
四国アイランドリーグplus（以下「IL」）では、2018年3月15日、ILを運営する株式会IBLJ（以
下「㈱IBLJ」／本社：香川県高松市）の第14期・定時株主総会及び取締役会が開催され、以
下のとおり、㈱IBLJ及びIL理事会の役員人事が変更、承認されましたので、その旨、お知ら
せ致します。

今回の役員人事の変更は、ILの運営及び㈱IBLJの経営を、より一層、活性化、効率化さ
せるべく、体制を強化する目的で行われたものです。

IL関係者一同、今後も力を合わせて運営及び経営に励んで参りますので、引き続き、ご支
援、ご声援のほど、よろしくお願い致します。

１．㈱IBLJ 役員人事の変更

※ なお、新たに、代表取締役社長に選任された小崎貴紀、取締役に選任された逸見俊輔、
監査役に選任された岡正人の経歴の詳細につきましては、別紙をご参照下さい。
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四国アイランドリーグplus

事務局長 田室 和紀

株式会社IBLJ 旧 新

取締役会長 森本 美行 ― 森本はIL理事に就任し（3月1日付け）、取締役会長は退任（3月15日付け）

代表取締役社長 中村 俊洋 小崎 貴紀 中村は退任／小崎は監査役から転任（いずれも3月15日付け）

取締役（常勤） 坂口 裕昭 坂口 裕昭

取締役（非常勤） 手束 直胤 手束 直胤

取締役（非常勤） 松元 繁 松元 繁

取締役（非常勤） 北古味 鈴太郎 北古味 鈴太郎

取締役（非常勤） 田室 和紀 田室 和紀

取締役（非常勤） 荒井 健司 荒井 健司

取締役（非常勤） ― 逸見 俊輔 新任（3月15日付け）

監査役 小崎 貴紀 岡 正人 小崎は代表取締役社長に転任／岡は新任（いずれも3月15日付け）



２．IL理事会役員人事 の変更

※ なお、新たに選任された理事のうち、森川勇一郎の経歴の詳細につきましては、別紙を
ご参照下さい。
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四国アイランドリーグplus 旧 新

理事長 中村 俊洋 坂口 裕昭 中村は退任／坂口は理事・事務局長から転任（いずれも2月1日付け）

理事 田室 和紀 田室 和紀 事務局長に就任し（2月1日付け）、理事と兼務

理事 梶田 宙 梶田 宙

理事 南 啓介 南 啓介

理事 逸見 俊輔 三野 環 逸見は退任し、IBLJ取締役に就任／三野は新任（3月1日付け）

理事 坂口 裕昭 ― 理事長に転任し、事務局長は退任（いずれも2月1日付け）

理事 ― 森本 美行 新任（3月1日付け）

理事 ― 森川 勇一郎 新任（3月1日付け）



株式会社 IBLJ 新代表取締役社長 経歴書 

 

氏名：小崎 貴紀（こざき たかのり） 

生年月日：1970年 8月 26日 

出身地：神奈川県 

 

略歴： 

1993年 3月  中央大学卒業 

1993年 4月～ 株式会社オリコム 

1995年 1月～ 株式会社学習研究社 

2001年 5月～ 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（スカパー！） 

2002年 10月～ 株式会社プロメディックス 取締役就任 

2004年 6月～ データスタジアム株式会社 事業開発ディヴィジョンディレクター 

2005年 1月～ 株式会社アンサングヒーロー 取締役副社長就任 

2005年 9月～ 株式会社 IBLJ 取締役就任 

2006年 1月～ 香川オリーブガイナーズ球団株式会社 代表取締役社長就任 

        株式会社 IBLJ 専務取締役就任  

2009年 6月～ 東京ヴェルディホールディングス株式会社 取締役就任 

        東京ヴェルディ 1969FC株式会社 取締役就任 

2011年 1月～ 株式会社カマタマーレ讃岐 事務局長就任 

2012年 3月～ 株式会社セイア 事業開発推進本部長就任 

2012年 9月～ 飛翔投資開発株式会社 代表取締役社長就任 

2014年 5月～ 四国アイランドリーグ plus 理事就任 

        香川オリーブガイナーズ球団株式会社 オーナー代行就任 

2014年 9月～  一般社団法人日本独立リーグ野球機構 常務理事就任 

2014年 12月～ 四国アイランドリーグ plus  COO就任 

2015年 3月～ 株式会社 IBLJ 取締役就任 

2015年 11月～ 株式会社セイア 専務執行役員就任 

2016年 3月～ 株式会社 IBLJ 監査役就任（現任） 

2017年 1月～ 株式会社セイア 代表取締役社長就任（現任） 

株式会社セイアホールディングス 専務執行役員就任（現任） 

 

