
＜大会運営委員会＞（各部門長）  　
委員長           木内　常之　　　 2017.3.5
副委員長         鹿島　修一       
総　務     古賀  秀晴       
                 　　川畑　修一　　　 

    伊藤　宏一      
進　行           岡本　光弘       
                 宮路　文男　 　　 業　務 ﾌﾞﾛｯｸ 　　所　属 所属長
受　付 　　　　　富澤　則夫　　 　 川　口 原島　正芳
  　　　 　　　　石川奈々恵　　　  埼玉安行 土屋　祥行
競　技           川瀬　敦士　　  埼玉川口芝 高山　輝久
集　計           小山  勝久      西川口 金子　俊和
会　場　　       梶谷　憲皇　　  ○ 川口東 千葉　法男
会　計           神保　一也　　　  新座金剛 進藤　満尾

○ 朝　霞 小山　勝久
埼玉和光 森田　泰彦

＜大会実行委員会＞  ○印：ブロック長 集計  埼玉神屋 越智　慶英
業　務 ﾌﾞﾛｯｸ 　　所　属 所属長 朝霞自衛隊 笹井　直紀

実行委員長 埼玉鶴瀬 大野木憲三 部門長 　埼玉入間 畠山　　誠
浦和美園 小宮山宜司 小山 埼玉飯能北 伊藤　正宏

副実行委員長 埼玉三ケ島 関根　敏夫 入間藤沢 森本　俊美
埼玉大井 木内　常之 飯　能 伊藤　宏一
埼玉狭山 倉田　幸明 ○ 草　加 田中　一彦

相談役 埼玉早瀬 林  　昌幸 埼玉白岡 須藤　安男
東松山スポ少 倉田　健治 埼玉越谷 星野　敏治
埼玉大井 木内　常之 埼玉久喜 香川　　薫

全体 和光国際高校 鹿島　修一  埼玉蓮田 土屋　晴彦
埼玉川鶴 古賀  秀晴 　大　宮 赤崎　義昭

総務 浦和美園 小宮山宜司  埼玉中部 塚原　治彦
渉外 埼玉中部 塚原　治彦 ○ さいたま桜 梶谷　憲皇

埼玉川島 川畑　修一 浦和美園 小宮山宜司
埼玉神川スポ少 福島　要一 東武大宮 佐々木　毅

式典 埼玉上尾 橋本 　 崇 会場 埼玉宮原 加藤　高也
飯　能 伊藤　宏一 武蔵浦和 堀江　　誠

　 蕨スポ少 上堀　　護 富士フィルム 木内　格志
埼玉蓮田 南　　一弘 部門長 埼玉早瀬 林  　昌幸

会　計 　 埼玉蕨 神保　一也 梶谷 鳩ヶ谷 本郷　　昭
 審　判  長 熊谷北 菊地　君夫 埼玉下戸田 永島　良一

埼玉鶴瀬 大野木憲三 ○ 埼玉蕨 神保　一也
4 志木スポ少 谷口　洋一 蕨スポ少 上堀　　護

埼玉藤久保 立川　文雄 埼玉上尾　　 橋本 　 崇
   ○ 埼玉大井 木内　常之 埼玉平方 中田　美稔
   ○ 埼玉狭山 倉田　幸明 埼玉上尾スポ少 小宮山裕久

所沢竜王 鈴木　正輝
埼玉三ケ島 関根　敏夫

6 埼玉狭山南 岡本　光弘
　 埼玉西狭山 飯島　　博 1 いずみ高校 飯野  直道

航空入間 稲田　倫久 高 1 岩槻北陵高校 剣持　　誠
進行・競技  川　越 矢島　隆禅 5 和光国際高校 鹿島　修一

埼玉川島 川畑　修一 校 6 東野高校 星    雅之
部門長 東松山 澤田　一彦 6 狭山清陵高校 坂本　和俊
宮路・川瀬 8 東松山スポ少 倉田　健治 連 8 小川高校 原　　淳一

○ 埼玉毛呂山 川瀬  敦士 8 山村学園高校 湯谷　憲一
埼玉川鶴 古賀　秀晴 盟 8 城北埼玉学園 坂上　宣久
嵐山スポ少 岡本　幹夫 8 川越東高校 深野  孝治
熊　谷 松本  智一 10 越谷高校 瀬木　秀幸

　 埼玉花園 森下　修治 10 草加西高校 中里　陽一
埼玉妻沼 吉田  康之

11 熊谷北 菊地　君夫
埼玉行田 島田　政雄 1 埼玉大学 梶谷　憲皇
熊谷西 吉田　稔夫 4 十文字女子大学 榊原　淳

 ○ 埼玉羽生 宮路　文男 4 東京電機大学 斉藤　康一
埼玉鴻巣 草野　智広 7 城西大学 島田　　護

 9○ 埼玉北鴻巣 寺島　　隆 8 東洋大学川越 吉野　広二
 埼玉鴻巣東 木村  恭則 10 獨協大学 中里　陽一

受付 埼玉深谷 吉野  忠行 13 芝浦工業大学 中田　美稔
秩　父 坂本　有助

部門長 埼玉本庄 石川奈々恵
富澤 12 埼玉神川スポ少 福島　要一

埼玉本庄スポ少 渡部 　 守

○ 埼玉本庄児玉 富澤　則夫  
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