
【大会役員】

    会　    長 中村　栄一

    副　会　長 佐藤　正仁 荻野　昭彦 武川　幾夫 小沢　正志 仙洞田和男 志村　雅巳 飯野　泰司

【競技役員】

理事長 高村　文秀

副理事長 山本　　裕 小塚　　純 数野　透 分部　勝規

総務委員長 上田　浩司

副委員長 早川　健彦

選手強化委員長 片山　敬太

副委員長 小林　勝哉 荻野　康

委員 橋本　大介 小沢　隆広 有井　卓 清水　　湧 林　秀亮 渡邊　将成

安富　伸裕 土橋　洋佑 大森　恋春 松田　健志 後藤　央 荻野　健

育成事業委員長 山田　庸介

副委員長 小俣　恭祐 清水　慶太

委員 天野　賢介

競技庶務委員長 白倉　俊樹

副委員長 有井　　卓 競技委員 後藤　　央 救護委員 石原　幸恵 長田　結希

記録報道委員長 内田　拓也

副委員長 斉藤　英俊

登録委員長 齊藤　和裕

副委員長 伊藤　竜弥

販売普及委員長 西谷地力也

副委員長 堀内　仁嗣

規則審判委員長 古屋　勝司

副委員長 秋山　知洋 荻野　健

規則審判委員 分部　勝規 橋本　大介 小沢　隆広 天野　賢介 清水　　湧 雨宮　　恵 三澤　奈央

ＴＯ委員長 石黒　公二

副委員長 武藤　拓馬

委員 竹内　太郎 荻野　秀紀 大森　　豊 荻野　　康 土橋　洋佑 安富　伸裕

広報委員長 鷹野　敦貴

副委員長 清水　宏朗

財務委員長 土橋　　学

副委員長 小野　茂人

マンツーマン委員長 五味　　亮

副委員長 後藤　央

＜会場ごと担当責任者＞

１日目

男子＜ 昭和総合体育館 会場＞　K，Lコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 会場保全

荻野　昭彦 飯野　泰司 小林　峻太 中沢　公士 土橋　学 舟久保　孝樹 樋口　知美 鳥越　俊吉

（西） （押原） （下吉田） （長坂） （西） （櫛形） （富竹） （押原）

男子＜ 御坂体育館 会場＞　M，Nコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 会場保全

小沢　正志 分部　勝規 小林　勝哉 三沢　奈央 有井　卓 神山　俊 竹野　晶弘 渡邊　将成

（吉田） （河口湖南） （甲西） （春日居） （南） （梨大附属） （御坂）

男子＜ 高根中 会場＞　O，Pコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 会場保全

數野　透 西谷地　力也 齋藤　英俊 秋山　知洋 松田　健志 功刀　寛規 深沢　裕也 荻野　健

（塩山北） （韮崎西） （玉穂） （城南） （城南） （田富） （増穂） （高根）

男子＜ 敷島中 会場＞　Q，Rコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 会場保全

佐藤　正仁 上田　浩司 一瀬　大輔 大森　恋春 清水　慶太 深沢　裕也 長田　結希 清水　慶太

（市川） （北東） （山梨学院） （一宮） （敷島） （増穂） （敷島） （敷島）
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女子＜ 玉穂中 会場＞　S，Tコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 会場保全

志村　雅已 小俣　恭祐 林　秀亮 古屋　勝司 天野　賢介 伊藤　竜弥 山下　茉莉子 小俣　恭祐

（玉穂） （竜王北） （竜王） （都留第二） （東桂） （増穂） （玉穂）

女子＜ 小淵沢中 会場＞　U，Vコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 会場保全

小塚　　純 齊藤　和裕 小沢　隆広 荻野　康 安富　伸裕 内田　拓也 雨宮　恵 清水　宏朗

（吉田） （山梨北） （山梨南） （東） （甲西） （押原） （高根） （小淵沢）

女子＜ 若彦路体育館 会場＞　W，Xコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 会場保全

高村　文秀 荻野　秀紀 山田　庸介 清水　湧 荒川　椋 西岡　妙子 勝俣　美加 櫻庭　瑞希

（山中湖） （双葉） （田富） （田富） （北） （南西） （忍野） （御坂）

２日目

男子＜ 御坂体育館 会場＞　C，Dコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 マンツーマン 会場保全

