
競技役員 

 

総務          中田 次夫                         
総務員        平間 匡   高城 昭   関口 淳   嶋根 祐一   中里 和義     
            笛木 伸也（総務）  堀江 政明（庶務）  遠山裕一朗（審判） 

          坂内 孝弥（記録）  板垣 義彦（競技） 
進行担当総務員  久保 雅樹 
技術総務員    松枝 茂樹 
TIC(選手受付）  ◎板垣 義彦  ○大塚 寿   
審判長         清水 嘉彦（男子）  山崎 真良（女子） 
アナウンサー    ◎樫木 宏   ○西幅美智子  清永 竜太  弓削田眞理子  河野 大志（広報車） 
報道係         ◎増田 康之  ○川田 雅之  倉科 淳  木村 一也  吉岡 幹雄 
記録情報処理員  ◎中里 信立  ○岡本 輝  市川 朋子  坂内 孝弥   吉田 裕太 
電光掲示係     ◎今井 亮   ○関根 泰文  高野 将弘  下鳥 晃一 
医務員         ◎山田 真由美  ○藤田 弥生  看護師 
                田沼 里美（救護車①）  漆原 延江（救護車②） 
競技者係       ◎錠 昌洋     ○武井 勉   小堀 泰代  鈴木 康太  大野 恭志 

      香取 隆介   堂下 香織  宮崎ちあき  渡邉眞由美  海津 聡子 

役員係         ◎遠山裕一朗  ○尾花 伸  橋本 啓司  友成 正   

庶務係         ◎山田 俊路   ○青木美智留  小川 雄作  鈴木 佑幸  矢島  早紀 

       三輪恵理香   畦田 恒洋  本島 陽介  北村 沙織 
会計係         ◎堀江 政明  ○湯川 英昭 
マーシャル     ◎北村 亮祐  ○川尻 真   松本 肇   神山 洋一  永田 芳子   

畑 和人    山木 敏行  渋谷小百合  越前 香織  
表彰係         ◎秋庭 佳大    ○長谷川えつこ  吉田世栄夫    新井 信幸  
写真判定      ◎安原 久利    ○栗原 勇洋  金井 啓子 
移動監察      ◎岩崎慎一郎   ○川島 利明 
スターター     ◎井上 真     ○内田 幸子 
中継所A班     ◎贄田 尚哉    ○青山雄一郎  柴﨑 万伸  杉本 恵介  宮川亜希子 
             金井 文雄   田中 裕志  秋山 裕輝  須藤 剛 
中継所B班   ◎岡田 純一  ○大森 克   高橋 潤二   関 三重子  青木 亮太 

              會田 裕亮   和田 恭平  松林 剛司  勝谷 徳仁   
中継所C班     ◎野口 充康  ○竹野谷信次  前田 薫    吉川 明憲  細谷 俊 

    井上 剛志    柿沼 幸夫   小縣 良平  山崎 淳平 
走路員  3～5高取 岳継  黒川 講太  高橋 祥充  6菅沼 仁 

  7萩原 秀彦  宮崎尚     8秋山 真弘   9大澤 亮太  丸山 翔 

   10倉田 春樹  青山 武臣  11増田 拓実  12伊藤 駿利 

13石田 謙治  河野 健    14斎藤 建    15宮澤可奈絵  16内住 祐介 

17稲村 幸子  18鈴木 啓介  小林 康眞    19碓井 崇  加藤 容一 

20新名 美里   21森田 淳  22小林 暁子    23藤原由美子  24齋藤 勇大 

25秋葉 光洋  26大泉 俊征 27金子準一郎    28竹貫 全秀  29大野 瞬 

30山中 洋平  31小林 弘幸  32小倉 健   33奥山 俊一  34後藤 大希 

35池田 雄高  36岡井 稜   37根岸 孝之  38草間 裕   39山﨑 博仁 

40関 正行   41栗原 渉   42小林 英二  43高野 淳 

44児玉 隆弘  白石 将也  横井 裕      45 神田 朝日 

46仲丸 雄大  川田 俊樹   47田中 一樹  橋本 英和    48田中 慎也 

49田端 雄樹  50長谷 博之  



折り返し３㎞   ◎鈴木 英稔  ○竹林 英一  入江 正樹 
折り返し３・４区（女子２区）  ◎細田 知也    ○前田 亮  槇 啓司   山内 琢也 
折り返し５㎞   ◎田沼 浩二   ○松浦 直人  江原 良則  島田 頼之  鈴木 未侑   
補助競技場    ◎野川 義則   ○萩原 健一  中山 勝秀  村井 省二  田村 敬明 

