
競技役員

総務 河野　裕二

総務員 浜﨑　正信 中野　　繁 田川　　司 樋口  裕志 新宅　昭二

ＪＴＯ 長屋　敏弘

技術総務 元吉　揮晃

審判長 東川　安雄

スターター 湯﨑　英彦 櫻井　敬文

アナウンサー （主）大田　恒二 竹内　大雄 新谷　企予子 石濱　守央

記録センター （主）秋山　定之 畠山　洋二 玉理　義和 佐々木　千幸 香渡　清則

山中　隆史 新谷　　聖 谷本　邦弘 田中　隆宏 古田　恭生

山口　　泉 姫宮　久夫 佐藤　剛生 山根　正文 西野　里美

山本　恵子 黒木　淳一

本部連絡係 玉田　のぶえ

気象係 越岡　信幸 小倉石　大輔＊

競技者輸送係 （主）藤本　法生 石井　淳之 中元　宗俊 内田　　正 水野　豪和

三名田　照正 横手　重男 納庄　俊光 竹内　史雄 藤本　順子

田邉　秀樹 藤井　洋治 福永　　徹 宮本　武利

用器具係 （主）平野　克彦 藤井　英憲 日浦　　宏 空　　達朗 松永　秀章

平岡  秀教 原　　宏治 小倉石　大輔 竹内　　健 西本　悦雄

三浦　直宏 清水  初男 植田　和利 藤永　幸司 西田　雅信

飛垣内　徹 佐伯　佳祐 佛園　忠則

マーシャル （主）𨦺口　浩之 宮本　昭男 己斐　　蔀 菊崎　貞昭 山川　輝夫

上川内　良任 榎　　正登 宮村　賢治 芳岡　泰浩 山尾  利偉

湯木　  勉 法野　一行

会場運営係 （主）谷口　孝敏 小林　富夫 高津　眞廣 椿　　　靖 小谷　　治

河田　敦司 立村　さゆり 秦　　正憲 深田　佳孝 原　　博昭

以南　めぐみ 三海　紀子 土屋　良雄 高瀬　博美 野上　真二

相原　敏行 後藤　壽彦 松浦　加奈 石川　和明 北脇　弘之

田村　　瞳 森野　可愛

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ場係 （主）岩本　邦史 加藤　光信 福留　征二 菅野　栄蔵 中田　正直

