
顧顧顧顧 問問問問 逢逢逢逢 沢沢沢沢 一一一一 郎郎郎郎 秋秋秋秋 山山山山 孝孝孝孝 志志志志 石石石石 井井井井 一一一一 郎郎郎郎 市市市市 川川川川 東東東東 作作作作 宇宇宇宇 佐佐佐佐 見見見見 一一一一 郎郎郎郎

蔵蔵蔵蔵 本本本本 孝孝孝孝 一一一一 栗栗栗栗 山山山山 直直直直 一一一一 古古古古 河河河河 正正正正 道道道道 斎斎斎斎 藤藤藤藤 裕裕裕裕 佐佐佐佐 野野野野 峯峯峯峯 龍龍龍龍 英英英英

塩塩塩塩 田田田田 祐祐祐祐 次次次次 下下下下 山山山山 泰泰泰泰 志志志志 常常常常 本本本本 直直直直 史史史史 長長長長 山山山山 桂桂桂桂 一一一一 広広広広 田田田田 裕裕裕裕 史史史史

幸幸幸幸 重重重重 忠忠忠忠 徳徳徳徳

参参参参 与与与与 有有有有 森森森森 正正正正 年年年年 植植植植 月月月月 正正正正 記記記記 延延延延 東東東東 輝輝輝輝 一一一一 大大大大 熊熊熊熊 賢賢賢賢 一一一一 岡岡岡岡 崎崎崎崎 伸伸伸伸 二二二二

岡岡岡岡 田田田田 護護護護 神神神神 田田田田 亮亮亮亮 一一一一 岸岸岸岸 本本本本 和和和和 巳巳巳巳 草草草草 井井井井 宏宏宏宏 近近近近 藤藤藤藤 吉吉吉吉 隆隆隆隆

白白白白 神神神神 克克克克 義義義義 田田田田 上上上上 善善善善 朗朗朗朗 高高高高 原原原原 康康康康 則則則則 竹竹竹竹 内内内内 秀秀秀秀 明明明明 坪坪坪坪 井井井井 量量量量 基基基基

長長長長 宗宗宗宗 繁繁繁繁 成成成成 山山山山 尚尚尚尚 行行行行 濱濱濱濱 崎崎崎崎 重重重重 次次次次 郎郎郎郎 平平平平 田田田田 善善善善 久久久久 平平平平 松松松松 勝勝勝勝 之之之之

福福福福 田田田田 真真真真 一一一一 藤藤藤藤 井井井井 実実実実 秀秀秀秀 古古古古 川川川川 家家家家 通通通通 逸逸逸逸 見見見見 清清清清 則則則則 本本本本 郷郷郷郷 昭昭昭昭

町町町町 口口口口 俊俊俊俊 一一一一 山山山山 元元元元 仂仂仂仂 横横横横 田田田田 良良良良 允允允允

会会会会 長長長長 奥奥奥奥 山山山山 貴貴貴貴 之之之之

副副副副 会会会会 長長長長 松松松松 本本本本 周周周周 三三三三 辻辻辻辻 尚尚尚尚 志志志志

専専専専 務務務務 理理理理 事事事事 穐穐穐穐 山山山山 靖靖靖靖 夫夫夫夫

常常常常 務務務務 理理理理 事事事事 川川川川 中中中中 康康康康 治治治治 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 俊俊俊俊 幸幸幸幸 竹竹竹竹 井井井井 弘弘弘弘 治治治治

理理理理 事事事事 荒荒荒荒 木木木木 直直直直 彦彦彦彦 安安安安 藤藤藤藤 龍龍龍龍 太太太太 伊伊伊伊 崎崎崎崎 基基基基 女女女女 鬼鬼鬼鬼 丸丸丸丸 哲哲哲哲 雄雄雄雄 菅菅菅菅 信信信信 一一一一 郎郎郎郎

岸岸岸岸 本本本本 哲哲哲哲 也也也也 佐佐佐佐 藤藤藤藤 順順順順 一一一一 田田田田 中中中中 一一一一 郎郎郎郎 玉玉玉玉 城城城城 孝孝孝孝 西西西西 原原原原 健健健健 一一一一

