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部　長 野原　則彦 古舘　英樹 小田島　淑人 競技会委員長 大内　誠光
国体副委員長・

成年女子 郷内　和弘 松岡　隆博

副部長 川村　浩子 総務委員長 小原　正明 広報委員長 折舘　辰弥
アンダーカテゴリー委員

長・Ｕ18委員長 後藤　靖宏 ユース育成委員長 玉山　勉 Ｕ１２副委員長 後藤　祐樹 部会総務

総務担当 中村　　孝
総務副委員長・

登録 及川　悠介 会報 内舘　佑太 規律副委員長 松本　旬平
少年女子ＨＣ・

Ｕ１６ 高橋　靖勝
指導者養成副委員長・
マンツーマンディレクター 阿部　敬太 審判委員長

会計担当 岩渕　麻子
会計・
事務局 嵯峨　庸肇 会計 蒲生　正道 会計 浦田　綾子 会計 杉澤　浩樹 会計 森　伸彦 会計

吉田　敏男
財務委員長・

事務局 山中　義博 岩手ビッグブルズ 小笠原　天
市町村協会・大会運営副
委員長・承認競技会 横坂　貴 国体アドバイザー 田村　敏実 登録推進アドバイザー 及川　学 審判副委員長

伊東　浩二
財務副委員長・
ｔｏｔｏ申請担当

矢野　アキ子 花道プロジェクト推進副委員長 阿部　潔
施設用具委員長・

ブロック代表 鈴木　卓哉 スポーツ医学 中島　昭博 障がい者ＢＢ 伊藤　睦哲 審判副委員長

阿部　富美雄 総務 和田　正芳 復興支援委員長 吉田　早緒里 ＴＯ委員長 菊池　光信
国体委員長・
会計補佐 小山　尚也 Ｕ１５委員長 千葉　忍 審判副委員長

藤澤　さやか 総務 伊藤　康輔 協賛スポンサー・フェスタ 伊藤　祐悦 大会運営委員長 菅野　聖恵 スポーツ医学委員長 藤澤　周一 Ｕ１２委員長 児玉　陽子 車いす

