
総務 大村　一光
総務員 橋元　幸公 吉浦　知子 中江　寿孝 東村　光弘 太田　敬介

大内山　誠 末吉　多恵子 日本陸連
JTO 日本陸連 日本陸連 日本陸連
技術総務 泊　正人 内山　広生
Jury 福永　一則 栗毛野　信一 日本陸連 日本陸連 日本陸連
審判長 丸山　敦夫(トラック)

競技進行係 〇 宇都　翔太 西園　未津紀 国分　信哉 朝日　嗣也 中濱　陽平
新小田　造 日本陸連

アナウンサー 〇 堂脇　純二 永野　三彦 宮脇　征治 東郷　正美 窪田　幸雄
田島　大志 田中　智大 今村　佑美 宮脇　由美 福吉　公輝
鈴木　泰一 日本陸連

大型映像係 〇 尾上　寿子 立山　剛大 立山　琴美 伊藤　龍志朗 星原　悟
清山　眞希 末永　康貴

報道係 〇 橋口　光秀 麻生　貴宣 山之口　航 上野　淳一郎 春田　武志
平山　淳郎 永田　和沙 日本陸連

ミックスゾーン係 〇 乕田　一久 茅野　竜生 桑水流　純信 吉鶴　正樹 池田　猛
村上　朋郎 百田　将馬 山崎　時弥

番組編成・記録情報処理員 〇 堀之内　武志 中馬　信一郎 諏訪原　香織 上村　拓也 西方　竜太郎
辻田　征洋 今村　晋一朗 西薗　義和 俵積田　卓 鶴川　宗俊
西山　明人 斉藤　英樹 澤田　爽 佐藤　主理

印刷係 〇 大脇　広子 久保　知美 三反田　理央
マーシャル 〇 元吉　健二 有枝　幹延 谷口　博子 久松　博子 有島　恵子

吉満　浩昭 上園　久美子 中木原　毅尚 岩﨑　著 茅野　将也
富迫　純弘 海江田　義昭 豊留　雅也 北野　裕大 藏元　勇人
中原　恵 蒲牟田　渉 萩木塲　啓三 増元　祐一郎 中園　孝太郎
花田　美咲 馬見塚　正治 村吉　美奈子 和泉　和香 山重　みどり
梅橋　拓也 高山　咲輝 渡部　鈴夏

会場管理係(医務） 〇 大瀬　克広 前園　恵慈
NFR
DCO JADA JADA JADA JADA JADA
シャペロン （大学生） （大学生） （大学生） （大学生） （大学生）

（大学生） （大学生） （大学生） （大学生） （大学生）
（大学生） （大学生）

競技者係 〇 麥田　一博 清水　尚子 年永　昭人 松山　徳和 田中　惇朗
村田　智恵美 西園　雄麻 平　由香 西　亮介 俣川　祐輝
坂元　佳代 永田　宏一郎 段　真一 立本　玲夏 牛島　圭治
馬見塚　正治 林　忠志 川畑　桃子 今村　一幸 前田　泰志
有田　勇 有馬　久光 山内　健太郎

役員係 〇 冨山　良昭 山下　辰美 前原　成明 野邊　みゆき
補助員係 〇 髙山　克司 向井　良人
来賓・視察員受付 〇 大久保　元恵 中原　浩二 原之園　春江 宇都　奈奈美
庶務係 〇 二町　孝之 田山　慶 山口　優萌 片平　和代 曽田　陽菜子

手塚　洪史 嶋児　天音 倉津　郁美 山下　玲奈 粳田　竜之介
日本陸連

TIC 〇 東　博子 益満　広美 高橋　和 満丸　浩 大久保　幸男
久保　希蘭々 森田　遥也

トレーナー（救護） 〇 立岡　勝己 中畑　敏秀 濵田　貴子 森　綾子 池田　尚子
神園　一郎 萬福　秀則 百々　達智 鹿島　正広 東　南月
竪山　香子 吉村　ひかり 日髙　貴德 林　裕一 吉村　香澄
外海　卓志 原村　浩一 吉松　成彦 南野　大佑 川畑　玄德
福村　俊之 西岡　真美 上川　毅康 平田　朋大 鈴東　聖也
田島　和広 日本陸連 日本陸連 日本陸連 日本陸連
日本陸連

式典・表彰 〇 松永　鉄男 山内　洋代 若山　和佳子 原口　稔 塗木　真由美
松嶋　智代 船場　裕子 久松　未季 大串　翔大 日本陸連
日本陸連

入賞者管理係 〇 𡧃都　美希 水流　凜太郎 富山　綾乃 坂元　莉歩
公式計測員 〇 泊　正人

柴田　剛(スターター)

鹿児島国体　2023　役員（案）
2022年11月現在

田代　春樹(跳躍)
川口　浩司(投擲) 外山　善久(招集所)



用器具係 〇 大園　英和 内山　広生 徳吉　国広 髙田　誠 山元　章義
中浦　将太 猶良脇　勉 渡邉　聖人 長岡　凪 田村　顕正
羽藤　大輝 山下　昌峻 小﨑　律稀

