
競　技　役　員　

総務 中田　次夫

総務員
(総務)

吉岡　幹雄

(財務)

渡辺　秀二

(競技)

山崎　真良

(審判)

正能　隆雄

(記録)

坂内　孝弥

(医務)

山田真由美

技術総務 松枝　茂樹

審判長(男子) 松山　治彦

審判長(女子) 高木　英朗

移動監察員(男子) 平間　匡 竹村　義人

移動監察員(女子) 清水　嘉彦 岩崎慎一郎

スターター(新都心) 上田　清司知事◎ 水田　智

スターター(鴻巣) 鴻巣市長 ◎ 久保　雅樹

アナウンサー ◎ 小鷹　勝男 〇 松川恵津子 小野寺みどり

記録情報処理 ◎ 坂内　孝弥 市川　朋子

電光掲示係 ◎ 安藤　尚弘 〇 今井　亮 堀越　邦夫 當房　正宏

表彰係 ◎ 関口　英一 中井　泰介 横川　知慈

庶務係(熊谷) ◎ 鳥羽　真 西村　晴美 霜田千恵子

役員係(熊谷) ◎ 宮澤　一浩 和田　市平

報道係(熊谷) ◎ 鈴木　進

医務員 ◎ 安藤　心兵

広報車 ◎ 増田　康之 小縣　良平

医務車(男子) ◎ 永薗　吉子 看護師

医務車(女子) ◎ 山田真由美 看護師

最後尾車 ◎ 渡邊　隆洋

コース設営係 ◎ 上田　義人 武藤　量司 横山　尚多香

●監察・走路員

吹上17号袋交差点 ◎ 山下　悦男

熊谷駅前筑波交差点 ◎ 神田　正己 長谷川　勇
熊谷スポーツ文化公園

入口　(ﾗｸﾞﾋﾞｰ場北)
◎ 長谷　博之

熊谷スポーツ文化公園

内　走路員
◎ 小澤　孝 大塚真之介 川尻　真 川島　利明 北村　亮祐 倉田　春樹

島田　頼之 庄村　康 関口　淳 塚越　隆文 樋口　大輝 島田よしみ

総務係 ◎ 齋藤　宰　 〇 保科　征男 内住　祐介 栗原　勇洋 小堀　泰代 塩原　勉

霜田　政春

事務局 ◎ 堀部　勉

◎主任　〇副主任



スタート・決勝・中継所役員(順不同)
※男子

スタート ◎ 飯田　恭人 〇 吉川　光弘 猪腰　義文 石井　重信 大原　一成 亀田　勲

(さいたま新都心) 金井　啓子 河野　大志 神山　洋一 佐藤　拓也 杉本　悟 高田　悦子

周辺走路員含む 堀江　政明 丸山　翔 宮前　克 吉川　照代

第1中継所 ◎ 小林　正明 〇 糸井　國雄 新井　利之 井手夏奈子 貝増　辰也 川合　康夫

(宮原小学校前) 北口與志郎 坂本　正弘 澁川　倍己 関根　邦夫 多胡　優真 中澤　富夫

長塚　明 畠山　眞人　 南　公隆 森　岩男 森泉　照夫 矢島　恵治

記録員　岡本　輝

第2中継所 ◎ 中村　久敏 〇 永井　秀夫 岩谷　茂 鬼塚　康弘 小野　寿夫 小野寺正勝

(JR上尾駅前入口) 加藤　寿 熊田　武 小坂　誠一 坂口　静雄 佐藤　富雄 島村　五

寺内　康仁 中川　進一 濱田　和広 古川　一夫

田中　健彦　記録員

第3中継所 ◎ 小高　重則 〇 髙橋　勇 新井　進 新井　博 石谷　雅春 猪鼻　喜精

(JR鴻巣駅前入口) 内田　明 荻原　榮一 川崎　秀麿 酒巻　栄 島村　宣生 根岸　勇

山口　泰弘

田中　裕志　記録員

第4中継所 ◎ 松本　清 〇 渡部　真秀 阿部　康雄 神田　恒雄 讃岐　　智 文屋　芳浩

(JR北鴻巣駅前入口) 阿部　茂 阿部　純子 木村　正義 島田　清史 野沢　憲幸 樋口 正範

吉岡志津子 奥村　元子 木村　貞枝

井上　剛史　記録員　

第5中継所 ◎ 関根　恒喜 〇 明戸　孝夫 青木美智留 石橋　誠 池田　雄高 金井　文雄

(熊谷女子高校前) 栗原　忠昭 小林　均 護守　雄二 坂本　守 関口　耕一 武井　美治

棚村　充夫　 仲丸　雄大 原口　音吉 森下　春雄 山形　康雄

記録員　吉田　裕太

フィニッシュ ◎ 伊得　正紀 〇 湯川　英昭 阿部　友和 伊得　幹夫 石原　実　 稲村　昌巳

(熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園 遠藤　良宏 川上　寛二 清水　進 須藤　浩 鈴木　英稔 樽谷美智子

陸上競技場) 福島　清 堀内元三郎 堀口　均 益子　倫行 本橋　正好

記録員　市川　朋子

※女子

スタート ◎ 澤田　和夫 〇 塩原　知春 浅賀　一恵 近藤　純枝 小島　綾華 斎藤　建

(鴻巣駅東口 武井　勉 竹野谷信次 田中　芙蓉 中村　駿之 松本　一美 宮崎　尚

エルミ鴻巣付近) 村井　省二

第1中継所

(JR北鴻巣駅前入口)

第2中継所 ◎ 今井　功治 〇 田島　幹也 飛鳥馬光雄 五十嵐亮太 佐藤　博幸 萩原なみ江

(JR吹上駅前入口) 長谷川えつこ 濱田　重明 増田　靖一

記録員　清水　亙

第3中継所 ◎ 吉田　光広 〇 宮永　隆行 小池　七郎 白石　将也 関口　清子 高野由美子

(JR行田駅前入口) 中井　幸子 濱田三喜男 森谷　篤弘 渡辺辰之助

記録員　鈴木　俊洋

第4中継所

(熊谷女子高校前)

男子第4中継所と同じ

男子第5中継所と同じ

◎主任　〇副主任


