
一般社団法人　滋賀県バスケットボール協会 役員組織表

代表理事（会長） 名誉会長 顧問 参与 裁定委員会

宇野 正信 1 須田 克己 福田 敏宏 [社会人連盟] 伊原 研壽 入倉 雄一 大菅 志濃夫 岡野 博 岡橋 貞子 岡本 直輝 奥 俊一郎 奥村 和彦 川嶋 典明 北川 晴雄 規律委員会

松田 秋子 [社会人連盟] 清川 佳子 草野 圭司 久保山 寛 後藤 明 近藤 功 西條 義信 滋賀 樹義 七里 源一 末松 史彦 菅井 孝明 池本 忠好

副会長 監事 杉澤 和雄 [高体連専門部] 諏訪 武仁 髙木 和久 髙田 浩一 茶谷 不二雄 辻 一彦 徳冨 敬一 西澤 基治 拜藤 國彦 馬場 健之 林 三郎 杉澤 和雄

平井 和博 [事業総括] 小田柿 幸男 藤野 智誠 細井 昇 堀井 博樹 水野 裕美 三和 郁子 若野 哲夫 横田 誠一 山本 博

三輪 隆 [強化総括] 池本 忠好 髙木 和久

専務理事 事務局

野村 貞夫 ◎田中 助典 野村 幸生

理事（外部団体）

1 岩井 憲吾 [Bリーグ]

常務理事（運営担当） 理事（総務担当） 國枝 美佐子 宮島 佳子 吉居 奈津子 平川 清士 佐々木 健一

1 福元 直樹 [学識経験者] 1 福元 直樹 [総務委員長] 宇野 正信 宇野 正信 ◎福元 直樹 ○土屋 俊之 ○春山 頼子 正木 幸子 土田 政代 上林 敏惠

平井 和博 三輪 隆 野村 貞夫 平井 和博 三輪 隆

理事（財務担当） 田中 助典 大塚 由美子 奥村 浩 奥田 直 野村 貞夫 田中 助典

1 野村 幸生 [財務委員長] 北原 聡 北村 武司 北村 博之 國枝 美佐子 内田 善弘 大塚 由美子 ◎野村 幸生 國門 香奈恵 保田 弥生 周防 成彦 中西 祐二 児玉 庄次

國門 香奈恵 小西 信昭 種子田 孝彦 土田 政代 大田 祥登 奥田 直

理事（広報担当） 寺田 均 正木 幸子 横江 英彦 保田 弥生 奥村 浩 北村 武司

1 北脇 和弘 [広報委員長] 福元 直樹 野村 幸生 渡邉 浩二 園田 明彦 北原 聡 國枝 美佐子 ◎北脇 和弘 ○北居 雅 ○豆田 浩一 佐々木 健一 笹木  豊

平川 清士 北村 博之 小西 信昭

常務理事（競技担当） 理事（競技担当） 木戸脇 広史 種子田 孝彦 西村 育浩 齋藤 央 藤堂 悠 奥田 耕士 高木 圭

1 五十嵐 慎久 [社会人連盟] 1 五十嵐 慎久 [競技委員長] 國門 香奈恵 寺田 均 ◎五十嵐 慎久 ○大音 健司 小埜 俊郎 辻 敏司 藤村 享史 森田 真太郎 山本 博

高木 圭 中西 大延 ○横江 英彦 ○福田 賢 北波 正衛 川西 尚二 安冨 太介 小林 富美一 西澤 毅

土田 政代 西堀 亮

理事（審判担当） 中村 知己 福原 快顕 東田 憲和 上西 星太 津田 江利子 山口 紘輝 中川 大州

1 渡邉 浩二 [審判委員長] 福元 直樹 正木 幸子 ◎渡邉 浩二 ○苗村 幸弘 加藤 加織 佐藤 慎士 大西 里実 山本 貴彦 奥田 耕士

保田 弥生 山本 聡 ○山本 聡 田中 優志 加藤 善明 西澤 毅 高木 圭 飛戸 洋美

山本 博 横江 英彦

理事（TO担当） 野村 幸生 渡邉 浩二

1 王 立人 [TO委員長] ◎王 立人 濱村 知 沢井 芳崇 辻 穂奈美 馬場 恵子 井上 美和 松居 哉

常務理事（強化育成担当） 理事（強化担当） (成年男子) (成年女子) (少年男子) (少年女子)

1 園田 明彦 [強化・育成] 1 園田 明彦 [強化委員長] (強化・PT) ◎園田 明彦 寺田 均 望月 健司 青山 友香 武田 大輔 廣沢 洋平

戸島 康博 浅村 典正 藤堂 悠 佐藤 肇 前川 慎輔

北居 雅 伊戸 重樹 照岡 祥子

理事（育成担当） (U16男子) (U16女子) (U14男女) (U12男女) (TA男子)

1 平川 清士 [ユース育成委員長] (DC・TA) ○平川 清士 川端 竜太 (前川 慎輔) 辻　尚樹 志冨田 直喜 根間 洋一

佐々木 健一(佐藤 肇) 北村 菜央 氏原 尚子 濱頭 めぐみ (武田 大輔)

