
部 長 澤嶋 伸（園 田）

総 務 妹尾 雄大（常 陽）

総務員（全体進行） 名田 憲司（園田東）

技術総務 吉田 朋也（園 田）

審判長 池本 浩之（立 花）

用器具係 （主） 松村 高志（小 園） 池本 浩之（立 花） 白井 英世（大 成）

アナウンサー （主） 都﨑 綾香 (大 成) 折手 千春 (今 津) 橋本 風香 (上甲子園)

記録員 （主） 竹田 匡良 (常 陽) 西岡 秀典 (大 社) 吉良 高志 (塩 瀬)

加藤 健吾 (小 田) 小畑 喜平 (真 砂) 翁田 祐弥 (山 口)

安平 理恵 (多 田) 岡本 理恵 (川 西)

庶務係・医務員 川口 智枝子 (小田北) 池本 浩之（立 花） 家門 廣嘉 (学 文)

看 護 師

招集・出発係 （主） 廣瀬 達也 (日 新) 四十九 政樹 (浜 脇) 大荒 重忠（清和台）

坂東 龍二 (日 新) 髙橋 周平 (真 砂) 阪口 亮太 (大 社)

大串 空太 (光ガ丘) 田中 絵理香 (鳴尾南) 水流 大地 (甲 武)

決勝審判員 （主） 石井 良平 (甲 武) 小池 卓也 (山手台) 日高 優一 (武庫東)

佐藤 嵩 (大 社) 三好 隆央 (猪名川) 中村 剛希 (西 谷)

写真判定員 （主） 立野 愛佳 (武 庫) 笹部 正司 (西宮浜) 岩村 春奈 (伊丹南)

吉竹 敬 (南ひばりガ丘) 福島 輝 (今 津) 横田 周典 (苦楽園)

風力計測員 （主） 川瀬 紘平 (緑 台) 上林 康一 (御殿山) 中北 萌 (立 花)

松蔭 映里（清和台）

監察員 （主） 堀ノ江 宏明 (芦屋山手) 辰 雄一 (武庫東) 三木 快浩 (天王寺川)

喜多 巧 (甲陽学院) 山本 雄基 (宝 梅) 奥野 且久 (多 田)

池田 翔 (武 庫) 角田 彰彦 (伊丹西) 河崎 拓郎 (東 谷)

辻 颯 (武庫川女子)

スターター （主） 吉田 朋也（園 田） 田邉 幸広 (上甲子園) 照 光次郎 (高 司）

山道 修平 (関西学院) 藤田 昇 (西宮浜) 鬼本 宗一郎 (上ケ原)

永田 駿祐 (平 木)

跳躍審判員 （主） 森山 多生 (小 田) 白井 英世 (大 成) 松村 高志 (小 園)

大久保 寛之 (安 倉) 谷本 浩一 (荒 牧) 千葉 舞 (中 谷)

杉本 哲也 (山 口) 小野 敦貴 (川西南) 鬼塚 泰子 (学 文)

藤原 宏文 (精 道) 波多野 志帆 (瓦 木) 里村 典子（尼崎陸協）

投擲審判員 （主） 上中 貴文 (甲 陵) 山下 大助 (宝塚第一) 山本 真由美 (浜 脇)

樽本 実樹 (南ひばりガ丘)

マーシャル・場内指令 （主）名田 憲司（園田東） 田中 貴一 (深 津) 武田 篤哉 (鳴 尾)

廣野 雄大 (塩 瀬)

※審判員一覧に名前が記載されていない先生方で、もし当日ご協力していただける先生方が

いましたら、上記の 園田東中学校 名田 に、記録会前日までにご連絡下さい。

競技役員

（棒高跳審判終了後、幅・三段へ）

（リレー時は、３コーナー監察）

※準備・片付けは令和２年度 尼崎市内中学校で分担された場所を行って下さい。

※申し込み状況を必ず確認しておいてください。間違い、不備がございましたら、
①リレーについて 園田中 吉田(06-6491-0775)
②審 判について 園田東中 名田(06-6491-1048) まで

ご連絡下さい。なお、前日・当日でのご指摘には対応できません。ご了承下さい。


