
大大大大 会会会会 会会会会 長長長長 白倉　昇白倉　昇白倉　昇白倉　昇

大大大大 会会会会 副副副副 会会会会 長長長長 山﨑　勲山﨑　勲山﨑　勲山﨑　勲 近藤　克孝近藤　克孝近藤　克孝近藤　克孝 井沢  昭男  井沢  昭男  井沢  昭男  井沢  昭男  

総総総総 務務務務 梨本　渉梨本　渉梨本　渉梨本　渉

総総総総 務務務務 員員員員 曽田　裕童曽田　裕童曽田　裕童曽田　裕童 関澤　治関澤　治関澤　治関澤　治 下鳥　達也下鳥　達也下鳥　達也下鳥　達也 井沢  昭男  井沢  昭男  井沢  昭男  井沢  昭男  （高田３）（高田３）（高田３）（高田３）

技技技技 術術術術 総総総総 務務務務（主）（主）（主）（主） 増川　義行増川　義行増川　義行増川　義行 佐野　裕佐野　裕佐野　裕佐野　裕

審審審審 判判判判 長長長長 近藤　克孝近藤　克孝近藤　克孝近藤　克孝 (トラック)(トラック)(トラック)(トラック)

山﨑　勲山﨑　勲山﨑　勲山﨑　勲 (フィールド)(フィールド)(フィールド)(フィールド)

番番番番 組組組組 編編編編 成成成成（主）（主）（主）（主） 三井田芳郎三井田芳郎三井田芳郎三井田芳郎 稲冨　直人稲冨　直人稲冨　直人稲冨　直人 新田　美緒新田　美緒新田　美緒新田　美緒 （高田５）（高田５）（高田５）（高田５）

ｱｱｱｱ ﾅﾅﾅﾅ ｳｳｳｳ ﾝﾝﾝﾝ ｻｻｻｻ ｰーーー（主）（主）（主）（主） 相澤　新一相澤　新一相澤　新一相澤　新一 小林　要小林　要小林　要小林　要 佐藤　正人佐藤　正人佐藤　正人佐藤　正人 浅野　政和２浅野　政和２浅野　政和２浅野　政和２ 田原　朋子田原　朋子田原　朋子田原　朋子 （北城４）（北城４）（北城４）（北城４）

報報報報 道道道道 係係係係 梨本　渉梨本　渉梨本　渉梨本　渉 石川　一宏石川　一宏石川　一宏石川　一宏

記記記記 録録録録 員員員員（主）（主）（主）（主） 高橋　勉高橋　勉高橋　勉高橋　勉 星　啓介星　啓介星　啓介星　啓介 安藤　正人安藤　正人安藤　正人安藤　正人 栗本　美紀栗本　美紀栗本　美紀栗本　美紀 吉田　昭仁吉田　昭仁吉田　昭仁吉田　昭仁 （高田３、直江津３）（高田３、直江津３）（高田３、直江津３）（高田３、直江津３）

小林　玲子小林　玲子小林　玲子小林　玲子

場場場場 内内内内 司司司司 令令令令 内山　靖敏内山　靖敏内山　靖敏内山　靖敏

競競競競 技技技技 者者者者 係係係係（主）（主）（主）（主） 古木　隆一 古木　隆一 古木　隆一 古木　隆一 阿部　道明阿部　道明阿部　道明阿部　道明 矢島　毅矢島　毅矢島　毅矢島　毅 松枝公一郎２松枝公一郎２松枝公一郎２松枝公一郎２ 池田　浩一池田　浩一池田　浩一池田　浩一 （高田商業５、久比岐２、板倉２）（高田商業５、久比岐２、板倉２）（高田商業５、久比岐２、板倉２）（高田商業５、久比岐２、板倉２）

金澤　正道金澤　正道金澤　正道金澤　正道

役役役役 員員員員 係係係係 井沢  昭男  井沢  昭男  井沢  昭男  井沢  昭男  

庶庶庶庶 務務務務 係係係係（主）（主）（主）（主） 高橋　敬二高橋　敬二高橋　敬二高橋　敬二 柳　千波柳　千波柳　千波柳　千波 小林由美子小林由美子小林由美子小林由美子 河野　美穂河野　美穂河野　美穂河野　美穂 藤井　みはる藤井　みはる藤井　みはる藤井　みはる （板倉３）（板倉３）（板倉３）（板倉３）

表表表表 彰彰彰彰 係係係係（主）（主）（主）（主） 横川　公麿横川　公麿横川　公麿横川　公麿 西条　秀孝西条　秀孝西条　秀孝西条　秀孝 杉山　千鶴杉山　千鶴杉山　千鶴杉山　千鶴 飯田　隆夫飯田　隆夫飯田　隆夫飯田　隆夫 （直江津４）（直江津４）（直江津４）（直江津４）

風風風風 力力力力 計計計計 測測測測 員員員員（主）（主）（主）（主） 大原荘一郎 大原荘一郎 大原荘一郎 大原荘一郎 北峰　義巳北峰　義巳北峰　義巳北峰　義巳 猪又　沙織猪又　沙織猪又　沙織猪又　沙織 大原　英典 1大原　英典 1大原　英典 1大原　英典 1 住　茜住　茜住　茜住　茜

