
 

平成３０年度 事業報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 30 年度事業報告 

 

１．総括 

    今年度は法人格を取得し 2 年目を迎え、多岐にわたる事業展開が実施出来たことは連盟理事

を始め、多くの ID バスケットボールに携わる関係者や、活動に対する企業、団体、個人の皆様方の

ご理解ご支援を賜り心より感謝を申し上げたい。 

 

  【強化育成事業】 

    連盟の主軸事業である強化育成事業については通年通り事業を実施したが、7 月の男女代表

第 2 次強化合宿にはオーストラリアから元代表ヘッドコーチの Simon Robinson 氏、元コーチの

Justin May 氏を招聘し、指導を仰いだ。世界で勝つためのチーム作りには新たな刺激が必要であ

り、今回 2 人のコーチに協力要請し、参加してくれたことで、多くの問題点や新たな発見を見出すこ

とが出来た。日本の弱点も指摘をいただき、男女共に今後改善していく所存にある。また韓国から

京幾道の男子代表チームが来日し、短時間ではあったが 2 回目の両国の交流を深めた。Inas 

asia のバスケットボール競技普及発展のためには隣国である韓国の活動が必要であり、今後も継

続しながら両国の関係をより強化し、エリアの活動の基盤を構築する考えにある。 

新たな取り組みとしては強化育成の中長期計画に則り、男子の育成チームを代表チームとは切

り離し、別日程で事業を実施し、年代に合った指導に切り替えた。アンダー18 というカテゴリーで活

動をしたが、その中から 4 名の選手が代表にチームに招集される等、優秀な人材が揃うだけに、今

後も若年層の選手の活動に注力をしていく。 

今年度は国際大会の開催が無かったため、男子代表チームを 2 月にオーストラリアへ派遣し、

2019 Ivor Burge Basketball Championships に出場した。オーストラリアは本年 10 月のグ

ローバル大会が自国開催ということもあり、積極的に強化を進めている。日程の関係で代表戦は実

施されなかったが、優秀な選手を揃えてグローバル大会には挑んでくるものと思われる。そのような中、

各州代表チームと対戦したが、今年度取り組んできたことがコート上で表現でき、最終的には 3 位

という成績で大会を終えた。 

女子チームは今年度、海外遠征の実施は無く、国内で強化事業に取り組んできた。昨年は

Ivor Burge に派遣し、出場した選手が今年度も大半残っていることから、モチベーションとしては高

いレベルで維持が出来た。2019 年 10 月にオーストラリアで開催されるグローバル大会では女子の

競技が 3 人制になる可能性が高いことから、12 月の第 3 次強化合宿では大半の時間を 3 人制

の強化に時間を割いた。身体能力の高い選手も増え、若年層の選手も順調に強化育成出来てい

る。今後の強化育成事業を更に積極的に進めていきたい。 

このように強化・育成に関しては順調に事業が進められているが、タイトなスケジュールの中、準備

から選考、報告までスタッフの労力は膨大なものであり、このあたりも組織として今後整理していく必

要がある。 

 



  【大会主催事業】 

連盟主催事業である毎夏に開催しているジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会である

が、今年度は 23 回目を迎え全国から過去最多の 40 チームが出場し、大変盛況であった。男女

共に A・B ブロックに分け、チャンピオンシップとフレンドリーの試合運営となったが、正味 1 日半で大

会を終えねばならず、スケジュール的には大変厳しかった。また会場も分散しての開催となり、人的

配置やに冷房設備が無いことから熱中症対策に追われ、運営には課題が残った。長い歴史がある

大会であるが、ここ数年、大会の在り方を継続的に審議しており、今までの概念に捉われることのな

いチャンピオンシップ大会を作る所存である。 

 

  【その他】 

昨年度からスタートしている日本障がい者バスケットボール連盟と全日本知的障がい者スポーツ

協会に当連盟は加盟をしているが、両組織とも定期的に会合を持ち、関係団体と情報共有をして

いる。今後は他の競技団体との関係性も強化をし、バスケットボール並びに知的障がい者のスポー

ツの発展にも寄与していく所存である。そのような中、全国障がい者スポーツ大会は開催地行政、

開催地協会等、多くの組織と協力しながら実施しているが、予想以上に数多くの課題も残る。各ブ

ロック予選の実施担当としての問題も今後連盟の活動に組み込まれることも予想される。従い、日

本連盟と各ブロックの連盟との強固な連携が必要になってくる。 

今年度も数多くのクリニックや講演を実施してきた。2020 年の東京オリパラがあるため障がい者ス

ポーツに焦点に充てることも有り難いが、我々連盟としては未来永劫競技の普及発展を目指さなけ

ればならない。目先のことだけではなく、5 年、10 年、20 年先を見据えながら組織の在り方を含め

活動していかねばならないと感じた 1 年であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．事業実績 

 ２－１ 実績一覧 

    