前前前前 花花花花 直直直直 哉哉哉哉 山山山山 本本本本 真真真真 道道道道

監監監監 事事事事 尾尾尾尾 上上上上 健健健健 一一一一 寺寺寺寺 井井井井 敏敏敏敏 昭昭昭昭

平成２８～２９年度　一般社団法人岡山県バスケットボール協会　役員 平成２８～２９年度　一般社団法人岡山県バスケットボール協会　役員 平成２８～２９年度　一般社団法人岡山県バスケットボール協会　役員 平成２８～２９年度　一般社団法人岡山県バスケットボール協会　役員 



専門委員会　専門委員会　専門委員会　専門委員会　（◎ 委員長　　○　副委員長)（◎ 委員長　　○　副委員長)（◎ 委員長　　○　副委員長)（◎ 委員長　　○　副委員長)

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会 ◎ 井井井井 上上上上 武武武武 士士士士 (教)

○ 河河河河 邉邉邉邉 一一一一 正正正正 (ク) 三三三三 成成成成 智智智智 (高)

川川川川 中中中中 康康康康 治治治治 (高) 山山山山 口口口口 順順順順 子子子子 (中) 牧牧牧牧 野野野野 貴貴貴貴 匡匡匡匡 (実) 小小小小 野野野野 泰泰泰泰 弘弘弘弘 (ク) 長長長長 尾尾尾尾 憲憲憲憲 宏宏宏宏 (高)

仲仲仲仲 宗宗宗宗 根根根根 篤篤篤篤 史史史史 (中) 山山山山 本本本本 真真真真 道道道道 (中) 永永永永 井井井井 淳淳淳淳 夫夫夫夫 (中) 梅梅梅梅 澤澤澤澤 佐佐佐佐 和和和和 (中) 山山山山 崎崎崎崎 仁仁仁仁 (高)

中中中中 村村村村 雄雄雄雄 士士士士 (高) 平平平平 田田田田 千千千千 枝枝枝枝 子子子子 (ミ) 神神神神 崎崎崎崎 敦敦敦敦 美美美美 (マ)

競技委員会競技委員会競技委員会競技委員会 ◎ 竹竹竹竹 井井井井 弘弘弘弘 治治治治 (実)

○ 中中中中 村村村村 宏宏宏宏 史史史史 (高) 井井井井 上上上上 信信信信 二二二二 (ク)

中中中中 尾尾尾尾 祐祐祐祐 二二二二 (実) 仲仲仲仲 元元元元 晋晋晋晋 吾吾吾吾 (ク) 小小小小 田田田田 真真真真 人人人人 (ク) 後後後後 藤藤藤藤 憂憂憂憂 月月月月 (学) 石石石石井井井井 弘弘弘弘大大大大朗朗朗朗 (学)

春春春春 名名名名 法法法法 明明明明 (高) 芳芳芳芳 上上上上 卓卓卓卓 (高) 井井井井 上上上上 信信信信 二二二二 (中) 大大大大 塚塚塚塚 聖聖聖聖 子子子子 (マ) 安安安安 原原原原 英英英英 樹樹樹樹 (ミ)

竹竹竹竹 内内内内 大大大大 志志志志 (教) 中中中中 島島島島 聡聡聡聡 (協会)

審判委員会審判委員会審判委員会審判委員会 ◎ 三三三三 村村村村 力力力力 丸丸丸丸 (高)

○ 前前前前 花花花花 直直直直 哉哉哉哉 (高) 岩岩岩岩 田田田田 友友友友 幸幸幸幸 (実)

貫貫貫貫 井井井井 義義義義 昭昭昭昭 (実) 濵濵濵濵 本本本本 淳淳淳淳 子子子子 (中) 柏柏柏柏 木木木木 琢琢琢琢 磨磨磨磨 (高) 阪阪阪阪 本本本本 光光光光 一一一一 (実) 中中中中 村村村村 達達達達 哉哉哉哉 (ク)

藤藤藤藤 原原原原 知知知知 也也也也 (ク) 石石石石 川川川川 貴貴貴貴 基基基基 (中) 永永永永 井井井井 淳淳淳淳 夫夫夫夫 (中) 田田田田 淵淵淵淵 徹徹徹徹 (中) 長長長長 谷谷谷谷 川川川川 清清清清 司司司司 (ミ)