松崎 文行   相澤 茂    羽尾 邦夫  簾内 裕也  吉村 雄太 
スタジアム周辺整理  ◎佐々木新之助  ○式田 浩行  菅原 和浩  堀之内萌梨  横山 崇   

            唐沢 学   山本 竜也   須藤早代子  清田 浩伸  大原 一成 
交通規制表示 ◎矢野健治郎   

Z渡邉 圭輔  井上 雄三  武井 智己 

Y吉野 真記  谷本 健   宮崎 孝宏 
X藤井 教貴  馬場 和樹   

W斎藤 敦   竹内 裕二  佐藤 哲平 
V大塚真之介  栗原 清和  相馬 賢一 

U髙橋 修平  坂本 慶太  栗田 靖 
T庄村 康   萩 佳博   田代 雄一 

S森谷 篤弘  豊泉 和晃  佐々木龍馬 
R山田 明良  関根 大悟  峯岸 亮太 

Q矢野健治郎  山内 幾郎  瀧野 秀和 
審判車両及び運転者 

審判長車  髙橋 直之  照沼 直紀     

広報車   西又 克行  神崎 将吾  河野 大志(アナウンサー) 
移動監察車 岩崎慎一郎  川島 利明 

救護車①  川崎 知美  浅賀 慎一 

救護車②   栗原 忠昭   藤崎 雄太 

報道車   猪腰 義文     

連絡車     久保 雅樹 

バイク先導 塩原 知春  夏目 征彦  

 

補助員 
前日準備  花咲徳栄(34)    蓮田松韻(15)   本庄第一(12) 
庶務    熊谷(15)    熊谷女子(4) 
TIC     熊谷西(8) 
アナウンサー 本庄第一(31) 
記録情報  鳩山(3)  
競技者係  熊谷女子(16)    山村国際(3) 

マーシャル 松山女子(10)  
走路員  1～ 5 深谷一(11)      6～10 熊谷(10)    11～18 松山(11) 
     19～23 朝霞(10)    24～29 川越(10)    30～33 上尾(5) 

34～37 松山(10)    38～39  熊谷農業(5)   40～41 熊谷商業(5) 
42～45 上尾(5)     46上尾(5)        47～50 武蔵越生(10) 

 補助競技場  蕨(10)    入間向陽(4) 
補助競技場～メイン通路  埼玉栄(5)    武蔵越生(5)   
スタジアム周辺整理    進修館(10)    深谷(3) 

 

（役員打ち合わせ 全体会 8:30～ 走幅跳ピット、その後部署ごと 場所は別紙参照） 



全国高校駅伝埼玉県予選会 広域コース図 交通案内図 
  
図の Z,Y,X,W,V,U,T,S,R,Q には通行規制看板を設置し、交通規制表示係の役員の方に通行止めの案内をしてい

ただきます。全面通行止めのため競走時間内の車両の進入はできません。 
競技中は通常の駐車場入り口(ドーム北側)からは入場できません。 
高校駅伝関係者（応援者）は、妻沼方面迂回路を西向きに進み、ラグビー場西側駐車場へ入場ください。 
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全国高校駅伝競走大会埼玉県予選会走路員配置図 

A 

B 
D 

E 
H 

I J 3km 折返 

女 2区折返 

5km 折返 

男 4区折返 

男 3区折返 K 

31 32 33 

30 

34 

35 

36 

37 

42 43 44 

45 

46 

47 48 

49 

50 

1 

2 3 4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 12 

13 

14 15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 24 25 26 27 28 

29 

38 

39 

40
 

41 

F 
G 

C 


	p06-07_競技役員
	p36_全国高校駅伝埼玉県予選会コース図＿広域交通規制案内
	p37_走路員配置

