の各種大会並びに J リーグ等の国内大会の日程調整に関する事項

2 年間で取り組む事項 

① 将来構想委員会の決定事項を受けて、大会改革の検討

② 育成年代リーグや大会の更なる環境の整備と見直し

③ 女子大会の構造改革と育成年代のゲーム環境改善・整備

④ 国体少年女子部門創設

⑤ グラスルーツ大会の充実

⑥ 各競技会に関する決定事項は各実行委員会及び部会が決定し、必要に応じて理事会に付議する。

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 林 義規 理事/第 2 種大会部会長 

委員 須原 清貴 専務理事/天皇杯実施委員長 

委員 植田 昌利 常務理事/国体実施委員長/第 1 種大会部会長 

委員 原 博実 常務理事/Ｊリーグ 副理事長 

委員 今井 純子 理事/女子委員長 

委員 北澤 豪 理事/フットサル委員長 

委員 関塚 隆 技術委員長 

委員 綾部美知枝 女子大会部会長 

委員 谷 邦男 マッチコミッショナー部会長

委員 上保 毅彦 （一社）日本フットボールリーグ 運営部長 

委員 風間 理佐 （一社）日本女子サッカーリーグ 

委員 大立目佳久 （一財）日本フットサル連盟 副会長 

委員 飽田 敏 （一社）長野県サッカー協会 常務理事/第 3 種大会部会長 

委員 高山 清 （公財）東京都サッカー協会 副会長/第 4 種大会部会長 

委員 黒田 卓志 Ｊリーグフットボール本部長 
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委員会名 財務委員会 

担当部署 財務部 

所管事項 

(1) 毎年度予算案及び決算案の審議 

(2) 中長期財政計画の審議 

(3) 資金運用、借入等資金計画に関する検討 

(4) その他財務及び経理に関する重要事項の審議 

2 年間で取り組む事項 

 予算案・決算案について、各委員の専門的かつ多様な見識・観点から、正当性・妥当性を審議する。特に公益財団

法人としての立場から税務的・会計的・社会通念的な観点も重視する。 

 中長期財政計画について、特定預金(内部留保)を含めて将来的なあり方を議論する。 

 資金運用・借入等資金計画について、必要性および具体的手法について検討および事務局への助言を行う。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 須原 清貴 専務理事 

委員 藤田 克己 理事 / 香川県 FA 専務理事 

委員 西原 一将 鹿児島県 FA 会長 

委員 鈴木 秀和 (株)J リーグホールディングス 取締役専務執行役員 

委員 池森 俊文 アドバイザリーボードメンバー/みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)技術顧問 

委員 羽深 成樹 有識者 /(株)三菱ケミカルホールディングス 執行役員(経営戦略部門 経営企画室) 