用用用用 器器器器 具具具具 係係係係（主）（主）（主）（主） 佐野　裕佐野　裕佐野　裕佐野　裕 児玉　肇児玉　肇児玉　肇児玉　肇 佐藤　洋之佐藤　洋之佐藤　洋之佐藤　洋之 （春日10、頸城５）（春日10、頸城５）（春日10、頸城５）（春日10、頸城５）

決決決決 勝勝勝勝 審審審審 判判判判 員員員員（主）（主）（主）（主） 横土　純横土　純横土　純横土　純 小林　辰男 小林　辰男 小林　辰男 小林　辰男 南雲　順一南雲　順一南雲　順一南雲　順一 小林　直也小林　直也小林　直也小林　直也 斎木　秀夫１ 斎木　秀夫１ 斎木　秀夫１ 斎木　秀夫１ （高田農業８、大島３）（高田農業８、大島３）（高田農業８、大島３）（高田農業８、大島３）

周周周周 回回回回 記記記記 録録録録 員員員員（主）（主）（主）（主） 小林　俊久小林　俊久小林　俊久小林　俊久 横土　純横土　純横土　純横土　純 小林　直也小林　直也小林　直也小林　直也 斎木　秀夫１ 斎木　秀夫１ 斎木　秀夫１ 斎木　秀夫１ 南雲　順一南雲　順一南雲　順一南雲　順一

計計計計 時時時時 員員員員（主）（主）（主）（主） 高澤　康高澤　康高澤　康高澤　康 近藤　彰治近藤　彰治近藤　彰治近藤　彰治 中村航太郎中村航太郎中村航太郎中村航太郎 古川　一夫 2古川　一夫 2古川　一夫 2古川　一夫 2 （安塚高校３、柿崎５）（安塚高校３、柿崎５）（安塚高校３、柿崎５）（安塚高校３、柿崎５）

写写写写 真真真真 判判判判 定定定定 員員員員（主）（主）（主）（主） 中村　悠中村　悠中村　悠中村　悠 金津　清金津　清金津　清金津　清 渡辺　進渡辺　進渡辺　進渡辺　進 宮田　正美宮田　正美宮田　正美宮田　正美 小林　辰男 小林　辰男 小林　辰男 小林　辰男 （城西６）（城西６）（城西６）（城西６）

監監監監 察察察察 員員員員（主）（主）（主）（主） 小林　直樹小林　直樹小林　直樹小林　直樹 石井　清尚 石井　清尚 石井　清尚 石井　清尚 柳沢　敏彦柳沢　敏彦柳沢　敏彦柳沢　敏彦 黒田　與寛黒田　與寛黒田　與寛黒田　與寛 石井　太郎石井　太郎石井　太郎石井　太郎 （上越総合技術10、上越２）（上越総合技術10、上越２）（上越総合技術10、上越２）（上越総合技術10、上越２）

倉石　修倉石　修倉石　修倉石　修 宮下　秀樹宮下　秀樹宮下　秀樹宮下　秀樹 建部　直己建部　直己建部　直己建部　直己 金子　秀史金子　秀史金子　秀史金子　秀史 五十嵐　昇五十嵐　昇五十嵐　昇五十嵐　昇

関原　繁関原　繁関原　繁関原　繁 樋口　光介樋口　光介樋口　光介樋口　光介 杉田　彰２杉田　彰２杉田　彰２杉田　彰２ 飯田　康紀１飯田　康紀１飯田　康紀１飯田　康紀１ 北川　智也２北川　智也２北川　智也２北川　智也２

藤原　勝也藤原　勝也藤原　勝也藤原　勝也 丸山　義則丸山　義則丸山　義則丸山　義則 廣瀬　吉生廣瀬　吉生廣瀬　吉生廣瀬　吉生

スススス タタタタ ーーーー タタタタ ーーーー（主）（主）（主）（主） 中部　俊幸中部　俊幸中部　俊幸中部　俊幸 高野由美子高野由美子高野由美子高野由美子 中澤　正明中澤　正明中澤　正明中澤　正明 山中嶋好江山中嶋好江山中嶋好江山中嶋好江 後藤　典任後藤　典任後藤　典任後藤　典任 （北城５、浦川原５）（北城５、浦川原５）（北城５、浦川原５）（北城５、浦川原５）

リリリリ ココココ ーーーー ララララ ーーーー 桜井　勇桜井　勇桜井　勇桜井　勇 （井沢 昭男）  （井沢 昭男）  （井沢 昭男）  （井沢 昭男）  （下鳥 達也）（下鳥 達也）（下鳥 達也）（下鳥 達也）

出出出出 発発発発 係係係係（主）（主）（主）（主） 山中嶋真幹山中嶋真幹山中嶋真幹山中嶋真幹 保坂　勉保坂　勉保坂　勉保坂　勉 小見　浩之小見　浩之小見　浩之小見　浩之 山下　大輔山下　大輔山下　大輔山下　大輔 登坂　良紀登坂　良紀登坂　良紀登坂　良紀 （上教大附属10、能生３）（上教大附属10、能生３）（上教大附属10、能生３）（上教大附属10、能生３）

