
部 長 澤嶋 伸（園 田）
総 務 大久保 寛之（安 倉）
総 務 員 福井 武彦（塩 瀬） 「全体進行」

妹尾 雄大（常 陽） 「補助員」「流しﾌ ﾛ゚訂正｣
池本 浩之（立 花） 「施設・庶務」

技術総務 松村 高志（小 園）
審 判 長 （ﾄﾗｯｸ）田井中耕二（瓦 木） （ﾌｨｰﾙ ﾄ ・゙混成競技）中川 治彦（鳴尾南）
用器具係 ◎ 田中 貴一（深 津） 山田 哲也（猪名川）
ｱﾅｳﾝｻー ◎ 折手 千春（今 津） 橋本 風香（上甲子園） 都﨑 綾香（大 成）
記 録 ◎ 鴻池 弘敏（上ヶ原） 西岡 秀典（大 社） 竹田 匡良（常 陽）

中塚 尚子（浜 脇） 吉良 高志（塩 瀬） 平井 基（武 庫）
翁田 祐弥（山 口） 小畑 喜平（真 砂） 安平 理恵（多 田）

表彰係 川口 智枝子（小田北） 森 経子（瓦 木）
医 務 員 看 護 師
競技者係 ◎ 四十九政樹（深 津） 本山 新司（上ヶ原） 成田 興史（高 司）
兼 サブトラック 松下 賢蔵（報徳学園） 植澤 健（安 倉） 田中絵理香（鳴尾南）

森本 和也（報徳学園） 高橋 周平（真 砂） 濱野 洋介（伊丹北）
決勝審判員 ◎ 石井 良平（甲 武） 小池 卓也（宝 梅） 丹下 恵子（中 央）

小山 貴司（上甲子園）
写真判定員 ◎ 笹部 正司（西宮浜） 横田 周典（苦楽園） 吉竹 敬 （南ひばりガ丘）

平山 舞 （山手台） 岩村 春奈（伊丹南） 立野 愛佳（武 庫）
福島 輝（今 津） 角田 彰彦（伊丹東）

風力計測員 ◎ 川瀬 紘平（緑 台） 上林 康一（御殿山） 渡辺 秀樹（平 木）
中下 靖（西 谷）

監 察 員 ◎ 粟生 桂治（天王寺川） 喜多 巧（甲陽学院） 山田 大志（甲 陵）
西田 淳 （明 峰） 三木 快浩（天王寺川） 堀ノ江宏明（芦屋山手）
小川 直宏（御殿山） 中野 江里子（川 西） 田中 祥平（猪名川）
奥野 且久（多 田） 多田 協史（東 谷） 横山 弘輝（伊丹北）

ｽﾀｰﾀｰ ◎ 吉田 朋也（園 田） 名田 憲司（園田東） 照 光次郎（高 司）
鬼本宗一郎（上ヶ原） 山道 修平（関西学院） 藤田 昇（西宮浜）
後呂 翔（川 西） 永田 駿祐（平 木） 青山 一斗（明 峰）

出 発 係 ◎ 大荒 重忠（清和台） 大串 空太（光ガ丘） 古田 晋（伊丹西）
黒田 公平（甲 南） 阪口 亮太（大 社） 廣瀬 達也（日 新）
辻井 佑生（山手台） 坂田 正朝（小林聖心） 藤原 宏文（精 道）

ﾅﾝﾊ ｶ゙ｰ ﾄ 係゙ ◎ 安田はつみ（高 須） 松陰 映里（清和台） 辻 颯（武庫川大附）
跳躍審判員 ◎ 森山 多生（小 田） 田邉 幸広（上甲子園） 里村 典子（武庫東）

谷本 浩一（荒 牧） 山本 雄基（宝 梅） 濱崎 千怜（猪名川）
杉本 哲也（浜 脇） 千葉 舞（中 谷） 廣野 雄大（塩 瀬）
小野 敦貴（川西南）

投擲審判員 ◎ 上中 貴文（甲 陵） 山下 大助（宝塚第一） 樽本 実樹（南ひばりガ丘）
武田 篤哉（鳴 尾） 山本真由美（学 文） 久井 瞭 （小田北）
平野 慎也（仁川学院） 松永 年貴（伊丹東）

県大会受付 ◎ 岡本 理恵（川 西） 家門 廣嘉（学 文）

補 助 員

投擲審判員付 甲陵３名 小田北 ３名 宝塚第一３名

競技者係付 上ヶ原４名 真砂４名 スターター付 園田東３名 園田３名

跳躍審判員付 武庫東４名 大成４名 小田４名 平木３名

競 技 役 員

総務員付 安倉３名 塩瀬３名 常陽３名 風力係付 緑台２名・平木２名・

用器具係付 小園６名 深津 ６名 猪名川６名 御殿山２名

立花５名 武庫東５名 出発係付 日新３名・大社３名

本部記録付 武庫４名 大社４名 ﾅﾝﾊ ﾞー ｶｰ ﾄﾞ 高須４名・清和台４名

第６３回阪神中学校総合体育大会
第７２回阪神中学校陸上競技大会


