
（協議）資料№２

※下線　　　　　　　　　は新任

公益財団法人日本サッカー協会　各種委員会

2014年4月10日現在

１．専門委員会

法務委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 三好　豊 理事/弁護士

審判委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 上川　徹 理事

2 副委員長 小幡真一郎 S級審判インストラクター/ＪＦＡチーフレフェリーインストラクター/元国際審判員

3 副委員長 黛　俊行 S級審判インストラクター/JFAレフェリーダイレクター

4 委員 五十川和也 フットサル１級審判インストラクター/元フットサル国際審判員

5 委員 大岩真由美 特任理事

6 委員 大住良之 ジャーナリスト

7 委員 太田　潔 S級審判インストラクター/ＪＦＡレフェリーカレッジマスター/元国際審判員

8 委員 岡田正義 S級審判インストラクター/JFAトップレフェリーインストラクター/元国際審判員

9 委員 須原清貴 2級審判員/3級審判インストラクター

10 委員 高橋武良 2級審判インストラクター

11 委員 深野悦子 1級審判インストラクター/元女子国際審判員/審判部

12 委員 松浦敏夫 Ｊリーグマッチコミッショナー委員会委員長/元日本代表選手

13 委員 山城　大 九州サッカー協会審判委員長/１級審判インストラクター/Ｊリーグマッチコミッショナー

1 幹事 窪田慎二 Jリーグ　フットボール統括本部　本部長

2 幹事 湯川和之 審判部部長

3 幹事 小松原博和 審判部参事

技術委員会

役職 氏名 備考

1 委員長（統括､強化担当） 原博実 専務理事/強化部会長

2 委員長（育成担当） 山口隆文 特任理事/指導者養成部会長

3 委員 中西大介 Jリーグ常務理事

4 委員 久米一正 名古屋グランパスエイト/強化部会員

5 委員 鈴木満 鹿島アントラーズ/強化部会員

6 委員 霜田正浩 ＪＦＡ/強化部会員

7 委員 （調整中） ＪＦＡ/育成部会員

1 幹事 （調整中） Jリーグ

2 幹事 （調整中） Jリーグ

3 幹事 松田薫二 代表チーム部部長

4 幹事 平井徹 代表チーム部部長代理

5 幹事 島田信男 技術部部長

6 幹事 平塚進 技術部部長代理

7 幹事 荒谷潤 技術部部長代理

8 幹事 加賀山公 競技運営部部長

9 幹事 安達健 ＰＨＱ部長
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スポーツ医学委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 池田浩 理事/順天堂大学

2 委員 加藤晴康 立教大学

3 委員 島田和典 順天堂大学

4 委員 谷論 東京慈恵会医科大学

5 委員 土肥美智子 独立行政法人日本スポーツ振興センター　国立スポーツ科学センター

6 委員 福岡重雄 西島病院

7 委員 前田弘 ＪＦＡアスレティックトレーナー

8 委員 松本秀男 慶応義塾大学

9 委員 宮川俊平 筑波大学

10 委員 森川嗣夫 千葉メディカルセンター

1 幹事 （調整中） Jリーグ競技・運営部

2 幹事 （調整中） Jリーグ競技・運営部

3 幹事 島田信男 技術部部長

4 幹事 平塚進 技術部部長代理

5 幹事 吉久直子 技術部

6 幹事 松田薫二 代表チーム部部長

7 幹事 平井徹 代表チーム部部長代理

8 幹事 中村修三 女子部部長

スポーツ医学委員会　アンチ・ドーピング部会

役職 氏名 備考

1 部会長 土肥美智子 独立行政法人日本スポーツ振興センター　国立スポーツ科学センター

2 部会員 上東悦子 独立行政法人日本スポーツ振興センター　国立スポーツ科学センター

3 部会員 東澤知輝 近畿大学

4 部会員 樋渡正夫 仙台市立病院

5 部会員 松田貴雄 独立行政法人国立病院機構西別府病院

1 幹事 （調整中） Jリーグ競技・運営部

2 幹事 （調整中） Jリーグ競技・運営部

3 幹事 竹内みゆき 一般社団法人日本女子サッカーリーグ

4 幹事 片谷紗代 一般財団法人日本フットサル連盟

5 幹事 平塚進 技術部部長代理

6 幹事 吉久直子 技術部
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スポーツ医学委員会　Jリーグチームドクター部会

役職 氏名 備考

1 部会長 福岡重雄 西島病院

2 部会員 大沼寧 モンテディオ山形/山形徳洲会病院

3 部会員 香取庸一 鹿島アントラーズ/東京医科大学病院

4 部会員 山際浩史 アルビレックス新潟/新潟大学

5 部会員 森実和樹 愛媛FC/愛媛生協病院

1 幹事 （調整中） Jリーグ競技・運営部

2 幹事 （調整中） Jリーグ競技・運営部

3 幹事 平塚進 技術部部長代理

4 幹事 平井徹 代表チーム部部長代理

財務委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 原博実 専務理事

2 委員 植田昌利 常務理事

3 委員 藤縄信夫 常務理事（関西）

4 委員 大河正明 理事/Ｊリーグ常務理事

5 委員 上西康文 有識者/Ｊリーグ理事

6 委員 川瀬隆弘 有識者/Ｊリーグ裁定委員

7 委員 須永功 税理士

8 委員 羽深成樹 有識者

9 委員 福井一也 特任理事/事務局長

1 幹事 秋津麻里子 財務部部長

2 幹事 貝瀬智洋 財務部部長代理

3 幹事 中田邦彦 財務部係長

4 幹事 真田幸明 管理部部長

5 幹事 大谷憲也 秘書室係長

施設委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 滝井　敏郎 理事
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フットサル委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 松崎　康弘 常務理事/一般財団法人日本フットサル連盟副会長/日本フットサルリーグCOO

