
《競技役員》
平　一晶 畑沢

審判長 梅澤　昭芳 打瀬

競技進行 浅野　博允 前原

副審判長 ◎ 矢野　敏彦 昭和学院 ○ 伊藤　伸一 高洲二 成毛　尚夫 県水連 松尾　昭 県水連

出発合図員 ◎ 稲垣　智哉 緑町 ○ 富塚　博崇 渋谷幕張 堀之内　健 松戸北部小

泳法審判員 ◎ 原田　辰司 鋸南 ○ 安冨　剛 志津 柳沢　佑貴 西武台千葉 藤澤　隆次 蘇我

佐野　洋一 八街中央 小谷中　香穂 東海大浦安 萩野　浩明 日の出 加藤　沙百合 館山三

折り返し監察員 ◎ 田島　典幸 八千代松陰 村田　安彦 白井 根岸　瞳 松戸四 米井　雅男 原山

後藤　武司 秀明八千代 富田　祐基 花園 田崎　浩之 流山北部

吉田　正幸 勝田台 小檜山　寛 西武台千葉 長田　英一 布佐

○ 田邊　史朗 習志野台 柿沼　里麻 佐倉 辻　太久郎 臼井 平井　聖光 河原塚

松田　峻 流山東部 戸塚　聡美 常盤平 小嶋　健一 流山南部

牧野健太郎 行田 相島　有美 野田南部 菊池　勝弘 金ヶ作

記録・速報員 ◎ 安井　貴洋 五井 ○ 西田　良規 前原

機械操作員 ◎ 橋本　京子 松戸五 杉﨑　大幹 成田付属

田山　和夫 町田　達雄

コンピューター係 ◎ 岩瀬　正翔 松戸五 ○ 新井　淳一郎 松戸一 高瀬　浩之 松戸二 鏑木　佐和子 小見川

（音響・映像係） 高梨　久幸 和名ヶ谷 中川　準一 太田 川勝　哲哉 太田

　
計時員 ◎ 関口　文尚 我孫子 前田　隆 海神 ○ 土橋　純也 富澤　匡史 蘇我

金子　愛美 加曽利 田邉　浩一 辰巳台 山口　小百合 習志野六 西村　竜一 八木ヶ谷

石津　智美 常磐松 原田　知也 富岡 小松　みゆき 大洲 石神　健司 美浜

宮﨑　玄太 小金南 本堀　冴 六実 石村　信二 小金 長井　秀子 習志野二

内村　明美 鎌ヶ谷四 田口　富美子 松戸三 山口　直子 和名ヶ谷 松岡　林香 習志野一

上原　典子 新松戸南 長田　将平 千葉日大一

招集員 ◎ 佐久間　岳 大椎 ○ 小澤　慶一郎 逆井 織田　良昭 豊四季 竹原　徹 松葉

細谷　耕平 柏二 堀井　恵美子 公津の杜 島田　芳江 柏二 稲葉　紳一 西志津

河野　智子 成田西 嶋田　健一 葛飾 及川　祥文 四街道北 塚田　麻美 柏

通告員 ◎ 中川　朋子 和洋国府台 平野　孝幸 柳沢小 満田　美由紀 大山口

賞典 ◎ 佐藤　陽香 久寺家 ○ 早川　千春 芝浦柏 矢野　雄大 芝浦柏 在原　浩美 昭和

場内指令 会場係 ◎ 鈴木　勉 小見川 ○ 長橋　光 東邦 小西　昭仁 高谷 岩田　和也 村上

深山　典子 茂原南 大串　奈々恵 岩名 影山　存 八街 染谷　晴美 三田

大岩　昌代 市川六 石川　貴子 国分寺台 富塚　虎太 小金南 能登　幹一郎 鎌ケ谷五

梅津　華織 ちはら台南 井上　大一 国分寺台西 荻野　善彦 姉崎 原　幸広 鎌ヶ谷三

河野　互良 市川二 ト蔵　佳織 福栄 小倉　貴 八千代台西 飯塚　奈津子 市川三

田中　孝明 八幡 萩原　壮 小見川 石塚　浩 湖北台 鈴木　龍 白山

金子　久美子 千草台 西川　裕貴 八木 森山　夏妃 習志野三 内山　奈津子(21) ちはら台西

金子　大地 西初石 福地　利恵 南流山 高井　敦子(20) 妙典 別所　亮紀(21) 野田一

唐橋　昭彦 鎌ケ谷 杉　紀一 鎌ヶ谷二 田中　由起子(20) ちはら台西 田中　祥理子(21) 土気南

山口　淳子 習志野五 田中　良明 松戸六 千葉　優衣(20) 周西 森下　茂(21) 妙典

稲生　智子 習志野四 相場　大成 大原 宮本　文哉(20) 土気南 森　将嘉(21) 周西

櫻井　京子 高洲 横山　賢治 大原 寉岡　慧弥(20) 幸町二 勅使河原　那穂(21) 聖徳女子

宮本　敏之 佐原 大野　由加里 堀江 折戸　豊(20) 川間 安部　麻里(21) 白子

競技役員係 谷岡　真美 椿森 海藤　春菜 昭和秀英

救護 横山　美和 東邦

補助役員 五井 芝浦柏 成田西・公津の杜 東邦 小見川・佐原・打瀬

（記録） （賞典） （招集） （プロ販） （場内）

大会運営委員長


