
総務 髙塚　　俊

総務員 大野　　善 竹内　富雄 鈴木　圭輔 山崎かおる
（総括） （副総括） （競技進行） （式典・表彰）
岩﨑　雄一
（庶務）

技術総務 山村　　守 1 菅　耕二郎

公式検定員 速水　　裕

器具検定係 小柳　　了

ジュリー 丸山　正寿 深滝　　敬 髙橋　　努

審判長 佐藤　良司 浅野　政和 花井　憲雄 2,3 星野　利朗
（トラック） （トラック） （跳躍） （投てき）

横土　　純 宮田　正美
（混成競技） （招集所）

アナウンサー （主） 坂井　志郎 髙橋　敬二 鈴木　智子 佐藤　正人
宮下　敏資 品田貴恵子 2,3 坂井　健人 2,3

写真判定員 （主） 丸山潤一郎 土田　雅彦 遠藤　春治 1,3 横田　　浩
古谷　修一 蒲澤　悠貴 伊藤　拓弥 小柳　厚司
平田　幸一 1,2 板垣　雄三 2,3 浮島　一隆 1 小関久美子 2

記録情報処理員 （主） 金井　信雄 土肥　伸行 澁谷　利行 家塚　正俊
田中　　満 2,3 信賀　宏信 武田　道弘 三國　広一 1,2
南雲健太郎 1,3 内宮　　実 3 蕪木  政典

番組編成員 （主） 小林　俊久 1,3 本田　知子

報道係 大野　公彦

マーシャル （主） 西潟悠喜雄 午膓　　正 高野　利勝 中條　健男

医務員 （主） 室橋　町子 戸田　香織 山上　　直 2,3

レース介助係 （主） 大関　千明 田辺　早苗 高橋　悦子 1,2

役員係 （主）※信賀　宏信 大澤　敏昭

補助員係 ※山田　和人 1,2

庶務係 （主） 池野　洋世 小野理恵子 樺澤　亜呂

競技者係 （主） 野上　新一 島倉　康幸 大野　　純 南雲　政治
高坂　　守 黒嶋　一利 高井　忠博 太田　昌彦
高橋　弥一 2,3 佐藤　正美 1,2 湯本　厚男 1,2 金子　　佳 1,2
佐藤　康冶 2,3 滝沢　克栄 2,3 高橋みどり 2,3 芳賀　利枝 2,3

用器具係 （主） 渡辺　裕人 廣川　　実 高田　孝史

風力計測員 （主） 今井　守雄 石田　大介 布施　修作 大谷　光男 1,3

スターター （主） 大塚　亮太 小杉　　隆 田村　和宏 大森　智仁
(リコーラー) 八木　貴志 齋藤　倫成 中村航太郎 小黒志津江

青木　祐一 2,3

県選手権競技役員　



出発係 （主） 横山　高司 金子　峰人 永井　富寛 坂井　友裕
中野　　舞 阿部　文明 川波　一八 小柳　敏夫
斉数あや子 江田　茂行 1,3 熊谷　司伸 1,2 宮川　徳健 2,3
阿部　　厚 1

監察員 （主） 小島　一大 杉山　　仁 長谷川善明 塚本　　徹
今井　新一 髙橋　弘一 塩原　一男 渋谷　勝男
増田　孝宏 五十嵐正巳 1 池田　正己 森山　亮太
野上　武史 橋立　美貴 1,2 齋藤　博英 1,2 髙橋　正芳 1,2
丸山　　均 1,2 小山　信男 1,2 中村　  悠 2,3 津野駿太郎 2,3
室本　正行 2,3 藤澤　秀雄 2,3 中村　則幸 1 横山　　浩 1
茂野　定満 2 大柳　  浩 3

ビデオ監察員 （主） 菅井　国次 高山　　昇 田中　幸一 若林　義和
五十嵐　卓 五百川　智 丸山　　寿 丸山　和夫
岩野与志弘 高井　正巳 坂田　洋史 高藤　英紀 1,2
小嶋　大輔 1,2 近藤きみえ 2,3 佐藤　伸司 2,3 長　　和俊 1

周回記録員 （主） 吉岡　　修 山中嶋真幹 1,2 武藤　宣義 神山　大樹
小林　真也 山田　和人 1,2 梶原　　聰 1,2 上村　栄市 2,3
澁谷　俊雄 1

競歩審判員 （主）※丸山潤一郎 ※土田　雅彦 ※坂井　志郎 ※髙橋　敬二
※宇津　雅貴 ※小林　俊久 1,3 ※山中嶋真幹 1,2 ※武藤　宣義

跳躍審判員 （主） 五十嵐　聡 遠山　和志 梅野　昭一 権瓶　寿満
峰村　信弥 新村　　守 小黒　秀昭 宇津　雅貴
船田　幸夫 長谷川芳幸 大久保岳生 渡邊　伸樹
馬場　禎光 南雲　建次 小杉あかり 1,3 星　　啓介 2,3
佐藤　　恵 1   豊嶋  茂樹

投てき審判員 （主） 佐藤　卓哉 2,3 松井　重徳 若山　哲夫 新田　　健
細田　淳史 富樫　友和 藤田　淳市 藤田　五郎
大津　　敦 3 對木　隆介 角谷　　治 1 古川　敬太 1,2
小森　寛子 1,2 柳　　　知 1,3 吉田　昭仁 2

混成競技係 （主） 小林    要 桜井　　勇 1,3 保坂　　勉 2

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ場係 （主） 須田　八郎 1,2

表彰者 大橋　誠五 長谷川巧治 星野　　悟 宇佐美彰朗
佐藤　　恵 久保倉里美

表彰係 （主） 田村万里子 加藤　暁美 3

北陸選手権係 ※岩﨑　雄一

トレーナー （主） 加門　正行 1,3 長谷川圭介 1,2 長谷川麻生子 1,2 遠間　優生 1
若木　紀考 1,2 村上大二朗 2 齋木　貴幸 2 中條　貴之 3
高野　一寿 3 加島　智裕 3 青木　翔汰 3

医科学ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（主） 藤田　清貴 2,3 高野　優子 1
 

（主）主任、※兼任、氏名末尾の数字は出席日、記載無しは全日程出席


