
第25回千葉県春季水泳競技大会 競技役員 5月16日

審判長 宇佐見文絵

副審判長 青柳淳  照内則雄 成毛尚夫 松尾昭 鈴木龍弥 伊藤伸一

泳法審判員 ◎増田美恵子 堀川克己 百々悦子 佐々木範雄 林慶篤 澤田石賢 荒木英彦

木内靖忠 一木成行 矢野敏彦 高橋佳代子

出発合図員 ◎小林弘武 佐敷定雄 関谷直樹 中村健太郎 宇佐見政勝
メディカル 昭和学院高 SA富里

折返/計時員 ◎不破正義 岡田大輔 田野宏昴 小西乃愛 杉崎大幹 浅野正太郎 本間愛翔
アーデル アーデル EAST セントラル新浦安 成田付属 ＧＩＢ木更津 千葉田園ＳＣ

小林龍斗 阿部雅士 古川遙也 田中節子 増山芽生 尾崎麻佐美 口分田健生
柏洋・江 セントラル流山 ウスイＳＣ セントラル館山 天王台ミナト ユアー我孫子 ユアー習志野

磯田一宏 金谷周治 猪慎司 石川剛太 萩原美紀 綿貫大輔 加島智朗
ルネサンス八日市場 ルネサンス土気 鋸南ＳＣ ユアー南流山 みなとＳＳ ツガスポーツ メガロス柏

片石拓斗 玉置七彩 福島優太 渡邉一雄 藤代智也 安藤次郎 鶴岡英治
柏洋・南 柏洋・南 ミミＳＣ市原 コナミ五井 ダンロップＳ柏 Vivid館山 稲毛泳遊会

石井秀和 増山正和 伊藤楽 吉田郁 飯泉遥奈 大橋太郎 柳沢祐貴
千葉南高 千葉南高 八千代松陰高 千葉商大付 市立松戸高 木更津高専 西武台千葉

渡辺基子 小檜山寛 藤井尉公 田中正 黛幸雄 小谷玲子 櫻井三重
昭和学院中 西武台千葉中

清水由雄 堀江克則 照井始 関本三千恵 野沢正子 関本雅世 成田房子

丸山公雄 小関美恵子 高橋洋子 佐賀弘一 友定義晴 荒木栄子 伊藤修

鈴木実

機械操作員 ◎富樫広之真 松田翔一 高橋学 土屋正光
ＶＥＲＤＩ アウル木更津 東金インター ＣＡＣ勝田台

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ員 ◎生方康雄 幾島賢一 高橋俊一郎 菅野耕司 内海良一 森田知美

渡邉岳人 荒井正和 寺田陸
ダンロップＳ松戸 セントラル南行徳 国際武道大学

記録 ◎藤木貴章 田口楓
稲毛インター 柏洋・柏

招集員 ◎塚本裕一 秦友佳子 福井嵩博 藤縄泰秀 新宅風人 小野里侑大
千葉明徳高 君津ＭＳＣ ジョイフル千葉 ＪＳＳ大原 プレオン船橋 千葉明徳高

大山美奈 遠藤優太 木村達貴 松本翼
ルネサンス野田 コナミ津田沼 セ・ｸﾘｰﾝｽﾊﾟ市川 茂原スポーツ

通告員 ◎平尾彩子 櫻井あや 小谷佐織 平石優花 立山雄一 相田みゆき 砂村純子
ＶＥＲＤＩ 稲毛インター 順天堂大学 県立柏高 ＣＡＣＳＳ

場内指令・受付 ◎佐伯航 秋山みさき 熊野由都 向えりか 宮下真衣 大谷実
花見川ＳＣ ルネサンス幕張 曽谷セントラル 野田ミナト セ千葉みなと セントラル我孫子

高野健太 今井悠人 西祐太郎
イトマン千葉 セントラル南行徳 ルネサンス佐倉

配信 ◎早川千春 石井慎吾 廣野翔平
成田

救護 丹野雄貴 端野裕郁
メガロス柏 ＪＳＳおゆみ野

総務  早川敏男 福原基行 瀧川惣治
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