
2015.7.18～19

【大会役員】
会　　　　　長 奥村　展三
副 　会 　長 二矢　清孝 （西浅井） 高野　　清 （仰　木） 菅井　孝明 （稲　枝）

池本　忠好 （日　枝） 角　　直一 （船　岡）
大会委員長 坂　　一郎 （陸　協）
副 委 員 長 赤尾　優文 （水　口）
委　　　　　員 澤　　知寿　 （陸　協） 小寺　善正 （陸　協） 村上　　拓 （陸　協）

【競技役員】
総　務     赤尾　優文 （水　 口）   

総務員　　　 堀江　広明 （大　 東） 米田　博文 （日　 吉） 林　　正晴 （陸　 協）

技術総務　　 山下　定広 （志　 賀）     

審判長　　　 招集所 スタート トラック
小林　徹郎 （市守山） 宮川　拓也 （八　 幡） 山口　兼司 （高 　穂）
フィールド 混成
大前　智也 （能登川） 斉藤　隆史 （今　 津）   

表彰係     ○ 水野　　恵 （守山南） 森　久見子 （明　 富） 髙田　博美 （今　 津）
中原　敦子 （仰　 木）

ｱﾅｳﾝｻｰ　　　 ○ 市田　正義 （粟　 津） 浅野　亮照 （河　 瀬） 山路　友美 （長浜北）
  

番組編成員 ○ 児玉　龍一 （浅　 井） 橘　真佐美 （水　 口） 三宅いづみ （能登川）

記録員     ○ 億田　明彦 （米　 原） 杉本喜一郎 （甲　 西） 細江　秀樹 （長浜北）
松尾　圭三 （甲　 南） 吉岡　昌美 （城　 山） 八田　裕子 （八幡西）

           井原亜矢子 （甲　 賀） 折木　公美 （市守山） 森田彩弥加 （玉 　川)
           金田　美恵 （打　 出） 中田　  幸 （高 　穂） 西村まりな （堅　 田）
           山下　佳代 （米　 原） 城　　京子 （老　 上）   

役員係　　　 ○ 山林　　聡 （彦根東） 深見　朝香 （安曇川）   

庶務・救護係 ○ 吉田　享史 （中　 主） 鷲田　寛子 （守山南）   

マーシャル ○ 森本　昌浩 （青　 山） 玉井　正 （甲　 南） 川崎　吉彦 （彦　 根）
（場内指令兼練習場係）   小杉　祐大 （愛　知） 小谷　寛子 （マキノ）   

競技者係   ○ 天野　直幸 （南　 郷） 尾納　崇弘 （栗 　東） 西山　和磨 （彦根東）
           鈴木　玲子 （日　 吉） 松村　英朗 （彦根南） 糸乗麻里子 （野洲北）
           井上諒太郎 （兄弟社） 高井　真帆 （野洲北） 安澤　香奈 （聖　 徳）

風力計測員　 ○ 珠久　昌信 （竜　 王） 稲森　　創 （中　 央） 福重　麻木 （葉　 山）
渡邊　泰子 （滋賀学） 松浦　真司 （仰　 木）   

用器具係　　 ○ 植道　真一 （彦根西） 西田　雄一 （粟　 津） 澤　　　浩 （甲西北）
           岡田　繁蔵 （玉　 園） 白井甚三郎 （安曇川） 増田　昭彦 （日　 野）

村崎　一郎 （湖　 北） 佐竹　一也 （高　 島）   
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写真判定員兼　○ 西尾　圭介 （栗東西） 西田　宗司 （県守山） 横井　　 睦 （比叡山）
周回記録員 山口　朋久 （石　 部） 山口　文夫 （野　 洲） 池田　宏 （草　 津）

小嶋　延幸 （玉 　川) 北脇　泰江 （打　 出） 光藤　絵美 （青　 山）

監察員　　　 ○ 瀬川　知久 （皇子山） 鈴木　義久 （湖　 北） 市村　裕志 （瀬　 田）
薮田清太郎 （彦　 根） 橋本　勇一 （八幡西） 辻　直樹 （田　 上）

           布川　俊明 （野　 洲） 寺田　久登 （草　 津） 大角　侑樹 （明　 富）
           河地　真吾 （彦根南） 大家　利彦 （高　 月） 北脇　健司 （志　 賀）
　　　　　　 堀川　　学 （大　 東） 棚池　治彦 （多 　賀） 田島　　優 （老　 上）

      

スターター ○ 嶋田　義孝 （河 　南） 東　　周史 （松　 原） 田中　一基 （中　 央）
リコーラー 内藤　雅人 （甲　 西） 箕浦　優樹 （県守山） 文室　康志 （長浜西）

森下　直子 （北大路） 東　　大輔 （陸　 協）   

出発係     ○ 沙加戸　覚 （城　 山） 大岡　宗平 （聖　 徳） 安田麻吏子 （栗 　東）
　　　　　　 三宅ゆか梨 （浅　 井） 川端　佑美 （甲西北） 澤田　純明 （比叡山）
           木村　悟士 （柏　 原） 平尾　昌義 （高 　穂） 大倉　千仁 （唐　 崎）

熊谷　尚子 （信 　楽）

跳躍審判員　 ○ 川那辺享一 （南　 郷） 殿村　亜子 （彦根東） 土田　　岳 （朝 　桜）
小林　浩美 （新 　堂） 中川　敏弘 （土　 山） 饗庭みずき （湖　 西）

　　　　　　 河原林　聡 （柏　 原） 西山　晶博 （瀬田北） 中尾沙弥加 （栗東西）
　　　　　　 藤田　翔平 （立命守） 正野　亜弥 （甲　 南） 八木　睦子 （船　岡）
           澤田　繁行 （日　 野） 大和かなみ （水口東） 林　勝弘 （双　 葉）

川田　祥史 （日　 野） 中邨　豊和 （土　 山） 近藤　高代 （陸　 協）

投てき審判員　○ 西藤　高志 （守山北） 北沢　悠乃 （彦根西） 音川有香利 （瀬　 田）
奥村　裕剛 （中　 主） 鹿野　明子 （松　 原） 瀬戸優希子 （市守山）

           井上　恵吏 （竜　 王） 西川　　慧 （兄弟社） 藤堂　悦雄 （甲 　良）
小和田栄美子 （守山北） 小林　弘幸 （高体連）   

補助員係   ○ 内藤　雅人 （甲　 西） 安田麻吏子 （栗 　東）   

１日目のみ ２日目のみ

【補助員】
表彰係     守山南（４）
番組編成員 浅　 井（４）
記録員　　　 米　 原（４） 長浜北（４）
場内指令 甲　 南（４）
庶務　     中　 主（４）
競技者係   南　 郷（４） 彦根南（４） 兄弟社（４）
風力計測員　 竜　 王（４） 中　 央（４）
用器具係　　 彦　 根（４） 河　 瀬（４） 双　 葉（４）

日　 野（４） 八　 幡（４） 大　 東（４）
湖　 北（４） 八幡西（４）

練習用器具 能登川（４）
写真判定 栗東西（４）
スタ－タ－　 河　 南（４） 長浜西（４）
出発係　　　 城　 山（４） 聖　 徳（４）
跳躍審判員　 彦根東（４） 柏　 原（４） 朝　 桜（４）
投てき審判員 守山北（４） 彦根西（４）
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