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定款を添付の通り変更したい。 

 

【概要】 

定款の附則 6 評議員推薦加盟団体（３）Ｊリーグ所属クラブを、2023 シーズンのＪ１クラブに変更

するもの。 

 

  評議員 79名選任の件 

 本定時評議員会終結の時をもって現評議員の任期が満了となるため、以下の 79名の評議員を選任

したい。 

 

【評議員候補者 79名】 ☆は新任 23名 

越山 賢一（こしやま けんいち）／公益財団法人北海道サッカー協会 会長 

大南 博義（おおみなみ ひろよし）／一般社団法人青森県サッカー協会 会長 

森 亮（もり あきら）／公益社団法人岩手県サッカー協会 会長兼専務理事 

☆ 鈴木 雅浩（すずき まさひろ）／一般社団法人宮城県サッカー協会 副会長 

安井 誠悦（やすい せいえつ）／一般社団法人秋田県サッカー協会 副会長兼専務理事 

桂木 聖彦（かつらぎ まさひこ）／特定非営利活動法人山形県サッカー協会 会長 

☆ 齋藤 寿（さいとう ひさし）／一般財団法人福島県サッカー協会 副会長 

木内 敏之（きうち としゆき）／公益財団法人茨城県サッカー協会 副会長 

鈴木 勇（すずき いさむ）／公益社団法人栃木県サッカー協会 専務理事 

竹沢 豊（たけざわ ゆたか）／公益社団法人群馬県サッカー協会 副会長 

☆ 柏 悦郎（かしわ えつろう）／公益財団法人埼玉県サッカー協会 専務理事 

片岡 道夫（かたおか みちお）／公益社団法人千葉県サッカー協会 会長  

大西 正幸（おおにし まさゆき）／公益財団法人東京都サッカー協会 副会長 

☆ 関 佳史（せき よしぶみ）／一般社団法人神奈川県サッカー協会 副会長 

☆ 秋山 雅門（あきやま まさかど）／一般社団法人山梨県サッカー協会 副会長 

下条 夫美子（しもじょう ふみこ）／一般社団法人長野県サッカー協会 専務理事兼事務局長 

渡邉 滋（わたなべ しげる）／一般社団法人新潟県サッカー協会 副会長兼専務理事 

根塚 武（ねづか たけし）／公益社団法人富山県サッカー協会 会長 

小石 一寛（こいし かずひろ）／一般社団法人石川県サッカー協会 会長 

西村 昭治（にしむら しょうじ）／一般社団法人福井県サッカー協会 副会長 

大石 剛（おおいし ごう）／一般財団法人静岡県サッカー協会 会長 

新井 忠（あらい ただし）／公益財団法人愛知県サッカー協会 副会長 

山本 久徳（やまもと ひさのり）／一般社団法人三重県サッカー協会 副会長 
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森 進一（もり しんいち）／一般財団法人岐阜県サッカー協会 副会長 

