
役職 氏名 チーム名 備考 役職 氏名 チーム名 備考

会長 小澤　勝美 委員長 田中　興
ラッキーガールズ竹尾

副会長 長谷川　裕

日和山ブラックフォックス

副委員長 田巻　幸雄 鏡淵ドリームズ

副会長 佐藤　弘毅
紫竹山パープルウルフ

副委員長 山際　吉行 紫竹山ＢＡＰ

顧問 倉田　清 山潟 委員 田中 宏明 東わかくさ

杉本　昭彦 小須戸 石井　秀行 ペンタゴン上所

理事長 近藤　秀之
松浜ワイルドキャッツ

斉藤　文子

東青山ブルーファイターズ

副理事長 岡田　忠雄 山桜BBC 小池　寛

女池グローリーボーイズ

副理事長 井口　進
大形バッドボーイズ

小林 　智義 上山ドリーム 新任

理事 高橋　義人

女池グローリーボーイズ

八幡　浩樹 上山スパークス 新任

前山　誠志

西川ＳＨＯＯＴＩＮＧ☆ＳＴＡＲＳ

高本　清彦 ペンタゴン上所 新任

佐藤　智之 豊栄 今井　拓実 矢代田ウィングス 新任

大島　正敬 豊栄 榎並 正敏

新潟カシオペアガールズ

新任

児玉　一幸 新津 泉　洋介 金津ＢＢＣ 新任

斎藤　法昭 亀田 和田　長英

鏡淵レインボーミラーズ　

新任

監事 小林　久哉 竹尾フェニックス 横田　正稔 新潟カシオペア 新任

総務委員長
逢坂　一郎

木戸ブルーサンダース
澤田　賢二 ハピネス小合 新任

アドバイザー

高沢　文隆 渋谷　博行

南万レッドエンジェルス

新任

北原　敬 笹口MBC 新任

古俣  楓 五十嵐ブルズ 新任

役職 氏名 チーム名 備考 細谷　真幸 鳥屋野Nutty-MBC 新任

委員長 井口　進
大形バッドボーイズ

副理事長兼任

副委員長 熊倉　貴彦
松浜ワイルドキャッツ

事務担当 大谷　貴之 中地区ＭＢＣ 役職 氏名 チーム名 備考

委員 諏訪間　薫

浜浦ファイティングイーグルス

CO委員兼任 委員長 本間　政裕 大淵丸山BEANS！

新木　光貴 石山レグルス 副委員長 北原　浩一
内野リトルスターズ

技術強化兼任

羽田　邦彦 沼垂鏡太 副委員長 渡辺　裕二
横越ハリケーンキッズ

CO委員兼任

加藤　誠 亀田 委員 羽龍　康弘

板垣　知男 レッドサン東 審判委員兼任 伊藤　圭祐 五十嵐REDS 技術強化兼任

斎藤　龍之介 早小JBC 関根　伴和

月潟ゴールドフェニックス

細野　義則 黒埼ビクトリーズ 新任 田中 宏明 東わかくさ 競技委員兼任

渡辺　猛 三小ＪＢＣ 新任 山崎　邦彦 黒埼ビクトリーズ

月岡　正宏 三小ＪＢＣ 新任 大川　亮

マリンシューターズ真砂

審判委員兼任

横山　一弘
亀田ウエストファイア

新任 宮村　康裕
浜浦ウィンドガールズ

今井　佑二 鏡淵ドリームズ 新任 野村　祐行
亀田ウェストサンズ

佐々木涼介 山桜BBC 新任 高澤　正浩

浜浦ファイティングイーグルス

遠山　裕司

赤塚木山レッドマウンテンズ

新任 大川　亮

マリンシューターズ真砂

審判委員兼任

小嶋 貴幸
上所ドラゴンキッズ

新任

荒木　紀子 巻ジャスティス 新任

役職 氏名 チーム名 備考 長井　範男

西川ＳＨＯＯＴＩＮＧ☆ＳＴＡＲＳ

新任

委員長 瀧山　大介 大淵丸山BEANS！ 岩島　未保 坂井輪ウルフ 新任

副委員長 菅井　雅教

中地区ミニバスケットボール

利根川　幸子

ＳＡＫＵＲＡ　Ｍ.Ｂ.Ｃ.

