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総　 務 木内　俊秀

総務員 香取　憲吾 市東　和代 伊藤　信夫 △伊東　謙二 △松本　剛史 中村　吉光

 　（総 括） 　（総 括） （競技総括） （強 化） （競　技） （役　員）

技術総務    松本　   健

ジュリー 小松崎光一 立澤　勇 山村　剛

審判長  中村　要一 今井　淳史 石川　毅 高橋　喜志夫 門目　誠

　　 （トラック） 　　 （トラック） （スタート） （フィールド） （招集所）

競技者受付 高橋　直朗 八幡　麻理

アナウンサー ○ 糸川　航太 市東　千治 本間　慎二 河野由香里 八代　忠之 今関　雄太

山口　剛

記録・情報処理 ○ 岩脇　充司 森田　仁 佐藤　孝行 関村　亮 宮野　篤 吉田　辰栄

堀　浩 蓑津　潤 坂田　洋満 水須　裕順 前川　　周 黒澤　珠加

伊藤　定義

マーシャル ○ 並木　淳 奥田　義彦 相模　義夫 古舘　宣夫 畠中　京子 尾之崎　みち子

丸山　日出男 藤原　信一 岸本　收次

医務係 ○ 坂下　孝人 看護師

役員・庶務係 ○ 鈴木　小枝子 西脇　修 久保田哲也 山田　貴志 土岐　昌史 鈴木　都糸子

競技者係 ○ 青柳　芳政 萱野　操 吉川　雅臣 緒方　敏幸 宮本　彰 長谷川　里志

玉上　好美 森川　勝彦 髙梨　重雄 髙橋　功樹 宮本　久義 山崎　家康

石井　保弘

風力計測員 ○ 岡田　正幸 名須川　豊 上里　厚 鈴木　貞二 長谷川弘之 近藤　竜生

用器具係 ○ 大竹　健 菊地　宏 岡田　隆康 大林　　 泉 高山　　 直 栗橋　隆之

山田　忠昌　 高中　俊一 伊藤　雄剛 太田　真樹 中川　裕貴 畠山　真一

写真判定員 ○ 保田　透 村上　道夫 安藤　祥夫 笹子　竜侍 笹子　正大 前原　章人

和田　成紀 朝生　裕輔 岡田　祐紀 内海　洋祐 吉田　有沙 八角　隆男

周回記録員 ○ 木村　康夫 赤池　勝儀 金綱　哲 石川　和宏 吉元　厚 宮﨑　隆司

久宗　恒夫 菅原　和幸 木内　朝哉 沼田　健太

監察員 ○ 村山　幸裕 菱木　英治 小汀　昌之 長嶋　慶夫 堀井　利夫 品村　元康

中谷　廣明 寺西　大樹 金子　泰夫 高橋　雄太 三瓶　真裕 斉藤　洋二

正木　英行 前田　晴博 穴澤　秀昭 神田　好 藤間　靖隆 塩原　正幸

青木　徹 原　英吉 田中　良樹 柳田　勲 吉原　廣 山﨑　昌聡

嶋田　文夫 菅家　静恵 岩井　剛

スターター ○ 山上　雅晴 鈴木　孝康 菅野さおり 池ノ谷　智 小林　孝幸 佐々木　尚郁

　　リコーラー 小林　武彦 平井　健一 石川　秀一 大岐　亮平 石橋　実咲 △石井　達哉

出発係 ○ 白鳥　良一 佐藤　浩二 塩谷　常三郎三津田　勝也 今井　豊 小野　岩男

古池　廣行 弘永　修二郎 間中　麻彩 今福　克也 原田　幸三 原　由美子

藤井　悟道

跳躍審判員 ○ 塩田　佳嗣 冨澤　憲一 藤原　直紀 磯　　真吾 藤島　浩二 加瀬　雅章

倉前　英明 小倉　秀和 庄司　由徳 山本　賢良 小安　良幸 押元　孝紀

山口　優 石田　将史 吉原　良大 桜井　智男 飯島　篤史 木本　誠也

網代　正久 松村　英彦 松浦　英史 横田　昌冶 荒木　星南 二階堂　美和

二瀬　裕

投てき審判員 ○ 鈴木　孝三 間宮　弘雄 根本　義幸 北林　峰明 △竹内　正樹 重松　和久

川瀬　雅雄 髙木　秀雄 大沼　富夫 近藤　晴彦 関　郁子 市東　卓政



宇井　志津子 宮田　寛大 桑原　愛 谷下田　千裕 稲田　久武

科学測定員 ○ 梶谷　正樹 上原　義信 浮谷　睦子

競歩競技審判員 ○ △寺西　大樹 △竹内　正樹 藤崎　明 △三瓶　真裕 宇井　菜那 △稲田　久武

土田　直樹 △高梨　重雄 △名須川　豊△森田　  仁 △土岐　昌史 △藤間　靖隆

△近藤　竜生 真野　瑠璃子 △高橋　雄太

ウォームアップ場係 松澤　誠 △浅野　真吾

選手選考

伊東　謙二 秋葉　麻帆 滝田　輝行 舟橋　昭太 戸田　博 浅野　真吾

稲葉　剛 石井　達哉 北原　慎也 後藤　彰英 海鋒　佳輝 服部　康隆

梶谷　正樹 松本　剛史 藤崎　　明 稲葉　正充 香取　智恵