菊池　理恵 総務 後藤　賢一
記録委員長・
３×３副委員長 伊藤　　晃 Ｕ１８副委員長 木津　聡嗣

ユース育成副委員長
（総括マネ）・少年男子ＨＣ 抱石　鉄也 指導者養成委員長

大内　恵子 総務 金田一　裕之 ３×３委員長 松戸　健作 Ｕ１８副委員長（高体連） 三地澤　秀一
ユース育成副委員長

（Ｕ１６総括）
小田島　五月

障がい者ＢＢ委員長・
県ＩＤ連盟

中村　美知瑠 総務 近谷　利政 広報副委員長 菅野　知行
ブロック代表・
県社会人連盟 菅原　清隆

ユース育成副委員長
（Ｕ１４総括） 古久保　朴

Ｕ１５副委員長・
マンツーマンディレクター

石田　海 総務・登録 近藤　敏行 広報副委員長 今野　　庄 市町村協会 沢田　伸久
ユース育成副委員長

（Ｕ１２総括） 清水　将 指導者養成副委員長

奈良岡　祐子 総務 菊池　敏治 記録副委員長 菅原　正義 県社会人連盟 内舘　伯夫 スポーツ医学副委員長 榊　文香 指導者養成副委員長

関根　舞 総務 佐藤　圭介 ３×３副委員長 佐達　則之 県社会人連盟（マスターズ） 斉藤　資 成年男子ＨＣ 大和田　洋平
障がい者ＢＢ副委員長・

県車いす連盟

今川　真帆 総務 井上　建志 県協会グッズ 栗林　徹 大学 飯塚　智里 成年女子ＨＣ 千葉　雄二 アンダーカテゴリー副委員長

山影　敦彦 県協会グッズ 髙橋　義和 大会運営（Wリーグ） 千葉　紘平 国体補佐・少年女子 高橋　和宏 クラブ（男子）

小澤　浩幸 ３ｘ３ 山田　繁 大会運営 新井　靖明
少年男子・

Ｕ１６ 鎌田　一伸 クラブ（女子）

大和田　祐輔 協賛スポンサー・フェスタ 中屋　学 大会運営 佐々木　英了 ユース育成Ｕ１６ 川原　直也 Ｕ１２

高橋　達弥 Ｕ１５（中体連） 三河　不二夫 ユース育成Ｕ１６ 斎藤　智美 Ｂユース

菊田　英彦 Ｕ１２ 川村　香織 ユース育成Ｕ１２ 岩渕　琢哉 マンツーマンコミッショナー

村上　雄大 スタッツ 大森　浩明 スポーツ医学

山本　吉昭 クラブ・アスリート

部会員

審　判　部

令和３（２０２１）年度　一般社団法人　岩手県バスケットボール協会　部会名簿

総務財務部 事業広報部 競技運営部 強　化　部 普及育成部



委員長 川村　浩子 吉田　敏男

副委員長 中村　孝 伊東　浩二 ｔｏｔｏ申請担当

野原　則彦 岩渕　麻子 総務財務部

岩渕　麻子 嵯峨　庸肇 事業広報部

阿部　富美雄 蒲生　正道 競技運営部

藤澤　さやか 浦田　綾子 強化部

菊池　理恵 杉澤　浩樹 普及育成部

大内　恵子 森　伸彦 審判部

中村　美知瑠 菊池　光信 （強化部）

石田　海

奈良岡　祐子

関根　舞

今川　真帆

令和３（２０２１）年度　一般社団法人　岩手県バスケットボール協会　委員会名簿

20210612現在

総務財務部

専門委員会

総務委員会 財務委員会

委　員



委員長 小原　正明 後藤　賢一 金田一　裕之 和田　正芳 藤原　修 専務理事

副委員長 近谷　利政 菊池　敏治 佐藤　圭介 越田　直康 釜石ブロック 矢野　アキ子
理事・花道プロジェクト・

３×３委員会

近藤　敏行 及川　悠介 後藤　賢一 菅野　知行 気仙ブロック 和田　正芳
理事・

復興支援委員長

岩渕　麻子 岩渕　麻子 小原　正明 中屋　学 宮古ブロック 野原　則彦
常務理事・

総務財務部長

藤江　香子 櫻井　琢磨 中公　一雄 久慈ブロック 川村　浩子
理事・

総務委員長

渡邊　雄介 矢野　アキ子 矢野　アキ子 花道プロジェクト 岩渕　麻子
総務財務部会計担当・

ＩＢＡオフィス

羽柴　健太 山崎　洋佑 伊東　浩二
財務副委員長・
ｔｏｔｏ申請担当

河合　秀保 越田　直康
復興支援副委員長・

釜石ブロック選出社員

Ｕ１８ 古舘　英樹
常務理事・

事業広報部長

灘山　正和 Ｕ１５ 小原　正明
理事・

広報委員長

千葉　謙一 Ｕ１２ 嵯峨　庸肇 事業広報部会計担当

菅野　知行 一般 伊藤　康輔
理事・

事業広報部

小澤　浩幸 金田一　裕之 ３×３委員長

四戸　直樹 菊池　敏治
事業広報部・
記録副委員長

佐藤　圭介
事業広報部・
３ｘ３副委員長

田中　恭悦 大槌町協会会長

四戸　直紀 大槌町協会選出社員

菊地　秀明 釜石市協会会長

菅　靖夫 釜石市協会選出社員

河合　秀保
花道プロジェクト代表・

３×３委員会

山崎　洋佑
花道プロジェクト・

３×３委員会

川口　弦一 花道プロジェクト

河谷　秀行 花道プロジェクト

特別委員会

復興支援委員会

事業広報部

専門委員会

広報委員会 記録委員会 ３×３委員会 花道プロジェクト推進委員会

委　員



委員長 小田島　淑人 阿部　　潔 吉田　早緒里 （トップリーグ） 折舘　辰弥 Ｕ１８委員長 折舘　辰弥 伊藤　祐悦 一般選手権・県民体

副委員長 伊藤　祐悦 大会運営委員長 伊藤　祐悦 大会運営委員長 坂川　章浩 ＴＯ　（Ｕ１８） 千葉　雄二 Ｕ１５副委員長 伊藤　晃 小笠原　天 承認競技会・一般選手権

