
◎主任　〇副主任　（敬称略・順不同）
総　務 小林智美雄 (仙　台)

総務員 佐藤　方信 (柴　田) 山田　　信 (仙　台) 後藤　　勇 (加　美) 宮崎　利勝 (柴　田)
樋口　隆宏 (角　田) 上原　政弘 (柴　田) 玉槻　　充 (柴　田) 小野寺文晃 (登　米)
石川　雄二 (栗　原) 村上　　純 (利　府) 佐藤　広樹 (仙　台)

ジュリー 山本　　仁 (仙　台) 佐藤　善司 (栗　原) 川勝　郁夫 (柴　田) 針生　　聡 (仙　台)
角屋　勇夫 (名　取)

技術総務 八重柏勝美 (大　崎)

トラック審判長 鹿又　政信 (名　取) 森　　研二 (岩　沼)

跳躍審判長 鈴木　省三 (仙　台) 鎌田　孝悦 (大河原)

投てき審判長 大堀 　 孝 (亘　理) 石田　順子 (石　巻)

混成競技審判長 和泉　俊宏 (仙　台)

招集所審判長 西條　利雄 (石　巻) 佐藤　秀行 (栗　原)

スタート審判長 工藤　和幸 (利　府) 玉槻　　充 (柴　田)

アナウンサー ◎小林　好美 (仙　台) ○須藤　博之 (大　崎) 鈴木　幸義 (栗　原) 平居　淑子 (石　巻)
八鍬美弥子 (柴　田) 杉山亜由美 (仙　台) 渡邉　麻澄 (仙　台) 角田　葉子 (仙　台)
狩野　千聡 (仙　台)

スターター ◎芳賀　英弥 (登　米) ○花沢　　元 (柴　田) 渡辺　常男 (利　府) 松本　治 (東松島)
尾形　昭一 (栗　原) 　八島　充夫 (柴　田) 長岡　樹 (仙　台) 岡本久美子 (柴　田)
遠藤まどか (仙　台) 　赤平　和紀 (岩　沼) 阿部　庸祐 (仙　台) 齋藤　晃彦 (大　崎)
大坂　汐里 (仙　台) 　山家　英樹 (登　米) 佐々木秀弥 (仙　台) 菅原　新 (登　米)
渡邉　知也 (石　巻)

出発係 ◎千田　文彦 (仙　台) ○細川　孝博 (柴　田) 蜂谷　 　正 (利　府) 髙橋　秀夫 (加　美)
 　阿部  浩人 (仙　台)    佐藤　秀喜 (栗　原) 富永　水月 (亘　理) 磯田　智美 (亘　理)
　 磯田　美恵 (亘　理) 吉田　淳 (仙　台)

写真判定員 ◎亘理　達郎 (大　崎) ◯富田　勝男 (亘　理) 野地　和美 (利　府) 阿部　兼幸 (石　巻)
千葉　　淳 (石　巻) 相澤　正志 (岩　沼) 吉田　和彦 (岩　沼) 平林　 健 (仙　台)
佐藤　章穂 (栗　原) 佐藤　千尋 (名　取) 大瀧　　学 (仙　台) 小笠原昌平 (柴　田)
初澤　　晋 (石　巻) 小野寺　亮 (気仙沼)

記録・情報 ◎遠藤　勝則 (利　府) ○遠藤　直樹 (柴　田) 小野　律子 (柴　田) 保志　光毅 (柴　田)
平塚　知広 (柴　田)    鈴木　愛子 (仙　台) 小野寺雅浩 (栗　原)

番組編成員 ◎竹田　幸平 (仙　台) 伊藤　毅彦 (石　巻)

医務員 津田伊寿美 (高体連) 木野麻希子 （高体連）

競技者係 ◎高橋　幸男 (栗　原) 村松　徹也 (仙　台) 青沼　秀子 (大　崎) 白鳥　健成 (涌　谷)
鈴木　満男 (石　巻) 岡本　達朗 (石　巻) 酒井はるか (仙　台) 櫻田　　優 (登　米)
武藏　祐哉 (岩　沼)

マーシャル ◎今村　文三 (石　巻) ◯高橋　傳 (栗　原) 中塩　栄一 (石　巻) 吾妻　武昭 (角　田)
村上　　遥 (石　巻) 及川　将広 (仙　台)

補助練習場係 ◎東畑　陽介 (仙　台) 高城　歩 （柴　田） 小釜　燈台 (仙　台) 結城　健太 (気仙沼)

風力計測員 ◎藤島　秀一 (仙　台) ○山内　雅也 (石　巻) 熊谷　良子 (仙　台) 石渡　雅子 (仙　台)
　 木村  謙太 (柴　田) 林　俊一郎 (石　巻) 熊谷　洋一 (栗　原)

競　技　役　員



周回記録員 ◎齋  　康浩 (大　崎) 〇菱沼　美仁 (名　取) 高橋　　功 (仙　台) 間宮　康悦 (利　府)
小室　貴寛 (名　取) 尾形　芳夫 (大河原) 佐々木孝一 (大　崎) 中村　　登 (仙　台)
千葉　裕司 (仙　台) 釜石　慶太 (仙　台) 安藤　拓也 (仙　台) 今野　君雄 （美　里）
佐藤　孝男 (栗　原) 遠藤まどか (仙　台)