江川　義法江川　義法江川　義法江川　義法 志賀　洸介志賀　洸介志賀　洸介志賀　洸介 西山　賢西山　賢西山　賢西山　賢 関原　駿関原　駿関原　駿関原　駿

跳跳跳跳 躍躍躍躍 審審審審 判判判判 員員員員（主）（主）（主）（主） 渡邊　孝弘渡邊　孝弘渡邊　孝弘渡邊　孝弘 市村　尚史市村　尚史市村　尚史市村　尚史 鈴木　大地鈴木　大地鈴木　大地鈴木　大地 田辺　邦夫田辺　邦夫田辺　邦夫田辺　邦夫 柴野　太柴野　太柴野　太柴野　太 （関根５、新井10、直江津東３）（関根５、新井10、直江津東３）（関根５、新井10、直江津東３）（関根５、新井10、直江津東３）

佐藤　光介佐藤　光介佐藤　光介佐藤　光介 遠山　和志遠山　和志遠山　和志遠山　和志 山崎　雄一山崎　雄一山崎　雄一山崎　雄一 関沢　秀栄関沢　秀栄関沢　秀栄関沢　秀栄 小池　靖明小池　靖明小池　靖明小池　靖明

中山　就実 中山　就実 中山　就実 中山　就実 伊藤　昌一伊藤　昌一伊藤　昌一伊藤　昌一 飯田　貴裕飯田　貴裕飯田　貴裕飯田　貴裕 塚本　徹塚本　徹塚本　徹塚本　徹 松崎　剛松崎　剛松崎　剛松崎　剛

保坂　正壽保坂　正壽保坂　正壽保坂　正壽 加藤　朋之加藤　朋之加藤　朋之加藤　朋之

投投投投 擲擲擲擲 審審審審 判判判判 員員員員（主）（主）（主）（主） 渡辺　勇二渡辺　勇二渡辺　勇二渡辺　勇二 佐藤　卓哉佐藤　卓哉佐藤　卓哉佐藤　卓哉 吉田　和則吉田　和則吉田　和則吉田　和則 富樫　友和 富樫　友和 富樫　友和 富樫　友和 大津　敦大津　敦大津　敦大津　敦 （能生７、直江津東４、雄志４）（能生７、直江津東４、雄志４）（能生７、直江津東４、雄志４）（能生７、直江津東４、雄志４）

熊木　秀徳熊木　秀徳熊木　秀徳熊木　秀徳 岡島　輝夫岡島　輝夫岡島　輝夫岡島　輝夫 瓶子　大介瓶子　大介瓶子　大介瓶子　大介 古川　文一古川　文一古川　文一古川　文一 白井　広一白井　広一白井　広一白井　広一

横田　誠一横田　誠一横田　誠一横田　誠一 丸山　雄亮丸山　雄亮丸山　雄亮丸山　雄亮 坂上　克也１坂上　克也１坂上　克也１坂上　克也１ 相田　和彦相田　和彦相田　和彦相田　和彦 丸山　祐一丸山　祐一丸山　祐一丸山　祐一

山川　剛 山川　剛 山川　剛 山川　剛 

競競競競 歩歩歩歩 審審審審 判判判判 員員員員（主）（主）（主）（主） 北峰　義巳北峰　義巳北峰　義巳北峰　義巳 横土　純横土　純横土　純横土　純 曽田　裕童曽田　裕童曽田　裕童曽田　裕童 高橋　敬二高橋　敬二高橋　敬二高橋　敬二 渡辺　勇二渡辺　勇二渡辺　勇二渡辺　勇二 （関根５）（関根５）（関根５）（関根５）

田辺　邦夫田辺　邦夫田辺　邦夫田辺　邦夫

小小小小 学学学学 生生生生 担担担担 当当当当（主）（主）（主）（主） 渡辺　友也 1渡辺　友也 1渡辺　友也 1渡辺　友也 1 鈴木　修治 1鈴木　修治 1鈴木　修治 1鈴木　修治 1

医医医医 務務務務 員員員員（主）（主）（主）（主） 柳　千波柳　千波柳　千波柳　千波 （駐車場係：安塚高校２）（駐車場係：安塚高校２）（駐車場係：安塚高校２）（駐車場係：安塚高校２）

用用用用器器器器具具具具検検検検査査査査係係係係（主）（主）（主）（主） 佐藤　卓哉佐藤　卓哉佐藤　卓哉佐藤　卓哉 渡辺　勇二渡辺　勇二渡辺　勇二渡辺　勇二

補補補補 助助助助 員員員員 係係係係（主）（主）（主）（主） 中村　悠中村　悠中村　悠中村　悠 関原　駿関原　駿関原　駿関原　駿

大  　　会  　　役  　　員大  　　会  　　役  　　員大  　　会  　　役  　　員大  　　会  　　役  　　員

競  　　技  　　役  　　員競  　　技  　　役  　　員競  　　技  　　役  　　員競  　　技  　　役  　　員


