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2021 年６月７日 

 

 

 

いつもW リーグに温かいご声援をいただきありがとうございます。 

一般社団法人バスケットボール女子日本リーグでは、2021 年 6 月 4 日の定時社員総会にて、理事・監事の選定が決議され

たことをお知らせいたします。 

 

一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ（WJBL）理事・監事 

会長  

河瀨 直美  （かわせ なおみ） 

映画作家 

東京オリンピック 2020 公式映画監督 

2025 年大阪・関西万博プロデューサー兼シニアアドバイザー 

劇場映画代表作『萌の朱雀』『殯の森』『２つ目の窓』『あん』『光』など 

最新作「朝が来る」においてカンヌ映画祭公式セレクションに選出 

米アカデミー賞国際長編映画賞候補日本代表に選出 

日本アカデミー賞、７部門で優秀賞を受賞 

副会長 ※理事は重任 

橋本 信雄  （はしもと のぶお） 

元・JBA 国際部長・審判部長を歴任 

FIBA コミッショナー 

（ロンドン五輪、2006 年・2014 年 FIBA ワールドカップ、アジア競技大会 他） 

前・東アジアバスケットボール連盟(EABA)テクニカルディレクター 

前・FIBA-ASIA レフェリースーパーバイザー       

B リーグ裁定委員 

一般社団法人東京都バスケットボール協会副会長 

 

理事・監事 選任のお知らせ 
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専務理事  

清野 英二  （せいの えいじ） 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

・技術委員会委員 ・女子強化部会長  

・女子日本代表チームリーダー 

2015 年 トヨタ自動車アンテロープス 部長（2021 年に W リーグ優勝） 

2011 年 トヨタ自動車アルバルク 部長（2012 年にリーグ、天皇杯の二冠優勝） 

 

理事 ※重任 

浜武 恭生 （はまたけ やすお） 

公益財団法人日本バスケットボール協会 事務総長  

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボール理事 

一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟理事 

バスケットボール・コーポレーション株式会社 代表取締役社長 

B.MARKETING 株式会社 取締役 

 

理事 ※重任 

大場 規安 （おおば のりやす） 

弁護士  

弁護士法人 淀屋橋・山上合同 東京事務所 第一東京弁護士会所属 

 

理事 ※新任 

門川 浩人 （かどかわ ひろと） 

公益財団法人日本バスケットボール協会 代表理事 (※副会長職) 

一般財団法人愛知県バスケットボール協会 専務理事 

一般社団法人日本社会人バスケットボール連盟 専務理事 
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理事 ※新任 

李 小由 （り さより） 

公立昭和病院 整形外科部長 

公益財団法人日本バスケットボール協会 スポーツ医学委員会委員 

2021 年度バスケットボール女子日本代表チーム ドクター 

 

理事 ※新任 

薮内 夏美 （やぶうち なつみ） 

公益財団法人日本バスケットボール協会 女子アンダーカテゴリー日本代表チーム専任コーチ 

【主な競技歴】 

W リーグ 日本航空 JAL ラビッツ所属 

2004 年：女子日本代表 アテネオリンピック出場 (10 位) 

【主な指導歴】 

2012～14 年：W リーグ 富士通 レッドウェーブ ヘッドコーチ 

2014～15 年：Ｗリーグ 三菱電機コアラーズ アシスタントコーチ 

2015～20 年：W リーグ 日立ハイテク クーガーズ ヘッドコーチ 

2018 年：第 18 回アジア競技大会 女子日本代表チーム ヘッドコーチ (第 3 位) 

2020 年：女子日本代表チーム アシスタントコーチ 

理事 ※新任 

楠田 香穂里 （くすだ かおり） 

共栄大学女子バスケットボール部監督 

【主な競技歴】 

W リーグ JOMO サンフラワーズ（現 ENEOS サンフラワーズ）所属 

1998 年：女子日本代表 アジア大会 金メダル 

2004 年：女子日本代表 アテネオリンピック出場 (10 位) 

【主な指導歴】 

2018 年：第 18 回アジア競技大会 女子日本代表チーム アシスタントコーチ (第 3 位)  
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理事 ※新任 

有明 葵衣 （ありあけ あおい） 

NPO 法人 Shape the Dream 副代表理事 

3 人制バスケットボール現役選手 TOKYO DIME 所属 

富士通株式会社 

【主な競技歴】 

U-18 女子日本代表／2007 年ユニバーシアード日本代表、国体優勝 

W リーグ 富士通レッドウェーブ 所属 

３x３女子プレミアリーグ優勝、得点王 

理事 ※新任 

中川 聴乃 （なかがわ あきの） 

株式会社ジャパン・スポーツ・マーケティング 所属 

バスケットボール解説者 

長崎市観光大使 

【主な競技歴】 

2007 年：女子日本代表 アジア選手権（3 位） 

2006 年：女子日本代表 ドーハアジア競技大会（3 位） 

W リーグ シャンソン化粧品シャンソンＶマジック、デンソーアイリス 所属 

理事 ※新任 

伊集 南 （いじゅ みなみ） 

株式会社デンソー 総務部スポーツプロモーション室 

公益財団法人日本バスケットボール協会３x３委員会 委員 

NPO 法人アジア車いす交流センター  (WAFCA）オフィシャルサポーター 

【主な競技歴】 

2011 年、2013 年 ユニバーシアード日本代表 

W リーグ デンソーアイリス 所属 

３x３女子日本代表 アジアカップ出場（最優秀選手賞） 

３x３ワールドカップ出場 
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理事 ※重任 

佐藤 満明 （さとう みつあき） 

トヨタ紡織サンシャインラビッツ ゼネラルマネージャー兼監督 

リーグ運営部会 会長 

理事 ※重任 

小栗 弘 （おぐり ひろし） 

三菱電機コアラーズ ゼネラルマネージャー 

リーグ運営部会 副会長 

 

理事 ※再任 

丸山 茂実 （まるやま しげみ） 

富士通レッドウェーブ 部長 

リーグ運営部会 副会長  

ＷＪＢＬ 3x3 女子日本代表担当 

監事 ※重任 

林 圭介 （はやし けいすけ） 

学習院大学 法学部 法学科 教授 

弁護士 

弁護士法人 大江橋法律事務所 東京事務所 第一東京弁護士会所属 

監事 ※新任 

鈴木 俊昭 （すずき としあき） 

東京羽田ヴィッキーズ 部長 
 

 

以上 
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