以上、現在に至る 



株式会社 IBLJ 新取締役 経歴書 

 

氏名：逸見 俊輔（へんみ しゅんすけ） 

生年月日：1975年 1月 8日 

出身地：香川県 

 

略歴： 

1998年 3月  日本大学経済学部 卒業 

1998年 10月  株式会社ヘンミクロージング入社 

1999年 4月   無印良品松江サティ店店長就任 

2000年 12月  無印良品ゆめタウン高松店店長就任 

2003年 8月  株式会社ヘンミクロージング取締役就任 

        有限会社逸見取締役就任（現任） 

2005年 2月  株式会社ヘンミクロージング常務取締役就任 

2006年 8月  本社に異動 

2008年 4月  協同組合日専連高松理事及び青年会会長就任 

2011年 3月  協同組合日専連高松青年会会長任期満了 

2012年 8月  株式会社ヘンミ（旧社名株式会社ヘンミクロージング）代表取締役就任（現

任） 

2013年 1月  （社）高松青年会議所入会 

2013年 4月  協同組合日専連高松常務理事就任（現任） 

2015年１月  （公社）高松青年会議所理事就任 

2015年 12月  （公社）高松青年会議所卒業 

2017年 1月  香川オリーブガイナーズ球団株式会社オーナー就任（現任） 

 

以上、現在に至る 



株式会社 IBLJ 新監査役 経歴書 

 

氏名：岡 正人（おか まさひと） 

生年月日：1959年 8月 29日 

出身地：徳島県 

 

略歴： 

1978年 3月  徳島県立貞光工業 土木科卒業 

1978年 4月～ 株式会社セイア土木入社 

1980年 4月～ 株式会社セイア プラント事業部へ転籍 

1994年 4月～ 株式会社セイア 工事部 工事長 

1999年 4月～ 株式会社セイア 工事部 工事部長 

2001年 9月～ 株式会社セイア 取締役工事部長就任 

2009年 9月～ 株式会社セイア 執行役員工事部長就任 

2015年 11月～ 株式会社セイア 専務執行役員工事部長就任 

2017年 1月～ 株式会社セイア 専務取締役工事本部長就任（現任） 

 

以上、現在に至る 



四国アイランドリーグ plus 新理事 経歴書 

 

氏名：森川 勇一郎（もりかわ ゆういちろう） 

生年月日：1974年 7月 31日 

出身地：北海道 

 

略歴： 

1997年 3月 北海学園大学経済学部部卒業。 

1997年 4月 株式会社 JTB入社。法人営業、公務営業、イベント企画・運営業務、国内・

海外旅行添乗業務、旅行のテレビショッピング企画・MC業務などに従事。 

2005年 1月 株式会社楽天野球団入社。広報、2軍立ち上げ、2軍総務、2軍チーム統括、

業務企画部長、球団代表補佐、連盟担当、チーム戦略室副室長、スクール部

部長を歴任。 

2014年 5月 一般社団法人日本アイスマニア協会理事に就任（現任）。動員数日本最大級

のアイスクリームイベント「あいぱく」の立ち上げ・運営の傍ら、ソフトク

リームの専門家「プロソフトクリーマー」として各種メディアに出演。 

2015年 7月 アスリート・マーケティング株式会社 執行役員（現任）。プロ野球現役選手・

OBのマネジメント、代理人、用具メーカーコンサルティング、スポーツ競技

団体コンサルティング、総務系全般の業務を担当。 

2016年 4月 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン 嘱託（現任）。アニメ、食、スポ

ーツ、音楽等のコンテンツを取り扱う部署の立ち上げに伴い、メンバーに加

わる。 

2017年 1月 株式会社デラモンテ 嘱託（現任）。山本昌、山﨑武司からの指名案件のみ、

スポットで対応。 

2017年 4月 株式会社 TAIHSI ディレクター就任（現任）。新冠町の馬産地進行プロジェ

クトメンバーに加わる。 

2018年 2月 一般社団法人日本介護旅行サポーターズ協会 設立社員（現任）。介護旅行の

普及と、介護業界の底上げを目指し、観光庁等と連携した資格認定機関であ

る協会を設立。 

 

以上、現在に至る 