委員 平嶋 彰英 有識者 /地方職員共済組合 理事長/立教大学 経済学部 経済学研究科 特任教授 

委員 須永 功 有識者 /永和総合事務所 代表者 税理士 



委員会名 女子委員会 

担当部署 女子部 

所管事項 (1) 女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

「なでしこビジョン実現に向けてマスタープラン推進と構造改革」 

1. 代表・育成：なでしこジャパンが再び世界のトップで輝くために 

 2019 年 FIFA 女子ワールドカップ、2020 年東京五輪に向けての強化。 

 育成の精度を高め、近い将来なでしこジャパン、世界で活躍する選手の輩出。 

2. 普及 

 普及コーディネーターを中心に、全国各地の課題に具体的に取り組む。 

 2020 年東京五輪、2023 年 FIFA 女子ワールドカップ自国開催に向けたレガシーの計画・実行。 

 女子サッカーのプロモーション。 

3. ゲーム環境：普及、育成、強化全てに直結する施策として 

 なでしこリーグの活性化。 

 国体少年女子の部設立と対応準備の促進。 

 国内大会の最適化。 

4. 女性指導者、及び、女性人材 

 引き続き積極的に推進。 

 登用・活躍の準備、および、支援。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 今井 純子 理事 

副委員長 手塚 貴子 理事/栃木県サッカー協会技術委員会女子副委員長 

委員 上田 栄治 理事/J ヴィレッジ副社長 

委員 佐々木 則夫 理事/大宮アルディージャトータルアドバイザー 

委員 綾部 美知枝 参与/女子大会部会長 

委員 池内 豊 JFA ユース育成ダイレクター/JFA インストラクター 

委員 大野 真 JFA ナショナルトレセンコーチ[女子担当]チーフコーチ/ 

JFA アカデミー女子統括ダイレクター 

委員 大部 由美 JFA ナショナルトレセンコーチ[女子担当]サブチーフコーチ/ 

なでしこジャパンコーチ 

委員 小林 美由紀 ジェフユナイテッド市原千葉レディースマネージャー/ 

全日本大学女子サッカー連盟理事 

委員 羽生 英之 東京ヴェルディ 1969・日テレ・ベレーザ社長/J リーグ女子部会長 

委員 本田 美登里 AC 長野パルセイロ・レディース監督 

委員 宮本 ともみ 元なでしこジャパン選手/U-17 日本女子代表チームコーチ 

委員 山岸 佐知子 審判委員/元国際審判員/女子 1 級審判員 

 



委員会名 フットサル委員会 

担当部署 フットサル・ビーチサッカー部 

所管事項 

(1) フットサルに関する事項 

(2) フットサルに関する大会及び試合の管理 

(3) ビーチサッカーに関する事項 

(4) ビーチサッカーに関する大会及び試合の管理 

2 年間で取り組む事項 

1．強いフットサル代表、ビーチサッカー代表の構築 

 ・ サッカーとフットサル双方向の交流促進 

 ・ F リーグとの協働 

 ・ 大学フットサルの強化 

・ 海外との積極的な交流及び情報収集 

・ FIFA フットサルワールドカップ 2020 を見据えたチーム強化策の実施 

・ 育成の強化推進（各都道府県で各年代のリーグ戦） 

 ・ AFC U-20 フットサル選手権大会を見据えた強化策の実施 

・ 女子フットサル選手の育成・強化 

・ ビーチサッカー地域リーグを利用した強化トレーニングの実施 

2．広がり（社会から求められるフットサル・ビーチサッカーの構築のために） 

① JFA フットボールファミリーの拡大 

・ フットサルエンジョイ登録の検討・推進、ビーチサッカーの普及・発展 

② フットサルエンジョイ大会 

・ エンジョイ 5 の検討及びエンジョイ大会の新設、他大会の取り込み 

③ フットサル、ビーチサッカーの更なる認知 

・ Ｆリーグの観るスポーツとしての価値の向上  

・ メディアプロモーションの強化（広く、強い情報発信） 

・ 日本ビーチサッカー連盟事務局の機能強化 

④ 財源確保、拡大 

・ フットサル、ビーチサッカーのための財源確保、拡大 

⑤ 屋内、ビーチ最高峰のスポーツとなるために 

 ・ 体育館等屋内施設のフットサルへの開放、常設ビーチサッカー場の設置推進 

 ・ フットサル指導者制度の確立 

3．サッカーへの寄与  

・ サッカー技術研修カリキュラムへの導入 

・ （フットサル）冬場、荒天時の練習。（ビーチサッカー）砂場でのフィジカルトレーニング等のためのプレー促進 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 北澤 豪 理事/一般財団法人日本フットサル連盟副会長 

副委員長 大立目 佳久 一般財団法人日本フットサル連盟副会長 

委員 今井 純子 理事/女子委員長 

委員 金子 諭 一般財団法人日本フットサル施設連盟事務局長 

委員 北原 亘 元フットサル日本代表選手 



委員 小西 鉄平 JFA フットサルテクニカルダイレクター 

委員 佐々木 高志 株式会社電通スポーツ局サッカー業務 1 部部長 

委員 柴沼 真 大阪成蹊大学/指導者インストラクター 

委員 西脇 一行 一般財団法人日本ビーチサッカー連盟専務理事 

委員 延本 泰一 審判委員会 フットサル・ビーチ部会長 

委員 林 義規 理事/技術委員/競技会委員長/暁星高校 

委員 山本 俊彦 F リーグ ペスカドーラ町田 実行委員 

委員 山本 昌邦 技術委員会副委員長 

 



