
一般社団法人兵庫県サッカー協会
 2020年度　各種委員会名簿

役職 担当 氏名 役職 担当 氏名
委員長 但馬FA 松井隆典 委員長 小菊貞雄

副委員長 西播磨FA 西山　孝 委員 広　報 佃　 和広
副委員長 大学・高専 桂　 　 豊 委員 尼崎FA 米田正樹

委員 事務局 山本幸夫 委員 北摂FA 中辻紘生
委員 施　設 神藤一郎 委員 西宮FA 渋谷仁崇
委員 競　技 中野俊幸 委員 芦屋FA 小川和志
委員 審　判 澤山　武 委員 神戸FA 長手良平
委員 広　報 中山　 剛  委員 明石FA 切山慎也
委員 総　務 三裏浩記 委員 東播FA 伊原信幸
委員 神戸FA 海老　純 委員 北播磨FA 髙木克彦
委員 尼崎FA 大林正幸 委員 姫路FA 竹内真司
委員 北摂FA 浜添一浩 委員 西播磨FA 村上哲太
委員 西宮FA 多田潤平 委員 丹有FA 源　 浩貴
委員 芦屋FA 亀谷　潤 委員 但馬FA 相根　晶
委員 明石FA 船橋　 了 委員 淡路FA 仲田樹生

 委員 東播FA 山品慶介 委員 技　術 神田直丈
委員 北播磨FA 藤原浩之 委員 審　判 瀧澤　 雅
委員 姫路FA 大森昭雄  委員  規　律 佐藤隆男
委員 丹有FA 松永和也 委員 医　事 星野達二
委員 淡路FA 野津　 実 委員 クラブユース 安田憲弘

委員 クラブユース 碇　 雅英
委員 中体連 秋田太一
委員 フットサル 高山敦嗣

役職 担当 氏名 役職 担当 氏名
委員長 尾崎行雄 委員長 仲　 義之

副委員長 高体連・フットサル 笠原弘樹 副委員長 事　業 大橋勝彰
副委員長 クラブ・姫路FA 松本真吾 副委員長 規　律 廣村尚良

委員 尼崎FA 難波　 滋 委員 尼崎FA 馬越俊行
委員 北摂FA 羽田　 功 委員 北摂FA 生田　茂
委員 西宮FA 大路照彦 委員 西宮FA 木富國彦
委員 芦屋FA 許　泰萬 委員 芦屋FA 田中雄一郎
委員 ﾕｰｽL・神戸FA 鵜野敬二郎 委員 神戸FA 御手洗修
委員 明石FA 浅野文彦  委員 明石FA 堂本昌稔
委員 東播FA 日覚義和 委員 東播FA 三谷英司
委員 北播FA 長尾秀樹 委員 北播磨FA 宮内嘉和
委員 西播磨FA 長尾満也 委員 姫路FA 今津敏通
委員 ﾕｰｽL丹有・丹有FA 浅川規幸 委員 西播磨FA 田中秀幸
委員 ﾕｰｽL但馬・但馬FA 岡本昌二 委員 丹有FA 中井重浩
委員 ﾕｰｽL淡路・淡路FA 正徳篤樹 委員 但馬FA 森本英幸
委員 ﾕｰｽL阪神 平野敦士 委員 淡路FA 山本弘之
委員 ﾕｰｽL東播 奥山恒平 委員 総務部長 中江敏行
委員 ﾕｰｽL西播 菅原正裕 委員 医事部長 益子秀久
委員 技　術 井上　 誠 委員 技術部長 稲次孝王
委員 審　判 小川耕司 委員 審判部長 橋本　 滋
委員 規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ 大西弘幸 委員 フットサル部長 嶋　 克己
委員 広報 辺見康裕 委員 女子部長 増井光資
委員 高体連 鈴木義章 委員 キッズ部長 岡部信雄
委員 ユースダイレクター 小森康宏

