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																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川常吉						遠山直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						森岡聖友

				服部卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村    馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原 竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬    学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　 　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立 尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																						堀井　瑞希

																																						近藤　賢

																																						岡留　優介















原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ
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				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川常吉						遠山直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						森岡聖友

				服部卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村    馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原 竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬    学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　 　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立 尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																						堀井　瑞希

																																						近藤　賢

																																						岡留　優介















原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川常吉						遠山直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						森岡聖友

				服部卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村    馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原 竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬    学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　 　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立 尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																						堀井　瑞希

																																						近藤　賢

																																						岡留　優介















原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則
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				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ
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						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ
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				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		近藤　賢

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝

																																						熊谷　慎也

																																						原田　果奈





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕
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				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之
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																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾
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原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ
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						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ
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																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		近藤　賢

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝

																																						熊谷　慎也

																																						原田　果奈





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B
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				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		近藤　賢

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝

																																						熊谷　慎也

																																						原田　果奈





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		近藤　賢

																																						片山　誠太
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																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香
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																																						原田　果奈





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ
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						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ
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				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード委員会 カリ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		近藤　賢

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝

																																						熊谷　慎也

																																						原田　果奈





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード特別委員会 カリ トクベツ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦
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		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則
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																																						千賀　由香
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原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ
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						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ
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																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																市町村バスケットボール協会（連盟） レンメイ

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												市町村バスケットボール　　　協会（連盟） シチョウソン キョウカイ レンメイ										　　		アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード特別委員会 カリ トクベツ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		近藤　賢

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝

																																						熊谷　慎也

																																						原田　果奈





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																各種連盟 カクシュ レンメイ

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												市町村バスケットボール　　　協会（連盟） シチョウソン キョウカイ レンメイ										　　		アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード特別委員会 カリ トクベツ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		近藤　賢

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝

																																						熊谷　慎也

																																						原田　果奈





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																各種連盟 カクシュ レンメイ

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												市町村バスケットボール　　　協会（連盟） シチョウソン キョウカイ レンメイ										　　		アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード特別委員会 カリ トクベツ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治
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																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図

																																																																												評議員（2020～2023）

																																		名誉会長																				評議員会																						北郷　謙二郎 キタ ゴウ ケンジロウ								B		佐藤　廣幸 サトウ ヒロ ユキ				B		山下　雄樹 ヤマシタ ユウキ								B		鈴木　良尚 スズキ ヨシナオ						B

																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W

				名誉会長 メイヨ カイチョウ																																																																								齋藤　隆夫								W		辻󠄀村　浩				W		安藤　秀剛								W		岡本　悠嗣						社 シャ

				石丸  典生																																																																								円城寺　賢治								社 シャ		衛藤　公彦				大 ダイ		稲山　泰樹								大 ダイ		田中　博信						社 シャ

				顧問																														会長																				理事会										幹部会												西山　恵子								社 シャ		久留宮　直樹				市 シ		森岡　勇								市 シ		立岩　秀公						市 シ

				青木　勇作						臼井　秀明												監事												加藤  宣明																																										太田　亨								市 シ		安藤　英哲				市 シ		内藤　吉文								市 シ		小河　憲造						市 シ

				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤    隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																各種連盟 カクシュ レンメイ

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												市町村バスケットボール　　　協会（連盟） シチョウソン キョウカイ レンメイ										　　		アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード特別委員会 カリ トクベツ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		岡留　優介

																																						近藤　賢 コンドウ ケン

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則
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																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ














組織図
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																																		石丸  典生																																										安田　学								B		𠮷田　茂雄				B		清野　英二								W		佐藤　満明						W
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				江場　哲哉						小宮山　享												伊藤　 隆																																																						中島　俊光								市 シ		北村　千麻夫				市 シ		梅村　辰也								市 シ		杉山　正弘						市 シ

				柴田　 弘						清水　碩二												井上  友幸																																																						寺本　章人								市 シ		牧原　英治				市 シ		神田　久美子								市 シ		西林　輝彦						市 シ

