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株式会社IBLJ 及び 四国アイランドリーグplus
役員人事の変更について
四国アイランドリーグplus（以下「四国IL」）では、2017年3月24日、四国ILを運営する株式
会IBLJ（本社：香川県高松市）の第13期・定時株主総会及び取締役会、理事会を開催し、同
日付で、下記のとおり、役員人事を変更致しましたので、お知らせ致します。

今回の役員人事の変更は、四国ILの運営及び株式会社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。四国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．株式会社IBLJ 役員人事 （2017/3/24～）
森本美行が取締役会長に就任。今後は会長として経営に参画する。
新たに、企業経営に関して豊富な経験、実績を持つ中村俊洋を新代表取締役社長に迎え
る。また、四国ILの事務局長である坂口裕昭を取締役に迎え、さらに機動性を高める。
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旧
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森本 美行
手束 直胤（非常勤）
田室 和紀（非常勤）
北古味 鈴太郎（非常勤）
松元 繁（非常勤）
荒井 健司（非常勤）
中村 俊洋（非常勤）
小崎 貴紀

新(2017/3/24～）
森本 美行
中村 俊洋
手束 直胤（重任・非常勤）
田室 和紀（重任・非常勤）
北古味 鈴太郎（重任・非常勤）
松元 繁（重任・非常勤）
荒井 健司（重任・非常勤）
坂口 裕昭（新任・常勤）
小崎 貴紀（重任）

※新代表取締役社長に選任された中村俊洋、新取締役に選任された坂口裕昭の経歴の詳
細につきましては、別紙をご参照下さい。

2．四国アイランドリーグplus 役員人事 （2017/3/24～）
鍵山誠が理事長を退任。新たに株式会社IBLJの代表取締役社長に選任された中村俊洋
を四国ILの理事長に選任し、昨年に続き株式会社IBLJの経営と四国ILの運営を連動させる。
また、逸見俊輔を新たに理事に迎え、理事会機能の活性化を図る。
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旧
鍵山 誠（退任）
川畑 省三（退任）
南 啓介
坂口 裕昭（事務局長兼任）
梶田 宙
森本 美行（退任）
中村 俊洋
田室 和紀

新(2017/3/24～）
中村 俊洋
田室 和紀
梶田 宙
坂口 裕昭（事務局長兼任）
南 啓介
逸見 俊輔（新任）
－
－

新代表取締役社長・新理事長就任
中村俊洋コメント
この度代表取締役社長に就任させて頂きました。元々鍵山さん（前理事長）のもとで経営
の勉強をさせてもらいました。株式会社IBLJとは、リーグ創設のころから鍵山さんを通じて
関わりを持っていました。2012年に監査役に就任したころから深く関わっていくようになり、
2016年に取締役に就任してからは、実際経営に携わっています。
リーグを12年間にわたって担いできた鍵山さん、昨年新しい事を始めて新しい風を吹き込
んでくれた森本さん（前代表取締役社長）。この二人のそばで1年間経営をさせて頂いて、タ
スキを受けることになりました。身の引き締まる思いをしております。
アイランドリーグは12年間でNPBに59名輩出しています。リーグの役割として、スポーツ界
の裾野を広げていく事が求められると思いますが、ここに関しては、ある一定の成果を得ら
れていると思っております。経営面に関しては、4球団4法人＋リーグの5法人の事業規模と
しましては、5億弱というところです。また地域貢献として、社会貢献として、いろいろ活動を
しています。トータル年間700回以上も地域貢献活動をしているわけですが、ここにまだ経
済的な価値が認められていないと思います。
スポーツの持つ価値というのは、いろいろなものがあると思います。150試合ほどの試合を
やるわけですが、スポーツイベントとしての価値、12年間やってきたという継続して行う地域
資源としての価値もあるのではないかという事を、皆様に振り向いて頂けるようなリーグの
方向性を作っていけたらと思っています

以上
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担当：加藤

経歴書（2017 年 3 月現在）
氏名：

中村

俊洋

生年月日： 1971 年 1 月 8 日
出身地：

香川県高松市

最終学歴： 中央大学大学院 戦略経営研究科 修了（MBA）

職務経歴
1992 年

高松商運株式会社入社。

1998 年

株式会社フォー・ユー入社。

2000 年

同社 執行役員 就任。

2001 年

株式会社 BMS 代表取締役副社長

2002 年

株式会社ビオクラフト 取締役 就任。

2004 年

株式会社 S．R．D 取締役就任。

2009 年

株式会社セイア 執行役員就任。サービス＆リテイルカンパニー担当。

2010 年

池田薬草株式会社 代表取締役社長就任（現任）
。

2012 年

株式会社セイア 常務執行役員 マテリアルカンパニー長

2013 年

株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長 就任。

2014 年

株式会社ワンダーランド

2016 年

株式会社 IBLJ 取締役 就任（現任）

就任。

就任。

代表取締役 就任。

以上、

株式会社 IBLJ 新取締役 経歴書（2017 年 3 月 1 日現在）
氏名：坂口 裕昭（さかぐち ひろあき）
生年月日：1973 年 4 月 7 日
出身地：神奈川県
略歴：
1997 年 3 月

東京大学法学部 卒業

2004 年 10 月

弁護士登録（兵庫県弁護士会）
京町法律事務所 入所
取り扱い分野は、金融、M&A、企業再生ほか、企業関係法務全般。

2011 年 2 月

株式会社 IBLJ 入社
四国アイランドリーグ plus 徳島インディゴソックス球団 球団代表就任

2012 年 1 月

徳島インディゴソックス球団の運営会社である株式会社パブリック・ベー
スボールクラブ徳島を新設。
同社 代表取締役社長就任

2013 年 2 月

弁護士登録替え（徳島県弁護士会）
弁護士法人リーガルアクシス徳島事務所 入所（現任）

2013 年 8 月

徳島県教育委員会 教育委員就任（現任）

2014 年 9 月

一般社団法人日本独立リーグ野球機構 事務局次長就任

2015 年 1 月

一般社団法人日本独立リーグ野球機構 事務局長就任（現任）

2015 年 12 月

四国アイランドリーグ plus 事務局長就任（現任）
以上、現在に至る