新任

事務担当 吉原　隆道 坂井輪ＭＢＣ 事務局兼任 長谷川　宏昭
サウザーズ両川曽野木

新任

委員 本宮　善就

ヴィクトリーファイター南

CO副委員長兼任 灰野 和幸 青山サンダース 新任

田中　興
ラッキーガールズ竹尾

競技委員長兼任

逢坂　一郎
木戸ブルーサンダース

総務委員長兼任

北原　浩一
内野リトルスターズ

少年少女副委員長兼任 役職 氏名 チーム名 備考

伊藤　圭祐 五十嵐REDS 少年少女委員兼任・新任
審判委員長

池田　幸男
荻少トゥルーライズ

小林　亘

ＫＯＢＡＲＩパワーチーターズ

審判副委員長兼任

審判副委員長

小林　亘

ＫＯＢＡＲＩパワーチーターズ

技術強化兼任

宮島　奈緒

ヴィクトリーファイター南

審判委員 平出　靖

小黒　智美 早通FMB 委員 神田　武行
横越ハリケーンキッズ

丸山　圭 細野　誠
松浜ワイルドキャッツ

古山　晃

FightingGirlsKAMEDA

中塚　亨

嘉村　康介
浜浦ウィンドガールズ

新任 阿部　進

田村　直剛
浜浦ウィンドガールズ

新任 大川　亮

マリンシューターズ真砂

少年少女委員兼任

矢澤　暁洋

女池グローリーガールズ

新任 田邉　泰幸

上村　克俊

西川ＳＨＯＯＴＩＮＧ☆ＳＴＡＲＳ

新任 板垣　知男 レッドサン東 技術強化兼任

中塚　正美 黒埼アクエリアス 新任 渡邊　いつか

鈴木　文香 ウルフガールズ巻 新任 石山　星也 沼垂鏡太

栗原　信 スカイブルー新通 新任 松屋　直希

東　卓郎
内野リトルスターズ

新任 福田　伸介
新通ブルーファングス

新任

羽下　了
亀田ウェストサンズ

新任 五十嵐　巧 金津ＢＢＣ 新任

佐藤　華織

牡丹山女子ミニバスケットボールクラブ

新任 白水　洋史
マリンシューターズ

新任

青木　武史 三小JBC　女子 新任

長谷川　侯 月潟スピリッツ 新任

役職 氏名 チーム名 備考 今井　豊
横越ハリケーンキッズ

新任

委員長 豊岡　優 葛塚ウイングス 新任

委員・TO担当

曽我　忍 葛塚ウイングス

副委員長 川崎　豊 大形イーグルス 新任 相談役 松井 寿雄

副委員長 土屋　学 牡丹山ボーラーズ 新任 相談役 佐藤　弘毅
紫竹山パープルウルフ

副会長兼任

委員 南　清武 南浜WINGS 新任

近藤　勇一 赤塚スワンズ 新任

小川　晴美 EMBC　葛塚東 新任 役職 氏名 チーム名 備考

委員長 小林　哲哉

副委員長 波多野　智秋 レッドサン東

役職 氏名 チーム名 備考 委員 藤崎　英人
内野オールスターズ

新任

委員長 長谷川　廣一
30周年担当

小野内　民夫
南ファイヤーレックス

新任

副委員長 本宮　善就

ヴィクトリーファイター南

技術強化兼任 市島　誠一

山潟レッドスコーピオンズ

新任

委員 渡辺　裕二
横越ハリケーンキッズ

少年少女副委員長兼任

諏訪間　薫

浜浦ファイティングイーグルス

技術強化兼任 事務局

粟田　仁
大形バッドボーイズ

役職 氏名 チーム名 備考

大塚　功

新津第一メイプルフェアリーズ

新任 局長 佐々木　秀樹

市川　直樹

アストライア　ミニバスケットクラブ

新任

登録・会計担当

小島　良子 日和山スターズ

田辺　幸雄 附属サンダース 新任

HP管理・総務担当

吉原　隆道 坂井輪ＭＢＣ 技術強化兼任

大島　正敬 ＥＭＢＣ葛塚東 新任 渉外担当 長谷川　廣一 CO委員長兼任

和田　浩二 阿賀サンダース 新任 長谷川　史絵

局員 須永　美奈子

嘉村　康介
浜浦ウィンドガールズ

技術強化兼任

役職 氏名 チーム名 備考 竹原　賢二

KOBАRIパワーチーターズ

新任

広報委員長
宮本　透

副委員長 計良　清

役　　員　　名　　簿　一　覧

広報委員会

技術強化委員会（女子）

式典委員会

競技運営委員会

北ライオンズ運営委員会（新設）

少年少女委員会

技術強化委員会（男子）

コミッショナー委員会

審判委員会