				高羽　章郎						野嵜　正一												山内  俊幸												副会長																														事務局												丸山　裕万								市 シ		久保田　竜弥				理 リ		高橋　誠一								理 リ		杉浦　忍						理 リ

																																		川本    睦																																										青山　英立								理 リ		三品　慶祐				理 リ

				参与

				荒川  宏						伊藤　信義																																																																																各種連盟 カクシュ レンメイ

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村　元郎																								専務理事														事業部																																										登録（チーム・競技者） トウロク キョウギシャ

				品川　常吉						遠山　直人																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田　要三						森岡　聖友

				服部　卓也

				渡辺  浩																														常務理事																																特別委員会												市町村バスケットボール　　　協会（連盟） シチョウソン キョウカイ レンメイ										　　		アンダーカテゴリー																								特別委員会

																																		石塚  康裕

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶																仮)ガバナンスコード特別委員会 カリ トクベツ イインカイ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則																活動期間：4月1日～12月31日 カツドウ キカン ガツ ニチ ガツ ニチ

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗　 弘										桝岡  直久								糟谷　愛										松藤  貴秋

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田　あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						◎		野 村  馨										規律委員会						◎		石塚　康裕

																																																																										出 原　竜 彦																		出原　竜彦

																																																																										春 馬　 学																		酒井　康寿

																																																																																												八木　雅彦





		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津　浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親

		〇		矢倉　直親								〇		桝岡　直久										〇		竹田　弘太郎										〇		佐々木　貴之										〇		青木　俊博								桝岡　直久 マスオカ ナオヒサ										〇		金田　武久										〇		大石　敬治						鈴木　慶光						石塚　康裕

				酒井　康寿										尾関　恵子												柴田　雅美												坂野　貴則												塩谷　禎								八木　雅彦 ヤギ マサヒコ												竹田　弘太郎												松藤　貴秋						末広　朋也 ヒロ

				鈴木　慶光										羽場　桃子												伊藤　牧子												片山　誠太												太田　匡俊																				三宅　聡										アンダーユース部会										指導者養成部会

				坂野　貴則										佐藤　将之												可知　真由美												田中　文康												中根　俊彦																				吉橋　雅一										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕

				塩谷　禎										佐々木　楽																																				足立　尚隆																				谷口　英謙												坂野　貴則								〇		矢倉　直親

				足立　尚隆										杉浦　秀太																																				羽場　信彦																																成田　真一										大石　敬治

														鷲見　昌彦 ワシ ミ マサヒコ																																				片山　誠太																																佐々木　貴之										鈴木　慶光

														永井 巳喜雄																																				太田　麻須美																																日比　秀一										佐々木　貴之

														工藤　直子																																																																				大西　順										松藤　貴秋

																																																																																												成田　真一

																																				TO委員会																																																								坂野　貴則

																																				◎		堀井　瑞希

																																				〇		岡留　優介

																																						近藤　賢 コンドウ ケン

																																						片山　誠太

																																						中島　志乃奉

																																						上濱　穂高

																																						鈴木　貴哉

																																						千賀　由香

																																						柴田　雅美

																																						村上　祥吾

																																						高橋　一輝





原本

																																																																												評議員（2020～2023）																																				Tuesday, June 30, 2020

																																		名誉会長																				評議員会

																																		石丸  典生

				最高顧問



				顧問																														会長																				理事会										幹部会

				青木勇作						臼井秀明												監事												加藤  宣明

				江場哲哉						小宮山享												伊藤    隆

				柴田  弘						清水碩二												井上  友幸

				高羽章郎						野嵜正一												山内  俊幸												副会長																														事務局

																																		川本    睦

				参与

				荒川  宏						伊藤信義																																																																																市町村バスケットボール協会

				岡本  陽						岡村  弘

				奥井  治						上村元郎																								専務理事														事業部

				品川常吉						津下英子																								門川  浩人														佐々木貴之

				坪田要三						遠山直人

				服部卓也						森岡聖友

										渡辺  浩																								常務理事																																特別委員会												各種連盟												アンダーカテゴリー																				理事会には、役員・理事・監事・委員長（重複あり）・アンダー3部会長参加 ヤクイン