折舘　辰弥
アンダーカテゴリー委員

長・Ｕ１８委員長 阿部　敬太 審判委員長 阿部　麻美 スタッツ　（ＪＢＬ） 小田島　淑人 競技会委員長 松戸　健作 高体連専門委員長 内舘　佑太 県総合

菅野　知行
県社会人連盟・

気仙ブロック 後藤　嘉平 ＴＯ委員会 後藤　嘉平 小山　尚也 Ｕ１５委員長 伊東　浩二 会計（ＷＣ） 栗林　徹 大学競技会

栗林　徹 大学 小笠原　天 （学生） 藤澤　周一 Ｕ１２委員長 蒲生　正道 会計（リーグ） 菅野　知行 社会人競技会・県リーグ

伊藤　晃 Ｕ１８委員会 岩渕　正司 （Ｕ１２） 伊藤　晃 Ｕ１８副委員長 伊藤　浩道 折舘　辰弥 Ｕ１８競技会・県リーグ

高橋　達弥 Ｕ１５委員会 小松　一也 （３ｘ３） 中村　美知瑠 Ｕ１８リーグ担当 千葉　忍 審判 高橋　達弥 Ｕ１５競技会・県リーグ

菊田　秀彦 Ｕ１２委員会 有谷　保 （Ｕ１５） 榊　文香 Ｕ１８リーグ担当 中村　美知瑠 県リーグ 菊田　英彦 Ｕ１２競技会・県リーグ

金田一　裕之 ３×３委員会 藤沼　典子 藤原　洋 Ｕ１５リーグ担当 千葉　紘平 県リーグ 金田一　裕之 ３×３選手権

小田島　五月 障がい者ＢＢ委員会 山下　麻美 会計　（社会人） 今川　寿弘　 Ｕ１２リーグ担当 榊　文香 高体連総務委員長 阿部　敬太 審判委員会

松尾　亮宜 盛岡ブロック 中村　千咲 木津　聡嗣
ユース育成委員会・
総括マネージャー 佐々木　英了 高体連総務副委員長 坂川　章浩 ＴＯ委員会

藤井　　淳 花巻ブロック 阿部　敬太 審判委員長 三地澤　秀一
ユース育成委員会・

Ｕ１６総括 内舘　佑太 高体連競技委員長 越田　直康 県民体

佐藤　善則 北上ブロック 小笠原　一隆 審判委員会 菅原　清隆
ユース育成委員会・

Ｕ１４総括 石田　海 登録 四戸　直紀 県民体

阿部　　潔 奥州ブロック 沢田　伸久
ユース育成委員会・

Ｕ１２総括 佐藤　郁哉 定通制

菅原　　仁 一関ブロック 小野　宣明 高専

越田　直康 釜石ブロック

中屋　学 宮古ブロック

中公　一雄 久慈ブロック

嶋田　　充 二戸ブロック

高橋　克周 岩手ブロック

小笠原　天 承認競技会

内舘　佑太 部会総務

専門委員会

競技会委員会 アンダーカテゴリー委員会 大会運営委員会Ｕ１８委員会施設・用具委員会

競技運営部

ＴＯ委員会

委　員



委員長 藤原　修 全体総括

菅原　正義 全体副総括

今野　庄 全体副総括

野原　則彦 総務

岩渕　麻子 総務

折舘　辰弥 総務

内舘　佑太 総務

蒲生　正道 総務

小田島　淑人 競技

伊藤　祐悦 競技

菅野　知行 競技

佐達　則之 競技

吉田　早緒里 競技

松岡　隆博 競技

阿部　敬太 競技

小笠原　天 会場

橘　貴志 会場

松尾　亮宜 会場

競技運営部

特別委員会

委　員

日本マスターズ運営委員会

副委員長



委員長 後藤　靖宏 菊池　光信 国体総括・会計 菅野　聖恵 アスレティックトレーナー

木津　聡嗣 後藤　靖宏 男子国体統括 内舘　伯夫 歯科医

三地澤　秀一 大内　誠光
女子国体統括・
成年女子ＡＣ

菅原　清隆

沢田　伸久

菅野　聖恵 スポーツ医学委員会 星　恵太 Ｕ１２男子サブ 横坂　貴 アドバイザー 大森　浩明 外科医

抱石　鉄也 指導者養成委員会 和野　雅彦 Ｕ１２男子マネ 斉藤　資
成年男子ＨＣ・
ST-IWATE監督 近藤　晃弘 整形外科医

