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大大大大    会会会会    役役役役    員員員員    

 

大会長      大岩  賢 

大会副会長     卯木 英司 南  邦明 横手 美男 藤本 繁 沖津 眞一 磨野 寿夫 

大会顧問     森脇 謙一 

大会委員長    江口  寿 

大会副委員長   佐竹 昌之 曽谷 浩隆 上田 善一 難波 康夫 竹内  洋 川井 賢一 

大会委員      鳴門市陸協理事 徳島陸協理事 徳島陸協競技運営委員会委員 

 

競競競競    技技技技    役役役役    員員員員    

 

総 務      江口  寿 

総務員      卯木 英司 佐竹 昌之 藤本  繁 西條 一之 寺田  裕 山本 貴春 

 難波 康夫 住友 久之 竹内  洋 三栖 信征 

審判長      岸   勉 上田 善一 

アナウンサー   （主）中野 祐次 曽谷 浩隆 吉中 真洋 

記録・情報処理  （主）清住 直健 大倉 由香里 松浦 良樹 三栖 信征 安川  毅 

技術総務     （主）白川  悟 

補助員係     （主）寺田  裕 

表彰係      （主）佐藤 玲子 竹内  洋 山口 義明 長濱 奈樹 大西 海人 

競技者係     （主）吉田 喜久雄 石川 哲也 重見 高博 西根 靖人 姫田 大輔 松江 大樹 

 村部 順子 久保 佳加 橋本 理沙 久保 佳加 

ウォームアップ場係 （主）次山 博幸 寺尾 行雄 狭間 文夫 三木 忠義 下向 菜穂 

役員係      （主）中村  勇 山本 貴春 江口 美保 

庶務係      （主）播磨 純代 八尾 景子 梅本 美也 

用器具係     （主）江口  寿 

監察員      （主）福住 謙三 小林 正人 尾華 博之 藤本 弘喜 佐藤  彰 森田 むつみ 

風力計測員    （主）東  隆幸 古川 正三 白川  悟 竹内 紀彦 山崎 秀行 

決勝・周回審判員（観察兼務） 

    （主）磨野 寿夫 美好 雅文 黒田 周二 場合 雅人 安田  尭 

写真判定員    （主）市橋 賢治 田岡 翔平 奥谷 圭介 廣瀬 憲太 

スターター    （主）鈴江 良造 幸路 義文 賀好 行彦 中山 祐次 宮内 司郎 

出発係      （主）吉岡 義文 生田 章能 中野   甫 斎藤 好和 村上 民男 竹内 淳子 

森  英一 永井 明人 
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跳躍審判員 

   高（主）武市 憲士郎 藤内 則康 竹内 靖人 西内  栞 廣田 愛実里 

   幅（主）藤川 健司 緒方 俊昭 桜井  徹 赤澤 泰志 大谷 拓美 桜井  健 

新野  圭 篠岡 布明 大坂 善昭 喜多 佳英 越野 友貴 磯﨑 真由 

森  浩二 

投擲審判員    （主）豊永 陽子 大岩  靖 春木 理奈 林  英司 村尾 茉優 中田 恵莉子 

大和 英雄 波多 彩希 

 

 

補補補補    助助助助    員員員員    

パート名 人員 学校名（人数） 

1 記録 ３ 大麻中（３） 

2 競技者 ３ 鳴門第一中（３） 

3 風力 ３ 鴨島第一中（３） 

4 スターター ３ 北島（３） 

5 出発 ３ 鳴門中（３） 

6 跳躍 ６ 鳴門第二中（３）、松茂（３） 

７ 投てき ６ 鳴門渦潮高（3）、鳴門高校（３） 

合計 ２７ 

 