 

 

２－２強化育成事業 

   １）事業名：平成 30 年度 FID 男子日本代表チーム第 1 次強化合宿 

            平成 30 年度 FID 女子日本代表・育成チーム第 1 次強化合宿 

   ２）実施日：平成 30 年 5 月 3 日（祝）～5 月 5 日（祝） 

   ３）会 場：東京都立王子特別支援学校・東京都立北特別支援学校 

   ４）参加人数：コーチ・スタッフ 19 名 選手 24 名 

 

年 月 事業

【育成】日本代表育成セレクション（関東ブロック）　4／14・21＠東京都立王子特別支援学校

【育成】日本代表育成セレクション（北信越ブロック）　4／14＠長野県障がい者福祉センター

【視察】全国障がい者スポーツ大会九州ブロック予選会　4／7・8＠宮崎市

【強化】日本男子代表第1次強化合宿　5／3～5＠東京都立王子特別支援学校・他

【強化】日本女子代表第1次強化合宿　5／3～5＠東京都立王子特別支援学校

【育成】日本男子育成第1次合宿　5／12・13＠東京都立王子特別支援学校

【視察】全国障がい者スポーツ大会北海道・東北ブロック予選会　5／26・27＠秋田市総合体育館

【会議】理事会　5／12＠東京都内

【視察】全国障がい者スポーツ大会関東ブロック予選会　6／2・3＠船橋アリーナ　

【視察】全国障がい者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会　6／9・10＠ジオアリーナ　　

【視察】全国障がい者スポーツ大会近畿ブロック予選会　6／16＠大浜公園体育館

【強化】日本男子代表第2次強化合宿　7／14～16＠㈱デンソー安城製作所健保体育館

【強化】Inas Asia Summer Camp　7／14～16＠㈱デンソー安城製作所健保体育館

【強化】日本女子代表第2次強化合宿　7／14～16＠愛知県立豊田高等特別支援学校

【育成】日本男子育成第2次合宿　7／27～29＠板橋区立小豆沢体育館

【会議】理事会　7／28＠東京都内

8 【大会運営事業】2018FIDジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会　8／5・6＠赤羽体育館・他

9 【視察】FID東日本交歓大会（長野連盟主催）　9／22・23＠富士見町民センター体育館

10 【視察】全国障がい者スポーツ大会　10／13～15＠ジオアリーナ

【派遣】第2回日韓交流スポーツプログラム　11／2～4　＠韓国

【強化】日本男子代表第3次強化合宿　11／23～25＠東京都内

【強化】日本女子代表第3次強化合宿　12／28～30＠神奈川県立横浜緑ヶ丘高校

【育成】日本男子育成第3次合宿　12／28～30＠神奈川県立横浜緑ヶ丘高校

【会議】理事会　12／29＠横浜市内

1

2 【派遣】2019IVOR BURGE Basketball Championship　2／11～18＠オーストラリア・キャンベラ

3 【会議】電子理事会

4

5

6

7

12

11

2018

2019



      

 

  

 

 

 

 

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

男子総括 小嶋 隆司 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

ヘッドコーチ 小川 直樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 津曲 栄智 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 谷口 英謙 愛知県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 大野 照明 千葉県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 小川 裕樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

チームドクター 宮崎 伸一 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 磯崎 広大 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 萩原　優 埼玉県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 氣田 陽介 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 関　圭子 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