佐々木　英了 Ｕ１６副総括 長谷川　茂 Ｕ１２女子サブ 佐藤　孝文 成年男子ＡＣ 安見　雄司 整形外科医

伊藤　浩道 Ｕ１６会計 千葉　美彰 Ｕ１２女子マネ 佐藤　大地
成年男子ＡＣ・会計

ST-IWATEキャプテン 鈴木　卓也 歯科医

灘山　正和 Ｕ１４副総括 木津　聡嗣 少年男子ＨＣ 浅沼　香菜子 理学療法士

高橋　恵美 Ｕ１４会計 新井　靖明 少年男子ＡＣ 千葉　綾香 理学療法士

川村　香織
Ｕ１２副総括・会計・

Ｕ１２女子メイン 宮　洸平 少年男子ＡＣ・会計 堂田　章一 理学療法士

新井　靖明 Ｕ１６男子サブ 飯塚　智里 成年女子ＨＣ 千葉　徹 理学療法士

宮　洸平 Ｕ１６男子マネ 瀬川　直子 成年女子ＡＣ 中田　勇磨 理学療法士

菊池　貴洋 Ｕ１６男子（Ｕ１５） 中村　美知瑠 成年女子ＡＣ・会計 村上　敏昭 理学療法士

松本　旬平 女子統括・Ｕ１６女子メイン 松本　旬平 少年女子ＨＣ 相原　美優 理学療法士

小川　陽 Ｕ１６女子サブ 小川　陽 少年女子ＡＣ 金谷　優記 柔道整復師

松戸　健作 Ｕ１６女子サブ 松戸　健作 少年女子ＡＣ 細越　俊輔 柔道整復師

関根　舞 Ｕ１６女子マネ 千葉　紘平 国体補佐・少年女子ＡＣ 目時　綾乃 柔道整復師

三河　不二夫 Ｕ１６女子（Ｕ１５） 関根　舞 少年女子ＡＣ・会計 青島　大輔 アスレティックトレーナー

照井　善博 Ｕ１４男子メイン 菅野　亮太 ST-IWATE総務 村上　優子 スポーツ栄養士

生駒　大輔 Ｕ１４男子サブ 高村　洋翔 トレーニング指導者

川尻　喜暖 Ｕ１４男子マネ  管野　博久 シューフィッター

千葉　孝成 Ｕ１４女子メイン 飯森　義晃 柔道整復師・鍼灸師

佐藤　彩華 Ｕ１４女子サブ

金子　愛妃 Ｕ１４女子マネ

強　化　部

スポーツ医学委員会ユース育成委員会

総括マネージャー・男子統括・Ｕ１６男子メイン

Ｕ１６総括マネージャー

Ｕ１４総括マネージャー

Ｕ１２総括マネージャー・Ｕ１２男子メイン

国体委員会

専門委員会

副委員長

委員



委員長 小山　尚也 藤澤　周一 抱石　鉄也 小田島　五月 ＩＤ連盟

副委員長 古久保　朴 マンツーマンディレクター 玉山　勉 高橋　靖勝 大和田　洋平 車いす連盟

千葉　雄二 アンダーカテゴリー副委員長 佐々木　寿美 清水　将 中島　昭博 アドバイザー

杉澤　浩樹 総務・登録・選手権会計 郷内　和弘 普及育成部 伊藤　盛幸 榊　文香 会計 及川  高生 ＩＤ連

灘山　正和 総務・広報・３ｘ３ 高橋　達弥
県中体連専門委員長

（競技運営部） 川原　直也
競技・財務・広報・リーグ

戦 竹澤　順悦 運営（岩手地区） 中村　真弘 浦田　綾子 ＩＤ連

藤原　洋 総務・１部リーグ補助 菊田　英彦 競技 澤口　文香 運営（岩手地区） 飯塚　智里 赤坂　裕樹 車いす連

伊藤　諒 総務・１部リーグ総括 佐藤　泰彦 登録・普及促進 長谷川　茂 運営（盛岡地区） 佐藤　大地 中村　篤 車いすツイン

小笠原　一隆 総務・審判部 阿部　潔 ＴＯ 野田　理佳子 運営（盛岡地区） 山本　吉昭 児玉　陽子 審判委員会

中橋　静香 総務・リーグ会計・１部（奥州） 及川　公子 ＴＯ 戸来　守 運営（花巻地区） 宮古　幸夫 車いす審判

仁昌寺　雄基 県北・１部（久慈） 小山　貴史 審判 後藤　治子 運営（北上地区）

丸山　祐 県北・１部（二戸） 佐藤　俊哉 審判 三田　秀昭 運営（北上地区）

