
【4月6日版】
総務 内山　了治 （長野）
総務員 黒岩　敏明 （長野） 葛城　光一 （諏訪） 青柳 智之 （松本･審判長車）

横打 史雄 （上伊那） 玉城 良二 （長野･解説）北島　正孝 （長野･解説）
技術総務 名取　充 （塩尻）
審判長 （一般） 伊藤　利博 （長野） （小） 細田　完二 （上田）
TIC（競技者案内所） 田中　聡 （上伊那）
役員係 (主) 鈴木　文雄 （長野）
庶務係 (主) 足立　洋美 （長野） 杉崎　憲雄 （上田）
報道係 (主) 藤森　要 （長野）
記録情報処理 (主) 瀧澤　佳生 （長野） 丸山　新吉 （松本） 竹内　秀樹 （上伊那） 江橋　邦男 （塩尻）

宮澤　真一 （安曇野） （兼）

ジュリー (主) 藤森　茂幸 （松本） 浦野　義忠 （長野市） 千代　馨脩 （諏訪）
マーシャル (主) 掛川　和彦 （上田） 酒井　剛 （上伊那） 宮島　義征 （安曇野） 平林　国治 （松本）
スクリーン (主) 山崎　豊茂 （松本） 宮島　香織 （松本）
アナウンサー (主) 青山　陸生 （松本） 山崎　豊茂 （松本） (兼)

表彰係 (主) 川上　修 （安曇野） 酒井　譽 （飯伊）
気象係 (主) 勝野　雅大 （松本）
用器具係 (主) 百瀬　卓郎 （塩尻） 中澤　保夫 （松本） 林　甲市 （諏訪） 大角　貞夫 （佐久）

塚田　彰 （上田） 西沢　今朝幸 （上田） 千村　喜万男（木曽） 勝野　雅大 （松本） （兼）

◆スタート地点責任者 大蔵　豊 （飯伊）
競技者係 (主) 小林　初美 （諏訪） 五味　茂雄 （諏訪） 関　博文 （飯伊） 菅沼　真衣 （塩尻）

一本鎗　武夫（上田） 山岸　彰 （安曇野） 内田　広子 （安曇野） 松原　大輝 （安曇野）
出発係 (主) 橘　麗仁 （諏訪） 武居　悠輔 （諏訪） 佐藤　梓 （諏訪） 増田　憲寬 （上田）

田川　政功 （上田） 山本　一雄 （上田） 掛川　和彦 （上田） （兼） 宮澤　真一 （安曇野） （兼）

スターター (主) 小川 　淳 （木曽）

◆フィニッシュ地点責任者 大川 賢明 （塩尻）
決勝審判員 (主) 横川佐知雄 （大北） 白澤　禎介 （大北） 田中　哲広 （長野市） 大澤　幸造 （長野市）
計時員 (主) 木戸岡和孝 （塩尻） 若松　軍蔵 （長野市） 西片　功 （長野市）
写真判定員 (主) 青山　功一 （安曇野） 水谷　範久 （松本）

監察員 (主) 斉藤　宗喜 （上田） 有賀　保義 （上伊那） 甘利　裕志 （千曲） 青木　晃治 （千曲）
丸山　健志 （上水内） 内山　英雄 （上水内） 林　嘉久夫 （松本） 和出　澄雄 （松本）

監察車 先導 下川　泰秀 （松本）
A 唐沢　君雄 （上伊那） 北原　誠治 （飯伊）
B 杉崎　憲雄 （上田） 中條 延太郎 （佐久）

最終 上原　羊二 （佐久）
選手輸送係 (主) 宮澤　真一 （安曇野）

丸田　弘明 （信大） 皿井　理帆 （信大） 出村　友裕 （信大） 大島　直哉 （信大）
東井　航平 （信大） 小澤　祐太 （信大） 福元　聖矢 （信大） 井上　暖土 （信大）
市川　拓也 （信大） 福嶋　貴音 （信大） 辻野　智樹 （信大） 関島　佳菜 （信大）
岩崎　奨輝 （信大） 佐伯　悠里香 （信大） 新井　太郎 （信大） 岩下　浩章 （信大）