2 副委員長 北澤　豪 理事/日本フットサルリーグCOO補佐

3 副委員長 中村　恭平 NPO府中アスレティックフットボールクラブ副理事長/指導者インストラクター

4 委員 大立目　佳久 一般財団法人日本フットサル連盟専務理事

5 委員 金子　諭 有識者/日本フットサル施設連盟事務局長

6 委員 木暮　知彦 有識者/ピープルソフトウェア株式会社

7 委員 柴沼　真 大阪成蹊大学/指導者インストラクター

8 委員 田口　禎則 一般社団法人日本女子サッカーリーグ専務理事

9 委員 渡辺　真人 一般財団法人日本フットサル連盟理事兼総務主事

10 委員 （調整中） 技術委員会

11 委員 西脇　一行 有識者

12 委員 五十川和也 フットサル１級審判インストラクター/元フットサル国際審判員

13 委員 福井　一也 特任理事/事務局長

1 幹事 加賀山　公 競技運営部部長

2 幹事 吉村　政弘 競技運営部部長代理

3 幹事 澤本　和哉 競技運営部

4 幹事 関口　豪 競技運営部

5 幹事 松田　薫二 代表チーム部部長

6 幹事 倉田　研太郎 代表チーム部

7 幹事 水野　正幸 技術部

8 幹事 恩田　悦守 PHQ部長代理

競技会委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 原博実 専務理事

競技会委員会　第1種大会部会

役職 氏名 備考

1 部会長 植田　昌利 常務理事/国体実施委員会委員長

競技会委員会　第2種大会部会

役職 氏名 備考

1 部会長 林　義規 理事

競技会委員会　第3種大会部会

役職 氏名 備考

1 部会長 大倉　健史 特任理事

競技会委員会　第4種大会部会

役職 氏名 備考

1 部会長 綾部　美知枝 特任理事
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競技会委員会　シニア大会部会

役職 氏名 備考

1 部会長 藤縄　信夫 常務理事（関西）

競技会委員会　女子大会部会

役職 氏名 備考

1 部会長 田口禎則 一般社団法人日本女子サッカーリーグ専務理事

女子委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 野田朱美 特任理事

2 副委員長（強化担当） 上田栄治 理事

3 副委員長 今井純子 技術委員会テクニカルハウス/アジアサッカー連盟女子委員

4 委員 綾部美知枝 特任理事/第4種大会部会長

5 委員 大野真 ナショナルトレセンコーチ

6 委員 田口禎則 一般社団法人日本女子サッカーリーグ専務理事

7 委員 中村修三 女子部部長

8 委員 松田薫二 代表チーム部部長

1 幹事 亀井拓夫 女子部係長

2 幹事 今関葉子 女子部

3 幹事 高橋綾子 女子部

4 幹事 宮崎英津子 代表チーム部係長

5 幹事 吉村政弘 競技運営部部長代理

6 幹事 （調整中） 技術部

国際委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 田嶋幸三 副会長

広報委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 北澤豪 理事

リスペクト・フェアプレー委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 松崎康弘 常務理事
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２．特別委員会

ＪＦＡ／Ｊリーグ将来構想委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 原博実 専務理事

アジア貢献委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 田嶋幸三 副会長

殿堂委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 川淵三郎 最高顧問

ＪＦＡ2005年宣言推進委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 原博実 専務理事

100周年記念事業委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 佐々木　一樹 理事

復興支援委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 福井一也 特任理事/事務局長
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３．大会実施委員会

天皇杯実施委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 佐々木　一樹 理事

国体実施委員会

役職 氏名 備考

1 委員長 植田 昌利 常務理事/第1種大会部会長

2 委員 松崎 康弘 常務理事/公益財団法人日本体育協会　理事

3 委員 小川 勇二 常務理事（九州）/2014開催県（長崎県）

4 委員 藤縄 信夫 常務理事（関西）

5 委員 上川 徹 理事/審判委員長

6 委員 林義 規 理事/第2種大会部会長

7 委員 大倉 健史 特任理事/第3種大会部会長

8 委員 山口 隆文 特任理事/技術委員長(育成)

9 委員 野田 朱美 特任理事/女子委員長

10 委員 中西 聡太 理事/関東(千葉)

11 委員 片岡　道夫 一般財団法人全国社会人サッカー連盟専務理事

12 委員 高塚 徹 一般社団法人和歌山県サッカー協会常務理事/2015開催

13 委員 佐藤　訓文 公益社団法人岩手県サッカー協会専務理事/2016開催

14 委員 福井一也 特任理事/事務局長

1 幹事 加賀山　公 競技運営部部長

2 幹事 吉村　政弘 競技運営部部長代理

3 幹事 上田　達也 競技運営部

4 幹事 才田　紘之 競技運営部

5 幹事 根本　敦史 PHQ
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