
                         大 会 役 員  （順不同） 

会   長         西村 浩二 

副 会 長         飯田 良輔  大嶋 康裕  古田 陽一  赤星 隆弘（専門部長） 

顧    問         中山 峰男  光永 功 

参     与       松尾 具親  奥山 幸男  

大会委員長     原田 恭宏 

大会副委員長    平山 浩継    

大会委員           千々岩 繁  池田 祐一  吉野 宏幸  河田  透   増浪  誠 

松田 純一  木村 龍聖   新村ちなみ  山崎 圭三    立山 雅浩 

                   松岡  渡    楠  晃治  本山 幸憲       

 

競 技 役 員 （順不同） 
総   務        髙木 三朗 

総 務 員        戸上信二郎  冨永 芳弘  家入 春三  千々岩  繁  平山 浩継    

吉野 宏幸  木村 龍聖  新村ちなみ  本山 幸憲 

技術総務員         早瀬  孝  下城 基宏 

審  判 長        杉本  誠（ﾄﾗｯｸ） 高橋 伸明（ｽﾀｰﾄ） 笠原  裕之（跳躍）               

立山  雅浩（投擲） 大城戸靖雄（混成）   

アナウンサー     ○小田原 晃  三浦さゆり   中田 美優  塚本  響 

中島 徳美（19 日､20 日）  

記録情報処理員  ○西口 賢士  松田 純一   疋田  徳  宮崎 信一  板楠 忠士 

西川 優樹 

医務員             18 日：和田 香織  野中 一貴  永江 美紀 

          19 日：今村 友則  福本貴美香   赤星久美子 

          20 日：今村 友則  土井 和哉  赤星久美子   

役員・庶務係     ○田中 峰子  岡  良子   

表彰係兼入賞者係 ○齊藤ほづみ   

風力計測員       ○山口真一郎  禿  雄進  吉田  謙   塚本 大介  貞永 健剛 

競技者係     ○高森 聖樹   菅原 利満  松森 安宣  中村日出巳   山田  幸 

照山 龍哉  谷永 雄一  井上 美幸（19 日､20 日）   

出発係      ○稲浦 秀明  一ノ口武俊  中村 絵美  楠  晃治  中元 愛理 

山村 康仁  鹿子木洋一  西村美穂子（18 日） 白石 雅裕（19 日）   

佐伯  元（19 日､20 日）   

用器具係         ○増浪  誠  緒方 寿和  梶原 輝昭  梶原 浩昭   

松永 成矢（18 日）                                     

公式計測員       ○早瀬 孝（兼）                    

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ場係  ○大谷  守  本田 眞美 

マーシャル       ○佐枝 幸憲  大田 侑典  藤河  建  緒方 秀壽（19 日、20 日） 

酒井 力男  小川 勝美 

ＴＩＣ      ○宮本 昌嗣  家入 春三（兼） 吉野 宏幸（兼） 

周回記録員       ○前田 利春  西本 一也  梶本賢一郎  西山 公啓  前田 重信 

写真判定員       ○中村 一成  米田 光宏  中村 大樹  田口 泰広（19 日､20 日） 

  宮本 怜旺（19 日､20 日） 

 



スターター       ○岡村 俊和  上田 晃裕  西  誠也  富﨑 慧成    日置 智範 

森  孝文  鈴木  祥  守田 朗裕    藤本  敦   

監察員           ○河田  透   大谷  昇  鍋田 政志    村本 崇司  井野  大 

           山下 昌実  柳瀬日出男   山田 雅仁  水口  稔  番山 力男 

  栗原 陽生（19 日､20 日） 

跳躍審判員       ○山崎 圭三  中松 大寿    森  大輔    徳本 康輝   川尾 勇達 

田代 基浩    橋口  嵩  瀧川 真吾   津留 幸江  宮崎 靖久 

    松岡  渡  酒井 朋之  鈴木 善貴  大塚久美子 

投擲審判員     ○境  祥子    中村 正太    谷口 俊輔  三重野哲平  浅野 和正 

          山下 大輔   緒方  玲  吉川 巧哉  中川 詩織  池田 有希   

科学計測員(光波）○安永 卓仁  後藤 孝嗣     

競歩審判員       ○宮崎 信一(兼)  山口真一郎(兼)  鍋田 政志(兼)  山田 雅仁(兼) 

谷永 雄一(兼)   番山 力男(兼)  川尾 勇達(兼) 

混成競技係         小栁 文香 

混成得点係       ○西口 賢士(兼) 

給水係           ○梶本賢一郎(兼) 

補助員係         ○木村 龍聖(兼) 

 

補 助 員 

 本   部     熊本高校（２） 

アナウンサー    東稜高校（２）・必由館高校（２） 

記録情報処理    熊本商業高校（２）・熊本中央高校（２） 

医   務     熊本北高校（２） 

表   彰     第一高校（４） 

風   力     第二高校（３） 

ＴＩＣ       濟々黌高校（４） 

ナンバーカード   熊本商業高校（３） 

マーシャル     鹿本高校（４）・開新高校（５）・大津高校（２） 

東海大星翔高校（３） 

用 器 具     熊本工業高校（８）競歩補助員も兼ねる 

九州学院高校（７）・熊本農業（２） 

ｳｵｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ場    国府高校（３） 

周 回 記 録     尚絅高校（２） 

写 真 判 定     慶誠高校（４） 

スターター        熊本北高校（３） 

跳    躍     熊本中央高校（４）・玉名工業高校（４）・人吉高校（４） 

秀岳館高校（２）・宇土高校（３） 

投    擲          熊本西高校（４）・球磨工業高校（４） 

小川工業高校（２）・八代工業高校（２） 


