
会　場　名 日吉津トレセン 加茂体育館 住吉体育館 湊山体育館 美保体育館 箕蚊屋体育館 弓ヶ浜体育館 岸本体育館 溝口体育館 江府体育館 大山総合体育館

男　1・4 男　8 男　12 男　5 男　11 男　13 男　14 男　10 男　9 男　2・3 男　6・7

女　2 女　6 女　3 女　7 女　5 女　9 女　4 女　1 女　8

競 技 役 員 長 持田 隆昌 野口 千行 井上留美子 香田 純子 河合 佳代子 梅林 尚美 米田　 仁 宇山   司 根津　 勝 池渕 大輔 巽　 敏郁

総 務 委 員 長 佐田 貴重 南京　 正 庄司 大志 田後 裕基 柳田 晃弘 亀尾 英樹 黒須 さなえ 亀井 郁江 池淵 　誠 山根 宏章 提嶋 護大

総 務 副 委 員 長 谷本 明逸 船田 富士子 国貞 敦美 前田 佳樹 巽 　明美 関 　千暁 亀尾 拓実 古都 正明 薮内 まゆみ 植田 雅子

競 技 審 判 部 長 杉山 智一 薮内　 晶 田口 敦夫 吉野 由美子 木下 直行 吉田 昭彦 久米 智子 井山 宣和 橋本 康雄 角田 聡子 佐々木 司

競 技 審 判 副 部 長 高田 真吾 安部 葉月 長谷川 拓実 畑　 哲也 津村 則子 縄田 早苗 下田 　賢 梅林 陽子 奥谷 由江 鎌田 和行

救 護 委 員 恩田 倫宏 石賀 智子 松原 香代 奥土居 由佳 中島 まりな 山口 敬子 足立 真寿美 高梨 一江 岩瀧 　遼 松本 由美子 足立 智明

安田　 航 美甘 あゆみ 矢倉 安純 河野 弥生 平尾 紀江 杉本 貢生 梁川 朋子 山本 尚美 角田　 唯 阿部 みさほ

山根 恵介 上坂　 誠 枝谷 奈美 久我 由紀 田後 貴栄 飯田 美智 渡部 雄子 曽根 由美 松本　有未 田丸 里美

放送進行掲示委員
長

山下 太陽 下濱 弘美 立川 真峰子 渡邊 菜摘 澤田 英徳 岡田 晃典 宮本 和明 松下　貞之 安藤 智弘 清水 心貴 橋井 靖典

放送進行掲示委員 竹安 秀夫 八幡 恭子 下本 真弓 松村 克訓 竹下 政志 石谷　 浩 知念 大樹 石川　　徹 屋敷 裕也 山本 晃史 井上 明子

田中 良亮 関口 大和 加藤 寛樹 紺野 幸生 道川 裕二 佐久間 裕文 伊藤 昭裕 山根　貴央 永田　 廉 櫃田 康一

原　　 円 平井 和浩 秋鹿 秀郎 江原 裕介 川岡　 純 棚田 形之 足立 章浩 足立　弘美 山崎 蒼汰 森山 直樹

杉本　 洋 平井 綾人 石原 克明

岩本 健悟 実近 達人

石原 浩樹 定光　 崇

妹尾 宏紀 宮本 　忍

右山 圭吾 岩尾　 建

中島 素臣

　
　

競　　技　　役　　員

部    別