委員会名 将来構想委員会 

担当部署 秘書室 

所管事項 

(1) 日本サッカーの将来に関する事項 

(2) JFA/J リーグの発展に関する事項 

(3) その他 

2 年間で取り組む事項 

１．日本サッカー（JFA/J リーグ）の将来像に関する検討 

２．その他 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 田嶋 幸三 会長 

委員 村井 満 副会長/J リーグチェアマン 

委員 岩上 和道 副会長 

委員 須原 清貴 専務理事 

委員 松崎 康弘 常務理事 

委員 岡田 武史 シニア・アドバイザー/参与/ 

株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役会長 

委員 松田 保 公益社団法人滋賀県サッカー協会 会長 

委員 原 博実 常務理事/J リーグ副理事長 

委員 木村 正明 J リーグ専務理事 

 



委員会名 天皇杯実施委員会 

担当部署 競技運営部 

所管事項 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会に関わる全般事項 

2 年間で取り組む事項 

1）2019-20 年に向けての日程作成 

2020 東京オリンピック、2019 ラグビーワールドカップ等を考慮した年間カレンダーの整備 

2）競技方式および大会運営の品質向上 

次回大会へ向けた開催規程、試合運営要項の策定 

3）天皇杯とＪリーグのシーズン終了時期の検討および対応策の構築 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 須原 清貴 専務理事 

副委員長 原 博実 常務理事/Ｊリーグ 副理事長 

委員 植田 昌利 常務理事/第１種大会部会長/国体実施委員長 

委員 三好 健寿 北海道地域選出 

委員 寺地 一美 東北地域選出 

委員 中西 聡太 関東地域選出 

委員 広部 雅之 北信越地域選出 

委員 清水 佐平 東海地域選出 

委員 藤縄 信夫 関西地域選出 

委員 宗政 潤一郎 理事/中国地域選出 

委員 小河 雄磨 四国地域選出 

委員 堤 恒範 九州地域選出 

委員 品川 和彦 NHK 視聴者総局 事業センター 副部長 

委員 森 龍太 NHK 報道局 スポーツセンター 副部長 

委員 藤田 武徳 共同通信社 事業推進部 部長 

委員 土屋 出 共同通信社 事業推進部 副部長 

委員 黒田 卓志 Ｊリーグ フットボール本部長 

委員 加藤 桂三 （一社）日本フットボールリーグ 専務理事 

委員 片岡 道夫 （一財）全国社会人サッカー連盟 専務理事 

委員 中野 雄二 （一財）全日本大学サッカー連盟 副理事長 

 



 

委員会名 国体実施委員会 

担当部署 競技運営部 

所管事項 

(1) 国民体育大会サッカー競技の開催 

(2) 開催自治体及び開催都道府県サッカー協会との大会運営に関する各種調整 

(3)  日本スポーツ協会との窓口 

2 年間で取り組む事項 

(1) 少年女子種別の創設 

(2) 第 73 回国民体育大会（福井県）、第 74 回国民体育大会（茨城県）の開催 

(3) 第 79 回国民体育大会（滋賀県）、第 80 回国民体育大会（青森県）の開催自治体・会場の決定 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 植田 昌利 常務理事 

副委員長 今井 純子 理事/女子委員長 

委員 林  義規 理事/競技会委員長/第 2 種大会部会 

委員 小川 佳実 理事/審判委員長 

委員 森  亮 理事/東北 

委員 前田 康一 理事/関西 

委員 竹田 孝 理事/九州 

委員 山口 隆文 技術委員会副委員長 

委員 片岡 道夫 （一財）全国社会人サッカー連盟 専務理事 

委員 広部 雅之 （一社）福井県サッカー協会 理事/2018 年開催 

委員 大和田 健 （公財）茨城県サッカー協会 専務理事/2019 年開催 

委員 東條 健一 （一社）鹿児島県サッカー協会 事務局長/2020 年開催 

委員 奥田 典之 （一社）三重県サッカー協会 事務局長/2021 年開催 

委員 福田 治 （公社）栃木県サッカー協会 理事/2022 年開催 
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