
役員等予定者リスト 

1．理事予定者（23名以上 30名以内）

※会長 1名、副会長 4名以内
．．

、専務理事 1名、常務理事 3名以内
．．

（定款第 25条第 2項） 

№ 役職 氏名 備考 

1 理事 田嶋 幸三 会長予定者 

2 理事 岡田 武史 ※ 副会長予定者 

3 理事 野々村 芳和 ※ 副会長予定者 

4 理事 林 義規 副会長予定者 

5 理事 岡島 喜久子 副会長予定者 

6 理事 須原 清貴 専務理事予定者 

理事 常務理事予定者 

7 理事 池田 浩 ※ 常務理事予定者 

8 理事 三好 豊 ※ 常務理事予定者 

9 理事 石井 肇 北海道 

10 理事 橋本 善一郎 ※ 東北／福島県サッカー協会 

11 理事 河瀬 淳 ※ 関東／千葉県サッカー協会 

12 理事 中澤 雄一 ※ 北信越／新潟県サッカー協会 

13 理事 尾関 孝昭 ※ 東海／岐阜県サッカー協会 

14 理事 山下 和良 ※ 関西／京都府サッカー協会 

15 理事 宗政 潤一郎 中国／広島県サッカー協会 

16 理事 秋森 学 ※ 四国／高知県サッカー協会 

17 理事 竹田 孝 九州 

18 理事 髙田 春奈 ※

19 理事 反町 康治 

20 理事 佐々木 則夫 

21 理事 今井 純子 

22 理事 扇谷 健司 ※

23 理事 山岸 佐知子 

24 理事 金田 喜稔 ※

25 理事 中野 雄二 ※

26 理事 宮本 恒靖 ※

27 理事 山口 香 

28 理事 日比野 暢子 ※ 

29 理事

30 理事

※新任、役職変更等



2．監事予定者（3名以内） 

№ 役職 氏名 備考 

1 監事 佐藤 太郎 

2 監事 西本 強 

3 監事 福田 雅 



【プロフィール】 ※年齢は、2022 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）／64歳

現職：（公財）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副会長、

職歴：古河電気工業（株）、立教大学、筑波大学、（公財）日本サッカー協会等 

サッカー歴：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

(2) 岡田 武史（おかだ たけし）／65 歳

現職：（株）今治.夢スポーツ代表取締役会長、

（公財）日本サッカー協会参与・シニアアドバイザー 

（公社）ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事 

職歴：古河電気工業（株）、Jリーグ監督、（株）今治.夢スポーツ等 

サッカー歴：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・杭州緑城監督等

(3) 野々村 芳和（ののむら よしかづ）／49歳

現職：（公社）日本プロサッカーリーグチェアマン

職歴：（株）クラッキ、Jリーグ選手、（株）コンサドーレ代表取締役

サッカー歴：ジェフユナイテッド市原、コンサドーレ札幌等

(4) 林 義規（はやし よしのり）／67歳

現職：（公財）日本サッカー協会副会長、（公財）東京都サッカー協会会長

職歴：（学）暁星学園中学高等学校

サッカー歴：東京都教員団サッカーチーム、暁星高校サッカー部監督

(5) 岡島 喜久子（おかじま きくこ）／63歳

現職：（公社）日本女子プロサッカーリーグ チェア、（公財）日本サッカー協会 副会長

職歴：ケミカルバンク、国際証券（株）、メリルリンチ等

サッカー歴：FCジンナン、日産 FCレディース、日本代表選手等

(6) 須原 清貴（すはら きよたか）／55歳

現職：（公財）日本サッカー協会専務理事、アジアサッカー連盟競技会員会委員、