香香香香 川川川川 知知知知 子子子子 (ミ) 片片片片 山山山山 勝勝勝勝 美美美美 (ミ) 阿阿阿阿 部部部部 万万万万 里里里里 (マ) 加加加加 藤藤藤藤 明明明明 子子子子 (マ)

技術委員会技術委員会技術委員会技術委員会 ◎ 安安安安 藤藤藤藤 龍龍龍龍 太太太太 （高）

○ 齋齋齋齋 藤藤藤藤 一一一一 範範範範 (中)

福福福福 田田田田 勝勝勝勝 俊俊俊俊 (実) 藤藤藤藤 原原原原 ここここ ここここ ろろろろ （高） 楠楠楠楠 高高高高 幸幸幸幸 （高） 柄柄柄柄 川川川川 祥祥祥祥 （中） 中中中中 村村村村 大大大大 介介介介 （中）

久久久久 山山山山 将将将将 和和和和 （ミ） 光光光光 藤藤藤藤 公公公公 博博博博 （ミ） 森森森森 末末末末 浩浩浩浩 章章章章 （ミ）

広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会 ◎ 菅菅菅菅 信信信信 一一一一 郎郎郎郎 (実)

○ 片片片片 山山山山 京京京京 子子子子 (マ)

牧牧牧牧 野野野野 謙謙謙謙 二二二二 (高) 高高高高 井井井井 清清清清 之之之之 (ク) 高高高高 山山山山 早早早早 苗苗苗苗 (ミ) 平平平平 松松松松 昌昌昌昌 浩浩浩浩 (高) 山山山山 口口口口 幸幸幸幸 信信信信 (高)

吉吉吉吉 岡岡岡岡 佐佐佐佐 起起起起 (中) 若若若若 宮宮宮宮 裕裕裕裕 郁郁郁郁 (学) 小小小小 林林林林 悟悟悟悟 (中) 平平平平 松松松松 芳芳芳芳 明明明明 (高)

ＴＯ委員会ＴＯ委員会ＴＯ委員会ＴＯ委員会 ◎ 山山山山 磨磨磨磨 龍龍龍龍 治治治治

○ 佐佐佐佐 藤藤藤藤 順順順順 一一一一

吉吉吉吉 武武武武 勇勇勇勇 介介介介 (ク) 高高高高 木木木木 靖靖靖靖 史史史史 (高) 船船船船 越越越越 英英英英 文文文文 (実) 秋秋秋秋 岡岡岡岡 志志志志 郎郎郎郎 (実) 高高高高 平平平平 みみみみ ええええ かかかか (マ)

医事科学委員会医事科学委員会医事科学委員会医事科学委員会 ◎ 松松松松 木木木木 孝孝孝孝 之之之之

○ 辻辻辻辻 尚尚尚尚 志志志志 吉吉吉吉 田田田田 高高高高 行行行行 平平平平 川川川川 宏宏宏宏 之之之之 石石石石 田田田田 裕裕裕裕 子子子子

松松松松 沢沢沢沢 義義義義 彦彦彦彦 仲仲仲仲 元元元元 晋晋晋晋 吾吾吾吾 仲仲仲仲 川川川川 亮亮亮亮 牧牧牧牧 伸伸伸伸 哉哉哉哉 知知知知 花花花花 亜亜亜亜 希希希希 子子子子

林林林林 翔翔翔翔 辻辻辻辻 美美美美 穂穂穂穂 子子子子 橋橋橋橋 本本本本 健健健健 祐祐祐祐 小小小小 畑畑畑畑 貴貴貴貴 章章章章 多多多多 賀賀賀賀 勇勇勇勇 輝輝輝輝

天天天天 野野野野 友友友友 貴貴貴貴 居居居居 郷郷郷郷 恭恭恭恭 平平平平 岩岩岩岩 本本本本 拓拓拓拓 也也也也 森森森森 岡岡岡岡 昭昭昭昭 博博博博 片片片片 岡岡岡岡 寛寛寛寛

藤藤藤藤 原原原原 友友友友 美美美美 鈴鈴鈴鈴 木木木木 ひひひひ ろろろろ 子子子子 田田田田 中中中中 利利利利 浩浩浩浩

規律委員会規律委員会規律委員会規律委員会 ◎ 佐佐佐佐 々々々々 木木木木 俊俊俊俊 幸幸幸幸

○
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