


総務 髙塚　 俊 （県陸協）     

総務員 山﨑かおる （長岡向陵） 鈴木　圭輔 （村上桜ヶ丘） 山田　学 （県陸協）

岩﨑　雄一 （新潟西）   

庶務 小野理恵子 （県陸協） 渡辺　梓 （県陸協） 吉岡　修 （小千谷）

八木　貴志 （三条東） 岡崎　郁美 （柏崎翔洋）

技術総務 菅　耕二郎 （長岡大手）     

審判長 浅野　政和 （長岡工）     

決勝審判員 ○ 佐藤　政幸 （新津工） 田中　啓也 （三条）

写真判定員 ○ 土田　雅彦 （新潟江南） 小関久美子 （新潟） 小島　大介 （新津）
（含：計時・ﾌｨﾆｯｼｭﾀｲﾏｰ） 平田　幸一2 （長岡） 蒲澤　悠貴 （日本文理） 丸山潤一郎 （柏崎総合）

板垣　雄三 （北越） 宮田　正美 （八海） 伊藤　拓弥 （日本文理）

跳躍審判員 ○ 梅野　昭一 （新潟南） 星　　 啓介 （長岡） 峰村　信弥 （長岡向陵）

小池　靖明 （長岡工） 遠山　和志 （三条） 小黒　秀昭 （柏崎）

南雲　建次 （小千谷西） 鈴木健太郎 （巻） 松澤ジアン成治 （開志国際）

権瓶　寿満 （日本文理） 宇津　雅貴 （日本文理） 豊嶋　茂樹 （県陸協）

五十嵐　聡1 （柏崎工） 志田　哲也 （県陸協）

投てき審判員 ○ 新田　健 （新津工） 松井　重徳 （長岡商） 古川　敬太 （新津工）

神田　富士男 （小出） 佐藤　卓哉 （六日町） 富樫　友和 （八海）

小林　要 （新潟産大附） 細田　淳史 （新潟東） 尾組　晃 （県陸協）

齊藤　倫成 （新潟県央工） 竹内　富雄 （県陸協） 榎本　隆 （柏崎常盤）

出発係 ○ 金子　峰人 （新潟明訓） 横山　高司 （県陸協） 永井　富寛 （県陸協）

武田　道弘 （新潟） 本田　知子 （新津） 山口　武 （長岡明徳）

吉田　紀子 （小千谷西） 保坂　勉 （十日町） 井口　智浩 （小出）

山本　隆広 （長岡高専） 小熊　健志 （高志中等） 坂井　友裕 （新潟青陵）

川波　一八1 （佐渡）

監察員 ○ 小島　一大 （新発田南） 生垣　真 （新潟工） 菅沼　幸 （新潟工）

菅谷　耕司 （新発田農） 五十嵐　昇 （八海） 髙橋　弘一 （万代）

関　　 真人 （高志中等） 渡邉　桃佳 （万代） 宮下　尚圭 （新発田南）

北　　 貞爾 （県陸協） 綱本　哲夫 （県陸協） 南雲　益男 （県陸協）

野上　武史 （県陸協） 渡辺  二郎 （県陸協） 伊藤  拾一 （県陸協）

森本  栄一 （県陸協） 藤澤  秀雄 （県陸協） 遠藤　正斗 （高田農業）

競技者係 ○ 本保　正善 （村上） 小松　彰 （新発田） 朝倉　清2 （県陸協）

渡邉　大介 （新発田） 五十嵐裕子 （県陸協） 塚本　徹 （見附）

マーシャル 〇 桜井　勇 （十日町） 小林　俊久2 （十日町総合） 長谷川芳幸1 （十日町総合）

藤田　雅也 （新潟産大附） 八木　洋文 （上越） 澁谷　俊雄 （県陸協）

小柳　厚司 （県陸協） 青木　祐一 （県陸協） 石田　大介 （豊栄）

記録・情報処理 ○ 難波　克栄 （新発田商） 土肥　伸行 （新潟商） 酒井　正文 （長岡商）

澁谷　利行 （新発田南） 関沢　秀栄 （高田）
スターター ○ 西　   大郎 （新発田農） 和田　紀明 （新潟商） 小関　周男 （新発田）

（リコーラー） 榎本　健太 （県陸協） 小杉　隆 （長岡） 八木　貴志 （三条東）

下鳥　達也 （上越総合技術） 酒井　雅弘2 （上越総合技術）   

競歩審判員 ○ 田中　利夫 （県陸協） 齊藤　倫成 （新潟県央工） 大森　智仁 （新発田中央）

岩﨑　雄一 （新潟西） 桜井　勇 （十日町） 宇津　雅貴 （日本文理）

風力測定員 ○ 大森　智仁 （新発田中央） 中川　裕輝 （村上桜ヶ丘）   

用器具検査係 ○ 細田　淳史 （新潟東） 佐藤　卓哉 （六日町）   

周回記録員 ○ 佐藤　政幸 （新津工） 田中　啓也 （三条） 吉岡　修 （小千谷）

アナウンサー ○ 鈴木　智子 （中越） 品田貴恵子1 （高田商） 藤巻　奈緒 (高田北城）

用器具係 廣川　実 （東京学館新潟）   

用器具管理係 金子　峰 （新潟北）     

医務員 戸田　香織 （県陸協） 三澤　香里 （県陸協）   

補助員係 板垣　雄三 （北越）     

役員係 岩﨑　雄一 （新潟西）     

競  　   技     　役     　員