木川　昌二 西川　　昭 森川　悟郎

車両係 （主）小熊　秀和 山崎　隆司 隴本　武直

医師 （主）川堀　耕史 佐々木　英夫 采谷　英男 桜井　由佳 福原　宏平

徳山　丈仁 日域　淳一郎 上田　浩徳 宮迫　由季 河口　沙織

川堀　勝史 川口　稜示

（医務・ﾄﾚｰﾅｰ） 石津　克己 岩本　典子 廣重　陽介 大村　直道 冨山　信次

布野　恭麻 渡邊　帆貴 大賀　春樹

看護師 藤井　麻衣子 悦木　藤香 窪　　歩美 増田　幸恵 山口　　華

沖　千晶 津田　裕子

式典表彰係 （主）沖井　　信 井上　奈巳 河田　慎司 浜西　浩仁 藤原　良治

光橋　　扶 恵木　剋行 戸田　泰夫 中川　久枝 堀川　まゆみ

木村　宣子 福地　英治 髙川　亜紀

庶務係 （主）灰原　利彦 二反田　亘 金尾　誠可 串井　良太郎 松田　　亮

藤原　文代 石田　圭佑 西小原　菜月 奥村　恵美子 河井　ゆう

吉原　　都

事務局担当 樽谷　和子

経理係 （主）樽谷　光雄 木下　健一 妹尾　政虎

宿泊・輸送 （主）山本　和正 野間　光明 菊光　正和 井上　大輔

報道係 （主）前　　義久 谷岡　憲三 清水　祥子 石崎　　崇 宮田　昌幸

臼井　美江 光井　周平 青山　隆文 上浦　清志 大栗　邦裕

賀屋　健治 上　　仁和 木本　賢治 田渕　詩奈子 森本　史朗

鴈田　孝広 児玉　一義

役員係 （主）島本　　靖 鈴木　裕志 平木　優吏 佐伯　寛

補助員係 （主）五月女　良典 濱口　千枝 堀江　一成 為西　正和

（距離表示係） 尾崎　一徳 尾崎　一志 引地　真一



スタート・中継所・折り返し・フィニッシュ

スタート 第1中継所 第2中継所 第3中継所 折り返し 第4中継所 第5中継所 第6中継所 フィニッシュ

総括 正畑　　忠 濱村　祥水 坂本　憲司 中本　　博 天野　和雄 佐藤　昭信 大林　和彦 竹川　雄一 宮内　雅美

副総括 松陰  正行 荒木　靖弘 澤井　邦彦 香川　博則 益本　雄二 大原　厚彦 佐々木　道徳 渡辺　悦久 齋藤いづみ

競走主任 ー ＊濱村　祥水 郷力　礼三 出口　　彰 ー 依田　光昭 ＊郷力　礼三 今井　行雄 山田　貴子

記録主任 ー 山田　夏江 佐長　　渉 三藤　義郎 ー 島岡　文雄 内藤　博實 ー 浅岡　照恵

計時主任 ー 有田　正憲 三木　仁司 俊成　茂哲 ー 小方　浩志 島村　雅浩 岩渕　　満 ＊齋藤いづみ

出発主任 植野　邦夫 中野　　登 慶楽　良隆 矢吹　和夫 ー 中嶋　謙太郎 嶽　祥吾 岡廣　　徹 ー

監察主任 山本　勝之 ＊荒木　靖弘 諏訪本　光 佐藤　　久 ー 西本　好明 高橋　正行 久川　伸介 ＊山本　勝之

審判員 太田　一雄 水田　　孝 北風　慎哉 田坂　高志 滝口　和博 川口　正洋 冨山　拓矢 出合  光太朗 篠原　麻位子

高良　典幸 増岡　　実 水登　伸子 徳永　泰敏 恵平　和男 上木　　薫 木本　慎吾 長尾　崇洋 高須　菜摘

小田　幸子 奥村　宏一郎 高田　幸夫 林　　克己 藤本　隆男 前重　公夫 大畠　晶子

大舌　郁代 三宅　伸之 石田　博彦 藤井　照文 山本　　豊

石井　直樹 三宅　　徹 平田　信美 松井　一清 小西　啓二

加藤　　敦 二川　義美 岩崎　耕世 沖野　秀昭 （車両転回） 村尾　　裕

川西　政行 鰐川　裕司 立上　紀夫 伊藤　　弘 鹿野　道雄 水越　正則 (第2中継所兼務) (第1中継所兼務)

