
各種委員会一覧 

№ 委員会名 委員長 4月理事会 備考 

(1) 国際委員会 宮本 恒靖 未 

(2) 競技会委員会 林 義規 未 

(3) 財務委員会 須原 清貴 ○ 

(4) 技術委員会 反町 康治 未 

(5) 女子委員会 佐々木 則夫 ○ 

(6) 審判委員会 扇谷 健司 ○ 

(7) フットサル委員会 北澤 豪 ○ 

(8) 医学委員会 池田 浩 ○ 

(9) 法務委員会 三好 豊 未 

(10) 施設委員会 徳田 康 未 

(11) リスペクト・フェアプレー委員会 今井 純子 ○ 

(12) 殿堂委員会 大仁 邦彌 ○ 

(13) コンプライアンス委員会 須原 清貴 ○ 

(14) 社会貢献委員会 日比野 克彦 未 

(15) アスリート委員会 川口 能活 未 

(16) 表彰委員会 植田 昌利 未 

(17) 復興支援委員会 巻 誠一郎 未 

(18) 部活動推進委員会 池田 洋二 未 
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委員会名 財務委員会 

主管部署 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 青影 宜典 

 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ組織開発本部 本部

長 

委員 池森 俊文 有識者/統計数理研究所 特命教授/東京大学 大学院 経済学

研究科 講師  

委員 今田 周作 熊本県 FA 専務理事 

委員 須永 功 有識者/永和総合事務所 代表者 税理士 

委員 西原 一将 鹿児島県 FA 会長 

委員 羽深 成樹 有識者/㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役シニアバイス

プレジデント 渉外所管 
委員 平嶋 彰英 有識者/立教大学 経済学部 経済研究所研究員/東京海上日

動火災保険㈱ 顧問/㈱ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ

取締役 

 

  



新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

 

財務委員会 

 

青影 宜典氏 

現職：公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 組織開発本部 本部長 

職歴：デロイトトーマツコンサルティング合同会社、大分フットボールクラブ（大分トリニータ）など 

 

今田 周作氏 

現職：一般社団法人 熊本県サッカー協会 専務理事 

職歴：熊本県信用保証協会 

サッカー歴：熊本県庁サッカークラブ 



委員会名 女子委員会 

主管部署 強化育成部 

所管事項 
(1) 女子サッカーの強化・育成・指導者養成・普及に関する事項 

(2) サッカーに関わる女性の研修・活用促進に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

1. 代表・育成：なでしこジャパン王座奪還 

 2023年ワールドカップ、その先に向けた代表強化 

 2024年パリ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 

 代表活躍、WEリーグ、国体等の女子サッカー発展のインパクトを普及につなげる 

 女子サッカープロモーションプロジェクトを結成し、多くの人を巻き込み推進する 

3. ゲーム環境：普及、育成、強化全てに直結する施策として 

 WEリーグを安定的に発展させ、その効果を最大限女子サッカーの発展につなげる 

 国体少年女子の部設立の成果を都道府県の普及・育成体制確立に活かす 

 国内大会全体の最適化 育成年代ゲーム環境、女子競技会ピラミッド、カレンダーの確立 

4. 女性指導者、及び、女性人材 

 女性指導者、審判をはじめとする、女性人材の積極養成・支援 

 WEPsのフォローアップ。全国で積極的に登用・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 佐々木 則夫 全体統括、代表強化 

副委員長 能仲 太司 育成代表、育成 

副委員長 今井 純子 普及、指導者養成、女性活躍 

委員 手塚 貴子 代表 OG、地域、育成、普及 

委員 清瀬 一剛 JFAコーチ[女子担当]チーフコーチ 

委員 小野 剛 技術委員会 

委員 山岸 佐知子 審判委員会 

委員 柳田 美幸 代表 OG、WE リーグクラブ 

委員 佐伯 夕利子 元 J リーグ理事、ヨーロッパ在住女性指導者 

委員 山口 隆文 JFA アカデミー、育成 

委員 渡辺 博尚 U-18 年代指導者 

 

 

 

 

 

 



 

新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

 

女子委員会 

 

清瀬一剛氏 

現職：JFA コーチ［女子担当］チーフコーチ 

職歴：株式会社 TSTテクノ 

サッカー歴：FC GENIOS 

指導歴：富山県女子トレセン、富山県女子国体監督、金沢学院大学サッカー部コーチ 

 