☆ 前田 康一（まえだ こういち）／公益社団法人滋賀県サッカー協会 会長 

乘本 敏宏（のりもと としひろ）／一般社団法人京都府サッカー協会 会長 

☆ 梶川 哲郎（かじかわ てつお）／一般社団法人大阪府サッカー協会 専務理事 

林 啓司（はやし けいじ）／一般社団法人兵庫県サッカー協会 会長 

山口 浩（やまぐち ひろし）／一般社団法人奈良県サッカー協会 副会長 

中西 朋子（なかにし ともこ）／一般社団法人和歌山県サッカー協会 副会長 

黒見 博（くろみ ひろし）／一般財団法人鳥取県サッカー協会 理事 

金築 弘（かねつく ひろし）／一般社団法人島根県サッカー協会 専務理事 

☆ 番場 伸幸（ばんば のぶゆき）／一般財団法人岡山県サッカー協会 専務理事 

☆ 羽原 靖明（はばら やすあき）／公益財団法人広島県サッカー協会 副会長 

小林 訓二（こばやし くんじ）／一般社団法人山口県サッカー協会 会長 

嶋 靖博（しま やすひろ）／一般社団法人香川県サッカー協会 会長 

河野 曉（かわの さとる）／一般社団法人徳島県サッカー協会 会長 

堀内 久勝（ほりうち ひさかつ）／一般社団法人愛媛県サッカー協会 会長 

松木 泰則（まつぎ やすのり）／一般社団法人高知県サッカー協会 会長 

井手 春芳（いで はるよし）／公益社団法人福岡県サッカー協会 専務理事 

本村 正信（もとむら まさのぶ）／一般社団法人佐賀県サッカー協会 専務理事 

末吉 成仁（すえよし なるひと）／一般社団法人長崎県サッカー協会 専務理事 

☆ 藤山 直秀（とうやま なおひで）／一般社団法人熊本県サッカー協会 専務理事 

大場 俊二（おおば しゅんじ）／一般社団法人大分県サッカー協会 会長 

柳田 和洋（やなぎた かずひろ）／一般社団法人宮崎県サッカー協会 専務理事 

東條 健一（とうじょう けんいち）／一般社団法人鹿児島県サッカー協会 副会長 

宮城 淳也（みやぎ じゅんや）／一般社団法人沖縄県サッカー協会 専務理事 

三上 大勝（みかみ ひろかつ）／株式会社コンサドーレ 代表取締役 GM 

小泉 文明（こいずみ ふみあき）／株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長 

☆ 田口 誠（たぐち まこと）／浦和レッドダイヤモンズ株式会社 代表取締役社長 

☆ 川岸 滋也（かわぎし しげや）／東京フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長 

吉田 明宏（よしだ あきひろ）／株式会社川崎フロンターレ 代表取締役社長 

中山 昭宏（なかやま あきひろ）／横浜マリノス株式会社 代表取締役社長 

☆ 木村 遼（きむら りょう）／株式会社横浜フリエスポーツクラブ 代表取締役社長 COO 

☆ 坂本 紘司（さかもと こうじ）／株式会社湘南ベルマーレ 代表取締役副社長 GM 

☆ 瀧川 龍一郎（たきかわ りゅういちろう）／株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長 

☆ 中野 幸夫（なかの ゆきお）／株式会社アルビレックス新潟 代表取締役社長 

小西 工己（こにし こうき）／株式会社名古屋グランパスエイト 代表取締役社長 

☆ 伊藤 雅章（いとう まさあき）／株式会社京都パープルサンガ 代表取締役社長 

小野 忠史（おの ただし）／株式会社ガンバ大阪 代表取締役社長 

森島 寛晃（もりしま ひろあき）／株式会社セレッソ大阪 代表取締役社長 

千布 勇気（ちふ ゆうき）／楽天ヴィッセル神戸株式会社 代表取締役社長 

仙田 信吾（せんだ しんご）／株式会社サンフレッチェ広島 代表取締役社長 

☆ 川森 敬史（かわもり たかし）／アビスパ福岡株式会社 代表取締役社長 
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☆ 小柳 智之（こやなぎ ともゆき）／株式会社サガン・ドリームス 代表取締役社長 

☆ 勝澤 健（かつざわ けん）／公益社団法人日本プロサッカーリーグ 執行役員 

加藤 桂三（かとう けいぞう）／一般社団法人日本フットボールリーグ 理事長 

☆ 玉田 稔（たまだ みのる）／一般社団法人日本女子サッカーリーグ 理事 

原田 理人（はらだ みちと）／一般財団法人日本フットサル連盟 会長 

櫻井 友（さくらい とも）／一般財団法人全日本大学サッカー連盟 常務理事兼事務局長 

鈴木 秀夫（すずき ひでお）／一般財団法人全国社会人サッカー連盟 会長 

玉生 謙介（たまにゅう けんすけ）／公益財団法人全国高等学校体育連盟 サッカー専門部長 

堀 祐介（ほり ゆうすけ）／一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 理事長 

☆ 秋田 太一（あきた たいち）／公益財団法人日本中学校体育連盟 サッカー競技部長 

☆ 吉田 麻也（よしだ まや）／一般社団法人日本プロサッカー選手会 代表理事 

河原塚 毅（かわはらづか たけし）／一般財団法人日本ビーチサッカー連盟 理事 

小林 美由紀（こばやし みゆき）／公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 理事 

山本 康太（やまもと こうた）／一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 

石川 慎之助（いしかわ しんのすけ）／特定非営利活動法人日本サッカー指導者協会 事務局長 

 

