
(協）資料No.3
１．専門委員会
総務委員会 審判委員会

新委員 新委員

氏名 氏名

1 委員長 田中道博 1 委員長 松崎康弘

2 副委員長 小幡真一郎

総務委員会　法務部会 3 副委員長 森津陽太郎

新委員 4 委員 太田潔

氏名 5 委員 河内耕一郎

1 部会長 田中道博 6 委員 九里孝

2 副部会長 池田正利 7 委員 高橋武良

3 部会員 小竹伸幸 8 委員 綱島四郎

4 部会員 原秋彦 9 委員 布啓一郎

5 部会員 田川貴浩 10 委員 羽生英之

6 部会員 藤村昇司 11 委員 布瀬直次

7 部会員 真田幸明 12 委員 黛俊行

8 部会員 松永隆 13 幹事 小松原博和

9 部会員 福井一也 14 幹事 本間千晶

10 幹事 中村幸嗣

11 幹事 福間佳世子 審判委員会　トップレフェリー育成プロジェクト
新委員

氏名

総務委員会　ＪＦＡハウス管理部会 1 リーダー 松崎康弘

新委員 2 メンバー 小野剛

氏名 3 メンバー 小幡真一郎

1 部会長 田中道博 4 メンバー 田中道博

2 副部会長 佐々木一樹 5 メンバー 羽生英之

3 部会員 平野哲行 6 幹事 安達健

4 部会員 小野沢洋 7 幹事 恩田悦守

5 部会員 福井一也

6 幹事 小澤昭彦

7 幹事 不破信 技術委員会
8 幹事 中村幸嗣 新委員

氏名

1 委員長 小野剛

規律・フェアプレー委員会 2 副委員長 上田栄治

新委員 3 副委員長 布啓一郎

氏名 4 委員 林義規

1 委員長 瀧井敏郎 5 委員 大熊清

2 副委員長 小竹伸幸 6 委員 山出久男

3 委員 浅見俊雄 7 委員 里内猛

4 委員 池田正利 8 委員 加藤好男

5 委員 田川貴浩 9 委員 眞藤邦彦

6 委員 野村六彦 10 委員 今泉守正

7 委員 松本光弘 11 委員 島田信幸

8 委員 田嶋幸三 12 委員 瀧井敏郎

9 委員 田中道博 13 委員 風間八宏

10 幹事 真田幸明 14 委員 石井義信

11 幹事 寺川洋子 15 委員 山下則之

12 幹事 窪田慎二 16 幹事 加藤彰恒

17 幹事 松田薫二

18 幹事 山下恵太

19 幹事 島田信男

20 幹事 荒谷潤

21 幹事 今関葉子

22 幹事 吉久直子

役職№

№ 役職 № 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職



(協）資料No.3
スポーツ医学委員会 フットサル委員会　フットサル部会

新委員 新委員

氏名 氏名

1 委員長 青木治人 1 部会長 中桐俊男

2 副委員長 河野照茂 2 部会員 北林剛

3 委員 森川嗣夫 3 部会員 田谷正雄

4 委員 関純 4 部会員 梶野政志

5 委員 宮川俊平 5 部会員 森　恭

6 委員 芝田貴裕 6 部会員 大立目佳久

7 委員 谷論 7 部会員 吉川元章

8 委員 岡部信彦 8 部会員 川野貴志

9 委員 高木博 9 部会員 武市晃尚

10 幹事 加藤彰恒 10 部会員 堤恒範

11 幹事 山下恵太 11 幹事 平塚進

12 幹事 松田薫二 12 幹事 斉藤英子

13 幹事 岡田真木子

施設委員会 フットサル委員会　ビーチサッカー部会
新委員 新委員

氏名 氏名

1 委員長 佐々木一樹 1 部会長 松崎正孝

2 副委員長 大仁邦彌 2 部会員 伊藤寛之

3 委員 斉藤誠 3 部会員 加登永一

4 委員 清野眞一 4 部会員 鳥飼浩之

5 委員 高谷充之 5 幹事 平塚進

6 委員 藤縄信夫 6 幹事 斉藤英子

7 委員 瀧井敏郎

8 委員 松本栄一 財務委員会
9 委員 羽生英之 新委員

10 委員 平野哲行 氏名

11 幹事 吉村政弘 1 委員長 小倉純二

12 幹事 南部仁朋子 2 副委員長 田嶋幸三

13 幹事 貝瀬智洋 3 委員 川瀬隆弘

14 幹事 根本淳史 4 委員 澤村哲郎

15 幹事 窪田慎二 5 委員 須永功

6 委員 羽深成樹

フットサル委員会 7 委員 田中道博

新委員 8 幹事 福井 一也

氏名 9 幹事 秋津麻里子

1 委員長 大仁邦彌

2 副委員長 中桐俊男

3 委員 松崎康弘

4 委員 田口禎則

5 委員 塩谷竜生

6 委員 中村恭平

7 委員 吉川元章

8 委員 柴沼真

9 委員 松崎正孝

10 委員 布啓一郎

11 委員 羽生英之

12 幹事 平塚進

13 幹事 斉藤英子