柳田美幸氏 

現職： 三菱重工浦和レッズレディースフロントスタッフ 

職歴：株式会社田崎真珠、浦和レッドダイヤモンズ株式会社 

サッカー歴：元日本女子代表（FIFA 女子ワールドカップ（第 3-5 回）、アジア競技大会、アテネオリンピック、 

東アジア女子サッカー選手権、北京オリンピック）、読売西友ベレーザ/読売ベレーザ/NTV ベレーザ、 

田崎ペルーレ FC/TASAKI ペルーレ FC、浦和レッドダイヤモンズレディース 

指導歴：浦和レッドダイヤモンズレディースコーチ 

 

渡辺博尚氏 

現職：藤枝順心高等学校サッカー部コーチ 

指導歴：アイダホ大学、西海岸選抜、シロキ工業セレーナ、宝塚バニーズ、U-16 日本女子ユース選抜、 

U-18/U-19 日本代表、L リーグ外国人選抜、神村学園高等部、藤枝順心高等学校 

 

(小野剛氏は従前より技術委員会委員に就任済みのためプロフィール省略) 



委員会名 審判委員会 

主管部署 審判部 

所管事項 

(1) 競技規則の解釈、適用 

(2) 審判員の養成 

(3) 国際審判員に関する事項 

(4) 公式競技のための審判員の派遣に関する事項 

(5) 審判員の賞罰に関する事項 

(6) 審判指導者に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

(1) 審判委員会ミッションとアクションプランの策定、発信 

(2) プレイヤーズファーストを起点とした審判の育成 

(3) 国際大会・国内トップリーグを担当するトップレフェリーの育成・強化 

(4) 審判活動を継続的かつ適切に行える環境の整備 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 
扇谷 健司 

理事、1 級審判インストラクター、 

元プロフェッショナルレフェリー、元国際審判員 

副委員長 山岸佐知子 理事、女子部会長、S 級審判インストラクター、元国際審判員 

副委員長 
宮島 一代 

JFA 審判マネジャー、育成部会長、1 級審判インストラクター、 

元国際審判員 

副委員長 
小川 佳実 

JFA 審判マネジャー、競技規則部会長、 

Ｓ級審判インストラクター、元国際審判員 

委員 
山崎 裕彦 

JFA 審判マネジャー、指導者部会長、 

Ｓ級審判インストラクター、元国際審判員 

委員 山田 修平 JFA 審判マネジャー、普及部会長、1 級審判インストラクター 

委員 
延本 泰一 

JFA 審判マネジャー、フットサル・ビーチサッカー部会長、 

フットサル 1 級審判インストラクター、元国際審判員 

委員 
東城 穣 

JFA 審判マネジャー、強化部会長、1 級審判インストラクター、 

元プロフェッショナルレフェリー、元国際審判員 

委員 
相樂 亨  

1 級審判インストラクター、元プロフェッショナルレフェリー、 

元国際審判員 

委員 長田 和久 関東 FA 審判委員長、Ｓ級審判インストラクター 

委員 大西 弘幸 関西 FA 審判委員長、Ｓ級審判インストラクター 

  



新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

審判委員会 

山崎 裕彦 氏 

現職： （公財）日本サッカー協会 審判マネジャー 

職歴： 北海道高校教諭、（公財）日本サッカー協会 

サッカー歴： 国際審判員、サッカー1 級審判員、S 級審判インストラクター 

 

東城 穣 氏 

現職： （公財）日本サッカー協会 審判マネジャー 

職歴： 埼玉県中学校教諭、（公財）埼玉県サッカー協会、プロフェッショナルレフェリー、（公財）日本サッカー協会 

サッカー歴： 国際審判員、プロフェッショナルレフェリー、サッカー1 級審判員、1 級審判インストラクター 

 

相樂 亨 氏 

現職： 辻・本郷税理士法人 

職歴： 那須信用組合（金融機関）、プロフェッショナルレフリー、辻・本郷税理士法人 

サッカー歴： 国際審判員、プロフェッショナルレフェリー、サッカー1 級審判員、1 級審判インストラクター 

 

長田 和久 氏 

現職： （一社）関東サッカー協会審判委員長、東海大甲府高校非常勤講師 

職歴： 東海大甲府高校教諭 

サッカー歴： サッカー1 級審判員、S 級審判インストラクター 

 