【参考】退任する評議員 23名 

佐藤 俊幸（さとう としゆき）／一般社団法人宮城県サッカー協会 副会長 

菅野 貴夫（かんの たかお）／一般財団法人福島県サッカー協会 会長 

鈴木 茂（すずき しげる）／公益財団法人埼玉県サッカー協会 会長 

坂本 紀典（さかもと きてん）／一般社団法人神奈川県サッカー協会 会長 

小林 幸次（こばやし こうじ）／一般社団法人山梨県サッカー協会 副会長 

森津 陽太郎（もりつ ようたろう）／公益社団法人滋賀県サッカー協会 元会長 

藤縄 信夫（ふじなわ のぶお）／一般社団法人大阪府サッカー協会 会長 

山下 立次（やました たつじ）／一般財団法人岡山県サッカー協会 会長 

古田 篤良（ふるた あつよし）／公益財団法人広島県サッカー協会 会長 

北岡 長生（きたおか おさお）／一般社団法人熊本県サッカー協会 副会長 

佐々木 知廣（ささき ともひろ）／株式会社ベガルタ仙台 代表取締役社長 

神田 文之（かんだ ふみゆき）／株式会社松本山雅 代表取締役社長 

杉山 敏（すぎやま さとし）／株式会社エスパルス 取締役管理本部長 

浜浦 幸光（はまうら ゆきみつ）／株式会社ジュビロ 代表取締役社長 

立花 洋一（たちばな よういち）／浦和レッドダイヤモンズ株式会社 取締役社長付 

石井 豊（いしい ゆたか）／東京フットボールクラブ株式会社 強化部長 

水谷 尚人（みずたに なおひと）／株式会社湘南ベルマーレ 前代表取締役社長 

福岡 淳二郎（ふくおか じゅんじろう）／株式会社サガン・ドリームス 前代表取締役社長 

榎 徹（えのき とおる）／株式会社大分フットボールクラブ 取締役 

窪田 慎二（くぼた しんじ）／公益社団法人日本プロサッカーリーグ 理事 

大岩 真由美（おおいわ まゆみ）／一般社団法人日本女子サッカーリーグ 理事 

福島 隆志（ふくしま たかし）／公益財団法人日本中学校体育連盟 前サッカー競技部長 

高野 純一（たかの じゅんいち）／一般社団法人日本プロサッカー選手会 事務局長 
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選任する評議員の任期は、定款第 18条第 1項の規定により、選任後 4年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなるため、2026年度に関する定時評議員

会(2027年 3月)の終結の時までとなる。 

 

  理事 1名選任の件 

 田中琢二氏を理事として選任したい。 

 

田中 琢二（たなか たくじ）／61歳  

 

現職：楽天証券ホールディングス 取締役 

   PCIソリューションズ株式会社 取締役  

職歴：国際通貨基金日本代表理事、財務省関東財務局長・副財務官・大臣官房審議官(国際局、大 

臣官房)・財務大臣秘書官、産業革新機構専務執行役員、一橋大学大学院国際企業研究科客

員教授等 

サッカー歴:東京大学ア式蹴球部、JFA国際委員、JFAアドバイザリーボードメンバー 

 

  「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規則」の改正の件 
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以下の通り、「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規則」を改正したい。 

 

＜改正概要＞ 

①役員退職慰労金の廃止（第 3条及び第 8条から第 13条） 

②理事の月額報酬額決定機関の変更（第 5条） 

「理事の月額報酬は、評議員会で承認された理事の報酬総額の範囲内において、理事会の承認

を経て会長が別表（理事報酬表）を基準として決定する」とされているところ、「理事の月額

報酬は、評議員会で承認された理事の報酬総額の範囲内において、報酬委員会が別表（理事報

酬表）を基準として決定する」に改正する。 

③別表（理事報酬表）の改正 

現在 47号俸（月額 2,500,000円）が上限となっているところ、今後、さまざまな知見やバッ

クグラウンドを持った人材を確保するとともに、役員退職慰労金の廃止に伴う月額報酬への繰

り入れも考慮し、57号俸（月額 3,000,000円）に上限を変更する。 

 

  理事の報酬総額変更の件 

 以下の通り、理事の報酬総額を変更したい。 

 

＜改正概要＞ 

理事の報酬総額は、2021年 3月 28日(日)開催の定時評議員会にて「年額 2億円以内」と決議され

ているが、常勤の理事が増えてきたこと、また、今後、さまざまな知見やバックグラウンドを持っ

た人材を確保するとともに、役員退職慰労金の廃止に伴う月額報酬への繰り入れも考慮し、「年額

3億円以内」とする。 
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  役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件 

 役員退職慰労金廃止に伴い、以下の通り、打ち切り支給を行いたい。 

 

「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規則」の改定により役員退職慰労金制度が廃止される

ことに伴い、現在、在任中の常勤役員 9名に対し、それぞれ本評議員会終結の時までの在任期間に

対する労に報いるため、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をしたい。

なお、支給の時期については、各常勤役員の退任時とし、「役員及び評議員の報酬並びに費用に関

する規則」の基準に従い、その具体的な金額、支給の方法などについては、理事会にご一任願いた

い。 

 

 