男子選手 宮谷 一輝 東京都

男子選手 高山　晃 神奈川県

男子選手 渡辺 純平 神奈川県

男子選手 伊藤 竜星 愛知県

男子選手 加藤 大樹 千葉県

男子選手 栁澤 波生大 東京都

男子選手 渡辺　稜 東京都

男子選手 川口　司 東京都

男子選手 渡辺 翔平 新潟県

男子選手 栗澤　護 長野県

男子選手 高木　昴 神奈川県 メイジャーズ

所属 所属クラブ

所属

㈱AMサービス

TAMA OTP

TAMA OTP

Hornets

新潟ライジングサンズ

飯田ファイヤーズ

つばさクラブ

メイジャーズ

メイジャーズ

春日井クラブ

ビッグスリー千葉

㈱CIJネクスト

㈱ヴィクトリアイオンモール武蔵村山店

ASKUL LOGIST㈱

（特養）にこやか

多摩川モータートロニクス㈱

三陽工業㈱

㈱いなげや横浜西が丘店

三井不動産ファシリティーズ㈱

（社福）福寿園

ほけんの窓口グループ㈱



      

 

  

 

 

 

 

 

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

女子総括 金塚 敏行 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

ヘッドコーチ 一松 倫子 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 花輪 希美圭 山梨県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 小嶋 祐希 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 熊谷 美緒 大阪府 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 五十嵐 舞 福島県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 下畑 萌子 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

オブザーバー 原　美子 福島県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

女子選手 佐川 美奈 神奈川県 メイジャーズ

女子選手 千田 まや 神奈川県 メイジャーズ

女子選手 篠田 佳南 神奈川県 メイジャーズ

女子選手 角田 マサコ 東京都 つばさクラブ

女子選手 子安 みお 東京都 つばさクラブ

女子選手 坂本 七海 東京都 つばさクラブ

女子選手 田中 珠莉 東京都 つばさクラブ

女子選手 白川原 飛鳥 神奈川県 藤沢ウィング

女子選手 岸 カイラ 神奈川県

女子選手 吉長 美月 新潟県

女子選手 鈴木 美和 東京都

女子選手 嵯峨 麗奈 東京都

女子選手 白井 愛美 神奈川県

所属 所属クラブ

神奈川県立横浜明朋高校

フジパンストアー㈱

東京都立永福学園 つばさクラブ

東京都立永福学園 東京都立永福学園

神奈川県立鎌倉養護学校金井分校 神奈川県立鎌倉養護学校金井分校

日総ぴゅあ㈱

第一三共㈱ハピネス 藤沢ウィング

㈱三宝楼蘭店 KAAC-G

㈱パソナハートフル

㈱LEOC

㈱日立ハイテクマテリアルズ

所属

NRIみらい㈱

㈱パソナハートフル



   ５）事業名：平成 30 年度 FID 男子日本代表育成チーム第 1 次強化合宿 

   ６）実施日：平成 30 年 5 月 12 日（土）～5 月 13 日（日） 

   ７）会 場：東京都立王子特別支援学校 

   ８）参加人数：コーチ・スタッフ 14 名 選手 16 名 

       

 

 

 

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

男子総括 小嶋 隆司 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

オブザーバー 原　美子 福島県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

ヘッドコーチ 小川 直樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 藤田 景一 大阪府 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 山元 晃一 鹿児島県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 上田 成郎 長野県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 津曲 栄智 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 谷口 英謙 愛知県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 大野 照明 千葉県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 小川 裕樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 磯崎 広大 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 萩原　優 埼玉県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 氣田 陽介 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 関　圭子 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

男子選手 野瀨 元基 大阪府

男子選手 末永 健翔 福岡県

男子選手 天坂 元紀 東京都

男子選手 平安山 佳大 神奈川県

男子選手 山崎 悦孝 茨城県

男子選手 鈴木 祐徹 東京都

男子選手 渡部 健太 東京都 東京都立南大沢学園

男子選手 伊東 優希 東京都 東京都立南大沢学園

男子選手 鈴木 祥五 東京都 東京都立南大沢学園

男子選手 ストーン・アート 東京都 東京都立南大沢学園

男子選手 時田 龍輝 神奈川県 神奈川県県立相模原中央支援学校

男子選手 日向 悠斗 山梨県 山梨県立高等支援学校桃花台学園

男子選手 子安 祐太 東京都

男子選手 神尾 剛史 神奈川県

男子選手 伊沢　天 長野県

男子選手 冨沢 柊斗 東京都 東京都立水元小百学園

神奈川県立日野中央高等特別支援学校

長野県立伊那養護学校

東京都立南大沢学園

東京都立あきる野学園

横浜市立二ツ橋高等特別支援学校

茨城県立水戸高等特別支援学校

東京都立青峰学園

福岡常葉高校

所属

大阪府立とりかい高等支援学校

所属



    ９）事業名：平成 30 年度 FID 男子日本代表チーム第２次強化合宿 

             平成 30 年度 FID 女子日本代表・育成チーム第 2 次強化合宿 

   １０）実施日：平成 30 年７月 14 日（土）～7 月 16 日（祝） 

   １１）会 場：株式会社デンソー安城製作所健保体育館 

   １２）参加人数：コーチ・スタッフ 20 名 選手 28 名 

       