風力計測員 〇 山口　裕範 城ヶ﨑　祥子 原村　隆也 坂下　拓郎 久永　公人
坂上　秀喜 前田　和輝 勇島　海斗 垣内　優里

練習会場係 〇 楠本　美徳 清田　友樹 上岡　貞則 児島　将貴 福永　修司
西﨑　広幸 黒田　安名 梶原　貴史 蔵満　周平 茅野　智裕
茅野　雅博 弓削　千夏 八木　香澄 吉見　智貴 今村　貫介
鶴田　寛武 今井　航 上田　紘弥 別府　明稔 牧　耀祐

写真判定員 〇 木之下　修一 平崎　祐実 村上　宏美 山内　慎一 祁答院　隆広
小手川　聖修 本村　雅彦 有木　俊平 大津　卓也 有田　圭介
安田　友彦 後藤　璃依 満留　敏弥 小園　秀作 大迫　拓輝

監察員 〇 田ノ上　晃 新原　重喜 來　龍平 下野　哲生 竹内　良人
田淵　忠明 河野　竜一 神野　道弘 松比良　栄一 永田　忠士
富村　正光 髙橋　誠芳 阿久根　昭郎 若松　和文 有川　俊
川内田　末義 甫立　浩二 福﨑　洋一 浜田　信一 松田　純治
日置　ひろみ 黒田　洋 大内山　久 柳田　和房 平　隆成
下片野　泰 田淵　まどか 恵　繁博 長山　旭 松本　望
河野　善文 丸野　勝 御鍵　宗充 向井　卓郎

ビデオ監察員 〇 向井　良人 岩坪　陽一郎
競歩審判員 〇 俣川　祐輝 髙田　敏寛 立迫　俊徳 西園　雄麻 平　由香

乾　栞奈 松下　奈津希 鮫島　大吾 JRWJ JRWJ
JRWJ JRWJ JRWJ JRWJ

スターター 〇 長谷場　博子 上荒磯　正人 前原　貢子 大山　賢弥 濵元　良介
岡島　慶貴 北園　貴志 池田　麻理 有田　雄介 西薗　俊介
倉津　怜也 金澤　宏弥 小松　将大 堀口　文悟 宮之脇　祐介
中村　奈緒子 梶原　悦子 勇　拓弥 東郷　博乃 松下　綾乃
上井　芳久 求　昌純 柳詰　豪 通村　隆彦 矢野　太星

出発係 〇 前田　浩文 玉目　隆博 松尾　政照 米澤　拓矢 西中村　貴幸
立山　良三 鮫島　弘一 川邉　浩一 福永　孝 有島　良一
米盛　誠 江口　敬弘 石山　大輝 伊作　建一郎 石井　隆盛
谷口　芳隆 大山　瑞希 松﨑　義人 吉田　義美 新田　正明
仁王　伸清 下堂薗　慎太郎 宇都口　清隆 川畑　希 別府　翔太
荒武　浩一 津曲　元 和田　彩花

衣類運搬係 〇 諏訪原　弘道 外山　雅之 中川　毅 齋藤　周 野崎　昌秀
谷口　幸希 桑原　健助 早川　周吾

周回記録員 〇 内野　朗 田中　英一 関口　実 重信　秀秋 蓑田　辰則
髙田　敏寛 立迫　俊徳 本髙　和弘 久保　啓昭 石岡　一洋
鶴野　明男 備　秀朗 髙山　克司 谷口　功 江畑　英利
上村　正常

跳躍審判員 〇 小田原　秀樹 日高　恵太 明日山　浩行 谷山　宗敬 鈴木　章介
山口　三郎 大坪　緑 原田　達也 大坪　茜 下田　啓介
田上　耕治 小橋口　俊 森山　武久 山下　真 藤山　久晃
吉村　孝作 永吉　駿 山中　亮磨 平田　水穂 水流　薫平
池野　一清 田中　洋和 中尾　康浩 小出　昌一郎 南　彩夏
鈴　礼次郎 西田　伊織 田坂　裕輝 郷原　拓海 葛西　伊吹
久保　和奏 小森　大輔 米田　健斗 髙見　翔太郎 永岡　勇次郎
中村　勇斗 芹川　晃希 長井　遥斗 𠮷永　滉太

投てき審判員 〇 米澤　耕一郎 國元　武 戸川　大夢 西丸　聖志 有村　慎太郎
四位　雅也 堂後　達也 寺脇　武流 成田　智春 鮫島　政幸
野上　一成 東畠　賢一 久木野　瑠奈 吉村　瑞恵 星野　勤
森永　賢二 鳥丸　浩司 石谷　啓輔 枦木　義行 竹山　正廣
鎌田　隼人 上原　一豊 髙田　慎也 白木　拓馬 佐武　義郎
濵田　夏穂 日下田　良 濵﨑　琉生 肥後　美咲 天間　一希
浜崎　慎平 太﨑　秀隆 牛尾　結香 鳴瀧　美咲

光波計測員 〇 國元　武 竹山　正廣 土山　正登 日高　恵太 谷山　宗敬
総合得点係 〇 中馬　信一郎 諏訪原　香織