大西 弘幸 氏 

現職： (一社）関西サッカー協会審判委員長、兵庫県高校教諭 

職歴： 兵庫県高校教諭 

サッカー歴： サッカー1 級審判員、S 級審判インストラクター 

 



委員会名 フットサル委員会 

主管部署 強化育成部 

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・ビーチサッカー双方向の交流促進 

 ・ F リーグ、女子 F リーグとの協働 

 ・ 大学フットサルの強化 

 ・ FIFA フットサルワールドカップ 2024 を見据えたチーム強化策の実施 

 ・ FIFA ビーチサッカーワールドカップ 2023 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、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 

③ 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 

④ 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 （一財）日本フットサル連盟副会長  

副委員長 大立目佳久 （一財）日本フットサル連盟副会長  

副委員長 小西鉄平 JFAフットサルテクニカルダイレクター 

委員 今井純子 理事/女子委員会副委員長 

委員 金子諭 （一財）日本フットサル施設連盟事務局長 

委員 柴沼真 城西大学/指導者インストラクター/ユース育成 

委員 西脇一行 （一財）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 JFA副会長/東京都FA 会長 

委員 山本昌邦 静岡県FA副会長 

委員 影山雅永 JFA技術委員、JFAユース育成ダイレクター、 

JFA技術委員会ユース育成部会長 

委員 藤口光紀 日本フットサルトップリーグ 代表理事、 

公益財団法人広島県サッカー協会 シニアアドバイザー、 

広島経済大学 教授 

委員 小森隆弘 JFAフットサルナショナルチームダイレクター、 

JFAフットサルユース育成ダイレクター 

委員 前川義信 JFA フットサル指導者養成ダイレクター 

委員 内山慶太郎 フットサル日本代表GKコーチ、JFAフットサルGKプロジェクトリーダー 

委員 松村栄寿 一般財団法人日本フットサル連盟理事、関東フットサル連盟理事長、 

公益財団法人東京都サッカー協会理事(フットサル委員長)、 

一般社団法人東京都フットサル連盟副会長 

委員 永島淳也 一般社団法人九州サッカー協会理事(フットサル委員長)、 

一般社団法人佐賀県サッカー協会理事(フットサル委員長) 

委員 河原塚毅 ソーマプライア沖縄代表、元ビーチサッカー日本代表 

 

  



新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

◆フットサル委員会新任委員 

影山 雅永氏 

現 職 ：JFA 技術委員、JFA ユース育成ダイレクター、JFA 技術委員会ユース育成部会長 

指導歴：つくば市立桜南小学校、1.FC ケルン B-Jugend（ドイツ）コーチ、サンフレッチェ広島 コーチ、 

      ファジアーノ岡山ヘッドコーチ、ファジアーノ岡山 監督、マカオ代表監督、U-16 シンガポール代表監督、 

JFA 地域ユースダイレクター/ナショナルトレセンコーチ/インストラクター 

日本代表テクニカルスタッフ、U-19 日本代表テクニカルスタッフ、 

U-18 日本代表 監督、U-19 日本代表 監督、U-20 日本代表 監督 

 

藤口 光紀氏 

現 職 ：日本フットサルトップリーグ 代表理事、公益財団法人広島県サッカー協会 シニアアドバイザー、 

広島経済大学 教授 

競技歴：三菱重工業株式会社 

職 歴 ：三菱重工業株式会社、株式会社三菱自動車フットボールクラブ(浦和レッドダイヤモンズ) 

      一般社団法人日本プロサッカーリーグ、公益財団法人日本サッカー協会 特任理事 

 広島経済大学スポーツ経営学科 教授、公益財団法人広島県サッカー協会 

 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(F リーグ)COO 代行 

 日本フットサルトップリーグ 代表理事 

 

小森 隆弘氏 

現 職 ：JFA フットサルナショナルチームダイレクター、JFA フットサルユース育成ダイレクター 

競技歴：Comercial EC. (Registro)、 Ponta Grossa(Parana)、Palestra(Sao Bernardo) 

 San Fernando Valley Eagles(D3 Pro League, USA)、 Verdrero 港北 FC 

職 歴 ：フットサル日本代表コーチ兼通訳、JFA フットサルサブテクニカルダイレクター 

      JFA フットサルナショナルチームダイレクター、JFA フットサルユース育成ダイレクター 

  

