
総　務 河野　裕二

総務員 （統括） 浜崎　正信 （競技） 田川　　司 （競技） 松谷　清志 （進行） 樋口  裕志 （審判） 新宅　昭二

技術総務 元吉　揮晃

公式計測 平野　克彦

審判長 （ﾄﾗｯｸ） 中野　　繁 （跳躍） 澤井　邦彦 （投擲） 坂本　憲司 （招集所） 沖野　秀昭

アナウンサー （主） 竹内　大雄 井上　奈巳 北地　真也 小熊　るみ 山田　夏江

報　道 （主） 前　　義久 宮田　昌幸

記録情報処理 （主） 秋山　定之 （副） 山本　恵子 玉田　のぶえ 黒木　淳一 松田　　亮

井上　大輔 清水　祥子 高松　　都 柴山　　慧

（電光掲示・番組編成） 山根　正文

広　報 木本　慎吾

式典表彰 （主） 濱口　千枝 （副） 山田　貴子 宮本　武利 山村　文昭 為西　正和

マーシャル （主） 矢野　　晃 横手　重男 天野　和雄 益本　邦弘 矢山　正男

山本　康弘 岩本　邦史

医師・医務 林野　健太

トレーナー （主） 松岡　めぐみ 石島  ゆり野 篠原  優里 長尾  隆宏 田中  梨花子

大賀  春樹 永井  宏樹 高田  優輝 木束地  風香

競技者 （主） 筒井　敬三 清水　初男 西川　　昭 原　　宏治 富成　紀之

佐々木　恒 丹下　寿浩

役　員 （主） 鈴木　裕志 長尾　崇洋 （経理） 樽谷　光雄 ＊堀江　一成

補助員 （主） 堀江　一成 田村　圭佑

庶　務 （主） 灰原　利彦 藤原　文代 奥村　恵美子 西小原　菜月 小池　　剛

事務局 ＊秋山　定之 ＊灰原　利彦

受　付 （主） ＊玉田　のぶえ ＊山本　恵子 ＊濱口　千枝

施設用器具 （主） ＊平野　克彦 （副） 山崎　隆司 村川　浩一 堂本　尚吾 小倉石　大輔

植田　和利 飛垣内　徹 佐伯　佳祐 村尾　　裕 竹川　雄一

末吉　弘達 新谷 　 聖

風　力 （主） 安立　倫也 松田　一宏 小篠　和幸

写真判定 （主） 友弘　香一 （副） 野崎　秀和 高田　幸夫 上浦　清志 今城  裕匡

高橋　真二 森　　政朗 内田　　正 尾崎　一徳

周回記録 （主） 黒田　貴久 出口　　彰 引地　真一 池内　　啓 納庄　俊光

横山　知央 久保　嘉和 堀川　愛帆

監　察 （主） 正畑　忠 （副） 南場　　智 菅　　勝 仁井谷　俊憲 田中　　明

松岡  康次 田中　俊治 三名田　照正 石原　諒司 河野　喜八郎

福島　正則 森川　悟郎 仁平　勝雄 菅尾　正一 山本　勝之

辻　　勝実 福田　　殖 芳岡　泰浩 金田　浩司 高見　直樹

政屋　和弘 松崎　　宯 上川内　良任 岡田　雅幸 松浦　正雄

小早川　賢治 高野　兼夫 西濱　隆志 波多　伸樹 荒谷　彰男

ｽﾀｰﾀｰ・ﾘｺｰﾗｰ （主） 櫻井　敬文 （副） 濱村　祥水 佐々木　道徳 石井　直仁 稲垣　貴史

荒木　通広 松本　　茂 刈谷　和広 妹尾　政虎 立上　紀夫

田中　　努 ＊松谷　清志

出　発 （主） 太田　一雄 （副） 諸富　隆幸 植野　邦夫 堂上　多栄子 福原　将之

藤原　良治 田辺　一成 春成　　桃 松浦　加奈 冠﨑　南美子

二川　義美

跳　躍 （主） 前田　義行 （副） 慶楽　良隆 郷力　礼三 北風　慎哉 冨山　拓矢

伊藤　宏晃 三宅　浩司 竹内　　健 沢本　竜一 萩原　　翔

山中　隆史 小野　　肇 沢本　保海 岩崎　耕世 濱岡　靖治

佐藤　　久 井上　恭治 西　　雅博 作花　直人 澤田　孝弘

岩船　陽一 石井　佑里菜 松尾　隆広 大賀　俊男 仁井本　八郎

水成　太郎 宮本　志織 松本　清隆

投　擲 （主） 大林　和彦 （副） 三木　仁司 原野　みど里 厚見　　幸 明光　いづみ

山本　一喜 室崎　宏介 松澤　慶久 篠原　麻位子 市原　直樹

水城　浩花 長谷川　智子 荒谷　晶夫 西田　正和 作田　祐樹

五月女　良典 梅原　直樹 酒井　香織 植野　英子 俊成　茂哲

宮村　賢治 桑田　和佳

競　歩 （主） 高橋　和則 三井　美紀 ＊堀川　愛帆 ＊飛垣内　徹 ＊堂上　多栄子

＊佐伯　佳祐

＊東広島市陸協より５～６名

補助員 広島市内高校生

第73回広島県陸上競技選手権大会　競技役員


