
埼玉県駅伝競走大会 競技役員 

総 務  中村 信悟 

総 務 員 後藤 貢一［全 体］   市倉 隆有［進 行］    森下 和哉［記 録］ 

  奥津 進史［庶 務］   田端 和輝［会 場］ 

  埼玉県中学校体育連盟理事長 

技術総務員 松枝 茂樹（埼玉陸協） 

ジ ュ リ ー 小林 貞雄（埼玉陸協）   渡邊 隆洋（埼玉陸協）    菅野 潤一（埼玉陸協） 

保科 征男（埼玉陸協）   遠藤 良宏（埼玉陸協）    新井  充（埼玉陸協） 

審 判 長 池田 金作（埼玉陸協） 

競走審判員  ◎鎌田 智之（加須北川辺）   ○二反田 隼（所沢東）    佐藤 友彬（さ・白幡） 

     金子 典之（鶴ヶ島）    佐々木潤一郎（八潮八幡） 

計 時 員  ◎川村 倫寛（滑 川）  ○三井倉和哉（吉 見） 

スターター 熊谷市教育委員会教育長   埼玉県県民生活部スポーツ局長  

記録情報処理  ◎森下 和哉（川越城南）  ○風間 俊樹（越谷北陽）    大松 武史（日高高根）       

生原  彰（春日部東）    須田 祐介（ふ・大井東）        萩原 邦彦（草加花栗） 

田中 明子（所沢美原） 

トランスポンダー  ◎森下 和哉（川越城南）  ○風間 俊樹（越谷北陽） 

競 技 者 係  ◎長屋 勝浩（川口安行）  ○米倉 孝輔（川口南）    團  良美（三郷前川） 

     二階堂靖高（川越名細）    今井 隆生（飯能名栗）    篠﨑  結（久喜太東） 

醍醐 光昭（新座三）        斎藤 優志（久喜栗橋東） 

中 継 所  ◎緑川 祐子（新座二）   ○市川 貴子（松伏二）    杉本 健太（川口里） 

星野 良介（朝霞二）    深浦  徹（富士見勝瀬）    長谷部ちぐさ（富士見水谷） 

平野 将也（越 生）   茂野  凌（川口東）    藤森 良一（所沢南陵） 

選手誘導係  ◎君島 光紀（坂 戸）  ○新井 和明（羽生西）    佐藤 利之（川 島） 

     忍田 大地（坂戸千代田）    川口  徹（久 喜）   鵜川 咲希（久 喜） 

出 発 係  ◎喜多 一憲（上尾大石）   ○高波 勇斗（川口上青木）    高安 友梨（川口上青木） 

   中西 信幸（上尾原市）    田澤 拓馬（上尾瓦葺）    鈴木 真琴（川口幸並） 

  阿部  直（鴻巣吹上）     

アナウンサー  ◎鎗田 珠実（さ・与野西）  ○花島 昂己（さ・南浦和）    石川麻裕子（鴻巣北） 

電光掲示板  ◎山口  潔（春日部南）  ○深谷 直毅（伊奈学園）    原賀 祥乃（吉川中央） 

        廣瀬 正義（杉 戸）   西森 大介（春日部南） 

風力計測員  ◎野沢 昭人（坂戸若宮）    

用 器 具 係  ◎田端 和輝（深谷幡羅）  ○福島 寛之（熊谷三尻）    今成 友美（熊谷東） 

先 導 車  ◎小神野 透（深谷南）  ○江原裕一朗（入間藤沢） 

後 尾 車  ◎鈴木 達朗（川口鳩ヶ谷）   ○松山 俊彦（川口芝西） 

ウォームアップ場係  ◎渡辺 英昭（狭山西）   ○水庭  裕（熊谷富士見）    川音 順子（寄居男衾） 

  新井 優希（東松山南）    猿渡 啓介（日高高萩） 

マーシャル  ◎菅野駿之介（小川東）  〇堀口 竜輔（滑 川）    林 圭一朗（川 島） 

        神田 直哉（小川東）    青柳 美桜（滑 川）    金子 謙一（東松山白山） 

駐 車 場 係  ◎持田 智史（熊谷大里）   ○武澤 美樹（熊谷妻沼東）    川口 剛毅（熊谷荒川） 

梅本 真美（熊谷江南）    柿沼 聖弥（熊谷八幡）    江森 和季（熊谷玉井） 

山田 康之（熊谷大原）    小松 将馬（熊谷吉岡） 

表 彰 係  ◎中山まなみ（白 岡）  ○田中 博幸（越谷富士）    高田 泰宏（埼玉陸協） 

  横山 啓太（宮代百間）         



 

