
○ ：常任理事

会　長 ◎ 今宮　忠夫 理事長 ○ 林　　厚子 部　長 ○ 小林　正宏 部　長 ○ 北嶋　昌一 部　長 ○ 仲埜　弘幸 部　長 ○ 石田　洋志 部　長 ○ 中村与志弘

副会長 津田　洋道 副理事長 ○ 桑村　　弥 副部長 松原　宏実 副部長 田中　義也 副部長 松山　幸市 副部長 東　　泰正 副部長 杠　広治郎

副会長 荻田喜代弘 副理事長 ○ 平野　賢治 理事 ○ 正玄千嘉子 副部長 松原　威仁 理事 梅田　　香 理事 内海　雅人 理事 小柳　雅史

副会長 中池由岐夫 副理事長 ○ 小竹原謙一 理事 大田由美子 理事 奈良　賢一 理事 掛橋　正俊 理事 山口　芳弘 理事 大原千恵美

副会長 山岸　俊一 部長 ○ 古屋　充俊 理事 中嶋　信二 理事 網谷　昭義 理事 河内　宏之 理事 岸田　円美 理事 小澤　和弘

副会長 加藤　代潮 副部長 ○ 満田　高広 理事 岸上　尚毅 理事 小島　仁史 理事 川端　弘樹 理事 北川　修二 理事 酒井　孝也

副会長 帰山　金一 高体連 ○ 山岸　弘邦 理事 林　　えり 理事 佐藤　俊之 理事 日下　弘賢 理事 古瀬謙一郎 理事 佐々木浩哉

八田　幸明 中体連 ○ 番場　亮一 理事 松原小百合 理事 澤田　浩幸 理事 栗原　敏彰 理事 小林　由美 理事 藤田　幸一

副会長中体連 日芳　達也 理事 稲田　俊彦 理事 真鍋　済希 理事 友田　憲治 理事 新谷　　学 理事 齊藤　和夫 理事 松本　拓也

顧問 松下　正雄 理事 江戸　孝行 理事 山田　章世 理事 細川　善弘 理事 高嶋　　元 理事 竹内　明麿 理事 森長　悟

顧問 高山　　昇 理事 大宮　昌則 理事 吉川　貞夫 理事 前田　洋視 理事 多田　英男 理事 高橋　直也 委員 山田　善章

顧問 仲村　憲三 理事 片山　智春 委員 重野久充代 理事 道端　秀樹 理事 堀川　和宏 理事 田中　裕明 委員 片山　俊則

顧問 多田　信彦 理事 川上　典孝 委員 加藤　英樹 委員 生田　泰嗣 理事 中條　恵子 理事 禿氏　恵彰 委員 加藤　悦子

顧問 高野　孝喜 理事 重野　善紀 委員 小林　寛子 委員 今井　良巳 理事 野尻　秀郷 理事 虎尾　茂樹 委員 酒井　秀和

顧問 太田　和良 理事 竹内　英俊 委員 城谷かほり 委員 岩山　俊博 理事 山本　一栄 理事 濱本　能弘 委員 清水　悦朗

顧問 野路　武夫 理事 谷川　慎治 委員 鈴村　弥生 委員 川端　元昭 理事 幸永　優二 理事 林　慎一郎 委員 中池　里美

参与 江口　一雄 理事 小林　利幸 委員 釣部さとみ 委員 木下　俊明 理事 渡辺　達朗 理事 林　　和男 委員 萩原　政春

参与 竹浪　行男 理事 徳橋　公代 委員 橋本　貴志 委員 坂井　　努 委員 浮池　亮太 理事 久井　茂稔 委員 松山　美規

参与 岸名　貞一 理事 西　　憲幸 委員 濱野　直美 委員 十佐近俊則 委員 小竹原一嗣 理事 森下　昇一 委員 山岸喜代美

参与 坂東　邦彦 理事 長谷川裕二 委員 田崎　葉月 委員 白﨑　　一 委員 浅井慎太郎 委員 澤田　則義 委員 大西　順

参与 田中　俊雄 理事 濱辺　弘一 委員 島田　浩一 委員 川崎　裕晃 委員 川畑　宏美

参与 村田　嘉孝 理事 藤屋　清隆 委員 真保　正浩 委員 斎藤　敏雄 委員 釣部　桂司

参与 加藤　忠幸 理事 堀川　盛一 委員 虎尾　侑樹 委員 辻崎　紀晶 委員 寺島　徹

参与 小田　正勇 理事 前田　貴史 委員 道関　暁博 委員 長谷川雅之

参与 内山　智江 理事 丸山　高弘 委員 野村　勝人 委員 野路美智男

参与 山本　　武 理事 水野　敏博 委員 濱田　博成 委員 平野　忠

参与 相模　建夫 理事 松倉　治和 委員 日芳　浩介 委員 羽山　涼子

参与 渡辺　正博 理事 山本　範雄 委員 古市　　歩 委員 柳町　岳彦

参与 柄田　定幸 委員 佐藤美紀代 委員 村上　直人

参与 佐々木　茂 委員 高木　　薫 委員 山田　亮二

参与 渡辺　　洋 委員 山口　公秀

参与 石本　卓未 委員 吉田　光慶

参与 牧野　忠志 委員 真橋　佑昌

参与 兼井　則和 副会長 ○ 荻田喜代弘

参与 前川ちよの 部長 ○ 桑村　　弥

参与 太田真理子 総務・強化 東　　泰正

参与 柄田　則子 友田　憲治

参与 南保　敦夫 財務 松原　宏実

参与 五十嵐達哉

監事 齋藤　利秋

監事 番場　　亨 理事 28 名 理事 11 名 理事 12 名 理事 17 名 理事 19 名 理事 10 名

役員 41 名 委員 2 名 委員 9 名 委員 21 名 委員 11 名 委員 4 名 委員 10 名

41 30 20 33 28 23 20

各部　五十音順 役員： 41 名 理事： 97 委員： 57 計 195 名

福井県バスケットボール協会　業務分担名列表　（平成２５・２６年度）

役　　員 総務部 財務部 競技部 審判部 強化育成部 広報部

副会長高体連

国体部

競技


