
競技役員

総務 小林　至（飯山北・飯山）　 内山了治（長野高専）

総務員 横打史雄（上伊那農）-競技進行 山口　誠（東御清翔）-競技進行 北原三代志（須坂）-審判

細田健司（上田千曲）-北信越申込 名取和訓（下諏訪向陽）-北信越申込 良波克也（志学館）-全般

田中　聡（飯田）－TIC 細田和生（上田）③

庶務係 (主) 内堀俊彦（岩村田） 坂本成久（長野商業） 内山みのり（長野）

技術総務 (主) 赤沼広志（大町北）

ジュリー 下川泰秀（松本） 細田完二（上田）

審判長 藤森茂幸（松本）－ﾄﾗｯｸ 浦野義忠（長野）－跳躍 伊藤利博（長野）－投てき

富松健夫（上田）－混成 斉藤宗喜（上田）－ｽﾀｰﾄ 中條延太郎（佐久）－招集①③

マーシャル (主) 望月　勝（安曇野） 西片　功（長野） 田中久己（上田） 一本鎗武夫（上田）①②

平林國治（松本）①② 中沢広幸（佐久）①③

役員係 (主) 青山陸生（松本） 酒井　誉（飯伊） 太田民男(大北）①③

ｱﾅｳﾝｻｰ (主) 山崎豊茂（創造学園） 矢島秋弘（志学館）②③ 上島理恵（伊那西） 白澤聖樹（安曇野）①②

伊東玲奈（上伊）②③ 熊谷　憲（長野）②③

情報処理 (主) 丸山新吉（松商） 増田喜代志（塩尻）①② 戸谷直喜（学園長野） 酒井　剛（松本）

葛城光一（諏訪）②③ 望月政和(安曇野）②③ 矢島朋幸（諏訪）①

（電光掲示板） 三代澤芳男（豊科） 宮島香織（松本）

記録員 (主) 竹内秀樹（上伊） 森　安夫（諏訪） 井原成経（伊那西） 中島貴章（志学館）②③

風力計測員 (主) 碓井　真（長野日大） 北澤忠弘（東海大三） 山田憲一（長野日大）

表彰係 (主) 春原夕子（丸子修学館） 登玉貴子（長野東） 亀山絵未（東海大三）

報道係 (主) 大竹義雄（長野）

番組編成 (主) 小林高茂（小諸） 熊谷賢二（飯伊）

混成競技係 (主) 小林俊一（佐久） 橋爪みつる（松川）

補助競技場係 (主) 藤原牧人（梓川） 板山浩巳（北部） 西沢今朝幸（上田） 篠塚和納（中野立志舘）

小林大成（上田）

用器具係 (主) 勝野雅大（松本） 橋爪雄二（蟻ヶ崎） 武内伸之（佐久平総合） 池田　正（美須々ヶ丘）

佐藤孝幸（県長野） 小山達郎（佐久平総合） 村石正行（蟻ヶ崎） 滝澤尚志（長野西）

池迫一行（赤穂） 林　浩司（松本）①② 塚田　彰（上田）②③ 井原敏之（上田）②③

青山良成（塩尻）②③ 佐野　満（木曽）② 名取　充（塩尻）③

競技者係 (主) 帯刀秀幸(上田西） 白澤禎介（大北） 佐藤和己（佐久） 原　宏旭（松川）

石田公里（県ヶ丘） 高野正己（松本）②③ 松原大輝（安曇野）②③ 柳　哲生（OIDE長姫）②③

内田智志（上水）②③ 松岡利明（松本）②③ 田中淳子（須坂園芸）① 中井寿一（上水内）①

大井敏子（上田）① 栗田勝利（松本）② 北川一美（木曽）③

出発係 (主) 小林幸太郎（大町） 中沢恒雄（塩尻） 竹内俊彦（伊那西） 鈴木秀幸（佐久平総合）

山本　隆（上田） 戸兵　勝（上田）①② 北澤智美（松本）②③ 山本一雄（上田）②③

五味茂雄（諏訪）②③ 井出誓治（木曽）②③ 加藤奈美（木曽）① 今溝秀雄（更級農）②

ｽﾀｰﾀｰ (主) 中津敦喜（篠ノ井） 藤森　要（諏訪実） 勝野仁深（大町北） 清水未来（小諸）

