
競技名 バスケットボール

氏名 青柳　徹 ＮＯ 氏名　 所属 5 ・ 11 5 ・ 12 5 ・ 13 ・ ・

学校名 松本工業 1 楯　　和弘 蘇南

氏名 杉村　修一 2 村田　紘史 志学館

学校名 松本県ケ丘 3 瀧澤　洋貴 田川

4 伊藤　尚美 田川

氏名 古川　良治 5 浦野　達矢 田川

学校名 松工 6 清水　啓一 梓川

氏名 井出　敦 7 島田　健郎 梓川

学校名 県ヶ丘 8 青木　隆明 県ヶ丘

9 井出　　敦 県ヶ丘

有無 なし 10 羽賀　規真 松本県ケ丘

時間 11 鈴木　孝洋 美須々

競技開始 12 奥原　貴彦 深志

１日目（日付） 11日 13 島﨑　貴史 蟻ヶ崎

時間 9:30 14 志尾本　拓人 蟻ヶ崎

２日目（日付） 12日 15 穂高　夏樹 豊科

時間 9:00 16 竹田　さゆり 豊科

３日目（日付） 13日 17 仲田　直史 池工

時間 9:30 18 村田　　透 池工

４日目（日付） 19 田中　俊博 大町岳陽

時間 20 上條　芳伸 松商

５日目（日付） 21 白井　孝生 松商

時間 22 柳澤　健太郎 第一

23 田中　実佳 第一

氏名 栁澤健太郎 24 榎本　麻衣 松本秀峰

学校名 松本第一 25 藤松　克友 松本国際

26 山本　邦博 協会連盟関係

27 岩垂　幸彦 協会連盟関係

学校名 選んでください 28 鏡味　敦男 協会連盟関係

人数 29 鏡味　孝夫 協会連盟関係

参加日 30 田中　美保 協会連盟関係

31 平林　　浩 協会連盟関係

学校名 32 川田　悠太 協会連盟関係

人数 33 原田　涼平 協会連盟関係

参加日 34 鈴木　　誠 協会連盟関係

35 降籏　利香 協会連盟関係

学校名 36 臼井　智昭 協会連盟関係

人数 37 山田　　潤 協会連盟関係

参加日 38 辻中　健斗 協会連盟関係

39 岩月　遼司 協会連盟関係

学校名 40 三井　大希 協会連盟関係

人数 合計

参加日

2018年度　中信高等学校体育大会役員表 [ 総合 ]

学校・協会関係　役員・審判員

会場長 第1日目 第2日目 第3日目 第4日目 第5日目

1枚目（２枚中）

会場主任

開会式有無及び時間

救護

補助員

0 0 0 0 0



競技名 バスケットボール

氏名 青柳　徹 ＮＯ 氏名　 所属 5 ・ 11 5 ・ 12 5 ・ 13 ・ ・

学校名 松本工業 1 樋口　力也 協会連盟関係

氏名 杉村　修一 2 荒江　　潤 協会連盟関係

学校名 松本県ケ丘 3 須藤　敏彦 協会連盟関係

4

氏名 古川　良治 5

学校名 松工 6

氏名 井出　敦 7

学校名 県ヶ丘 8

9

有無 なし 10

時間 11

競技開始 12

１日目（日付） 11日 13

時間 9:30 14

２日目（日付） 12日 15

時間 9:00 16

３日目（日付） 13日 17

時間 9:30 18

４日目（日付） 19

時間 20

５日目（日付） 21

時間 22

23

氏名 栁澤健太郎 24

学校名 松本第一 25

26

27

学校名 選んでください 28

人数 29

参加日 30

31

学校名 32

人数 33

参加日 34

35

学校名 36

人数 37

参加日 38

39

学校名 40

人数 41

参加日 合計

2018年度　中信高等学校体育大会役員表 [ 総合 ]

学校・協会関係　役員・審判員 ２枚目（２枚中）

会場長 第1日目 第2日目 第3日目 第4日目 第5日目

会場主任

開会式有無及び時間

救護

補助員

0 0 0 0 0


	会場長２
	会場長２ (2)

