
１日目 ＜競　　　技　　　役　　　員＞ 令和３年度　第４回記録会

総務 竹川　雄一

総務員 高津　真広 河野　裕二 岡廣　　徹 仁井　大輔 平岡健太朗

白神　一輝　 中次　伸彦 見越　勇太 倉橋　勇樹 灰原　利彦

審判長 田川　　司 濱村　祥水

アナウンサー （主） 新谷企予子 小熊　るみ 山田　夏江 小川都々里 中野　綾華

記録員 （主） 畠山　洋二 清水　祥子 小野　　肇 大中　亮宏 木本　慎吾

山口　  泉 向山みどり 菅原　友大 西原　礼子
ウォームアップ
場係 （主） 岩本　邦史 河田　慎司 林　　裕貴 荒木　靖弘 沢元　義貴

会場係 （主） 小早川　嵩 小坂　　剛 吉村誠司 大掛　真実 戸井　雄亮

監察員 （主） 正畑　　忠 飯島　広志 岡田　雅幸 龍田　英二 森川　悟郎

尺田　慶一 森上　隆司 世良　昂 星野　羊一 仁井本八郎

古信　  裕 福場　誠二 部屋　勝亮 内廣　達也 冨岡　宏健

岩本洋二 油谷　大輔 久保　和樹 金子　健太 﨏田　秀樹

競技者係 （主） 田中　　明 山尾　利偉 谷田三枝子 児玉　健吾 小早川良太

有木　基子 岩本　通孝 髙川　淳平 稲田　 桂 棟田　奈央

苗渋 　祐子 瀬分七奈子 黒田　 香 中山　　駿 藤井　千絵

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ係 青山　  勝 鰐川　美和  

決勝審判員 （主） 池内　　啓 山本　和正 山内　尚美 荏隈　敏之 高木　秀子
周回記録員

西川　拓司 八幡　昌幸 上岡　龍生 多田　潤治 小越　優吾

藤井　梨絵 塩田　彩 牧野　尚子 奥村　健吾 長尾　崇洋

計時員 （主） 池田　耕治 森川　美城 安井　秀俊 平賀　靖弘 平賀　基暉

写真判定員 （主） 藤谷　晃雄 大原　厚彦 池田　光明 見島　泰司 坪倉　正幸
  電光掲示

出合光太朗 龍岡　寛幸

出発係 （主） 杉原　教倫 石原めぐみ 大久保忠司 瀧奥　恵二 菊池　康樹

保田　賢治 濱本信太郎 筆谷　聡史 西原　礼子 渡部　勇太

宇賀　直樹　 相田健太郎 平山　大裕

スターター （主） 岡　　修平 石田　　積 白神　聖也 中嶋謙太郎 園部　翔平
リコーラー

和田木　涼 中丸　幸祐 小田　淳史

風力計測員 （主） 森本　史朗

生徒役員係 （主） 荏隈　敏之 林　　裕貴

役員係 （主） 鈴木　裕志 大前　浩昭

用器具係 （主） 田副　  昇

生徒役員　　　 広島市内中学生１００名



２日目 ＜競　　　技　　　役　　　員＞ 令和３年度　第４回記録会

総務 竹川　雄一

総務員 高津　真広 河野　裕二 岡廣　　徹 仁井　大輔 平岡健太朗

白神　一輝　 中次　伸彦 見越　勇太 倉橋　勇樹 灰原　利彦

審判長 田川　　司 濱村　祥水 中野　　登

アナウンサー （主） 新谷企予子 小熊　るみ 山田　夏江 小川都々里 中野　綾華

記録員 （主） 畠山　洋二 清水　祥子 小野　　肇 大中　亮宏 木本　慎吾

山口　  泉 向山みどり 菅原　友大 西原　礼子
ウォームアップ
場係 （主） 岩本　邦史 河田　慎司 池田　耕治 森川　美城 沢元　義貴

会場係 （主） 池内　　啓 吉村　誠司 大掛　真実 戸井　雄亮 荏隈　敏之

監察員 （主） 正畑　　忠 飯島　広志 岡田　雅幸 龍田　英二 森川　悟郎

尺田　慶一 森上　隆司 世良　 昂 星野　羊一 山本　和正

西川　拓司 福場　誠二 部屋　勝亮 内廣　達也

岩本　洋二 油谷　大輔 久保　和樹 金子　健太 﨏田　秀樹

競技者係 （主） 田中　　明 山尾　利偉 谷田三枝子 柳川紀美江 小早川良太

有木　基子 岩本　通孝 牧野　尚子 鍵下　晶子 棟田　奈央

平川　雅大 瀬分七奈子 黒田　 香 中山　　駿 藤井　千絵

ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ係 （主） 青山　  勝 鰐川　美和

写真判定員 （主） 藤谷　晃雄 大原　厚彦 池田　光明 見島　泰司 坪倉　正幸
　　電光掲示

出合光太朗 龍岡　寛幸

出発係 （主） 杉原　教倫 瀧奥　恵二 菊池　康樹 高木　秀子 渡部　勇太

筆谷　聡史 保田　賢治 奥村　健吾 高松比呂子 藤井　涼平

宇賀　直樹　 安井　秀俊 平賀　靖弘 相田健太郎 平山　大裕

スターター （主） 岡　　修平 石田　　積 白神　聖也 中嶋謙太郎 園部　翔平
リコーラー

和田木　涼 中丸　幸祐 小田　淳史

跳躍審判員 （主） 石原めぐみ 児玉　健吾 林　　裕貴 岡山　 薫　 八幡　昌幸

山内　尚美 大久保忠司 稲田　 桂 赤松　美季子 小林　真一

上岡　龍生 山本晃太郎 上田中拓矢 佐藤真由美 藤井　梨絵

永田　和也 冨岡　宏健 松浦　朋幸 杉本　通啓 平賀　基暉

小越　優吾 増岡　  実 武田　和治 平櫛　晶大 林　　　碧

投てき審判員 （主） 小坂　　剛 小早川　嵩 荒木　靖弘 仁井本八郎 髙川　淳平

苗渋 祐子 西原　礼子 杉本　通啓 塩田　 彩

風力計測員 （主） 森本　史朗 多田　潤治 古信　  裕 長尾　崇洋

生徒役員係 （主） 荏隈　敏之 林　　裕貴

役員係 （主） 鈴木　裕志 大前　浩昭

用器具係 （主） 田副　  昇 大久保忠司 児玉　健吾 岡　　修平

生徒役員　　　 広島市内中学生１００名


