
会長 佐々木　秀明（道協会顧問）

副会長 佐藤　愼次 酒井　浩一 ◎向田　昌弘

顧問 小林　慎弥 長戸　輝雄 中川　哲夫

監事 大友　重雄 田中　良一

理事長 神谷　博達（道協会評議員）

副理事長 櫻井　孝 浅田　慎市 南　正彦

事務局

　　　　　　　　　　　　　　  TEL・FAX　0143-25-2070・25－2071

事務局長 三上　友樹

事務局次長 冨士　将史

会計 清野　聰

石川　智（総） 浅野　光輝（競） 廣田　和幸（競） 岡崎　秀則（強）

吉田　裕美子（強） 阿部　飛雄馬（審） 蒲生　隆洋（普） 矢元　弥生（U12）

三瓶　浩史（U15） 櫻庭　誠士（U18） 櫻井　孝（社） 清野　聰（社）

事務局員 佐々木　茂洋 堀内　紀彦

総務委員会 委員長 石川　智

副委員長 鹿野　英俊

委員 小笠原　知香子 ◎柴田　航輔

競技会委員会 委員長 浅野　光輝

副委員長 廣田　和幸

委員 蛯子　智央 鹿野　英俊 越後　あゆみ 小林　浩靖

森　亜紀子 ◎谷本　大樹 ◎酒井　健太郎 飯山　颯大

グループ構成

○競技運営G ＊構成検討中

○事業管理G 廣田　和幸 ＊　　〃

強化・育成委員会 委員長 岡崎　秀則

副委員長 木村　裕樹 飯山　颯大

委員 石川　智 上田　直人 冨士　将史 吉田　裕美子

武田　響介 村井　淳一 中村　友祐 ◎大岩　秀治

◎熊谷　映里 高橋　康文

グループ構成
○競技力向上・選抜選考G 上田　直人（チーフ）

岡崎　秀則 冨士　将史 武田　響介 中村　友祐

飯山　颯大

○ユース育成G 岡崎　秀則（チーフ）

上田　直人 冨士　将史 武田　響介 吉田　裕美子

木村　裕樹 大岩　秀治 熊谷　映里

飯山　颯大

○指導者養成G 石川　智（チーフ）

吉田　裕美子 村井　淳一 木村　裕樹 高橋　康文

○事業管理G 吉田　裕美子（チーフ）

石川　智 村井　淳一 高橋　康文

2020年度　室蘭地区協会バスケットボール協会役員（案）      ◎新役員

各委員会・部会会計担当（協会役員以外を含む）
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審判委員会 委員長 阿部　飛雄馬

副委員長 石黒　晋

委員 佐藤　淳 冨士　将史 浅田　慎市 越後　あゆみ

近藤　光子

グループ構成

○競技運営G 石黒　晋 近藤　光子

○指導養成G 佐藤　淳 越後　あゆみ

○テクニカルG 冨士　将史

○ライセンスG 阿部　飛雄馬

○事業管理G 浅田　慎市

普及・広報委員会 委員長 蒲生　敬洋

副委員長 森　亜紀子

委員 倉地　清美 山根　洋 ◎三條　まど加   櫻井　孝

グループ構成

○普及G 倉地　清美

○広報活動推進G 山根　洋（U18） 三條　まど加（U15) 森　亜紀子（U12） 櫻井　孝（社）

○事業管理G 蒲生　敬洋

－１０－



U12部会 部長 堀内紀彦

副部長 三上友樹

部員 大友重雄 森亜紀子 酒井伴明 谷本大樹

矢元弥生 小笠原知香子 小林浩靖 髙橋康文

近藤光子 飯山颯大

部員グループ構成

○ユース育成G 飯山颯大（チーフ）

酒井伴明

○競技運営G 森亜紀子（チーフ）

谷本大樹

○事業管理G 矢元弥生（チーフ）

小笠原知香子

U15部会 部長 中村友祐（桜蘭）

副部長 村井淳一（伊達）

　 ・全体の調整、地区協会との連携、道協会との連携

部員グループ構成

○ユース育成G

　チーフ 木村裕樹（幌別）

大岩秀治（本室蘭） 熊谷映里（大滝徳舜瞥） 片原英莉子（緑陽） 五明大樹（伊達）

・DCの企画運営、（選抜チームの取組）

　　　　　