1種委員会

4種委員会

3種委員会

2種委員会



一般社団法人兵庫県サッカー協会
 2020年度　各種委員会名簿

役職 担当 氏名 役職 担当 氏名
委員長 柿川   文 委員長 佐々木達也
委員 大学・一般 松下健二 副委員長 但馬FA 坪倉徹弘
委員 O-40 野中めぐみ 委員 １　種
委員 4種女子部長 増井光資 委員 ２　種 笠原弘樹
委員 女子技術委員長 田渕径二 委員 ３　種 高山敦嗣
委員 普及コーディネーター 加治真弓 委員 ４　種 嶋　 克己
委員 高体連 平家義久 委員 ビーチ 高橋裕典
委員 U-18 谷口博志 委員 女　子 潮海史彦
委員 U-15 増井悠介 委員 尼崎FA 酒井太地
委員 ジェンヌ 小林   修 委員 北摂FA 山下郁夫
委員 キッズ 岡部信雄 委員 西宮FA 早川陽平
委員 審　判 的崎睦子 委員 芦屋FA 松永悟郎
委員 施　設 柿川   文 委員 神戸FA 勝矢卓郎

委員 明石FA 早田由紀夫
委員 東播FA 三谷英司

役職 担当 氏名 委員 北播磨FA 岩谷真吾
委員長 松永正利 委員 姫路FA 小林昌弘

副委員長 佐藤忠志 委員 西播磨FA 中村太亮
副委員長 清澤   崇 委員 丹有FA 山口修作
副委員長 神戸FA 前田正司 委員 但馬FA 坪倉徹弘

委員 70歳担当 荻野佳之 委員 淡路FA 川西　 彰
委員 60歳主務 中村   実 委員 審　判 竹本　 清
委員 60歳担当 岡中正安 委員 技　術 浅井　 恵
委員 尼崎FA 津田吉彦 委員 医科学 生田進一
委員 北摂FA 前田智弘 委員 ファミリー 中島一雄
委員 西宮FA 川元正人
委員 芦屋FA 北田充俊
委員 明石FA 高橋   稔 役職 担当 氏名
委員 東播FA 松本   修 委員長 八十祐治
委員 北播磨FA 森本長平 委員 尼崎FA 橋本浩二
委員 姫路FA 松浦呂樹 委員 北摂FA 小林　 格
委員  40歳責任者・西播磨 荒木哲郎 委員 西宮FA 高沢俊治
委員 丹有FA 坂根孝行 委員 芦屋FA 北田充俊
委員 但馬FA 松堀哲也 委員 神戸FA 田中大喜
委員 淡路FA 安東法郎 委員 明石FA 吉川和生

委員 東播FA 土居原高則
委員 北播磨FA　 多鹿暢浩

役職 担当 氏名 委員 姫路FA 菅原勝則
委員長 岡部信雄 委員 西播磨協会 古江正樹

副委員長 巡回指導部長 岡　俊彦 委員 丹有FA 三島健義
副委員長 藤井さち代 委員 但馬FA 中田和明

委員 総務部長 橋本　賢 委員 淡路FA 氏田年行
委員 総務・会計 川合泰子 委員 １　種 山本幸夫
委員 フェスティバル部長 村上勝紀 委員 ２種・審判 大西弘幸
委員 リーダー養成部長 舩本浩樹 委員 ３　種 佐藤隆男
委員 技術部長 金　相煥 委員 ４　種 廣村尚良
委員 普及ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 加治真弓 委員 女　子 菅原裕司
委員 ヴィッセル神戸 金　正旭 委員 シニア 荒木哲郎
委員 INAC神戸 岸田茂樹 委員 シニア 松本　 修
委員 ASハリマ 勝野勇太 委員 フットサル 高橋裕典
委員 医科学 鄭　源紀 委員 クラブユース 山本弘之
委員 神戸FA 御手洗修 委員 大　学 桂　 　 豊
委員 尼崎FA 浜田　愛 委員 技術委員会 和多田充寿
委員 北摂FA 加藤直樹
委員 西宮FA 上前　治
委員 芦屋FA 石田　祥
委員 明石FA 藤原嗣久
委員 東播FA 荘所　誠
委員 北播磨FA 小林　勉
委員 姫路FA 綾部由美
委員 西播磨FA 中山　剛
委員 丹有FA 前田雅弘
委員 但馬FA 上田圭一
委員 淡路FA 高田   治