																																		石塚  康裕																																																																												（赤字（「重複あり）全員理事会案内送付） アカジ ジュウフク ゼンイン リジカイ アンナイ ソウフ

																																																																		AJ 予選委員会												登録（チーム・競技者）												U１８  部会								大石  敬冶												◆ＢＣＣにて送付 ソウフ

																																																																		3 × 3 委 員 会																								U１５  部会								坂野  貴則

																理事																																																		Fes    委 員 会																								U１２  部会								近藤  淳司

																鈴木  慶光										矢倉  直親								酒井  康寿										出原  竜彦

																小栗     弘										桝岡  直久								糟谷    愛										松藤  貴秋																																																																		7/10　総務競技会までに必要な送付資料内容 ナイヨウ

																八木  雅彦										金田  武久								櫻田あけみ サクラダ										毛受  誉子										専門委員会												裁定委員会						〇		野 村    馨										規律委員会						〇		石 塚   康 裕																		【送付先】 ソウフサキ

																																																																										出 原 竜 彦																		酒 井   康 寿																		委員会委員長+アンダーカテゴリー+社会人+ＡＴＬ+事業部 イインカイ イインチョウ シャカイ ジン ジギョウ ブ

																																																																										春 馬    学																		出 原   竜 彦																		・大会要項、予算書 タイカイ ヨウコウ ヨサンショ

																																																																																												八 木   雅 彦																		・2020-2021年度会計担当の確認 ネンド カイケイ タントウ カクニン



																																																																																																														その他 タ

		インテグリティ委員会										総務委員会												広報委員会												競技会委員会												審判委員会								ＳＰ医科学委員会												障害者ＢＢ委員会												技術委員会																														U１８  部会　大石  敬冶

		◎		青 木 俊 博								◎		出原  竜彦										◎		宇田津浩史										◎		酒井   康寿										◎		加藤   昌樹						◎		糟谷  愛										◎		加藤   昌樹										◎		矢倉   直親						石塚  康裕						鈴木  慶光																U１５  部会　坂野  貴則

		〇		酒井   康寿								○		桝 岡 直 久										○		竹田弘太郎										○		坂野   貴則										○		青木   俊博								桝岡   直久												金田   武久												松藤   貴秋						末広 朋也						大石  敬冶																U１２  部会　近藤  淳司

				鈴  木  慶 光										東     考 生												柴田   雅美												佐々木貴之												守谷   圭介								八木   雅彦												竹田弘太郎										アンダーユース部会										指導者養成部会																				ＡＴＬ（愛知県トップリーグ）　小栗氏 アイチケン オグリシ

				坂  野  貴 則										杉浦   秀太												伊藤   牧子																								宇田津浩史																				三 宅     聡？										◎		大石  敬冶								◎		石塚  康裕																		ワーキンググループ　八木氏 ヤギ シ

				大  石  敬 冶										佐藤   将之																																				塩谷      禎																														○		矢倉  直親								○		矢倉  直親																		社会人連盟　桝岡  直久　 シャカイ ジン レンメイ

				佐々木貴之										田中   博信																																				足立   尚孝																																佐藤  将之										大石  敬冶																		大学　松藤  貴秋 ダイガク

														羽場   桃子																																				太田   匡俊																																石塚  康裕										成田  真一																		事業部　佐々木貴之　 ジギョウ ブ

																																																		中根   俊彦																																鈴木  慶光										坂野  貴則

																																																																																		佐々木貴之										佐々木貴之

																																																																																		ルンゲ春香										松藤  貴秋

						メールリスト（グループ）

				1		理事 リジ

				2		委員長 イインチョウ

				3		アンダーカテゴリー

				4		関連団体 カンレン ダンタイ

				5		評議員 ヒョウギイン

				6		市町村バスケットボール協会 シチョウソン キョウカイ
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