
役 員 長 田山　英治 (松　園)

総 務 宮野　光政 (県水連) 佐々木克也 (県水連) 木村　　司 (県水連)

門口　　雄 (県水連) 横田堅太郎 (県水連) 河内　康信 (市水協)

加藤　　泰 (水　沢) 一ノ倉眞吾 (渋　民) 高橋　順子 (乙　部) 川島　秀明 (大宮)

式 典 表 彰 山本　英治 (県水連) 森山　香純 (県水連) 髙橋　美月 (県水連)

齊藤　春佳 (県水連) 佐々木　琢 (県水連) 行方　由美 (仙　北)

役 員 受 付 松本　知恵 (北　陵) 塩井　貴子 (北　陵) 澤田　直美 (紫波一)

学 校 受 付 佐々木智子 (下　橋) 中塚加奈子 (下小路) 木村　千秋 (紫波一)

選 手 受 付 髙橋　晴美 (県水連) 勝山　昌子 (県水連) 昆　寿美子 (見　前) 小林　陽子 (見　前)

救 護 岩脇紀恵子 (飯　岡) 細川喜美子 (土　淵)

競 技 進 行 木村　　司 (県水連)

審 判 長 佐藤　光義 (市体協)

副 審 判 長 森山　　学 (県水連) 久保田智雄 (県水連)

出発合図員 ◎ 佐藤　　順 (県水連) ○ 大内　禎洋 (県水連) 中村　　剛 (市水協)

泳法審判員 高橋　　哲 (県水連) 小野寺　貢 (県水連) 藤原　　 匡 (県水連) 赤坂　雅人 (県水連)

小野寺　貢 (県水連) 高橋　　哲 (県水連) 玉川　　 太 (湯　口) 髙橋　幸伸 (県水連)

青木　　 健 (県水連) 佐藤　公一 (湯　口)

折返監察員 ◎ 船山　道夫 (県水連) ○ 高橋　順子 (乙　部) ○ 佐藤　秀雄 (県水連) ○ 桐　　 幸子 (県水連)

高橋　一秀 (県水連) 欠畑　美継 (県水連) 漆久保　潔 (県水連) 千田　康博 (県水連)

高橋重智子 (県水連) 前田　尚之 (県水連) 石川　春輔 (県水連) 小林　　香 (県水連)

伊藤　早苗 (県水連) 十文字智子 (県水連) 古山　恒樹 (県水連) 橋本　佳奈 (県水連)

大高るり子 (県水連) 宮内　茂博 (県水連) 寺崎　拓哉 (県水連) 沢里　航平 (県水連)

長田　佳奈 (県水連) 蜂谷　　悠 (県水連) 藤根　　聖 (県水連) 前川　一磨 (県水連)

小笠原 大輔 (県水連) 伊藤　　学 (雫　石) 三浦千恵子 (北上南)

〔　競　技　役　員　〕

仙北中学校水泳部員

〔　競　泳　競　技　〕

岩手大学水泳部員・岩手県立大学水泳部員



機械操作員 ◎ 小原　良一 (市体協) ○ 小形　原野 (市体協) 乳井　　輝 (市体協) 大吹　賢司 (市水協)

菅原　伊宰 (岩手大) 七尾　岳彦 (岩手大)

記 録 員 ◎ 大地　啓之 (県水連) ○ 中村　直人 (市体協) 村川　朋子 (県水連) 梅本　凌嘉 (岩手大)

招 集 員 ◎ 宮野るみ子 (県水連) 佐々木由紀子 (県水連) 及川　俊一 (県水連) 小林あゆみ (県水連)

菊池亜樹美 (県水連)

通 告 員 ◎ 河内　康信 (市水協) 畠山由紀子 (県水連)

音 響 係 ◎ 武田智恵美 (県水連) 品川　　恵 (市体協)

計 時 員 ◎ 一ノ倉眞吾 (渋　民) 菊地　　満 (北松園) 菅原　浩樹 (北上北) 工藤　久尚 (平　泉)

高橋由美子 (福　岡) 楠美　富栄 (岩大附) 高橋　好子 (和賀東) 小原　陽子 (大船渡一)

佐藤美也子 (金田一) 西川　美穂 (白百合) 半田　暁博 (東水沢) 佐守　央美 (釜　石)

宮本　裕之 (軽　米) 山陰美恵子 (矢　巾) 大川　　景 (水沢南) 臼沢　　元 (甲　子)

菊池美和子 (滝沢南) 成瀬　幸子 (花　巻) 渡邊　達郎 (前　沢) 佐伯　　祝 (宮古西)

日野杉いずみ (滝　沢) 佐々木律夫 (花巻北) 高橋　広文 (江刺第一) 北條優美子 (見前南)

髙橋　宏臣 (厨　川) 平山　朱子 (南　城) 下久根哲行 (江刺南) 中野　徹也 (東　和)

佐々木明美 (上　田) 阿部伊佐美 (矢　沢) 関川　玲子 (金ケ崎) 下川原翔太 (東　陵)

浦上　美呼 (河　南) 安藤　雅博 (宮野目) 小阪　尚仁 (一　関) 田高慎太郎 (赤　崎)

小野　秀紀 (黒石野) 佛川　恒明 (大　迫) 川島　善広 (磐　井) 木村　真弥 (高田東)

杉本　　聡 (城　西) 三瓶　敏彦 (石鳥谷) 遠藤　展子 (桜　町) 押切　志郎 (大　平)

久慈よう子 (城　東) 門屋なつみ (北　上) 吉田　　均 (千　厩) 太野　孝志 (遠野西)

相津　吉彦 (松　園) 高橋　浩幸 (上　野) 村田　香理 (東　山)

黒田　順子 (飯　岡) 齊藤　知樹 (飯　豊) 伊藤　裕佑 (関一附)

補 助 員

審 判 長 鈴木　　実 (県水連)

審 判 員 中村あゆみ (県水連) 小笠原大輔 (県水連)

記 録 佐々木由貴子 (県水連) 千田　　博 (県水連) 高木　浩志 (県水連)

機械記録員 岩崎　幸彦 (県水連)

通 告 佐々木えり子 (県水連) 清水　久美 (県水連)

総 務 西川　勝夫 (県水連) 小田島秀俊 (県水連) 加藤　　泰 (水　沢)

〔　飛　込　競　技　〕

盛岡第一高等学校 盛岡第三高等学校 盛岡第四高等学校 盛岡商業高等学校
生徒の皆さん盛岡市立高等学校