キッズ委員会

規律フェアプレー委員会

シニア委員会

女子委員会 フットサル委員会



一般社団法人兵庫県サッカー協会
 2020年度　各種委員会名簿

2020/11/13

役職 担当 氏名 役職 担当 氏名
委員長 昌子　力 委員長 大西弘幸
委員 女子 田渕径二 副委員長 委員長代行 山本弘之
委員 U-12 稲次孝王 副委員長 育成部長・大会運営・２種 小川耕司
委員 U-15 神田直丈 副委員長 強化部長 川崎秋仁
委員 U-17 井上　 誠 委員 審判トレセン 浦元雄一郎
委員 1種（大学） 和多田充寿 委員 総務部長・財務・事務局 梶原彰一
委員 1種（社会人） 中野俊幸 委員 登　録 松葉幸三
委員 指導者養成部長 鈴木義章 委員 競技部長（割当） 堀　善仁
委員 GKプロジェクトリーダー 中下直樹 委員 指導者部長 内橋克博
委員 医科学 前川慎太郎 委員 指導者強化 広岡輝也
委員 医科学 岡本　 恵 委員 指導者普及 中村正光
委員 事務局 中下直樹 委員 講習会指導者派遣・割当 佐野　成
委員 ユースダイレクター 小森康宏 委員 審判３級担当 野上貴史
委員 尼崎FA 小寺山道久 委員 ユース 川瀬良裕
委員 北摂FA 北村昌靖 委員 １　種 澤山　 武
委員 １３FA代表・西宮FA 市毛朱人 委員 ３　種 瀧澤　 雅
委員 芦屋FA 河野英樹 委員 ４　種 橋本　 滋
委員 神戸FA 鍵野剛一 委員 女子部長・審判女子育成 的崎睦子
委員 明石FA 野呂英昭 委員 フットサル＆ビーチサッカー部長 竹本　 清
委員 東播FA 三谷英司 委員 尼崎FA 柴田俊樹
委員 北播磨FA 浦元健太郎 委員 北摂FA 村田一樹
委員 西播磨FA 武内紀憲 委員 総務・西宮FA 梶山勝弘
委員 姫路FA 木村祥典 委員 芦屋FA 川島陽治
委員 但馬FA 田村和也 委員 神戸FA 三裏浩記
委員 丹有FA 福原幸明 委員 広報・都市協会・明石FA 神田哲也
委員 淡路FA 中野俊幸 委員 東播FA 東来章裕

委員 審判アカデミー・北播磨FA 三木章嗣
委員 姫路FA 松本　 実

役職 担当 氏名 委員 西播磨FA 小松精二
委員長 医師 生田進一 委員 丹有FA 松山典章

副委員長 医師 益子秀久 委員 但馬FA 谷口晃平
委員 医師 国分　 毅 委員 淡路FA 赤坂竜一
委員 医師 戸祭正喜
委員 トレーナー 前川慎太郎
委員 トレーナー 伊藤浩充 役職 担当 氏名
委員 管理栄養士 岡本　 恵 リーダー 小川昇生
委員 管理栄養士 山下陽子 サブリーダー 佐々木達也
委員 技術委員長 昌子　 力

役職 担当 氏名 役職 担当 氏名
委員長 西田俊一 リーダー 市位　辰三
委員 １　種 山本幸夫 サブリーダー 中山　 剛
委員 １　種 中山　剛
委員 ２　種 辺見康裕
委員 ３　種 佃　 和広
委員 ４　種 仲　義之
委員 ４　種 嶋　克己
委員 女　子 岡部信雄
委員 審　判 神田哲也
委員 フットサル 坪倉徹弘
委員 シニア 柳崎　剛
委員 キッズ 橋本　賢
委員 技術 森田　徹
委員 本多克己
委員 草葉達也

広報委員会

審判委員会

トップチームプロジェクト

障がい者プロジェクト

技術委員会

医科学委員会