競歩審判員 ◎川元　　進 (東松島) 〇土生　篤 (名　取) 齋藤　俊雄 (仙　台) 川元　節子 (東松島)
菱沼　美仁 (名　取) 磯田　智美 (亘　理) 磯田　美恵 (亘　理) 遠藤ひろみ (仙　台)
吾妻　武昭 (角　田) 蔵谷　潤一 （涌　谷)

監察員 ◎渡部　　馥 (仙　台) 上杉　勝美 (栗　原) 松山　正樹 (仙　台) 千葉　勝志 (仙　台)
半澤　邦広 (仙　台) 蔵谷　潤一 （涌　谷） 蔵谷　昭子 （涌　谷） 星　　　寛 (利　府)
庄司　一郎 (仙　台) 砂金　忠彦 (栗　原) 吉田　康博 (岩　沼) 佐藤　道也 (亘　理)
伊藤　文明 (美　里) 小川　唯 (栗　原) 松崎　義昌 (白　石) 川村奈津美 (岩　沼)
木村　敏 (仙　台)

用器具係 ◎吉田　清史 (気仙沼) ○荒木　　徹 (加　美) 早坂　　守 (加　美) 伊藤　　実 (名　取)
　 早坂　  明 (仙　台) 大野　一郎 (美　里) 高橋　敏之 (仙　台) 奥山　賢一 (仙　台)
   橘       満 (登　米)

跳躍審判員 ◎小関　　薫 (石　巻) ○奥田  晴彦 (石　巻) ◯鈴木　貴博 (名　取) 大塚　政孝 (仙　台)
赤間　長悦 (利　府) 佐藤ゆかり (利　府) 江刺　敬子 (仙　台) 斎藤　康弘 (石　巻)
佐々木幸治 (石　巻) 山崎　和男 (石　巻) 今野　孝一 (石　巻) 熊谷　早苗 (石　巻)
高橋　照雄 (石　巻) 髙橋　　賢 (石　巻) 成澤　信義 (石　巻) 小野寺　晃 (登　米)
桜井　一正 (東松島) 鹿野　八弥 (東松島) 岩井　　正 (東松島) 星　　桂太 (登　米)
高橋　秀三 (栗　原) 菅原　喜悦 (栗　原) 氏家　竹道 (栗　原) 氏家　美音 (栗　原)
遠藤　園子 (利　府) 佐藤　善典 (白　石) 遠藤　孝男 (名　取) 髙橋　　彰 (岩　沼)
岡本　貴幸 (登　米) 立花　　 健 (石　巻) 氏部　祐輔 (石　巻) 鈴木安弥子 (石　巻)
今野　那奈 (石　巻) 久米　怜乃 (石　巻) 星　　幸太 (登　米)
佐々木孝行 (登　米) 佐久間康太 (柴　田) 熊沢　聡史 (仙　台)

投てき審判員 ◎伊藤　正信 (栗　原) ○佐野　勝広 (亘　理) ◯秋田谷紀夫 (利　府) 武山みき子 (石　巻)
太田　敏幸 (登　米) 相澤　照男 (大　崎) 永浦  真吉 (栗　原) 狩野　　聡 (仙　台)
佐藤　好浩 (仙　台) 針生　　真 (仙　台) 村上    純 (利　府) 伊藤　良太 (栗　原)
金城　浩基 (栗　原) 杉浦　照男 (大　崎) 楯石　誠晃 (石　巻) 尾形　　誠 (大　崎)

科学計測員 ◎金澤　裕樹 (仙　台) 今野　克宏 (栗　原) 白石　一夫 (仙　台)

表彰係 ◎遠藤ひろみ (仙　台) ○小関　理恵 (柴　田) 大沼　双葉 (柴　田) 丹野　真希 (仙　台)
佐藤ユカリ (柴　田)

役員係 ◎菊地　政美 (仙　台) ○山内　伸悦 (石　巻) 三浦　良晃 (仙　台) 松岡　節夫 (仙　台)
佐々木美智子 (岩　沼) 渡部　定男 (仙　台)

報道係 ◎加茂　敬一 (大河原) ○高橋　利市 (利　府) 三浦　秀治 (栗　原) 飯塚　敏郎 (登　米)

庶務係 ◎太田　　恵 (仙　台) ○今野　君雄 （美　里） 金子　忠俊 (大　崎) 三浦　弘則 (仙　台)
新館　直哉 (柴　田) 今井　健文 (石　巻)

感染症対策 ◎江刺　善之 (仙　台) 大内　栄 (栗　原) 松本　育子 (東松島）

補助員係 新館　直哉 (柴　田) 今井　健文 (石　巻)

混成競技係 小関　浩信 (柴　田) 遠藤　園子 (利　府)

東北大会申込係 石川　雄二 (栗　原) 半田　佳之 (柴　田)