        

 

 

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

男子総括 小嶋 隆司 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

オブザーバー 原　美子 福島県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

ヘッドコーチ 小川 直樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 津曲 栄智 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 谷口 英謙 愛知県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 大野 照明 千葉県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 小川 裕樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 山元 晃一 鹿児島県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

外部コーチ Simon Robynson オーストラリア Team Victoria

外部コーチ Justin May オーストラリアTeam Victoria

トレーナー 磯崎 広大 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 萩原　優 埼玉県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 藤井 正和 愛知県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 氣田 陽介 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 関　圭子 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

男子選手 宮谷 一輝 東京都

男子選手 高山　晃 神奈川県

男子選手 伊藤 竜星 愛知県

男子選手 加藤 大樹 千葉県

男子選手 栁澤 波生大 東京都

男子選手 渡辺　稜 東京都

男子選手 川口　司 東京都

男子選手 今村 友紀 東京都

男子選手 渡辺 翔平 新潟県

男子選手 津恵 祥平 神奈川県

男子選手 高木　昴 神奈川県

男子選手 久保 祐希 福岡県 長住 喫茶堂 福学クラブ

男子選手 岡庭ペドロカルロス龍之介 愛知県 愛知県立春日井高等特別支援学校 愛知県立春日井高等特別支援学校

男子選手 末永 健翔 福岡県 福岡常葉高校 福学クラブ

㈱AMサービス メイジャーズ

㈱富士通 TAMA OTP

ASKUL LOGIST㈱ Hornets

（特養）にこやか 新潟ライジングサンズ

日本物流センター㈱ メイジャーズ

三陽工業㈱ つばさクラブ

㈱いなげや横浜西が丘店 メイジャーズ

（社福）福寿園

㈱CIJネクスト TAMA OTP

㈱ヴィクトリアイオンモール武蔵村山店 TAMA OTP

春日井クラブ

ほけんの窓口グループ㈱ ビッグスリー千葉

所属

所属



      

    

  

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

女子総括 金塚 敏行 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

ヘッドコーチ 一松 倫子 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 花輪 希美圭 山梨県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 小嶋 祐希 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 下畑 萌子 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

女子選手 佐川 美奈 神奈川県 メイジャーズ

女子選手 千田 まや 神奈川県 メイジャーズ

女子選手 角田 マサコ 東京都 ㈱パソナハートフル つばさクラブ

女子選手 子安 みお 東京都 ㈱パソナハートフル つばさクラブ

女子選手 坂本 七海 東京都 ㈱LEOC つばさクラブ

女子選手 田中 珠莉 東京都 ㈱日立ハイテクマテリアルズ つばさクラブ

女子選手 白川原 飛鳥 神奈川県 日総ぴゅあ㈱ 藤沢ウィング

女子選手 岸 カイラ 神奈川県 第一三共㈱ハピネス 藤沢ウィング

女子選手 吉長 美月 新潟県 KAAC-G

女子選手 鈴木 美和 東京都 東京都立永福学園 つばさクラブ

女子選手 嵯峨 麗奈 東京都 東京都立永福学園 東京都立永福学園

女子選手 白井 愛美 神奈川県

女子選手 加藤 桃子 愛知県

女子選手 豊原 直美 愛知県 豊田クラブ

神奈川県立鎌倉養護学校金井分校

豊田クラブ

所属 所属クラブ

神奈川県立横浜明朋高校

フジパンストアー㈱

㈱東海理化

小島プレス㈱

神奈川県立鎌倉養護学校金井分校

所属

㈱三宝楼蘭店



   １３）事業名：平成 30 年度 FID 男子日本代表育成チーム第２次強化合宿 

   １４）実施日：平成 30 年７月 27 日（金）～7 月 29 日（日） 

   １５）会 場：板橋区立小豆沢体育館・板橋区立上板橋体育館 

              東京都立北特別支援学校体育館 

   １６）参加人数：コーチ・スタッフ 10 名 選手 10 名 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