永島　侃（伊那北） 吉冨和弥（須坂東） 小池　充（上伊） 竹内優香（飯伊）②③

小川　淳(木曽）②③ 川上絵包（佐久）①③ 青柳智之（松本）②③ 藤井昭一（須坂）②③

内山良一（長野ろう）①



周回記録員 (主) 高見沢勝（佐久長聖） 玉城良二（長野東） 唐沢君雄（上伊） 若松軍造（長野）②③

小林敏明（佐久）②③ 市川広徳（上田）②③

写真判定 (主) 藤井一茂（松商学園） 永井俊彦（県長野） 風間勇一郎（東御清翔） 関　修一（長野東）

青山功一（松本） 雨宮明弘（諏訪清陵）②③ 新海伴範（佐久）③

監察員 (主) 甘利裕志(屋代） 木村貴峰（県上田） 後小路正人（上田染谷丘） 塩尻雄巳（梓川）

清沢創一（諏訪清陵） 向山正直（上伊） 有賀保義（上伊） 丸岡　修（飯伊）

福澤浅行(上伊） 森泉　哲（大北） 大蔵　豊（飯伊） 五十川正彦（大北）

菅沢克人（大北） 高野喜宏（飯田女子）①② 小牧　学（上伊）②③ 中原信一（松本）②③

唐木陽平（上伊）②③ 神津晴通（佐久）①③ 原　光博（木曽）①

ビデオ監察 奥原　聖（松本）

跳躍審判員 (主) 矢野清隆（中野立志舘） 荻原信幸（上田東） 下條正紀（市長野） 出川雄基（高遠）

佐藤賢一（明科） 池田圭吾（飯田風越） 中島睦樹（佐久長聖） 櫻井奈帆（諏訪二葉）

宮澤　誠（長野西） 石川和義（長野吉田） 上杉丈夫（田川） 宮澤良裕(県ヶ丘）

桐山明日香（県ヶ丘） 唐澤良二(上伊） 加藤修二（上伊） 丸山純生（松本）②③

投てき審判員 (主) 中村晴夫（松本深志） 吉田昭男（木曽青峰） 野村勝己（穂高商） 小林伸広（松代）

青木晃治（長野） 友田利男（阿南） 川村俊介（岡谷東） 荻原大輔（伊那弥生）

中村光夫（駒ヶ根工）① 高橋孝幸（更級農） 滝澤克彦（長野工） 清水幸雄（長野工）

滝澤光明（県上田）②③ 宮澤憲二（松本）②③

光波測定 (主) 上原羊二（野沢北） 箕輪健二（野沢南）

競歩審判員 (主) 掛川和彦（長野工） 北澤忠弘（兼） 玉城良二（兼） 中村晴夫（兼）

（兼務） 後小路正人（兼） 北原三代志（兼）

競歩記録員（兼） 田中　聡 亀山絵未

医務員 大坪章男（飯伊） 常田真樹（長野） 田上　仁（木曽） 島田まゆみ（長野）③

補助員係(兼） 良波克也（兼） 山崎豊茂（兼）

補助員分担 補助員部署名 人数 学校名

総務員 3 須坂（3）
番組編成員 2 松本美須々ヶ丘（2）
記録員 3 松本美須々ヶ丘（3）
情報処理員 4 松商学園（4）
マーシャル 6 田川（3）・小諸（3）
競技者係 10 松本県ヶ丘（10）
庶務係 2 飯山北（2）
表彰係 2 創造学園（2）
ウォームアップ場係 6 創造学園（3）・梓川（3）
風力計測員 4 松本蟻ケ崎（4）
用器具係 10 松本県ヶ丘（5）・下諏訪向陽（3）・大町（2）
写真判定員 3 松商学園（3）
ビデオカメラ 2 松本蟻ケ崎（2）
スターター 3 大町（3）
出発係 7 木曽青峰(5)・豊科(2)
周回記録 2 松本美須々ヶ丘（2）
跳躍 12 塩尻志学館（5）・松本美須々ヶ丘（4）・明科（3）
投擲 13 松本深志（5）・穂高商業(4）・梓川（4）
競歩 木曽青峰（5：出発兼）・豊科（2：出発兼）

合計 94