医務員 (主) 石坂　克彦 （飯山赤十字病 大坪　章男 （飯伊） 田上　仁 （木曽） 佐野　満 （木曽）
補助員係 (主) 良波  克也 （松本） 山崎　豊茂 （松本） （兼）三代澤芳男 （安曇野（兼）

中継所役員
競技場ロータリ (主) 唐沢　良二 （上伊那） 向山　正直 （上伊那） 小出　洋平 （上伊那） 福沢　浅行 （上伊那）

小牧　学 （上伊那） 唐木　陽平 （上伊那） 茅野　英勇 （上伊那） 米山　正敏 （上伊那）
松田　吉雄 （上伊那） 今井　早苗 （上伊那） 有賀　米吉 （上伊那） 丸岡　修 （飯伊）
足立　洋美 （長野） （兼） 杉崎　憲雄 （上田） （兼）

アルウィン (主) 水口　壽尚 （諏訪） 中島　公徳 （諏訪） 中畑　隆一 （諏訪） 小林　邦敏 （諏訪）
清水　茂美 （諏訪） 町田　超 （諏訪） 吉岡　今朝幸（諏訪） 堀　晃 （諏訪）
岡田　保治 （諏訪）

JA今井スタンド (主) 降幡　明生 （塩尻） 原　浩美 （木曽） 勝野　洋司 （木曽） 井出　誓治 （木曽）
荻野　喜一郎（木曽） 西田　秀明 （木曽） 増田　和久 （塩尻） 篠沢　一男 （佐久）
井澤　進一 （佐久）

走路監察員
No. 地点 氏名 所属 No. 地点 氏名 所属

1 ロータリー北 中沢　広幸 （佐久） 22 南荒井南信号 白川　雅三 （上田）
2 公園北交差点 宮澤　徹 （中高） 23 南荒井西信号 田中　久己 （上田）
3 競技場信号 神津　晴通 （佐久） 24 南荒井西信号西 佐藤　久男 （上田）
5 王子物流東側交差点 小林　大成 （上田） 29 川西信号 栗田　勝利 （松本）
6 12号駐車場～信号 箱山　量一 （上田） 36 山形境交差点 小原　健太郎（松本）
8 寺家信号東 篠原　金蔵 （長野市） 37 サラダ街道SC 五十川　正彦（大北）
9 寺家信号 望月　勝 （安曇野） 37 サラダ街道SC 望月　政和 （安曇野）

13 川東 中村　正志 （松本） 48 芝生広場Y字路 北條　明浩 （飯水）
14 今井学園入口 吉岡　高雄 （諏訪） 49 今井ニュータウン 山本　大地 （飯水）
15 長野石油輸送(株)北交差点 山田　澄恵 （諏訪） 50 県道115号交差点 千葉　哲雄 （上田）
17 今井北耕地交差点 小林　征功 （諏訪） ⑥ 岩垂原 中村　俊春 （塩尻）
18 陸上競技場西 大竹　正雄 （須坂） ⑧ 今井東信号 山本　隆 （上田）
19 防災備蓄庫 久保田　明雄（須坂） ⑨ 今井東信号西 中沢　恒雄 （塩尻）
20 取り付け道路 北島　一夫 （須坂） ⑫ スカイパーク交差点（右折箇所） 古屋　晶敏 （松本）

小学生駅伝走路監察
No. 地点 氏名 所属 氏名 所属

第３ゲート出口 百瀬　卓郎 （塩尻） （兼） 塚田　彰 （上田） （兼）

補助競技場入り口 林　甲市 （諏訪） （兼） 川上　修 （安曇野）（兼）

やまびこ１５ 良波  克也 （松本） （兼） 酒井　譽 （飯伊） （兼）