高橋　清正 亀本　　誠 西　　雅博 原田　耕行 高橋　　宏 岡島　節生

川崎　真惟 池田　義和 浜岡　靖治 吉崎　俊哉 山本　　博 中次　伸彦

行平　五夫 林　  裕貴 前田　義行 小林　　登 山田　芳宏

山口　直之 田坂　公男 堂上　多栄子 鶏内　誠人 森野　隆広

松浦　正雄 小早川　嵩 浜田　昭彦 原野　みど里 森藤　正記

築地　美樹 大前　浩昭 菅尾　正一 阿川　啓雄 栗栖　二見

原田　真一 森川　美城 荒谷　彰男 野津　藍子 大石　敬二

平尾　　元 田副　　昇 植野　英子 三原　慶子 岡本　美登志

政屋　和弘 藤原　公祐 作田　祐樹 安立　倫也 漆本　由夏

岩佐　光繁 犬石　國男 梅原　直樹 出口　充章 荒木　和恵

南場　　智 小坂　　剛 時乗　俊文 岸田　満里子 平岡 健太朗

杉野　雅博 大久保　忠司 水城　浩花 松谷　清志 荒木　和恵

河辺　多美子 西田　康範 石井　直仁 堂本　尚吾 野津　正明

木村　英徳 後藤　　貢 稲垣　貴史 矢山　正男

佐藤　正典 大前　隆之 酒井　香織 川上　靖夫

末吉　弘達 鈴木　晶雄 萩原　　翔 松田　一輝

伊藤　初子 高木　秀子 益本　英樹

井上　恭治 厚見　幸

岡    修平 長谷川　智子

石田　　積 小篠　和幸

伊名　洋子 宇根　昌範

池内　　啓

小野　　肇

伊藤　宏晃

武下　乃梨子

沖田　葉月

竹下　文康

井藤　光明

児玉　健吾

記録入手係 大中　亮宏 小熊　るみ 原　　光昭 漆本　孝博 ＊小熊　るみ ＊大中　亮宏

通信員 佐々木　千幸 香渡　清則 佐藤　剛生 山根　正文 山口　　泉 ＊佐々木　千幸 西野　里美

田中　隆宏 古田　恭生 山中　隆史 新谷　　聖 ＊田中　隆宏

医師 佐々木　英夫 徳山　丈仁 宮迫　由季 采谷　英男 川堀　勝史 福原　宏平 河口　沙織 ＊佐々木　英夫

川堀　耕史 ＊川堀　耕史

日域　淳一郎 ＊日域　淳一郎

上田　浩徳 ＊上田　広徳

川口　稜示 ＊川口　稜示

（医務車） 桜井　由佳

看護師 岩本　典子 津田　裕子 藤谷  香生里 山口　　華 悦木　藤香 増田　幸恵 窪　　歩美 ＊岩本　典子

藤井　麻衣子

沖　　千晶

（医務車） 石津　克己

冨山　信次

トレーナー 廣重　陽介 渡邊　帆貴 布野　恭麻 大村　直道 大賀　春樹 ＊布野　恭麻 ＊渡邊　帆貴 ＊廣重　陽介



走路監察員

部署 場所 部署 場所

走路監察主任 小林　　一 　(5)班長 寺西　善彦

走路監察副主任 柴田　　勉 (5)走路46 田中　憲司 草津南1丁目1番交差点

走路監察副主任 荒木　通広 (5)走路47 中本　満康 草津交番西交差点

走路監察副主任 佐々木　賢則 (5)走路48 中元　眞理江 草津南1丁目6番交差点

  (1)班長 飯島　広志 (5)走路49 藤森　眞一 草津南1丁目7番交差点

(1)走路01 小西  悠吾＊ 緑大橋交差点 (5)走路50 岩城　和彦 草津駅南口交差点(高架橋東)

(1)走路02 山崎　繁雄 小網町交差点 (5)走路51 山福　　洋 草津駅南口交差点

(1)走路03 高橋　実務 小網町交差点 (5)走路52 土井　セツ子 草津駅南口交差点(高架橋西)

(1)走路04 河野　喜八郎 平和大橋西詰交差点 (5)走路53 堤本　紘平* 草津南3丁目交差点(高架橋東)

