
横須賀バスケットボール協会　役員一覧 2014.7.18 現在

会長 元文 伊佐武 名誉会長 元文 伊千夫

副会長 有馬 武太 相談役 斉藤 勝洋 萩原 郷文 小菅 哲也

長瀬 弘 西村    覚 石川 克彦

土田 匡明 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰ 伊藤 隆義 斉藤 親照 都沢 繁夫 白井 滋 高校

[事務局長] 柏木 雅一 富永 孝 大橋 倫人 阿部 信行 向畑 馨子 高校

参与 伊東 雅之 冨樫 靖男 澤井 哲夫 掛田 明子 ミニ

監事 土屋 孝久 山本 文夫 松永 和夫 丸瀬  正 白川 義行 ミニ

岩沢 住武 佐藤 彰一 小幡 和章 吉村 和也 中学

柳浦 邦次 楠 哲男 櫻井 辰也 中学

　　　　　　理事長・副理事長 川尻 建生 野々山 美佐子 吉原 大輝 中学

理事長 石井 正士　◆ 　［副理事長所掌］ 野々山 昭夫 島山 信也 寿原 均 一般

副理事長 森尾 吉治　◆  総務・財務・広報 座間  博 山岡 義和 田中 剛豪 一般

櫻井 次郎　◆  競技・審判 隈元 正徳 進藤 眞由美 藤田 辰己 一般

高瀬 比呂志　◆  強化・渉外・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 関根 正広 松井 悟 長島 英吉 一般

小曽戸 聡   野澤 俊幸

◆：常任理事、　◇：理事、　斜字下線は再掲（兼務）

＜事業委員会＞
総務 渉外 財務 広報 審判 競技 強化技術 フェスティバル

委員長 濱田 高臣　◆ 長網 亮治　◇ 中川 裕幸　◇ 小川 秀樹　◇ 長谷川 裕　◇ 遠藤 芳幸　◇ 河内 健一　◇ 高瀬 比呂志　◆ 村野 茂　◆ ミニ連

副委員長 廣田 和生　◇ 瀧澤 和人 小嶋 彰 大澤 尚樹 大田 義広 石橋 寛幸 村野 茂　◆ 吉野 哲生　◆ 中体連

佐藤 敦　◆ 濱田 厚嗣 五十嵐 茂男 嘉山 直樹 山仲 壮一　◆ 高体連

脇門 卓矢 狩野 陽士 佐藤 敦　◆ 一般

鈴木 幸恵 小川 秀樹
小嶋 彰

委員 長嶺 英俊 齋藤 美津子 佐藤 邦夫 和喜 多由美 加藤 健二 松本 伸一 嘉山 直樹 吉野 哲生　◆ ＜特別委員会＞

仁平 和昭 藤田 辰己 島山 恵美 渡邊 隆之 丸茂 悦子 白漬 幸治 松崎 望 大田 義広 審判審査

前田 豊 吉村 和也 鈴木 隆之 名和田 周介 柴田 伸樹 鶴岡 哲也 山仲 壮一　◆ ［委員長］

菅田 礼子 吉原 大輝 石津 和佳 丸茂 悦子 宮澤 和人 野澤 俊輔 白井 滋 島山 信也
吉野 哲生　◆ 岡村 麗香 前川 郁衣 相澤 圭一 寿原 均 河内 健一 ［委員］

棚井 聡 杉山 絵美 清水 宏文 芝嵜 純一 佐藤 敦　◆ 佐藤 敦
菊地 直樹 長島 英吉 白井 滋 寿原 均 長谷川 裕
田中 剛豪 竹内 詳詞 五十嵐 茂男 山仲 壮一

森 典子 長網 亮治 吉野 哲生
西田 由香 中川 裕幸 村野 茂
鈴木 淳 長谷川 裕
田丸 靖子 濱田 高臣

顧問

各連盟代表

各連盟代議員
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