
＜大会役員＞
会長 石橋　寛治 （伊丹市陸協）
副会長 前西　 義弘 （川辺郡陸協） 廣安　 忠敏 （尼崎市陸協） 利根　　 正 （西宮市陸協）

塩見　 　淳 （宝塚市陸協） 小田　 修造 （芦屋市陸協） 三木　 貴仁 （川西市陸協）
辰巳　　 章 （三田市陸協）

＜競技役員＞
総務 粟生　桂治 （天王寺川中)
総務員 松井　学林 （県伊丹高） 竹川　　 淳 （県尼崎高） 秋山　秀文 （西宮東高）
技術総務 小川　智弘 （市西宮高）
審判長 (ﾄﾗｯｸ)中尾一二三 （伊丹市陸協）

(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)清水　秀章 （伊丹西高）
記録員 （主） 前田　芳博 （伊丹北高） 川口　裕二 （尼崎双星高） 斎藤　　誠 （武庫荘総合高）
（兼　番組編成員） 古川　裕士 （市伊丹高） 進藤久美子 （尼崎西高） 松本　真智 （尼崎西高）
アナウンサー （主） 熊谷　好紘 （尼崎双星高） 三木　瑞枝 （宝塚東高）
庶務係 （主） 潮　　満輝 （伊丹市陸協） 小山　研一 （伊丹市陸協） 花房佐津子 （尼崎市陸協）
表彰係 （主） 岩村　春奈 （伊丹南中） 吉松真由美 （伊丹市陸協）
救護員 柔道整復師会尼崎支部
競技者係 （主） 仙台　幹雄 （尼崎稲園高） 松木　浩二 （伊丹市陸協） 塗木　淳二 （伊丹市陸協）

岩木英理子 （西宮今津高） 西川　　陽 （仁川高） 曽我　雅行 （県国際高）
桑木　貢司 （尼崎双星高） 松永　年貴 （伊丹東中）

風力計測員 （主） 松田　　潔 (伊丹市陸協） 中村　貞幸 （西宮市陸協） 小林　　義 （尼崎双星高）
山本まみこ　（園田高） 西﨑　忠夫 （芦国中等高）

整備用器具 （主） 竹井　大司 （西宮東高） 植杉　賢宏 （尼崎小田高） 高良　健二 （西宮南高）
平田　勝士 （尼崎工高） 浅川　祥史 （宝塚北高）

監察員　 （主） 木口　智徳 （宝塚高） 吉見　敏次 （尼崎市陸協） 矢崎　　 均 （神戸市陸協）
桝本　辰央 （神戸市陸協） 野崎　健一 （川西市陸協） 富田　貴也 （東谷中）
林　 　隆夫 （尼崎市陸協） 名塩　　弘 （尼崎市陸協） 川上　徳治 （伊丹北中）

周回記録員 （主） 酒井　泰文 （伊丹市陸協） 永山　博美 (伊丹市陸協） 足立　五男 （西宮市陸協）
兼　決勝線審判員 宮本　和幸 （伊丹市陸協） 本田　　光 （三田市陸協） 山根　修志 （芦屋市陸協）

上野　哲男 （芦屋市陸協） 河崎　拓郎 （東谷中） 多田　協史 （東谷中）
写真判定員 （主） 濵上　秀樹 （尼崎北高） 新田　大介 （尼崎市陸協） 向井　太朗 （甲陽高）

井澤　孝彦 （神戸市陸協） 西海　耕平 （県尼崎高）
ｽﾀｰﾀｰ･ﾘｺｰﾗｰ（主） 松本　　剛 （尼崎西高） 板東加奈子 （武庫荘総合高） 山田　竜哉 （伊丹西高）

藤井　敦生 （西宮甲山高） 吉田　朋也 （園田中） 名田　憲司 （園田東中）
出発係 （主） 中田　和宏 （関学高） 藤原　昭彦 （神戸市陸協） 江口　大輔 （伊丹市陸協）

八並　哲志 （西宮甲山高） 犬伏　　実 （尼崎市陸協） 阪上　敏明 （神戸市陸協）
ナンバーカード係 （主） 西村　　誠 （伊丹市陸協） 小川　久人 （神戸市陸協）
跳躍審判員 （主） 金崎　雄志 （市尼崎高） 三木　快浩 （天王寺川中） 川村　高士 （川西緑台高）

新井　宏昌 （園田高） 吉村　　章 （園田高） 中谷　充子 （猪名川高）
小林　　久 （伊丹市陸協） 下條　友也 （伊丹市陸協） 安藤　司晃 （川西明峰高）

投擲審判員 （主） 大久保良正 （市尼崎高） 吉川　健一 （尼崎稲園高） 藤井　顕真 （市西宮高）
高崎　智里 （伊丹北高） 田﨑　隆介 （宝塚東高） 藤本　大曜 （西宮南高）
松本　良知 （武庫川大附高） 笠井　恒治 （加古川市陸協） 丸山　純平 （三田松聖高）

＜補 助 員＞
伊丹西高２ 尼崎小田高２ 市伊丹高２
西宮東高２ 市西宮高４ 西宮今津高２
伊丹北高２ 西宮南高４ 市尼崎高２
武庫川大附高２ 写真判定員2 尼崎北高２ 川西緑台２

庶務・表彰係付2 県尼崎高２ 尼崎西高２ 園田高２
仁川高２ 武庫荘総合高２ 市西宮高２
宝塚北高２ 関学高２ 宝塚東高２
三田松聖高２ 西宮甲山高２ 尼崎稲園高２
園田女子大２ 周回記録員付２ 宝塚高２
尼崎双星高２

上記の学校は、ご無理をいいますが補助員の選出もお願いします。
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