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競 技 役 員 

 ◎主任の審判員（陸協、中体連）は、各部署の審判員の分担・種目の割り振りを必ず行って下さい。 
  

総 務  藤垣 晴夫 

総 務 員    小竹  淳(高 尾 台) 澤田 剛紀       池岸 晃弘       川嶋  聡       田井 芳洋        

            川口 雅樹       中  秀司      林  美希    福井 有澄       田村 智成        

            越村 知史    大内 史子    今村 浩規    野寺 巧寛 

       中野 和重(北辰)  山崎  洋(七尾) 田村 隆一(津 幡 南) 佐々木美里(山代)  村上 祥規(高岡) 

            福田 修一( 泉 )  宮本 哲郎(清泉) 山本 里華(鳴和)   

技術総務  出澤 英之 

ジュリー   親谷 均二 

審 判 長  山本 幹廣(ﾄﾗｯｸ) 日光  忍(投擲) 西田 典生(混成) 松本  彰(スタート) 

報 道 係  ○◆松見 有紗(光野) ◆西出乃梨子(川北) 

アナウンサー ○堀  和彦   ◆杉田 枝穂    村上 祥規(高岡)◆東藤    淳(長田)◆宮本 哲郎(清泉) 

記録・情報処理 ○中  秀司    八田 嘉子(野々市) 清水  都    西川恵美子(鶴来) 松原万璃子(布水)  

            小林 桃子(清泉) 

番組編成員 ○片山 千歳(北星)  

マーシャル ○福井 有澄 

用器具係 ○古立 義勝    ◆稲生 隆則 

 

競技者係 ○長江美和子      ◆西野  真弓( 緑 ) ◆吉村あゆみ(城南) 

役員・庶務係 ○中村 奈美       大岩 為一   ◆松見 有紗(光野)  

公式計測員  ○◆北川  潔(星稜) 

風力計測員 ○大野  優(鶴来) 鵜川  大輔(松陽) 且味 彩花(河北台) 

表 彰 係 ○◆久村  良(布水) 小松 英樹(七尾東部) 

周回記録員 ○山口  進(七尾) 

写真判定 ○表  洋一(美川) 向畦地芳和(寺井) 沼田 恵子(宇ノ気) 上林  奈穂(長田) 小山 実優(野々市) 

決勝審判員 ○土田 善博 

計 時 員 ○松田 義明 

監 察 員 ○山田 泰弘    山本 章弘    ◆澤邉 泰延       田中  寛之(北星)  

ｽﾀｰﾀｰ･ﾘｺｰﾗｰ ○川口 雅樹(北陸学院)◆出澤 英之     金谷 祥子       中出 貴大     山本 里華(鳴和) 

            荒木  祐輝(北陸学院) 加藤    洋(北陸学院) 

出 発 係 ○吉田 朋平(輪島) 吉田  憲(光野) 福田 修一( 泉 ) ◆西野  真弓( 緑 ) ◆吉村あゆみ(城南) 

      北村 太郎(北辰) 吉田 倫人(辰口) 

跳躍審判員 ○川嶋  聡    石井 勇次    山本 勝裕       澤田   徹       能村  昭 

            酒井  卓    山本 和彦    田中 秀暢    中村 友治    ◆稲生 隆則 

  山崎  洋(七尾)◆中野 和重(北辰) 井上 重毅(河北台) 坂野  勝弥(板津) 川原    大(根上) 

 岩坂  紘司(輪島) 英    雄輔(浅野川) 杉山    敦(高岡) 北村  紗希( 港 )  

投てき審判員 ○◆佐々木美里(山代) 瀬川 俊夫      西田 典生       重吉 理絵(南部) 鉄車 真央(寺井) 

           ◆東藤    淳(長田)◆宮本 哲郎(清泉) 大間 千織( 港 ) 高木  大河( 泉 ) 定者由美子(山中) 

 有馬ゆかり(山中) 谷保    亮(松任) 佐伯  和哉(松任) 

競歩審判員  ○澤田 英樹       辰川 志郎       谷内 雄亮    大家 義浩      ◆澤邉 泰延       

 川向 哲弥   ◆杉田 枝穂      ◆西出乃梨子(川北) 

生徒役員係 ○◆中野 和重(北辰) 

医 務 員   木村志奈恵 

接 待 係   ◆松見 有紗(光野) 

中体連パソコン係  白山 芳治(中能登) 中川 絢太(浅野川) 向田ひとみ(浅野川) 高野 牧子(鳴和) 宮﨑 達也       

                                       ○印は主任  ◆印は兼任     は補助役員 