14 幹事 清水美香

15 幹事 平井徹

16 幹事 藤村昇司

競技会委員会 競技会委員会　第２種大会部会

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職



(協）資料No.3
新委員 新委員

氏名 氏名

1 委員長 田嶋幸三 1 部会長 平山隆造

2 副委員長 釜本邦茂 2 副部会長 大倉健史

3 副委員長 大仁邦彌 3 副部会長 小松義典

4 副委員長 佐々木一樹 4 部会員 和田昇

5 副委員長 上野二三一 5 部会員 金山秀裕

6 委員 桑原勝義 6 部会員 福永広幸

7 委員 平山隆造 7 部会員 河合昭博

8 委員 綾部美知枝 8 部会員 松井方伸

9 委員 羽生英之 9 部会員 樋川利雄

10 委員 山下則之 10 部会員 沖本周平

11 委員 小野剛 11 部会員 坂本哲也

12 委員 布啓一郎 12 部会員 松澤隆司

13 委員 上田栄治 13 部会員 布啓一郎

14 委員 林義規 14 部会員 林義規

15 委員 柏悦郎 15 部会員 佐伯仁史

16 委員 瀧井敏郎 16 部会員 村松浩

17 委員 澤村哲郎 17 部会員 鈴木徳昭

18 委員 真田幸明 18 幹事 吉村政弘

20 幹事 平塚進 19 幹事 斉藤英子

21 幹事 吉村政弘 20 幹事 貝瀬智洋

22 幹事 林隆一

23 幹事 瀬戸良実

24 幹事 貝瀬智洋

競技会委員会　第１種大会部会 競技会委員会　第３種大会部会
新委員 新委員

氏名 氏名

1 部会長 桑原勝義 1 部会長 上野二三一

2 副部会長 出口明 2 副部会長 加藤孝俊

3 部会員 羽生英之 3 副部会長 柏悦郎

4 部会員 瀧井敏郎 4 部会員 大井一雄

5 部会員 加藤桂三 5 部会員 松村善行

6 幹事 吉村政弘 6 部会員 高橋健志

7 幹事 南部仁朋子 7 部会員 長瀬重典

8 部会員 細野和彦

9 部会員 田中章博

10 部会員 大辻明

11 部会員 植田一彦

12 部会員 久野慎吾

13 部会員 平山隆造

14 部会員 村松浩

15 部会員 布啓一郎

16 部会員 足達勇輔

17 部会員 鈴木徳昭

18 幹事 林隆一

19 幹事 瀬戸良実

20 幹事 貝瀬智洋

競技会委員会　第４種大会部会 事業委員会
新委員 新委員

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職 № 役職



(協）資料No.3
氏名 氏名

1 部会長 綾部美知枝 1 委員長 田嶋幸三

2 部会員 吉田雅昭 2 副委員長 小倉純二

3 部会員 小幡忠義 3 副委員長 犬飼基昭

4 部会員 齋藤瑛明 4 委員 佐々木一樹

5 部会員 清水公一 5 委員 田中道博

6 部会員 富田冬生 6 幹事 渡辺真人

7 部会員 今西啓悦 7 幹事 加賀山公

8 部会員 水上哲彦 8 幹事 中西大介

9 部会員 日野恵司 9 幹事 小西孝生

10 部会員 福間秀憲 10 幹事 上杉理夫

11 部会員 山出久男 11 幹事 野上宏志

12 部会員 田中康嗣 12 幹事 播磨謙吾

13 部会員 布瀬直次

14 部会員 山下則之

15 部会員 鈴木徳昭

16 幹事 吉村政弘

17 幹事 瀬戸良実

18 幹事 五香純典

競技会委員会　シニア大会部会 女子委員会
新委員 新委員

氏名 氏名

1 委員長 釜本邦茂 1 委員長 上田栄治

2 副委員長 桑原勝義 2 副委員長 綾部美知枝

3 部会員 松本敏嗣 3 委員 手塚貴子

4 部会員 昆弘盛 4 委員 大橋浩司

5 部会員 曹明 5 委員 今泉守正

6 部会員 中和昌成 6 委員 今井純子

7 部会員 佐賀昭雄 7 委員 田口禎則

8 部会員 山野喜弘 8 委員 小野俊介

9 部会員 山根幹夫 9 委員 大住良之

10 部会員 濱田豊隆 10 幹事 松田薫二

11 部会員 石丸捷一 11 幹事 平塚進

12 部会員 山路修 12 幹事 清水美香

13 部会員 平木隆三 13 幹事 今関葉子

14 部会員 豊島吉博 14 幹事 江川純子

15 部会員 鈴木徳昭

16 幹事 吉村政弘

17 幹事 南部仁朋子

18 幹事 貝瀬智洋

国際委員会 ２．大会実施委員会
新委員 天皇杯実施委員会
氏名 新委員

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職



