
陸：陸協審判員 補：補助役員

総務 葛城　光一 （諏訪陸）

総務員 望月　政和 （総括・渉外） （三郷） 酒井　剛 （競技総括） （赤穂）
跡部　定一 （競技） （上田第一） 峯村　修平 （競技） （長峰）

ディレクター  細田　和生 （上田第五）

技術総務 名取　充 （塩尻陸）

ジュリー 下川　泰秀 （松本陸）

審判長 小幡　泰俊 （トラック） （松本陸） 長田　貴 （フィールド） （七二会）
青柳　智之 （混成競技） （松本陸） 小林　初美 （招集所） （諏訪陸）
細田　完二 （補助競技場） （上田陸）

庶務・役員係 （主） 足立　洋美 （裾花） 青山　陸生 （松本陸） 森泉　哲 （大北陸）

マーシャル （主） 芹沢　修 （野沢） 宮島　香織 （松本陸） 中原　信一 （松本陸） 田中　久己 （上田陸）

三島　千恵子 （塩尻陸） 金子　郁子 （佐久陸） 　 　

アナウンサー （主） 吉田　淳一 （佐久東） 熊谷　憲 （豊科北） 中島　紀子 （開成） 　 　

記録情報処理 （主） 瀧沢　佳生 （長野陸） 山野井　宏彰 （東御東部） 矢島　朋幸 （諏訪陸） 宮澤　真一 （堀金）
水口　伸一 （塩尻広陵） 増田　憲寛 （上田陸） 小林　尊広 （補・鎌田） 髙山　太介 （補・丸子）

表彰係 （主） 細田　完二 （上田陸・兼） 峯村　修平 （長峰・兼） 　
ウオームアップ場係 （主） 塚田　彰 （上田陸） 小林　大成 （上田陸） 今村　善紀 （高森）

風力計測員 （主） 宮原　喜与志 （駒ヶ根東） 宮澤　徹 （中高陸） 宮坂　昌弘 （上諏訪） 小松　亜矢奈 （補・篠ノ井西）

混成競技係 （主） 小川　靖 （御代田） 宮澤　七夕子 （赤穂） 　 　

用器具係 （主） 勝野　雅大 （松本陸） 中村　勝彦 （柳町） 西澤　淳 （補・坂城） 原山　直久 （補・更北）

宮下　純弥 （補・川中島） 荒木　敬太 （補・長野東部） 上倉　良一 （補・犀陵） 島村　鎮雄 （補・大町第一）

競技者係 （主） 中澤　博和 （箕輪） 横川　佐知雄 （大北陸） 佐藤　和己 （佐久陸） 松岡　利明 （松本陸）

内山　英雄 （上水内陸） 今井　早苗 （上伊那陸） 吉岡　伸 （白馬） 仲條　正士 （補・城南）

赤羽　玄紀 （補・岡谷北部） 北原　遼司 （補・諏訪南） 手塚　道 （補・梓川）

写真判定員 （主） 青山　功一 （安曇野陸） 富永　浩一 （鉢盛） 木下　純市 （箕輪） 奥原　聖 （旭町）
（周回記録を兼ねる） 今村　善隆 （東御東部） 横沢　和樹 （補・上田第一） 前澤　健太 （補・高社） 川俣　隼也 （補・小諸東）

監察員 （主） 丸山　健志 （上水内陸） 齋藤　宗喜 （上田陸） 山本　隆 （上田陸） 杉原　昭紀 （松本陸）

唐木　陽平 （箕輪） 新村　昌之 （上伊那陸） 佐藤　翔馬 （春富） 上野　忠明 （松本陸）

五十川　正彦 （大北陸） 坂井　一夫 （補・仁科台） 小林　正人 （補・波田） 北原　裕樹 （補・伊那）

今井　洋平 （補・木曽町） 山﨑　輝昭 （補・南宮） 矢野　竜士 （補・丸ノ内）

スターター （主） 小川　淳 （木曽） 桐山　勝次 （春富） 岡村　浩男 （穂高西） 五十嵐　大樹 （中込）
田邊　健介 （城北） 髙山　智史 （鉢盛）

出発係 （主） 武居　悠輔 （永明） 山田　秀光 （佐久陸） 山本　一雄 （上田陸） 小原　健太郎 （松本陸）

塚田　猛 （若穂） 小林　季生 （丘） 中塚　渓滋 （塩尻広陵） 小出　洋平 （上伊那陸）

小林　厚志 （補・丸子北） 堀内　順 （補・岡谷南部）

跳躍審判員 （主） 西澤　啓文 （高綱） 近藤　直 （緑ヶ丘） 村松　康平 （筑摩野） 水口　壽尚 （諏訪陸）

宮澤　憲二 （松本陸） 鈴木　文雄 （長野） 山﨑　将文 （岡谷東部） 中嶋　慎也 （飯田高陵）

鹿野　恵理 （南箕輪） 塚原　健太 （諏訪西） 松田　慎也 （補・菅野） 黒岩　敏弘 （補・浅間）

宍戸　勇一 （補・松島） 寺島　則夫 （補・望月） 田中　充 （補・女鳥羽） 佐藤　秀郎 （補・軽井沢）

投てき審判員 （主） 小林　靖志 （東北） 山本　大地 （佐久陸） 中野　忠夫 （松本陸） 須江　直喜 （附属松本）

田中　伸幸 （補・松代） 水川　敏彦 （補・王滝） 尾坂　公一 （補・中野平） 児玉　翔 （芦原）

計測員（科学） （主） 橋場　直啓 （赤穂） 荒井　洋光 （山辺） 　 　

医務員 （主） 大坪　章男 （飯伊陸） 酒井　剛 （赤穂・兼）

生徒役員係 （主） 村松　康平 （筑摩野・兼） 　 　 　 　

長野県中学校陸上競技混成(四種)競技大会・長野県中学校夏季記録会　競技役員