(1)走路05 舛下　和伸 平和大橋西詰交差点 (5)走路54 伊藤　淳子 草津南4丁目交差点

(1)走路06 小池  　剛 平和大橋東詰交差点 (5)走路55 空本　秀大 広電商工センター入口駅前

(1)走路07 井上　友樹 NHK放送会館前交差点 (5)走路56 尾崎　勇海* 広電商工センター入口駅前

(1)走路08 三宅　浩司 白神社前交差点 (5)走路57 羽田　俊明* 井口高校北交差点

(1)走路09 中次　千穂 白神社前交差点 (5)走路58 金井　靖紀 井口高校北交差点

(1)走路10 松本　清隆 中町交差点 (5)走路59 渡辺　　亨 井口5丁目2番交差点

  (2)班長 鷹野　正則 　(6)班長 田中　　明

(2)走路11 佐々木　正志 東観音町交差点 (6)走路60 佐々木　恒 八幡川橋西詰交差点

(2)走路12 森田　寿一 西観音町電停交差点 (6)走路61 松田　　環 五日市駅南口交差点

(2)走路13 折本　克則 西観音町電停交差点 (6)走路62 勝坂  優希＊ 塩屋神社入口交差点

(2)走路14 井上　幸徳 西観音町電停交差点 (6)走路63 菅　　　勝 佐伯区役所前

(2)走路15 山本　晃太郎 西消防署前交差点 (6)走路64 大賀　俊男 中央陸橋南詰交差点

(2)走路16 宮田　里美 西区役所前交差点 (6)走路65 松井　　崇 楽々園電停前交差点

(2)走路17 竹元　正裕 福島町電停西交差点 (6)走路66 荒田　茂夫 海老橋西詰交差点

(2)走路18 佐藤　和幸 新己斐橋東詰交差点 (6)走路67 池田　和史 西隅の浜

(2)走路19 山本　秀幸 新己斐橋西詰交差点 　(7)班長 曽根　迪夫

(2)走路20 森川　法子 西広島駅前交差点 (7)走路68 梶山　昭治 廿日市高校前交差点

(2)走路21 山本　雄大＊ 西広島駅前交差点 (7)走路69 藤田　武巳 廿日市港北交差点

(2)走路22 金尾　豊 西広島駅前交差点 (7)走路70 高野　兼夫 廿日市小学校入口交差点

(2)走路23 黒木　浩文 西広島駅前交差点 (7)走路71 三浦　太一* 榎浦橋東詰交差点

  (3)班長 砂田　昌男 (7)走路72 佐藤　美子 新宮1丁目交差点

(3)走路24 近藤　聿興 己斐バス停 (7)走路73 筒井　敬三 串戸交差点

(3)走路25 松岡　智浩 観光橋交差点 (7)走路74 西濱　隆志 宮内別れ交差点

(3)走路26 上村　頼彰 己斐本町3丁目（鴎州塾）交差点 (7)走路75 平見　正博 広島総合病院前交差点

(3)走路27 田辺　一成 己斐本町3丁目（第2和田ビル）交差点 (7)走路76 砂子田　和雄 地御前電停前交差点

(3)走路28 矢野　　晃 西広島バイパス入口交差点 (7)走路77 畠本　孝治 地御前神社前交差点

(3)走路29 竹岡  芳和 西広島バイパス入口交差点 (7)走路78 重田　勝男 地御前坂頂上

(3)走路30 重森　博巳 西広島バイパス入口交差点 　(8)班長 谷本　賢司

(3)走路31 藤井　俊平 東高須電停南口交差点 (8)走路79 岡田　昌明 西広島ﾊﾞｲﾊﾟｽ阿品合流点

(3)走路32 村松　昭良 庚午北1丁目14番交差点 (8)走路80 川西　孝雄 西広島ﾊﾞｲﾊﾟｽ阿品合流点

(3)走路33 林　　秀一 庚午北4丁目6番交差点 (8)走路81 辻　　勝実 阿品東電停西寄り

  (4)班長　 藤原　　隆 (8)走路82 沖　　勝志 阿品東電停西寄り

(4)走路34 平本  克樹＊ 庚午電話局前交差点 (8)走路83 脇坂　則行 JR阿品駅東交差点

(4)走路35 石津　　聡 庚午陸橋 (8)走路84 瀬崎　慎二郎 海楽園ヨットハーバー

(4)走路36 世羅　繁治 庚午三差路交差点 (8)走路85 廣兼　裕史 宮島口交差点