(協）資料No.3
1 委員長 小倉純二 氏名

2 副委員長 田嶋幸三 1 委員長 佐々木一樹

（在日本） 2 副委員長 田嶋幸三

3 委員 秋葉剛男 3 委員 桑原勝義

4 委員 北澤豪 4 委員 羽生英之

5 委員 佐々木一樹 5 委員 牛久保勇

6 委員 濱口博行 6 委員 山田功

7 委員 藤田一郎 7 委員 吉見章

8 委員 傍士銑太 8 委員 加藤桂三

9 委員 細田利江 9 委員 平山隆造

10 委員 松崎康弘 10 委員 田畑博章

11 委員 岡田武夫 11 委員 川口房男

12 委員 加藤彰恒 12 委員 安田一男

13 委員 鈴木徳昭 13 委員 三箇峯夫

（在海外） 14 委員 平田順一

14 委員 金次功 15 委員 山本幸夫

15 委員 北山朝徳 16 委員 山岡征夫

16 委員 渋谷英秋 17 委員 荒岡成志

17 委員 古川秀雄 18 委員 小川勇二

18 委員 美濃村洋一 19 委員 溝口智之

19 幹事 松永隆 20 委員 栫健一郎

20 幹事 増田尚弘 21 委員 小山敏昭

21 幹事 志水かず美 22 委員 小泉泰紀

22 幹事 川瀬みどり 23 幹事 吉村政弘

24 幹事 南部仁朋子

25 幹事 窪田慎二

国際マッチメイク委員会 国体実施委員会
新委員 新委員

氏名 氏名

1 委員長 田嶋幸三 1 委員長 澤村哲郎

2 副委員長 佐々木一樹 2 副委員長 桑原勝義

3 委員 小野剛 3 委員 野村尊敬

4 委員 羽生英之 4 委員 田中道博

5 幹事 加藤彰恒 5 委員 小野剛

6 幹事 加賀山公 6 委員 風間八宏

7 幹事 鈴木徳昭 7 委員 松崎康弘

8 幹事 松永隆 8 委員 出口明

9 幹事 渡辺真人 9 委員 神谷利郎

10 幹事 江川純子 10 委員 瀧井敏郎

11 幹事 山下恵太 11 委員 綾部美知枝

12 幹事 野上宏志 12 委員 平山隆造

13 幹事 窪田慎二 13 委員 上野二三一

14 委員 柏悦郎

15 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 豊島吉博

16 幹事 平塚進

17 幹事 瀬戸良実

３．特別委員会
Ｊリーグ将来構想委員会 日・中・韓３国プロジェクト

新委員 新委員

氏名 氏名

№ 役職

№ 役職

№ 役職

№ 役職№ 役職



(協）資料No.3
1 委員長 鬼武健二 1 リーダー 田嶋幸三

2 副委員長 田嶋幸三 2 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 小倉純二

3 副委員長 犬飼基昭 3 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 岡田武夫

4 委員 佐々木一樹 4 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 佐々木一樹

5 委員 田中道博 5 メンバー 小野剛

6 委員 小竹伸幸 6 メンバー 羽生英之

7 委員 傍士銑太 7 メンバー 田中琢二

8 委員 鈴木徳昭 8 メンバー 国分良成

9 幹事 渡辺真人 9 メンバー 石井義信

10 幹事 五香純典 10 メンバー 上田栄治

11 幹事 中西大介 11 幹事 加藤彰恒

12 幹事 藤村昇司 12 幹事 加賀山公

13 幹事 松永隆

アジア貢献委員会 14 幹事 渡辺真人

新委員 15 幹事 江川純子

氏名 16 幹事 平井徹

1 委員長 鬼武健二 17 幹事 上杉理夫

2 委員 小倉純二

3 委員 田嶋幸三

4 委員 濱口博行

5 委員 藤田一郎

6 委員 岡田武夫

7 委員 秋葉剛男

8 委員 戸塚隆

9 委員 鈴木徳昭

10 委員 加藤彰恒

11 幹事 松永隆

12 幹事 増田尚弘

13 幹事 志水かず美

14 幹事 川瀬みどり

ＡＦＣプロリーグプロジェクト
新委員

氏名

1 リーダー 鈴木徳昭

2 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 松永隆

3 メンバー 佐々木一樹

4 メンバー 羽生英之

5 メンバー 濱口博行

6 メンバー 岡田武夫

7 メンバー 渡辺真人

8 メンバー 増田尚弘

9 幹事 川埜伸

10 幹事 志水かず美

11 幹事 窪田慎二

12 幹事 川崎濃

№ 役職

№ 役職