走路監察員（※印 ＡＥＤ所持走路員） 

   １．鈴木  潤（新座五）  １．後口 洋史（川越砂）  １．入田  厚（川越初雁） 

   １．鈴木 郁登（川越大東）  １．赤坂 紘史（川越東）  １．今村 礼智（川越南古谷） 

   ２．竹内 裕介（熊谷富士見）  ２．青山 貴子（熊谷三尻）  ２．鈴木 桃子（羽生東） 

２．山下 紘樹（熊谷妻沼東）  ２．渋澤 真人（羽生南）  ２．羽廣 雅也（八潮大原） 

３．新井 佑香（深谷川本）  ３．鈴木 康平（春日部）  ３．大関 雄一（深谷花園） 

３．本庄 秀行（深谷岡部）  ３．横川 祥太（吉川中央）  ３．山田 美穂（吉川南） 

４．柴 奈保子（寄居城南）  ４．湯浅 幹雄（杉戸広島）  ４．鈴木しのぶ（寄 居） 

４．加藤 真一（幸手西）  ５．倉持 敬行（行 田）  ５．北島  歩（行田埼玉） 

５．横田  惇（神 川）  ６．仁科 直樹（春日部江戸川）  ６．高橋 新平（川口青木） 

６．柿沼 直樹（川口芝東）  ７．野中 晴雄（加須西）  ７．中村  創（所沢上山口） 

７．中上 宏一（所沢小手指）  ７．松本 敏哉（加須大利根） 

※AED   ８．酒巻 崇史（本庄東）  ８．宇佐美英樹（春日部武里）  ９．伊藤 泰貴（草加瀬崎） 

 ９．青柳 太郎（草加新田） １０．坂場  文（草加新栄） １０．齊藤 竜也（草加川柳） 

１０．渡邉 雅士（草 加） １０．伊藤 雄人（越谷南） １１．村田 賢司（越谷富士） 

１２．一瀬 雄太（伊奈小針） １３．山口  裕（春日部飯沼） １４．浅見 綾香（東松山北） 

１５．渡利 友彦（上尾大石南） １５．川島加保里（上 尾） １６．大隅 良仁（和光大和） 

１６．村上 一博（新座六） １７．柳井 孝二（毛呂山） １８．中村 英一（三芳東） 

１９．浅見 寿文（皆 野） ２０．堀川 広恵（鶴ヶ島西） ２１．山田 敬久（和光三） 

２２．朝長 洋平（飯能原市場） ２３．海老沼優樹（ふ・花の木） ２４．保坂 孝平（ふ・葦原） 

２５．堀  共明（鶴ヶ島富士見） ２６．関口 裕次（朝霞二） 

※AED ２７．渋川  学（三郷北） ２７．粂井 英佑（川口十二月田） ２８．飯塚 祐士（坂戸浅羽野） 

 ２９．勅使河原健一（坂戸住吉） ３０．遊佐 聡子（戸 田） ３０．井ノ口星弥（戸 田） 

 ３１．植松 喜生（入間東金子） ３２．増田 政彦（入間藤沢） ３２．市原 郷史（入間上藤沢） 

 ３３．石塚 勇貴（入間向原） ３４．髙木  嶺（上里北） ３５．設樂 俊一（美 里） 

 ３６．田村 麻央（入間豊岡） ３６．佐々木菜摘（三郷彦糸） ３７．藤舘 奈美（上 里） 

 ３７．粟倉 孝久（蓮田平野） ３７．穴原  健（所沢柳瀬） ３８．関口  浩（春日部葛飾） 

 ３８．大坪 伸行（志 木） ３９．大表 良徳（蓮田南） ３９．田嶋 光雄（朝霞三） 

［１０００ｍ地点］神田  晃（さ・与野東）   ［２０００ｍ地点］新井 理教（ふ・大井東） 

医 務 係  ◎町田 妙子（秩父二）  ○牧野  萌（蕨 一） 

報 道 係  ◎馬場 洋平（加須平成）    

式 典 係  ◎市倉 隆有（埼玉栄）  ○野宮 香織（加須騎西）    生原  緑（春日部） 

        野澤麻里絵（桶 川）    

役 員 係  ◎松井将太郎（鶴ヶ島藤）  ○中島 英俊（東松山東）    宮沢 一浩（埼玉陸協） 

選手受付係  ◎風間 俊樹（越谷北陽）  ○生原  彰（春日部東） 

庶 務 係  ◎後藤 貢一（さ・大宮西）   ○奥津 進史（さ・三室）    前野 一浩（川口元郷） 

    竹之下早百合（東松山松山）    茂木 陽子（上尾東）    栗原 智輝（北本東） 

 二反田眞示（坂戸城山）    松本  清（埼玉陸協）    霜田 政春（埼玉陸協） 

    霜田千恵子（埼玉陸協） 