（公財）日本オリンピック委員会評議員 

職歴：住友商事（株）、ボストン・コンサルティング・グループ、 

ベルリッツ・ジャパン（株）代表取締役社長、 

キンコーズ・ジャパン（株）代表取締役社長兼 CEO、

（株）ドミノ・ピザ ジャパン代表取締役兼 COO等

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 



(7) 池田 浩（いけだ ひろし）／60歳

現職：順天堂大学保健医療学部理学療法学科 教授、
      順天堂大学医学部整形外科 准教授、

 （公財）日本サッカー協会理事・医学委員長

職歴：順天堂大学医学部等 

サッカー歴：日本代表チームドクター等

(8) 三好 豊（みよし ゆたか）／53歳

現職：森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士、

（公財）日本サッカー協会理事・法務委員長、 

（公社）日本女子プロサッカーリーグ（WE リーグ）裁定委員会委員 
国際サッカー連盟ガバナンス・監査・コンプライアンス委員会委員 

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

米国ニューヨーク州弁護士、

職歴：森・濱田松本法律事務所等 

(9) 石井 肇（いしい はじめ）／62歳

現職：（公財）北海道サッカー協会専務理事、（公財）日本サッカー協会理事、

ノルディーア北海道 ゼネラルアドバイザー 

職歴：日産自動車（株）、大塚製薬（株）、J リーグ監督、（公財）北海道サッカー協会等 

サッカー歴：日産自動車、大塚製薬（選手・監督）、コンサドーレ札幌監督、

ベガルタ仙台監督、ノルディーア北海道監督等 

(10) 橋本 善一郎（はしもと ぜんいちろう）／63歳

現職：（一財）福島県サッカー協会副会長兼専務理事

職歴：福島県立高校教諭、（一財）福島県サッカー協会

サッカー歴：福島教員団・福島 FC

(11) 河瀬 淳（かわせ あつし）／60歳

現職：（公社）千葉県サッカー協会専務理事、（一社）関東サッカー協会理事

職歴：千葉市職員、（公社）千葉県サッカー協会

サッカー歴：千葉市役所サッカー部

(12) 中澤 雄一（なかざわ ゆういち）／56歳

現職：新潟県立高校教諭、（公財）日本サッカー協会評議員、

 （一社）北信越サッカー協会副会長、（一社）新潟県サッカー協会副会長、 

職歴：新潟県立高校教諭 

サッカー歴：新潟県教員チーム、2級審判員、2級審判インストラクター、

JFAマッチコミッショナー、JFAウェルフェアオフィサージェネラル 

(13) 尾関 孝昭（おぜき たかあき）／64歳

現職：（一財）岐阜県サッカー協会専務理事、（一社）東海サッカー協会理事

職歴：岐阜県立高等学校教諭、（一財）岐阜県サッカー協会

サッカー歴：岐阜教員サッカークラブ

(14) 山下 和良（やました かずよし）／63歳

現職：（一社）京都府サッカー協会副会長兼専務理事、（一社）関西サッカー協会常務理事、 

関西社会人サッカー連盟理事長、（一財）全国社会人サッカー連盟理事 

職歴：新京都信販（株）、ニッセンクレジットサービス（株）、（一社）京都府サッカー協会 

サッカー歴：京都府 1部リーグ選手・監督、京都府社会人連盟選手



(15) 宗政 潤一郎（むねまさ じゅんいちろう）／64歳

現職：（公財）広島県サッカー協会副会長兼専務理事、（公財）日本サッカー協会理事、

（一社）中国サッカー協会専務理事 

職歴：東洋工業（株）、MUNE広島フットボールクラブ代表、（公財）広島県サッカー協会等 

サッカー歴：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、MUNE 広島フットボールクラブ監督 

 