多橋　彩子 岩手盛岡・１部（岩手） 今川　寿弘 運営（リーグ戦） 千葉　謙一 運営（奥州地区）

菊池　永 岩手盛岡・１部（盛岡北） 森　政彦 運営（リーグ戦） 渡辺　嘉庸 運営（奥州地区）

柴田　典夫 盛岡矢巾・１部（盛岡南） 後藤　賢一 運営（リーグ戦） 熊谷　靖彦 運営（一関地区）

瀬川　利明 県央・１部（紫波） 阿部　富美雄 運営（普及事業） 岩渕　正司 運営（一関地区）

芳村　幸一 県央・１部（花巻） 木戸口　勝彰 運営（普及事業） 千葉　英彦 運営（気仙地区）

及川　愛美子 県央・１部（北上） 加藤　潤 運営（普及事業） 運営（気仙地区）

菅原　清隆
県南・１部（一関）

育成センター（強化部） 岩渕　琢哉 ＭＤ・マンツーマン推進 佐々木　信也 運営（釜石地区）

小岩　洋介 県南・１部（気仙） 高橋　靖勝
Ｕ12マンツーマンアドバイザー

運営（花巻地区） 藤原　昌樹 運営（釜石地区）

佐藤　剛史 沿岸・１部（宮古） 遠藤　公雄 マンツーマン推進 金田一　裕之 運営（宮古地区）

千葉　かおり 沿岸・１部（釜石） 佐々木　功二 マンツーマン推進 上野　正義 運営（宮古地区）

斎藤　智美 クラブ・２部（Ｂユース） 佐藤　善則 マンツーマン推進 米内　松司 運営（久慈地区）

鎌田　一伸 クラブ・２部（クラブ） 菅原　稔弘 マンツーマン推進 日當　裕 運営（久慈地区）

高橋　和宏 クラブ・２部（クラブ） 沢田　伸久
ユース育成

Ｕ12総括・男子メイン 関端　祐介 運営（二戸地区）

千葉　謙一 クラブ・２部（クラブ） 川村　香織
ユース育成

Ｕ１２女子メイン 樋口　隆志 運営（二戸地区）

Ｕ１２委員会 障がい者ＢＢ委員会

 Ａ級・Ｂ級ライセンスコーチ全員

普及育成部

指導者養成委員会

専門委員会

委　員

Ｕ１５委員会



委員長 阿部　敬太 インストラクター

副委員長 及川　学
インストラクター担当長・

３×３担当

伊藤　睦哲
運営担当長・

インストラクター

千葉　忍
総務担当長・

Ｕ１８カテゴリー担当

小山　貴史
総務副担当長・Ｕ１２カテゴリー

担当・一関地区審判長 細畑　翔吾 久慈地区審判長

小笠原　一隆
運営副担当長・

Ｕ１５カテゴリー担当 中村　真弘 二戸地区審判長

大澤　真也
インストラクター副担当長・

総務・社会人カテゴリー担当 八木　洋 岩手地区審判長

古澤　純悦
地区審判長グループ長・

気仙地区審判長 冨士　一弘 奥州地区審判長

藤原　英幸
地区審判長副グループ長・

花巻地区審判長 菊池　亮太 釜石地区審判長

小林　永治
総務・

インストラクター 鈴木　隆司 宮古地区審判長

大澤　博文
総務・

盛岡地区審判長

中橋　静香 総務

阿部　ちひろ
運営・

インストラクター

佐々木　尚人
運営・

インストラクター

飛鳥　剛史 運営

松本　彩織
運営・

インストラクター

佐藤　俊哉
運営・

北上地区審判長

児玉　陽子
運営・

車いす担当

吉田　早緒里
運営・

ＴＯ委員会

坂川　章浩
運営・

ＴＯ委員会

上田　信彦 インストラクター

松岡　隆博 インストラクター

北沢　岳夫 インストラクター

北沢　あや子 インストラクター

橘　貴志 インストラクター

上田　敦子 インストラクター

森　伸彦 インストラクター

今津　直樹 インストラクター

中島　光一 インストラクター

後藤　祐樹 インストラクター

専門委員会

審　判　部

委　員

審判委員会


