
１日目 ＜競　　　技　　　役　　　員＞ 令和４年度 第4回記録会

総務 郷力　礼三 竹川　雄一

総務員 渡邊　亨 倉橋　勇樹 中次　伸彦 仁井　大輔

平岡　健太朗 中次　伸彦 白神　一輝 林　裕貴

審判長 郷力　礼三

アナウンサー （主） 有木　基子 小熊　るみ 新谷　企予子 小川都々里

医務･医事 長尾　隆宏

記録情報 （主） 井上　恭治 綾　浩昭 山口　泉 清水祥子

大中　亮宏 安井　直美 花房　由菜 小野　肇
ウォームアップ
場係 （主） 飯垣　和義 灰谷　凛太郎 杉野　雅俊

マーシャル （主） 二川　義美 矢野　晃 池田　耕治 赤松　美季子

監察員 （主） 平賀　俊也 中田　久子 保田　賢治 藤川　秀樹

大谷　伸 三次　孝昭 川下　竜矢 丸田　慶彦

石原　めぐみ 菊谷　和哉 伊藤　直哉 森尾　晃介

吉村　誠司 陰迫　弘幸 宇根　廉杜 高川　純平

亀田　和昌 津村　卓也 稲田　桂 後中田　高也　　

坪倉　正幸

競技者係 （主） 上岡　龍生 相田　健太郎 益　浩晃 岡廣　徹

山本　晋也 福留　良典 文字　恭子 室田　裕司

松浦　宏充 空本　秀大 神鳥　裕史 栗栖　哲

若杉　厚至 堀之内　誠 西村　光仙 山本　ももか

由良野　公介 梅田　恭義 塩田　彩

決勝審判員 （主） 岩本　洋二 安井　秀俊 中山　駿 棟田　奈央
周回記録員

向井　大 三浦　圭太郎 貞永　隆佑 金子　健太

計時員 （主） 水田　孝 後口　陽成 坂口　仁 木村　大樹

写真判定員 （主） 石畠　幸司 浅田　琴音 藤谷　晃雄 三名田　照正

大久保　忠司 福田　和真 谷光　陽子 大原　厚彦

出発係 （主） 平賀　基暉 渡邉　和也 岡山　薫 田中　俊治

妹尾　駿佑 平川　徹 藤井　涼平 岡村　義巳

大田　真理子 樹山　千夏 杉原　慎弥 河根　翔平

塚田　直也 藤原　良治 菅原　友大 下宮　朋華

福永　智之 竹村　美咲 山本　大空 三上　朝光

スターター （主） 仙立　勝義 中次　伸彦 小田　淳史 大前　浩昭
リコーラー

山崎　友美 山田　芳宏

風力計測員 （主） 森本　史朗 鈴木　裕志 檜山　芳之 林　碧

補助員係 （主） 二川　義美 杉野　雅俊

役員係 （主） 渡邊　亨

用器具係 （主） 高田　汰華 灰谷　凛太郎



２日目 ＜競　　　技　　　役　　　員＞ 令和４年度 第4回記録会

総務 郷力　礼三 河野　裕二 竹川　雄一

総務員 渡邊　亨 平岡健太朗 白神　一輝 仁井　大輔

小早川　嵩 中次　伸彦 林　裕貴 見越　勇太

審判長 郷力　礼三 田川　司

アナウンサー （主） 新谷　企予子 小熊　るみ 小川都々里 舩木　亜衣子

新井　天晴

医務･医事 長尾　隆宏

記録情報 （主） 井上　恭治 綾　浩昭 小野　肇 大藤　雄平

小島　希美 山口　泉（ 清水　祥子 向山 　みどり

倉本　和香

マーシャル （主） 二川　義美 矢野　晃

監察員 （主） 平賀　敏也 平田　英樹 伊藤　直哉 井上　達也

苗渋　祐子 三好　孝昭 高木　秀子 川下　竜矢

藏本　翔太 堀之内　誠 今川　太晴 後中田　高也

小田　淳史　 木村　聡一郎 森尾　晃介（ 津村　卓也

栗栖　理恵 吉村　誠司 坪倉　正幸 陰迫　弘幸

丸田　慶彦　　 大谷　伸 稲田　桂 亀田　和昌

競技者係 （主） 上岡　龍生 益　浩晃 尺田　慶一 小早川　良太

金田　浩司 岡廣　　徹 下宮　朋華 竹村　美咲

柳川　紀美江 宮尾　勝也 荒木　詩織（ 古本俊幸
ウォームアップ
場係 （主） 灰谷　凛太郎 向井　大

写真判定員 （主） 石畠　浩司 三名田　照正 杉原　教倫 出合光太朗

佐賀　将義 大原　厚彦 谷光　陽子 小桜　創造

出発係 （主） 平賀　基暉 樹山　千夏 菅原　友大 田中　俊治

岡村　義美 藤原　良治 油谷　大輔 河根　翔平

佐々木　啓太 小林　真一 高浜　のぞみ 大田　真理子

藤井　涼平 平川　徹 多田　潤治

スターター （主） 岡　修平 中次　伸彦 園部　翔平 白神　聖也
リコーラー

中島　謙太郎 和田木　涼 悦木　波音　 黒田　香

跳躍審判員 幅（主） 八幡　昌幸 松浦　朋幸 武田　和治 奥村　健吾

澄田　開 岩知道　秀樹 北村　清 福島　寛子

冨岡　宏建 青山　勝 空本　秀大 永田　和也

大前　浩昭 平櫛　晶大 和田　智行 岩崎　真由美

貞本　晃宏 津和野　恵理 久保　和樹 石原　めぐみ

高(主） 赤松美季子 棟田　奈央 岡山　薫 橋本和樹

実谷　富美 北野　元彦 山崎　達哉 菊谷　和哉

棒（主） 見越　勇太 山崎　智史 松浦　宏充

投てき審判員 （主） 荒木　靖弘 小坂　剛 小早川　嵩 岡崎慎吾

田中　達朗 濱本　信太郎 黒川　悠 石口　徹

菰口　晃也 古信　裕 中丸　幸祐 古田　了

風力計測員 （主）  森本　史朗 岩本　通孝 鈴木　裕志 林　碧

補助員係 （主） 二川　義美 山本　大空

役員係 （主） 渡邊　亨

用器具係 （主） 高田　汰華 山本　大空