荻野　昭彦 飯野　泰司 小林　勝哉 分部　勝規 有井　卓 土橋　学 樋口　知美 五味　亮 渡邊　将成

（西） （押原） （河口湖南） （吉田） （春日居） （西） （富竹） （忍野） （御坂）

男子＜ 高根中 会場＞　E，Fコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 マンツーマン 会場保全

佐藤　正仁 片山　敬太 齋藤　英俊 秋山　知洋 松田　健志 功刀　寛規 長田　結希 片山　敬太 荻野　健

（市川） （玉幡） （玉穂） （城南） （城南） （田富） （敷島） （玉幡） （高根）

女子＜ 小淵沢中 会場＞　G，Hコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 マンツーマン 会場保全

小塚　　純 齊藤　和裕 林　秀亮 古屋　勝司 天野　賢介 伊藤　竜弥 山下　茉莉子 小俣　恭祐 清水　宏朗

（吉田） （山梨北） （竜王北） （竜王） （都留第二） （東桂） （増穂） （玉穂） （小淵沢）

女子＜ 昭和総合体育館 会場＞　I，Jコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 マンツーマン 会場保全

高村　文秀 安富　伸裕 小沢　隆広 荻野　康 山田　庸介 内田　拓也 勝俣　美加 渡邊　友久 内田　拓也

（山中湖） （甲西） （山梨南） （東） （田富） （押原） （忍野） （下吉田） （押原）

３日目

男・女子＜ 御坂体育館 会場＞　Ａ，Ｂコート

会 場 長 責 任 者 競　　技 審　　判 Ｔ　　Ｏ 記　　録 救　　護 マンツーマン 会場保全

中村　栄一 高村　文秀 有井　卓 古屋　勝司 石黒　公二 内田　拓也 石原　幸恵 五味　亮 渡辺　将成

（山中湖） （春日居） （竜王） （山梨北） （押原） （浅川） （忍野） （御坂）

3．会場長挨拶　　　（　会場長　） 3．優勝賞状授与      （会場長・事務局）
2．成績発表　　    　（記録報道担当）

＊　上記以外のU15連盟員は、自分の担当の係で仕事をして下さい。

＊　競技役員の方は、8時00分までに会場へ集合して下さい。

2．優勝旗返還 （男子：西中　　女子：敷島中）

＊　大会は３日間なので競技役員の方は必ず出席して下さい。なお都合の悪い場合は、１日目は各会場責任者へ連
絡、２，３日目は事務局（小淵沢中学校　小俣恭祐　℡０５５－２７３－８２１１）へ連絡して下さい。

＊　大会１日目については７会場で実施するため、U15連盟員以外の方、また他の部署の担当をお願いすることもあ
りますがご了承下さい。

 閉会式次第    司会者（各会場責任者）
1．開会の言葉　　  　（進行者兼務）1．開会の言葉　　　（進行者兼務）

 開会式次第    司会者（各会場責任者）

各会場打合会について
＊　２月２５日（木）に、一年生大会１日目打合会を行います。各会場ごとの最終確認になります。
＊　各会場の「会場責任者」「競技」「ＴＯ］「審判」「会場保全」の５名に集まっていただきたいと思います。
＊　なお、その５つの係になっている方で、参加ができない場合は、それぞれの会場責任者に連絡をして下さい。
　  また、会場責任者は、その５名の方が集まれない会場については、他の係の方に連絡をしていただいて、
    最低でも各会場３名が集まれるよう調整をしていただきたいと思います。
＊　忙しい折ですが、よろしくお願いします。
＊　不明な点がありましたら、北東中学校　上田までご連絡下さい。

5．閉会の言葉　　  　（進行者兼務）
4．競技場の注意　　（　競技部　） 4．会場長挨拶　　  　（　会場長　）
5．会場使用上の注意（会場校または会場保全）
6．閉会の言葉　　　（進行者兼務）

※今年度は開会式、閉会式ともに割愛します。


