
①：１日目、②：２日目、③：３日目
会場長 宮原　明和 (穂商)

総務 上杉　丈夫 (深志) 出川　雄基 (高遠)
（競技委員長）

総務員 三代澤　芳男 (豊科) 山﨑　豊茂 (国際) 永島　侃 (青峰) 松井　一陽 (岳陽)
（競技委員） 藤森　要 (下諏訪向陽) 櫻井　奈帆 (飯田) 深志4

技術総務 赤沼　広志 (南農)

審判長 百瀬  貴 (塩尻市陸) 篠原　克修 (東海大諏訪) 田澤　稔 (松本市陸)

（トラック・混成） （跳躍） （投てき）

TIC (主) 遠藤　颯 (岡谷南) 塩原　大 (梓川) 山口　宏高 (美須々) 南澤　明音③ (松本市陸)

（庶務・役員係兼
務）

美須々4

マーシャル (主) 北原　三代志 (赤穂) 奥原　勲 (美須々) 小島　久樹 (岡谷東) 丸田　茂雄 (穂商)
広瀬　隆 (秀峰) 中島　紀子②③ (松本市陸)

ｱﾅｳﾝｻｰ (主) 山﨑　豊茂(兼) (国際) 塩原　玲美 (岡谷東) 前島　美希①② (県ヶ丘) 田中　愛①③ (塩尻市陸)

国際2

記録情報処理員 (主) 三代澤　芳男(兼) (豊科) 北野　美樹 (豊科) 樋口　剛志 (松商) 井原　成経 (岡谷工業)

（番組編成を兼ねる） 大日向　明 (飯田OIDE長姫) 有賀　優樹 (箕輪進修) 有賀　大輔 (下伊那農業) 葛城　光一 (諏訪陸)

丸山　新吉① (松商) 竹内　秀樹①② (上伊那陸) 宮島　香織②③ (松本市陸)

風力計測員 (主) 新村　守 (東海大諏訪) 料治　正和 (田川) 河野　繁 (飯田OIDE長姫) 上野　忠明②③ (松本市陸)

東海3

用器具係 (主) 風間　勇一郎 (志学館) 二木　温 (松商) 橋爪　雄二 (蟻ケ崎) 阿部　貴弘 (蟻ケ崎)

戸田　明彦 (岡谷南) 小出　茂樹 (伊那北) 中川　敬介 (伊那西) 伊藤　佑樹 (伊那西)

菊池　大輔 (伊那北) 瀧川　哲郎③ (第一) 勝野  雅大 (松本市陸)

競技者係 (主) 原　宏明 (松川) 縣　正樹 (深志) 原田　志保 (飯田風越) 塚田　真希 (下伊那農業)

（混成競技係を兼ねる） 西川　芙生子 (秀峰) 松澤　杏奈①② (大北陸) 小松　友美①② (諏訪陸) 和田　泰正②③ (安曇野市陸)

松岡　利明②③ (松本市陸) 蟻ケ崎5

出発係 (主) 小原　健太郎 (青峰) 今溝　秀雄 (南農) 小平　真紀 (辰野) 川村　俊介 (諏訪実業)

石井　雄大 (阿南) 宮澤　花奈実 (松本市陸) 原田　真由美① (松本市陸) 丸山　翔平② (大北陸)

浅川　治基②③ (安曇野市陸) 国際4

競　技　役　員

豊科2,田川1

伊那北3,岳陽2



スターター (主) 下里　直弥 (国際) 永島　侃(兼) (青峰) 藤森　要(兼) (下諏訪向陽) 永島　洸平 (上伊那農業)

勝野　仁深 (大北陸) 小川　淳 (木曽陸) 加藤　麻純② (松本市陸) 青峰3

写真判定員 (主) 藤井　一茂 (松商) 雨宮　明弘 (諏訪清陵) 早川　聡史②③ (青峰) 青山　功一 (安曇野市陸)

児玉　奈美②③ (安曇野市陸) 冨永　浩一③ (松本市陸)

監察員 (主) 松井　一陽(兼) (岳陽) 杉原　昭紀 (筑摩) 小島　昌子 (諏訪実業) 清沢　創一 (辰野)
柳　哲生 (飯田) 唐澤　佑作 (明科) 出澤　健二 (都市大) 梶川　香織 (松本市陸)

洞澤　光③ (大北陸) 今井　洋平②③ (木曽陸)

ビデオ監察 (主) 藤井　一茂(兼) (松商) 奥原　聖③ (松本市陸)

跳躍審判員 (主) 荻原　信幸 (諏訪二葉) 佐藤　賢一 (県ヶ丘) 織茂　大地 (国際) 吉田　幹弘 (諏訪清陵)

櫻井　奈帆(兼) (飯田) 野村　繁伸 (都市大) 神田　愛実 (岳陽) 降旗　正 (松工)
小野　純生 (松工) 有賀　理恵①② (岡谷南) 佐藤　友紀①② (白馬) 江崎　奈緒美②③ (青峰)
小口　李歩②③ (阿南) 木戸岡　和孝①② (塩尻市陸) 石坂　巽海②③ (松本市陸) 丸山　純生②③ (松本市陸)

加賀見　一輝②③ (諏訪陸) 鈴木　陽世梨②③ (木曽陸) 荒井  洋光③ (松本市陸) 栗空　亜沙美③ (木曽陸)

投てき審判員 (主) 柄澤　真野 (茅野) 藤原　牧人 (穂商) 良波　克也 (志学館) 滝澤　克彦 (松工)
菅原　太地 (梓川) 村松　卓哉 (松川) 小林　駿太 (飯田OIDE長姫) 二木　麻友 (赤穂)
中村　光夫①② (駒ケ根工業) 湯澤　重弘②③ (岡谷工業) 野村　勝巳 (安曇野市陸) 吉田　昭男 (塩尻市陸)

中村　晴夫 (塩尻市陸) 上條　盛子②③ (松本市陸) 小林　弥希②③ (松本市陸)

競歩審判員 (主) 今溝　秀雄(兼) (南農) 北原　三代志(兼) (赤穂) 山﨑　豊茂(兼) (国際) 縣　正樹(兼) (深志)
赤沼　広志(兼) (南農) 三代澤　芳男(兼) (豊科) 中川　敬介(兼) (伊那西) 出発兼

競歩記録員 丸山　新吉(兼) (松商)

医師（看護師） （看護師を依頼中）

医務員 清沢　直達　① (塩尻市陸) 小川　翔平②③ (松本市陸) 高山　晃司②③ (松本市陸)

補助員係 山﨑　豊茂(兼) (国際) 縣　正樹(兼) (深志)

　　　※　上記審判員の方（学校正副顧問を含む）は、毎日審判受付をしてください。（TIC）

清陵3,県ヶ丘3,松商6

志学館2,穂商2,松本国際2,松工1,梓川1

補助員　　　　参加各校は上記　□　内の人数の補助員をお願いします。
　　　　　　 　　１日を通してできない場合は交代して行うようにしてください。


	2021 プロ原稿 (新人)

