
 

 

平成 30 年度横須賀バスケットボール協会 

フェスティバル実施要項 
１．日  時    平成 30 年 12 月 2 日（日） 開場:8 時 00 分（役員集合 7 時 30 分） 

２．会  場       横須賀市西体育会館   TEL.046-856-8199 

３．目  的      バスケットボール競技を通じて普及及び振興を図り、市民の健全な 

          発達に寄与する。 

４．主  催       横須賀バスケットボール協会 

５．主  管       横須賀バスケットボール協会一般の部 

              横三地区高等学校体育連盟バスケットボール専門部 

          横須賀ブロック中学校体育連盟バスケットボール専門部 

                   横須賀ミニバスケットボール連盟 

６．大会役員 

    大会名誉会長  故 元文伊千夫 

  大会相談役   斎藤 勝洋 

    大会会長      元文伊佐武 

  大会副会長   石井 正士  柏木 雅一 野々山美佐子 土田 匡明 中川 裕幸  

          森尾 吉治 櫻井 次郎 髙瀬比呂志  

  大会委員長   遠藤 芳幸 

  大会副委員長  棚井 聡 輪湖 豊  

  総務委員長   廣田 和生 

委員   沖田 裕毅 榊原慎太郎 仁平 和昭 濱本 潤 菅田 礼子  

太田 昭子 福島 大輔 

    渉外委員長     沖田 裕毅     

委員   吉原 大輝 齋藤美津子   

    財務委員長     岩堀 忍    

 委員      大橋 俊則 野村 悠衣 鈴木 隆之 島山 恵美 榊原慎太郎 

      渡辺 碧 

広報委員長      小嶋 彰 

委員     小川 秀樹 佐藤 敦 和喜多由美 相澤 圭一 小野 繁生 
    審判委員長      加藤 健二 

委員    沖田 裕毅 鈴木 幸恵 鴨崎 征臣 長谷川 裕 大澤 尚樹 

丸茂 悦子 長島 英吉 杉山 絵美 名和田周介 三浦  勝 

菅野 幸太 櫻井 辰也 吉原 大輝 

    競技委員長   宮澤 和人  

委員   遠藤 芳幸 柴田 伸樹 輪湖 豊 小俣 拓也 
 強化委員長    嘉山 直樹     

委員    河内 健一 五十嵐茂男 石橋 寛幸 鶴岡 哲也 田丸 靖子 

     竹内 詳詞 西田 由香 森  典子 鈴木 淳  芝嵜 純一 

          小池 登明治 白川 義行 菅野 美智代 岸上 智大 



 

 

フェスティバル実行委員会 

委員長  遠藤芳幸     

委員  嘉山直樹 宮澤和人 小嶋 彰 棚井 聡 長谷川 裕 長網亮治 河内健一  

輪湖 豊 濱本 潤 古谷正和 廣田和生 加藤健二 中川裕幸 岩堀 忍 

             

【ミニ連】 座間 博  土田 匡明 小曽戸 聡 都沢 繁夫 山岡 義和 村野 茂 

      石井 正士 隈元 正徳 柏木 雅一 小幡 和章 関根 正広 濱田 高臣 

      野澤 俊幸 関  律子 三浦 道男 中川 裕幸 金子 吉幸 及川 操  

      小菅 哲也 岩田 裕光 牧野 広良 岩崎 三郎 鈴木 真人 遠藤 芳幸 

      福島 大輔 廣川 秀一 仁平 和昭 菅田 礼子 鴨崎 征臣 白濵 幸治  

嘉山 直樹 小川 秀樹 鈴木 隆之 齋藤美津子 丸茂 悦子 柳平 健志  

      宮澤 和人 鶴岡 哲也 狩野 陽士 小嶋 彰  門倉 実  田面 清一  

      脇門 卓矢 前川 郁衣 小林 優希 香河 舞  伊東 章  小酒部恭男  

黒滝明日香 白川 義行 高橋 宜久 三上 裕司 五十嵐洋祐 金井 雅美 

栗原 唯人 佐々木雄一朗 宮出 智幸 前田 亜海 掛田  明子 

【中体連】 前島 光  棚井  聡 太田 大輔 山田 智昭 野沢 俊輔 長谷川 裕 

      木戸岡亮太 五十嵐 功 長谷川裕子 山下  翔 小俣 拓也 家村  亮 

      相澤 圭一 岸上 哲大 原田 大地 笹下 勝利 櫻井 辰也 安齋 友貴 

      鈴木 幸恵 吉村 和也 渡邊 隆之 吉原 大輝 高田 邦彦 本田 千夏 

      上島由紀子 野村 悠衣 水島 芽衣 佐藤 雅哉 大河内 渉 太田 義広 

      戸高 翔太 三留  淳 中原 康敬 大澤 清加 中村  薫 成田 隼也 

      小松  遥 高木 雄大 丸山 俊幸 板橋  葵 佐藤 雅人 永嶋 雄大 

      大和田友子 齋藤 宜人 山口  聡 東比嘉エリック琉二 

【高体連】 長網 亮治 島山 恵美 河内 健一 河野 裕一 平  育雄 石橋 寛幸  

大澤 尚樹 和喜多由美 向畑 馨子 千葉 あこ 輪湖  豊 上野 愛兼  

濱本  潤 小林 大地 沖田 裕毅 杉山 絵美 菊池 謙吾 橋本 真人  

繁本伶央斗 堀川晋太朗 嫩  真穂 鈴木 世良 渡邊  碧 藤田 有基  

峰  弘隆 後藤 隆治 藤井 菜摘 永田   豪 

【一 般】 櫻井 次郎 佐藤 邦夫 廣田 和生 中川 裕幸 清水 宏文 大橋 俊則 

 佐藤  敦 柴田 伸樹 五十嵐茂男 浜田 厚嗣 三浦  勝 芝嵜 純一 

      猪俣  光 田中 剛豪 菊地 直樹 藤田 辰己 加藤 健二 長島 英吉 

      菅野 幸太 古谷 正和 菅野 航平  石川 励  名和田周介 大鶴 哲平 

【特別協力】三浦学苑高等学校 男女チーム  神奈川県立逗葉高等学校 男女チーム 

      神奈川県立横須賀大津高等学校 女子チーム 

      湘南学院高等学校 女子チーム 