○競技運営G

チーフ 鹿野英俊（港北）

〈競技会〉 鹿野英俊（港北）

島倉健一（室蘭西） 山本彰一（星蘭） 柳谷洋平（星蘭） 上原智恵美（東明）

阿部辰哉（港北） 伊藤裕子（本室蘭） 藤谷和教（幌別） 小川賢司（鷲別）

神晴香（緑陽） 伊吹哲一（西陵） 村上朋生（西陵） 加藤伸和（明日）

川村浩嗣（伊達）

〈審判〉 石黒晋（桜蘭）

斎藤智弥（明日） 浅田慎市（大滝徳舜瞥）

〈広報〉 蒲生敬洋（鷲別）

三條まど加（東明） 我妻操（室蘭西）

○事業管理G

チーフ 三瓶浩史（翔陽）
佐々木茂洋（本室蘭） 安藤生登（翔陽）

U18部会 部長 櫻庭誠士

副部長 岡崎秀則

部員 廣田和幸 石川智 岡崎秀則 石倉伸昭

上田直人

部員グループ構成

○競技運営G 上田直人

○事業管理G 櫻庭誠士

社会人部会 部長 櫻井孝

副部長 田中良一

部員 蛯子智央 佐藤淳 佐藤咲代子 清野聰

部員グループ構成

○登録推進G 蛯子智央

○競技運営G 佐藤淳 佐藤咲代子

○事業管理G 清野聰

＊地区DCマネージャー：木村　　　地区DCコーチ（男子）：大岩　（女子）：熊谷

各部会 ※　部員は、協会役員以外を含む

・各大会の運営（会場設営指揮、表示物管理、スコアシート準備）

－１１－

・審判割当作成、ルール伝達、TOトレーニング、審判員の育成

・大会記録の管理、HPの管理

・日本協会への提出書類の管理、会計業務



２０２０年度 チーム加盟・競技者登録について

１ チーム登録区分

２ 競技者登録料

３ コーチライセンス区分と登録料

－１２－

チーム加盟料
ＪＢＡ

チーム加盟料
北海道協会

合　　計
個人登録料
ＪＢＡ

個人登録料
北海道協会

合　　計

Ｕ－１２ 2,000 1,000 3,000 800 400 1,200

Ｕ－１５ 5,000 2,500 7,500 1,000 500 1,500

Ｕ－１８ 8,000 4,000 12,000 1,000 500 1,500

一　　般 20,000 10,000 30,000 2,000 1,000 3,000

登録料
（１年分）

初回事務手数料 備　　考 登録担当者

１０，０００
2021年度より
１２，５００

１２，５００

３，５００
本来の登録料
７，０００

６，０００

２，５００
本来の登録料
５，０００

５，０００

１，５００
本来の登録料
４，０００

３，０００

１，０００ 登録更新なし

１，０００ 登録更新なし

０
2022年度より
３，０００

ライセンス区分

JBA公認S級コーチ
［日本体育協会公認上級コーチ］

JBA公認S(F)級コーチ

JBA公認A級コーチ
［日本体育協会公認上級コーチ］

ＪＢＡ公認Ｅ－２級コーチ

JBA公認Ａ(Ｆ)級コーチ

JBA公認Ｂ級コーチ
［日本体育協会公認上級コーチ］

コーチデベロッパー

石川
（登別青嶺）

JBA公認Ｂ(Ｆ)級コーチ

JBA公認Ｃ級コーチ
[日本体育協会公認(上級)指導員］

JBA公認D級コーチ

JBA公認Ｅ－１級コーチ

カテゴリー区分 登録責任者

Ｕ－１２ クラブ
小笠原
(八丁平)

Ｕ－１５
中学校
（部活）

クラブ Ｂユース
佐々木
(本室蘭中)

Ｕ－１８
高　校
（部活）

高　専 クラブ Ｂユース
石川

(登別青嶺)

地　域 オープン エンジョイ
オーバー
エイジ40

オーバー
エイジ50

大　学
(体育会)

専門学校 Ｂクラブ ＷＪＢＬ

障がい者 車椅子
車椅子
ツイン

デ　フ ＦＩＤ

向田
(桜蘭中)

チーム区分

一　　般