前川 義信氏 

現 職 ：JFA フットサル指導者養成ダイレクター 

職 歴 ：Cascavel Tokyo コーチ、Cascavel Tokyo 監督 兼 東京都 U-23 選抜チーム監督、東京都選抜チーム監督 

フットサルミャンマー代表監督、湘南ベルマーレ監督、フットサルトルクメニスタン代表コーチ 

公益社団法人富山県サッカー協会、JFA フットサル指導者養成インストラクター 

JFA フットサル指導者養成チーフインストラクター、JFA 専任インストラクター、 

JFA フットサル指導者養成ダイレクター 

 

内山 慶太郎 

現 職 ：JFA フットサル日本代表 GK コーチ、JFA フットサル GK プロジェクトリーダー 

競技歴：FC DIGNO、fantasma FUTSAL、BOTSWANA、ステラミーゴいわて花巻、Azulejos Ramos Talavera、malva fc 

指導歴：FUGA TOKYO GK コーチ、東京都選抜 GK コーチ、フウガすみだ GK コーチ、 

フウガドールすみだ GK コーチ、フットサル日本代表 GK コーチ 

フットサル日本女子代表、U-20 フットサル日本代表 GK コーチ 



松村栄寿氏 

現 職 ：一般財団法人日本フットサル連盟理事、関東フットサル連盟理事長、公益財団法人東京都サッカー協会理事

 （フットサル委員長）、一般社団法人東京都フットサル連盟副会長 

職 歴： 株式会社リーズ 取締役 

競技歴： 府中水元クラブ（フットサル） 

 

永島淳也氏 

現  職： 一般社団法人九州サッカー協会理事（フットサル委員長）、 

一般社団法人佐賀県サッカー協会理事（フットサル委員長） 

職 歴 ：東芝電材マーケティング株式会社 

  

河原塚毅氏 

現 職 ： ソーマプライア沖縄 代表(運営法人 アバレフット株式会社) 

競技歴：フェロビアリオ(ボリビア２部)、アルビレックス新潟、沖縄かりゆし FC、FC 琉球 

ソーマプライア沖縄、ビーチサッカー日本代表 

指導歴：ソーマプライア沖縄、ビーチサッカー日本代表（選手兼監督） 

 



委員会名 医学委員会 

主管部署 強化育成部 

所管事項 

(1) 選手の健康管理、傷害予防及び救急処置に関する事項 

(2) アンチ・ドーピングに関する事項 

(3) 日本を代表するチームの医事管理に関する事項 

(4) 指導者等に対する上記すべての教育及び普及に関する事項 

(5) 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事項 

(6) その他すべての医学及び健康に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

１） 新型コロナウイルス感染症への対応を徹底する。 

２） JFA メディカルセンターによる復興支援（地域貢献）を促進する。 

３） シニアサッカーの健康に対するメリットについて検証する。 

４） 女子サッカーの健康に対するメリットについて検証する。 

５） ヘディングの脳へ与える影響について検証する。 

６） 高円宮記念 JFA夢フィールドにおけるリハビリテーションサポートを推進する。 

７） スポーツ救命ライセンス講習会を拡充する。 

８） JFA-Survey（外傷障害予防）を拡充する。 

９） グラスルーツの健康を守るための施策を検討する。 

１０） トランスジェンダーへの対応を図る。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 池田 浩 順天堂大学 保健医療学部理学療法学科/医学部整形

外科 

委員 

 

大塚 一寛 横浜あおばの里 

Jリーグチームドクター部会長 

委員 大橋 洋輝 東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座 

委員 加藤 晴康 立教大学 コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス

学科 

委員 齊藤 雅彦 千葉メディカルセンター 

委員 

 

鈴木 朱美 山形大学 医学部整形外科学講座 

栄養サポート部会長 

委員 

 

武田 聡 東京慈恵会医科大学 救急医学講座 

スポーツ救命部会長 

委員 

 

武冨 修治 東京大学大学院医学系研究科 整形外科学 

サーベイランス部会長 

委員 

 

土肥 美智子 日本サッカー協会診療所 

アンチ・ドーピング部会長 

委員 林 英守 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科 

委員 

 