男子総括 小嶋 隆司 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

ヘッドコーチ 小川 直樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 藤田 景一 大阪府 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 上田 成郎 長野県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 成瀬 新司 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 谷口 英謙 愛知県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 小川 裕樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

外部コーチ Simon Robynson オーストラリア

サポートスタッフ 氣田 陽介 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 関　圭子 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

男子選手 天坂 元紀 東京都

男子選手 平安山 佳大 神奈川県

男子選手 山崎 悦孝 茨城県

男子選手 鈴木 祐徹 東京都

男子選手 渡部 健太 東京都 東京都立南大沢学園

男子選手 日向 悠斗 山梨県 山梨県立高等支援学校桃花台学園

男子選手 子安 祐太 東京都

男子選手 神尾 剛史 神奈川県

男子選手 林　和叡 愛知県

男子選手 冨沢 柊斗 東京都 東京都立水元小百学園

Team Victoria

神奈川県立日野中央高等特別支援学校

愛知県立豊田高等特別支援学校

東京都立南大沢学園

東京都立あきる野学園

東京都立青峰学園

横浜市立二ツ橋高等特別支援学校

茨城県立水戸高等特別支援学校

所属

所属



【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

男子総括 小嶋 隆司 東京都 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 津曲 栄智 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 谷口 英謙 愛知県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 大野 照明 千葉県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 小川 裕樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 関　圭子 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

男子選手 宮谷 一輝 東京都

男子選手 高山　晃 神奈川県

男子選手 栁澤 波生大 東京都

男子選手 渡辺　稜 東京都

男子選手 川口　司 東京都

男子選手 今村 友紀 東京都

男子選手 渡辺 翔平 新潟県

男子選手 津恵 祥平 神奈川県

男子選手 高木　昴 神奈川県

男子選手 林　和叡 愛知県 愛知県立豊田高等特別支援学校 愛知県立豊田高等特別支援学校

男子選手 鈴木 祐徹 東京都 東京都立南大沢学園 東京都立南大沢学園

男子選手 渡部 健太 東京都 東京都立南大沢学園 東京都立南大沢学園

日本物流センター㈱ メイジャーズ

㈱AMサービス メイジャーズ

ASKUL LOGIST㈱ Hornets

㈱富士通 TAMA OTP

（特養）にこやか 新潟ライジングサンズ

㈱CIJネクスト TAMA OTP

㈱ヴィクトリアイオンモール武蔵村山店 TAMA OTP

所属

三陽工業㈱ つばさクラブ

㈱いなげや横浜西が丘店 メイジャーズ

所属

   １７）事業名：平成 30 年度 FID 男子日本代表チーム第 3 次強化合宿 

   １８）実施日：平成 30 年 11 月 23 日（祝）～11 月 25 日（日） 

   １９）会 場：東京都立王子特別支援学校 

   ２０）参加人数：コーチ・スタッフ 6 名 選手 12 名 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ２１）事業名：平成 30 年度 FID 男子日本育成チーム第 3 次強化合宿 

              平成 30 年度 FID 女子日本代表チーム第 3 次強化合宿 

   ２２）実施日：平成 30 年 12 月 28 日（金）～12 月 30 日（日） 

   ２３）会 場：神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校 

   ２４）参加人数：コーチ・スタッフ 22 名  選手 22 名 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

男子総括 小嶋 隆司 東京 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表・育成コーチ 小川 直樹 神奈川 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 津曲 栄智 福岡 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 谷口 英謙 愛知 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 小川 裕樹 神奈川 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 藤田 景一 大阪 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 山元 晃一 鹿児島 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 上田 成郎 長野 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 成瀬 新司 神奈川 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

女子総括 金塚 敏行 東京 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表・育成コーチ 一松 倫子 神奈川 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 花輪希美圭 山梨 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

代表コーチ 小嶋 祐希 東京 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

育成コーチ 熊谷 美緒 大阪 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

チームドクター 宮崎 伸一 東京 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 平松 良康 東京 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

トレーナー 下畑 萌子 東京 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 吉田 朋代 神奈川 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 氣田 陽介 東京 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

