
４月２２日（日） 競技役員－１４月２２日（日） 競技役員－１４月２２日（日） 競技役員－１４月２２日（日） 競技役員－１

競技進行 2 ＊ 福原　基行 * 中村　洋一

審判長 1 ＊ 加藤　宗人

副審判長 3 （主） 岡田　一弘 * 盛　祐二 * 早川　敏男

3 （主） 増田　美恵子 * 百々　悦子

（柏洋Ｓ） （ジャスト）

出発合図員 3 （主） 一木　成行 * 水落　夏海 黒木　秀一

(Ｎａｌｕ　ＡＣ） （CMC-SC） （二蛙会）

3 （主） 木内　靖忠 * 澤田石　賢 * 吉原　浩司

泳法審判員 4 （主） 鈴木　龍弥 林　慶篤 高橋　秀夫 * 笹野　知恵

(プライムSC）

3 （主） 瀧川　惣治 飯塚　良久 宇佐見加寿子

（ア・八王子） （毎日MSC）

折返監察員 26 （主） 藤井　尉公 （副） 佐賀　弘一 関本　三千恵 小谷　玲子 安井　理美

（ジャスト） (ランスイム） （CMC-SC)

鶴岡　充代 友定　義晴 川端　彩加 今西　モト 向井　明弘

（ルネ野田） （GGG） （ＣＭＣ－ＳＣ）

大越　義之 井波　亮 波田　啓介

（アテナAMC） （アックアセレーナ） （コナミ船橋）

（主） 丸山　公雄 （副） 櫻井　三重 荒木　栄子 高橋　洋子 後嵩西　匠

（コスモス） （ジャスト）

野澤　正子 長谷川　菜月 吉田　泰章 田中　正 増子　敏昭

（コスモス） （ＣＭＣ－ＳＣ） （ランスイム）

照井　始 小田　陽子 白井　京子 原田　純子

しんやまSC） （しんやまSC） （しんやまSC）

映像・記録員 5 （主） 平川　隆司 （副） 大関　知美 （副） 森田　知美 藤門　杏子 前田　潤

（柏洋Ｓ） （セ・松戸）

機械操作員 12 （主） 荻原　俊貴 福部　覚俊 六本木　英高 戸高　怜也 井上　航陽

（柏洋Ｓ） （金町SC） （東京ＳＣ） （メガロス柏） （コナミ五香）

（主） 門口　一彦 松本　真弓 圓川　真弓 幾島　賢一 野崎　由美子

（JAC千葉NT） （東京ＳＣ） （ＹＭ朗泳会） （守谷インター） （JAC守谷）

中村　毅 汐崎　徹

（取手体協） （柏洋S)

PC・計測 2 市原　泰義 重原　隆志

計時員 13 (主） 伊藤　滋 江沢　純也 岩本　忠史 大久保　拓真 宇田川　将輝

（セ・WC長沼） （君津MSC） （NAS勝田台） （コナミ本店）

西川　聡美

（コナミ川崎）

（主） 田中　紘 小野　奨悟 倉田　敬子 滝口　勉 星野　祐司

（ＣＭＣ－ＳＣ） （アウルSC） （ゴールドジム柏） （CAC勝田台） （PianoPiano）

植松　愛美 諏訪　朋幸

（DSC公津） （AST2007）

速報員 2 （主） 成田　房子 高橋　佳代子

（コスモス） （コスモス）

(有)東洋電子システム　



４月２２日（日） 競技役員－２４月２２日（日） 競技役員－２４月２２日（日） 競技役員－２４月２２日（日） 競技役員－２

招集員 16 (主） 前田　作治 大橋　秀明 田口　隼 斉藤　千明

（DSC浦安） （花見川SC） （ルネ佐倉） （DSC幕張）

正木　崇史 丸山　稜太郎 福島　優太 土佐　光広

（プレオンふじみ野） （ルネ三軒茶屋） （ミミSC市原） （TAC)

(副） 本名　伸治 高橋　一矢 鈴木　健士郎 田中　貴大

（セブン牧の里） （SD旭） （コナミ青葉台） （プレオン千間）

雲藤　貴光 工藤　大斗 竹内　和也 守谷　祐一

（mimiSC） （コナミ西船橋） （ﾋﾟｰｳｵｯｼｭ） （大崎楽泳会）

通告員 4 (主） 平尾　彩子 * 相田　みゆき * 立山　雄一 * 植草　智代

（ＣＡＣ.ＳＣ）

表彰係 4 高木　忠之 大澤　光彦 斎藤　雅文 川上　賢爾

受付係 12 （主） 鹿倉　理恵 （副） 今井　譲治 石川　宏美 島添　紗妃

（ルネ浦和） （JAC土浦）

（副） 川島　真里 （副） 吉澤　花波 瀬田　由美子 佐藤　友里

（コナミ船橋） （コナミ西葛西） （コナミ西葛西）

遠藤　愛美 町田　葉月 松本　圭佑 今井　翔太郎

（mimiSC） （ナイス東京） （コナミ武蔵野） （ルネ曳舟　）

役員係 6 成毛　尚夫 石井　慎吾 三島　将嵩 佐藤　一路

百目木　一雄 井上　聖香

託児室 2 岩崎　貴美 飯沼　幸子

医師 1 平野　貢

救護員 2 津覇　志保 山口　みゆき

安全監視員 1 * 宮崎　康夫

大会総務 3 * 村上　明子 * 森田　潤子 平石　芳枝

（市川AC）

大会統括 1 * 鵜原　利文

補助役員 40 市立稲毛高校

Nalu　AC

174

市立千葉高校 県立千葉高校 県立長生高校