前田 弘 日本サッカー協会 

トレーナー部会長 



委員 松下 雄彦 神戸大学大学院 整形外科 

新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

医学委員会 

大橋洋輝（おおはし ひろき）氏 

現職：東京慈恵会医科大学附属病院脊椎・脊髄センター長、 

日本脊髄外科学会理事、日本脳神経外傷学会認定指導医、 

日本サッカー協会医学委員会サーベイランス部会員、同スポーツ救命部会員 

職歴：東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座、 

独立行政法人日本スポーツ振興センター学校災害防止調査研究委員会委員、 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員（PMDA） 

齊藤雅彦（さいとう まさひこ）氏 

現職：千葉メディカルセンター 整形外科・スポーツ医学センター 副センター長 

なでしこ JAPAN 帯同ドクター（2021～） 

職歴：千葉大学医学部付属病院、The Scripps Research Institute、東邦大学医療センター佐倉病院 

U-15、16、17 日本代表チーム帯同ドクター（2010～2014）

U16～17 日本女子代表チーム世話人ドクター （2015～16） 

U19～20 日本女子代表チーム世話人 ドクター（2016～17） 

U21～24 日本男子代表チーム帯同ドクター（2017～2021）  

鈴木朱美（すずき あけみ）氏 

現職：山形大学医学部附属病院 講師、JOSKAS 評議員、日本整形外科スポーツ医学会 代議員 

日本足の外科学会 評議員、東日本整形災害外科学会 評議員 

なでしこ JAPAN 帯同ドクター（2016～） 

職歴：山形大学医学部整形外科、済生会山形済生病院、山形大学医学部附属病院 

山形銀行女子バスケットボール部チームドクター（2009～2013） 

U-16、17、18 日本女子代表帯同ドクター（2011～2014）



林英守（はやし ひでもり）氏 

現職：順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科 准教授 

職歴：順天堂大学大学院医学研究科循環器内科、 

Barts Heart Centre, Bartholomew’s Hospital, London 

 

松下雄彦（まつした たけひこ）氏 

現職：神戸大学大学院医学研究科 整形外科 特命准教授 

職歴：神戸大学附属病院、ケースウエスタンリザーブ大学、 

U-17 日本代表男子サッカー世話人ドクター（2019-2021)、INAC 神戸レオネッサチームドクター 

ヴィッセル神戸チームドクター 



委員会名 リスペクト・フェアプレー委員会 

主管部署 指導普及部 

所管事項 

リスペクトに関する事項 

フェアプレーに関する事項 

差別、暴力根絶に関する事項 

 

2 年間で取り組む事項 

（１）リスペクトに関する事項 

・啓発活動 

・発信強化 

（他団体との連携、シンポジウム開催、代表戦/各リーグでの啓発活動等） 

 

（２）フェアプレーに関する事項 

 

（３）差別、暴力根絶に関する事項 

・ウェルフェアオフィサー（WO）活動の組織化 

クラブ WO、ワークショップ、セルフチェック等の推進による、グラスルーツの現場へのアプローチ 

子どもたちへのアプローチ 

リーグ、クラブ単位での取り組み促進 

・セーフガード方針の浸透 

・コンプライアンス委員会との連携 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 今井 純子 理事/国体実施委員長 

副委員長 山岸 佐知子 理事 

委員 山口 香 理事 

委員 日比野 暢子 理事/（一社）日本障がい者サッカー連盟 理事 

委員 徳田 康 愛知県 FA 専務理事 

委員 原田 精一郎 茨城県 FA FA コーチ 

委員 石井 正明 （公社）日本プロサッカーリーグ 組織開発本部 コンプライア

ンス部 

委員 淺井 慎也 (公財）日本スポーツ協会 ブランド推進部長兼マーケティング

課長 

委員 ヨーコ ゼッターランド (公財）日本スポーツ協会 理事/日本女子体育大学 准教授 

委員 髙橋 愛子 （公財）日本ユニセフ協会 広報・アドボカシー推進室マネー

ジャー 

委員 大住 良之 ジャーナリスト 

委員 西川 誠太 技術委員/指導者養成ダイレクター 

委員 中山 雅雄 技術委員/普及ダイレクター 

委員 眞藤 邦彦 JFA インストラクター 



新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

リスペクト・フェアプレー委員会 

原田精一郎氏 

現職：茨城県 FA FA コーチ 

職歴：YKK 株式会社、モンテディオ山形、水戸ホーリーホック、関彰商事株式会社、（公財）茨城県サッカー協会 

サッカー歴：ジョイフル本田 

 