サポートスタッフ 関　圭子 神奈川 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

オブザーバー 原　美子 福島 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

引率 岩崎 英子 鳥取 鳥取県FIDバスケットボール連盟

所属



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選手】

役職 氏名 都道府県

男子代表 末永 健翔 福岡

男子代表
岡庭ペドロカルロス

龍之介 愛知

男子育成 天坂 元紀 東京

男子育成 平安山 佳大 神奈川

男子育成 鈴木 祐徹 東京

男子育成 渡部 健太 東京

男子育成 日向 悠斗 山梨

男子育成 子安 祐太 東京

男子育成 神尾 剛史 神奈川

女子代表 佐川 美奈 神奈川 神奈川県立横浜明朋高校 メイジャーズ

女子代表 角田 マサコ 東京 株式会社パソナハートフル つばさクラブ

女子代表 子安 みお 東京

女子代表 坂本　七海 東京

女子代表 白川原 飛鳥 神奈川

女子代表 岸　カイラ 神奈川

女子代表 吉長 美月 新潟

女子代表 鈴木 美和 東京

女子代表 嵯峨 麗奈 東京

女子代表 白井 愛美 神奈川 神奈川県立鎌倉養護学校金井分教室

女子代表 青柳　唯 山梨 グンゼ物流株式会社 山梨県選抜

女子代表 加藤 桃子 愛知 株式会社東海理化 豊田クラブ

連盟推薦 和田 理抄 鳥取 鳥取県庁総務部総合事務センター 鳥取県選抜

横浜市立日野中央高等特別支援学校

メイジャーズ

福岡常葉高校

愛知県立春日井高等特別支援学校

東京都立青峰学園

横浜市立二ツ橋高等特別支援学校

東京都立南大沢学園

東京都立南大沢学園

株式会社三宝 KAAC-G

東京都立永福学園 つばさクラブ

東京都立永福学園

株式会社LEOC つばさクラブ

日総ぴゅあ株式会社 藤沢ウィング

第一三共株式会社ハピネス 藤沢ウィング

株式会社パソナハートフル つばさクラブ

山梨県立高等特別支援学校桃花台学園

東京都立あきる野学園

所属



  ２５）事業名：2019 Ivor Burge Basketball Championships 

  ２６）大会期間：平成 31 年 2 月 12 日（火）～2 月 17 日（日） 

  ２３）会 場：Australian Institute of Sport（国立スポーツ研究所） 

  ２４）派遣人数：コーチ 2 名  選手 9 名 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スタッフ】

