
担当内容 備考

部会長 苗加　健一 総括

副部会長 高本　茂樹 北信越大会、全国大会への推薦

県外招待大会への推薦

　　長野カップ（８月初旬） 北電カップ上位

　　友田杯（９月中旬） 夏季大会上位

　　小柴杯（２月下旬） 選抜大会上位

　　Ｕ１２フェスティバル

　　（３月上旬福井市）
全国出場チーム

全国理事会、北信越理事会

県バスケットボール協会との連携

　　（会議出席）

登録関連

委員長 北野　準一郎 　　チーム、選手登録

副委員長 青山　浩　　（事務） 　　大会エントリー選手のチェック 全国大会、北信越大会ほか

副委員長 笠間　千外恵（事務） 大会関連

副委員長 松本　由紀　（財務） 　　大会プログラム広告の手配

副委員長 北村　亜矢　（財務） 　　後援申請、報告

副委員長 吉川　知義　（広報） 販促関連

　　Ｕ１２部会スタッフジャンパーの販売

　　ＪＥＳシューズ

　　全国統一Ｔシャツの販売

事務関連

　　事業計画、事業報告の作成

　　会計

　　名簿管理

　　各種書類の作成

　　ホームページ管理

　　メール配信、諸連絡

公式戦、ひまわり交歓会の大会運営

委員長 白山　晃 　　会場確保、使用申請書

副委員長 石髙　博之 　　組み合わせ作成、抽選会

副委員長 三津田　博昭 　　オフィシャル作成、手配

副委員長 佐藤　隆 　　大会プログラムの作成

　　各会場責任者のわりふり

　　大会備品の管理

　　賞典、賞状の手配 県バスケ協会、北國新聞社

　　大会結果の集計、報告 新聞社、ホームページ担当者

　　マンツーマンコミッショナー

コーチライセンスについて 指導者育成　宮西先生連携

委員長 久保　雄大 キッズフェスティバルの開催

副委員長 中村　吉成

石川１０年プロジェクト事業 ユース育成　（ＤＣ事業）

委員長 宮本　一正 　　県フェスティバル 黒島先生連携

副委員長 片桐　弘樹 　　（選手・指導者選抜、練習会の実施）

エンデバー事業

　　ブロックエンデバー伝達講習会の開催

　　県ミニ連独自教室開催

公式戦、ひまわり交歓会の審判割の作成

委員長 山口　昌宏 審判講習会の開催

副委員長 玉井　豊

指導者育成委員会

審判委員会

2019年度　石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会　組織・役割分担

部会・役職

総務委員会

競技委員会

ユース育成員会



役職名 氏名 チーム 担当 備考

部会長 苗加　健一 三和（女） 総括

副部会長 高本　茂樹 千代野（女） 総括

役職名 氏名 チーム 担当 備考

委員長 北野　準一郎 小坂（男） 総務総括、登録事務総括

副委員長 青山　浩 七尾（男女）

事務担当、名簿管理、メール配信、諸連

絡、会議出欠・大会参加有無把握、ホー

ムページ管理、Ｕ１２部会スタッフジャ

ンパー、その他販促
副委員長 笠間　千外恵 美川（女） 事務担当

副委員長 松本　由紀 県バスケ協会 会計担当

副委員長 北村　亜矢 県バスケ協会 会計担当

副委員長 吉川　知義 穴水（男）
広報担当、後援申請・報告、大会プログ

ラム広告の手配

委員 折坂　昭夫 宇出津（男） 登録事務担当（能登地区）

委員 山守　輝明 美川（女） 登録事務担当（河北加賀地区）

委員 竹内　清春 寺井（男）

役職名 氏名 チーム 担当 備考

委員長 白山　晃 館野（男） 大会運営総括

副委員長 石髙　博之 野々市（男） ５月北電カップ

副委員長 三津田博昭 中能登（女） １１月県ミニバス大会

副委員長 佐藤　隆 北陽（女） １月県ミニバス選抜大会

委員 中瀬　正道 御園（女） ７月県ミニバス夏季大会

委員 西田　勝 館野（女） ８月ひまわり交歓会

委員 酒井　三津雄 羽咋（女） １１月県ミニバス大会

委員 伊勢　直人 御園（男） 大会事務担当

委員 和歌山　亮 館野（男）

委員 多島　彰人 千代野（男）

委員 佐藤　慎 額（女）

委員 矢野　雅也 内灘ビ（女）

委員 作本　展也 鶴来（男）

委員 染川　和慶 鶴来（女）

委員 中村　勝 内灘北部（男）

委員 宮島　正幸 内灘向粟崎（男）

委員 安田　裕 寺井（女）

委員 松田　邦彦 辰口（男）

委員 森瀬　幹春 津幡オ（男）

委員 杉吉　志郎 田鶴浜（女）

委員 大根　伸太郎 石崎（女）

委員 山田　正勝 中能登（女）

委員 村本　豪 羽咋（男）

委員 河西　正浩 館野（女）

委員 鍛冶　隼人 内灘大根布（男）

石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会

組織・役割分担

任期２年間：２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日

【総務委員会】

【競技委員会】



石川県バスケットボール協会Ｕ１２部会

組織・役割分担

任期２年間：２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日

役職名 氏名 チーム 担当 備考

委員長 久保　雄大 鞍月（男） 委員会総括

副委員長 中村　吉成 田鶴浜（女） 北部　女子担当

委員 若林　誠 押野（男） 中部　男女担当

委員 中山　和紀 伏見台（男） 中部　男子担当

委員 奥畑　真希 美川（男） 南部　男子担当

委員 福野　直樹 北陽（男）

委員 本間　雅弘 大徳（女）

委員 田中　潤 寺井（女） 南部　女子担当

委員 浅野　友之 中海（男）

委員 石田　昌行 田上（男）

委員 西山　卓哉 宇出津（男女）

委員 野村　優 大徳（男）

委員 内山　美紀 田鶴浜（女）

委員 志茂　直樹 穴水（女）

委員 簔川　大地 泉野（男）

委員 西田　俊一 額（男）

役職名 氏名 チーム 担当 備考

委員長 宮本　一正 中島（男）

副委員長 片桐　弘樹 田上（女）

委員 指導者育成員と兼任

役職名 氏名 チーム 担当 備考

委員長 山口　昌宏 中島町 審判総括

副委員長 山田　治幸 宝達（女） 能登地区担当

副委員長 玉井　豊 北陽（女）

委員 野村　優 大徳（男） 加賀地区担当 指導者育成員兼任

【ユース育成委員会】

【指導者育成委員会】

【審判委員会】