ヨーコ ゼッターランド氏 

現職：日本女子体育大学 准教授、有限会社オフィスブロンズ取締役、日本スポーツ協会常務理事 

職歴：フジテレビ、アメリカ女子バレーボールチーム、東芝シーガルズ、ダイエーオレンジアタッカーズ、嘉悦大学 

競技歴：アメリカ女子代表、東芝シーガルズ、ダイエーオレンジアタッカーズ 

 



委員会名 殿堂委員会 

主管部署 プロモーション部 

所管事項 

（１）日本サッカー殿堂に関する事項 

 

 

 

 

2 年間で取り組む事項 

・2022 年度および 2023 年度の「日本サッカー殿堂」掲額候補者の選考、推薦および式典開催 

・投票選考対象候補者の条件整備 

 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 大仁 邦彌 最高顧問 

委員 植田 昌利 参与、表彰委員長、 

（公財）東京都サッカー協会副会長兼専務理事 

委員 大住 良之 ジャーナリスト 

委員 木ノ原 句望 スポーツジャーナリスト 

委員  国吉 好弘 ジャーナリスト 

委員 高倉 麻子 プロサッカー指導者 

委員 武智 幸徳 日本経済新聞社 運動部編集委員 

委員 松本 育夫 殿堂掲額者、日本サッカー後援会理事長 

委員 湯川 和之 事務総長 

 

  



新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

 

殿堂委員会 

 

植田昌利氏 

現職：（公財）日本サッカー協会参与、（公財）東京都サッカー協会副会長兼専務理事、 

（一社）日本フットボールリーグ監事、（一財）全国社会人サッカー連盟評議員、（公財）東京都体育協会副理事長 

職歴：株式会社東急コミュニティー、（公財）東京都サッカー協会 

サッカー歴： 2 級審判員、3 級審判インストラクター 

 

木ノ原久美氏 

現職：スポーツジャーナリスト 

職歴：ジャパンタイムズ運動部記者 

 

高倉麻子氏 

現職：プロサッカー指導者、株式会社バンブーエイト取締役 

サッカー歴：読売ベレーザ等選手、日本女子代表選手および監督、U-20 日本女子代表監督、 

U-17 日本女子代表監督・コーチ等 



委員会名 コンプライアンス委員会

主管部署 戦略企画部・法務管理部 

所管事項 

本協会及び加盟団体のコンプライアンス等に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

本協会のコンプライアンス体制強化に向けた以下に関する助言指導 

・コンプライアンス活動方針および計画の策定・遂行

・コンプライアンス事案発生状況の検証と再発防止策の検討

・各種コンプライアンス関連制度及び事業の検証

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 板橋 加奈 弁護士/ベーカー＆マッケンジー法律事務所 

委員 大久保 和孝 公認会計士/（株）大久保アソシエイツ 

委員 岡 俊子 （株）岡＆カンパニー 

委員 草野 結子 キリンホールディングス（株）CSV 戦略部

委員 國廣 正 弁護士/國廣総合法律事務所 

委員 嶋 靖博 香川県 FA 会長/嶋靖博税理士事務所 

委員 中田 康人 東京都 FA 技術委員長/FA コーチ 

委員 西川 誠太 技術委員/指導者養成部会長/ JFA 指導者養成ダイレクター 



新任委員プロフィール 

（2022 年 4 月 14 日現在） 

 

コンプライアンス委員会 

 

中田 康人氏 

現職：東京都 FA 技術委員長、FA コーチ、ウェルフェアオフィサー（ジェネラル）、コンプライアンス担当理事 

職歴：東京都立北園高校、東京都立小山台高校、東京都立駒場高校 

サッカー歴：U16 日本代表アシスタントコーチ、U15 日本代表アシスタントコーチ、JFA ナショナルトレセンコーチ、 

JFA インストラクター、JFA アカデミー福島 等 

 

西川 誠太氏 

現職：JFA 指導者養成ダイレクター 

職歴：平成国際大学、JFA 

サッカー歴：埼玉栄中学校サッカー部監督、平成国際大学サッカー部監督、関東大学選抜監督、 

U19 全日本大学選抜コーチ、JFA ナショナルトレセンコーチ 等 