役職 氏名 都道府県

ヘッドコーチ 小川 直樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

アシスタントコーチ 小川 裕樹 神奈川県 （一社）日本FIDバスケットボール連盟

【選手】

役職 氏名 都道府県

男子選手 栁澤 波生大 東京都

男子選手 渡辺　稜 東京都

男子選手 川口　司 東京都

男子選手 今村 友紀 東京都

男子選手 渡辺 翔平 新潟県

男子選手 高木　昴 神奈川県

男子選手 末永 健翔 福岡県 福岡常葉高校 HEROS

男子選手 平安山 佳大 神奈川県

男子選手 神尾 剛史 神奈川県

㈱富士通 TAMA OTP

（特養）にこやか 新潟ライジングサンズ

所属

㈱CIJネクスト TAMA OTP

横浜市立日野中央高等特別支援学校

㈱AMサービス メイジャーズ

横浜市立二ツ橋高等特別支援学校

㈱ヴィクトリアイオンモール武蔵村山店 TAMA OTP

ASKUL LOGIST㈱ Hornets

所属



 ２－２ 主催大会事業 

１）事業名：2018 FID ジャパン・チャンピオンシップバスケットボール大会（第 23 回） 

   ２）実施日：平成 30 年 8 月 4 日（土）～8 月 5 日（日） 

   ３）会 場：北区滝野川体育館・北区桐ヶ丘体育館・北区赤羽体育館 

            東京都立赤羽商業高校体育館 

   ４）出場チーム：■男子 A ブロックー12 チーム 

            東京つばさクラブ（東京）／豊田レインボークラブ（愛知） 

新潟ライジングサンズ（新潟）／埼玉フューチャーズ（埼玉） 

NANIWARS（大阪）福学クラブ（福岡） 

YOKOHAMA MAJORS（神奈川）／チーム神奈川（神奈川） 

飯田ファイヤーズ BBC（長野）／秋田特体連（秋田）／HEROS 福岡（福岡） 

春日井クラブ（愛知） 

            ■女子 A ブロックー12 チーム 

            豊田クラブ（愛知）／チーム神奈川（神奈川）／NANIWARS（大阪） 

            春日井クラブ（愛知）／FID 長野（長野）／秋田特体連（秋田） 

             YOKOHAMA MAJORS（神奈川）／埼玉フューチャーズ（埼玉） 

             ビッグスリー千葉（千葉）／FID 福島（福島）／彩の国レッドキング（埼玉） 

東京つばさクラブ（東京） 

■男子 B ブロックー12 チーム 

ビッグスリー千葉（千葉）／柿の木クロッカス（長野）／TAMA OTP（東京） 

サンパークス千葉（千葉）／TAMAGAWA（大阪）／東御ボンバーズ（長野） 

TAC 田布施アスレチッククラブ（山口）／山梨選抜（山梨） 

彩の国レッドキング（埼玉）／茨城（茨城）／FID 福島（福島） 

BLUE HAWAKS（福井） 

■女子 B ブロックー4 チーム 

フクイサンダース（福井）／鳥取 LEGARE（鳥取）／山梨選抜（山梨） 

茨城（茨城） 

   ５）大会結果：男子 A ブロック 優 勝 YOKOHAMA MAJORS（神奈川） 

                      準優勝 東京つばさクラブ A（東京） 

                      第３位 福学クラブ（福岡） 

女子 A ブロック 優 勝 YOKOHAMA MAJORS（神奈川） 

          準優勝 豊田クラブ（愛知） 

          第３位 東京つばさクラブ（東京） 

男子 B ブロック 優 勝 彩の国レッドキング（埼玉） 

          準優勝 サンパークス（千葉） 

          第３位 TAC 田布施アスレチッククラブ（山口） 



女子 B ブロック 優 勝 山梨選抜（山梨） 

          準優勝 鳥取 LEGARE（鳥取） 

          第３位 福井サンダース（福井） 

 

 

   

 

   

 

                  

 

 

 



 ２－３ 会議 

 

 

年 区分 会議名 会場 出席者

4 月 25 日 JBA 日本障がい者バスケットボール連盟設立総会・第1回理事会 JBA会議室 小嶋副会長・小川専務理事

5 月 12 日 FID 平成30年度第1回理事会 都立王子特別支援学校 小嶋副会長、原副会長、小川専務理事、津曲理事、谷口理事、山元理事、藤田理事、金塚理事、五十嵐理事

6 月 23 日 ANISA 全日本知的障がい者スポーツ協会第１回理事会 国立スポーツ科学センター 小嶋副会長

6 月 30 日 JBA 日本障がい者バスケットボール連盟第2回理事会 JBA会議室 小嶋副会長・小川専務理事

7 月 15 日 FID 平成30年度第2回理事会 ㈱デンソー安城製作所 小嶋副会長、原副会長、小川専務理事、津曲理事、谷口理事、藤田理事、金塚理事

9 月 12 日 JBA 登録システムヒアリング会議 JBA会議室 小川専務理事

9 月 27 日 ANISA 全日本知的障がい者スポーツ協会第２回理事会 国立スポーツ科学センター 小嶋副会長

10 月 23 日 JBA 日本障がい者バスケットボール連盟第3回理事会 JBA会議室 小嶋副会長、小川専務理事

11 月 18 日 ANISA 全日本知的障がい者スポーツ協会常任理事会 日本体育大学 小嶋副会長

12 月 9 日 ANISA 全日本知的障がい者スポーツ協会第３回理事会 国立スポーツ科学センター 小嶋副会長

12 月 30 日 FID 平成30年度第3回理事会 神奈川県立横浜緑が丘高校 小嶋副会長、原副会長、小川専務理事、津曲理事、谷口理事、山元理事、藤田理事、金塚理事

1 月 24 日 ANISA 2023 Inasグローバルゲームス会議 横浜市市民局 小川専務理事

1 月 28 日 JBA 日本障がい者バスケットボール連盟第4回理事会 JBA会議室 欠席

2 月 18 日 JBA 登録システム会議 JBA会議室 小川専務理事

3 月 5 日 JPC 平成30年度第2回JPC加盟会議 ベルサール東京日本橋 金塚理事

3 月 16 日 ANISA 全日本知的障がい者スポーツ協会第４回理事会 日本障がい者スポーツ協会 小嶋副会長

3 月 19 日 JBA 日本障がい者バスケットボール連盟臨時総会 JBA会議室 小川専務理事

※区分 JBA－日本障がい者バスケットボール連盟

ANISA－全日本知的障がい者スポーツ協会

JPC－日本パラリンピック委員会

FID－日本FIDバスケットボール連盟

月日

2018

2019