理事（指導者養成担当）

1 望月 健司 [指導者養成委員長] ◎望月 健司 ○前川 慎輔 川端 竜太

常務理事（連盟・市協会） 理事（社会人連盟） 正会員[チーム]

西村 育浩 [U18部会] 0 (五十嵐 慎久) 土屋 俊之 豆田 浩一 安冨 太介 藤村 享史 (一　般) ◎五十嵐 慎久 ○土屋 俊之 ○春山 頼子 ○津田 江利子

大音 健司 [U15部会] 五十嵐 慎久 井上 嘉博 津田 江利子 大西 里実 藤堂 悠 東田 憲和 豆田 浩一 安冨 太介 藤村 享史 青山 友香 石黒 加奈 大西 里実 西澤 毅

田中 敦美 [U12部会] 理事（社会人連盟） 西澤 毅 山口 紘輝 上西 星太 佐藤 慎士 山口 紘輝 上西 星太 佐藤 慎士 南 宣匡 上田 淳 上田 未希 辻 穂奈美 片岡 秀教 大前 雅裕

1 春山 頼子 春山 頼子 宮島 佳子 津賀 美恵子 奥田 信子 井上 嘉博 山本 隆一 足立 亮 金子 棟映 森田 真太郎 宮島 佳子 津賀 美恵子 奥田 信子 上田 直美

片岡 秀教 大前 雅裕 山田 かおる 飯田 咲子 五十嵐 愛 三増 美和 前川 繁子 西澤 春菜 鍋谷 さゆり

北波 正衛 鍋嶋 幸富 (大　学) 北波 正衛 鍋嶋 幸富
(障がい者) 中嶋 拓也 米田 英志 前野 奨 小島 慎弥

理事（U18部会） 北居 雅 望月 健司 白迫 裕二 周防 成彦 沢井 芳崇 堀井 麻起子 村山 由美 園田 明彦 川端 竜太 正会員[各チーム]

西村 育浩 荒川 淳也 小埜 俊郎 澤井 芳崇 前川 慎輔 ◎西村 育浩 荒川 淳也 山本 浩之 前川 慎輔 望月 健司 廣沢 洋平 北居 雅 山本 聡 清水 美春

戸島 康博 村山 由美 西村 育浩 山本 聡 戸島 康博 加藤 善明 王 立人 山中 理夫 平川 清士 小埜 俊郎 北村 菜央 高木 圭

理事（U15部会） 正会員[チーム]

大音 健司 大音 健司 宮本 博夫 井門 靖昇 ◎大音 健司 宮本 博夫 井門 靖昇 加藤 加織 中西 祐二 安田 貴彦 辻　尚樹 佐々木 健一 濱村 知

齋藤 央 佐々木 健一 神谷 信広 　齋藤 央 森島 正彦 越後 直樹 奥田 耕士 中野ルリ子 神谷 信広 柏原　功 丸川 剛史  西村 亮太

理事（U12部会） 苗村 幸弘 志冨田 直喜 福田 賢 山本 茂雄 苗村 幸弘 志冨田 直喜 北川 航 正会員[チーム]

田中 敦美 田中 敦美 福田 賢 辻 敏司 上林 敏恵 ◎田中 敦美 笹木 豊 辻 敏司 川西 尚二 中野 貴晶 松居 哉 濱頭 めぐみ

北脇 和弘 山本 茂雄 笹木 豊 川西 尚二 北脇 和弘 東出 俊一 上林 敏恵 児玉 庄次 三田村 宏一

児玉 庄次

理事（地区協会） 小森 正人 木俣 美好 田中 優志 [大津協会] 木俣 美好 [近江八幡協会] 田附 潤 [東近江協会] 森田 真太郎 [長浜協会]

1 木村 輝男 [彦根協会] 6 木村 輝男 清水 健宏 田附 潤 田中 優志 8 木村 輝男 [彦根協会] 清水 健宏 [草津協会] 小森 正人 [野洲協会] 中野 一朗 [守山連盟]

10

代議員会の議決(承認)にて選出 正会員の中から選挙にて選出

(監事2名含む) 80

4+15+2 = 21

2020年度

代議員[社員]（学識経験者） 正会員（学識経験者） [委員]（総務委員会）

1

3 37

2 2

1

25 33

[委員]（財務委員会）

[委員]（広報委員会）

[委員]（競技会委員会）

[委員]（強化委員会）

片岡 秀教

大前 雅裕

[委員]（審判委員会） 中西 大延

石原 広基

常務会

1 10 24 各チーム代表者

代議員[社員]（社会人連盟） 正会員（社会人連盟）

20 44

1

理事会

6 18 各チーム代表者

代議員会[社員総会]

代議員[社員]（U12部会） 正会員（U12部会）

1 11

代議員[社員]（地区協会） 正会員（地区協会）

代議員[社員]（U18部会） 正会員（U18部会）

各チーム代表者

代議員[社員]（U15部会） 正会員（U15部会）

17

[委員]（指導者養成委員会）

各チーム代表者

3

(TA女子)

中野 貴晶

(廣沢 洋平)

[委員]（TO委員会）

(前川 慎輔)


	組織表(2020)要覧用