(16) 秋森 学（あきもり まなぶ）／62歳

現職：（一社）高知県サッカー協会副会長兼専務理事

職歴：高知県立高校教諭・校長、（一社）高知県サッカー協会

サッカー歴：高知教員サッカークラブ、高知龍馬クラブ

(17) 竹田 孝（たけだ たかし）／62歳

現職：福岡市立高校教諭、(一社)九州サッカー協会専務理事、(公財)日本サッカー協会理

事職歴：福岡市立高校教諭

サッカー歴：福岡教員サッカークラブ

(18) 髙田 春奈（たかた はるな）／44歳

現職：（公社）日本プロサッカーリーグ理事

職歴：ソニー（株）、（株）ジャパネットソーシャルキャピタル、

（株）ジャパネットホールディングス、（株）V・ファーレン長崎等 

サッカー歴：（株）V・ファーレン長崎 前代表取締役社長

(19) 反町 康治（そりまち やすはる）／58歳

現職：（公財）日本サッカー協会理事・技術委員長

職歴：全日本空輸（株）、Jリーグ選手・監督等

サッカー歴：全日空横浜サッカークラブ、横浜フリューゲルス、ベルマーレ平塚、

日本代表選手 

(20) 佐々木 則夫（ささき のりお）／63歳

現職：（公財）日本サッカー協会理事・女子委員長、十文字学園女子大学副学長、

大宮アルディージャシニアアドバイザー 

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）、 

（公財）日本サッカー協会、十文字学園女子大学 

サッカー歴：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 

(21) 今井 純子（いまい じゅんこ）／56歳

現職：（公財）日本サッカー協会理事・女子委員会副委員長

アジアサッカー連盟女子委員会委員、（公財）日本スポーツ協会理事

職歴：（公財）日本サッカー協会等 

サッカー歴：筑波大学女子サッカークラブ、Portobello Football Club（アイルランド）、

F.C.PAF



(22) 扇谷 健司（おおぎや けんじ）／51歳

現職：（公財）日本サッカー協会審判委員会副委員長

職歴：（株）湘南ベルマーレ、（株）シミズオクト、スペシャルレフェリー、

プロフェッショナルレフェリー 

サッカー歴：サッカー1級審判員、国際審判員

(23) 山岸 佐知子（やまぎし さちこ）／48歳

現職：（公財）日本サッカー協会理事・審判委員会副委員長、

（公財）千葉県サッカー協会理事 

職歴：国立スポーツ科学センター、東京大学附属病院、（公財）日本サッカー協会等 

サッカー歴：女子国際主審、サッカー女子 1級審判員、サッカー1級審判員

(24) 金田 喜稔（かねだ のぶとし）／64歳

現職：サッカー解説者、（一社）日本サッカー名蹴会会長、

JFA シニアサッカーアンバサダー 

職歴：日産自動車（株） 

サッカー歴：日産自動車サッカー部、日本代表選手、（財）日本サッカー協会強化委員

(25) 中野 雄二（なかの ゆうじ）／59 歳

現職：流通経済大学教授、（公財）日本サッカー協会技術委員、

（一財）全日本大学サッカー連盟副理事長・技術委員長、関東大学サッカー連盟理事

長、（一社）関東サッカー協会理事、（公財）茨城県サッカー協会理事 

職歴：プリマハム FC、水戸ホーリーホック、流通経済大学 

サッカー歴：プリマハム FC監督、水戸ホーリーホック監督、流通経済大学サッカー部監督

(26) 宮本 恒靖（みやもと つねやす）／45歳

現職：プロサッカー指導者、サッカー解説者、（公社）日本プロサッカーリーグ理事

職歴：Jリーグ選手・監督等

サッカー歴：ガンバ大阪、レッドブル・ザルツブルグ、ヴィッセル神戸、日本代表選手、

FIFAマスター 

(27) 山口 香（やまぐち かおり）／57歳

現職：筑波大学体育系教授、（公財）日本サッカー協会理事、

（公財）日本バレーボール協会理事、東京都教育委員会委員、 

コナミホールディングス（株）社外取締役

職歴：武蔵大学人文学部教授、筑波大学体育系教授等 

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 

(28) 日比野 暢子（ひびの のぶこ）／55歳

現職：桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授、

ウースター大学スポーツ・エクササイズ学部名誉教授、

（一社）日本パラリンピアンズ協会アドバイザー、

日本体育スポーツ政策学会理事、（一社）日本障がい者サッカー連盟理事、

（一社）日本車いすバスケットボール連盟理事、（公財）日本パラスポーツ協会理事、 

日本スポーツ精神医学会理事、

（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事、

Para Football財団 Steering Board Member

職歴：桐蔭横浜大学、ウースター大学 



2. 監事予定者

(1) 佐藤 太郎（さとう たろう）／64歳

現職：（公財）日本サッカー協会監事

職歴：パイオニア（株）、モンデリーズ・ジャパン（株）

サッカー歴：パイオニア川越工場サッカー部、墨東 60

(2) 西本 強（にしもと つよし）／48 歳

現職：日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士、(公財）日本サッカー協会監事、

米国ニューヨーク州弁護士 

職歴：西村総合法律事務所、日比谷パーク法律事務所等 

(3) 福田 雅（ふくだ まさし）／46歳

現職：みずほ証券（株）、（公財）日本サッカー協会監事、

(株)東京武蔵野ユナイテッドスポーツクラブ代表取締役、(一社）CLUB LB&BRB 代表理

事、（一社）東大 LB会理事、（公財）東京都サッカー協会理事、 

（一財）関東大学サッカー連盟監事、公認会計士、 

職歴：PwC税理士法人、日興シティグループ証券（株）、みずほ証券（株）等 

サッカー歴：東京大学運動会ア式蹴球部監督・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、東京都国体成年男子監督 

以上 