(4)走路37 仁平　勝雄 庚午三差路交差点 (8)走路86 岩城　　馨 宮島口交差点

(4)走路38 岩倉　進 庚午三差路交差点 (8)走路87 岩城　晴香 宮島口交差点

(4)走路39 内河　利見 西消防署庚午出張所交差点 (8)走路88 村上　敬史 宮島口交差点

(4)走路40 藤井　隆斗* 地御前坂頂上 (8)走路89 小桜　創造 更地別れ交差点

(4)走路41 池田　朝雄 ＪＲ阿品駅東交差点 (8)走路90 久山　静治 深江交差点

(4)走路42 田中　　努 西広島変電所東交差点 (8)走路91 桝本　圭吾 熊ヶ浦（中印入口）

(4)走路43 安部　孝司 西広島変電所西交差点 (8)走路92 竹脇　健槌 熊ヶ浦（中印入口）西

(4)走路44 山村　文昭 草津東2丁目交差点

(4)走路45 中本　　岳* (往)草津橋交差点(復)広銀草津支店前



部署 場所 走路予備 松本  佑介＊ 学連(広島大学)

  (9)班長 村上   紘 走路予備 松岡  拓磨＊ 学連(広島大学)

(9)走路93 神原　明美 並木通り入口交差点 走路予備 森　麟太郎＊ 学連(広島大学)

(9)走路94 出田　康二 三川町交差点 走路予備 岡本  真美＊ 学連(広島市立大学)

(9)走路95 中田　博文* 田中町交差点

(9)走路96 前田　カエ子 田中町交差点

(9)走路97 住岡　昭則 田中町交差点

(9)走路98 新川　富士子 東平塚町交差点

(9)走路99 安田　裕二 東広島橋交差点

(9)走路100 大舌　忠美 松川町交差点

(9)走路101 土谷　　邁 松川町交差点

(9)走路102 香川　英紀 稲荷町電停交差点

(9)走路103 福田　　殖 稲荷町電停交差点

(9)走路104 加治佐　光徳 稲荷町電停交差点

　(10)班長 松崎　　宯

(10)走路105 池田　久江 京橋町10番交差点

(10)走路106 益本　邦弘 駅前大橋南詰交差点

(10)走路107 西村　圭子 駅前大橋南詰交差点

(10)走路108 坂田　晴三 駅前大橋南詰交差点

(10)走路109 後原　一隆 上柳橋東詰交差点

(10)走路110 原田　治男 上幟公園前交差点

(10)走路111 佐田　公恵 幟町小学校北交差点

(10)走路112 市場　　輝* 女学院前電停交差点

(10)走路113 切川  雄太＊ 女学院前電停交差点

　(11)班長 山本　研二

(11)走路114 廣安　孝治 合同庁舎東交差点

(11)走路115 北村　　清 合同庁舎前交差点

(11)走路116 向谷　訓昭 基町中央ﾃﾆｽｺｰﾄ北側交差点

(11)走路117 大附　邦彦 広島城南交差点

(11)走路118 新林　達人 広島城南交差点

(11)走路119 向　　芳郎 県立総合体育館前交差点

(11)走路120 石原　諒司 県立総合体育館前交差点

(11)走路121 定久　正人 空鞘橋東交差点

(11)走路122 千葉  雄太＊ 空鞘橋西交差点

(11)走路123 岡崎　弘行 寺町交差点

(11)走路124 原田　敏彦 寺町交差点

  (12)班長 平賀　敏也

(12)走路125 山本　和弥 中広大橋東交差点

(12)走路126 大畠    駿＊ 中広大橋西交差点

(12)走路127 佐古　辰巳 中広大橋西交差点

(12)走路128 崎谷　悦教 中広町2丁目21番交差点

(12)走路129 波多野　幹也* 中広町2丁目21番交差点

(12)走路130 吉岡　秀喜 草津東2丁目交差点

(12)走路131 赤木　勝二 上天満町交差点

(12)走路132 仁井谷　俊憲 広島西郵便局前交差点

(12)走路133 中村　敏彦 天満町交差点(呉信用組合)

(12)走路134 小早川　賢治 天満町交差点(県信用組合)


