
名誉会長 阿部　守一
名誉顧問 関　昇一郎
大会長 桑原　俊樹
副大会長 宮本　　隆 新津　英人 上原　一善 埋橋　　浩 石川　裕之

清水　史明
顧　問 内堀　繁利 酒井　英樹 矢島　宏美 塚田　裕一 中川　　綾

荒川　玲子 尾島　信久 今井　義明 桑原　俊樹 小坂壮太郎
児玉　幹夫 萩原　　清 林　　泰章 松島　貞治 百瀬　　敬

参　与 服部　靖之 北島　隆英 林　　泰章 茅野　繁巳 伊東　一雄
北嶋　　晋 山浦　　博 奥山　誠治 山田　雅亮 清水　史明
桑原　俊樹 長野県高等学校体育連盟加盟高等学校長

大会委員長 島崎　　剛
大会副委員長 矢野　清隆 細田　健司 鷹野　俊幸 丸山　靖幸 高砂　健司
委　員 山田　哲也 酒井　修一 田島　康彦 湯澤　秀雄

飯塚　邦洋 磯部　　敦 原　周一郎 矢部　誠一 県高体連理事

競技委員長 髙砂　健司
(新型コロナウィルス感染症対応担当) (松本美須々ケ丘)

競技副委員長 磯部　　敦 飯塚　邦洋 原　周一郎 矢部　誠一
(松本美須々ケ丘) (長野商業) (小諸商業) (高遠)

審判長 神津　明男
（長野）

射場審判 ・ 神津　明男 八角　裕之 中田　真也 蟻川　修史
（長野） （長野） （松本深志） （屋代）

的前審判 ・ 代田　嘉弘 髙橋　一仁 田島　良一 倉田　亮輔
1 （田川） （飯田OIDE長姫） （長野俊英） （須坂）

増澤　　駿 市川　尚智 山浦　良人 小出　一也
2 （伊那弥生ケ丘） （野沢南） （小諸） （野沢北）

長峰　　哲 両角　　博 原　　英行 川俣　　晃
3 （長野日大） （伊那北） （辰野） （長野工業）

競技部長 矢部　誠一
（高遠）

　進行ＣＲ ・ 矢部　誠一 松村　和重 髙山　友佑
（高遠） （下伊那農業） （下諏訪向陽）

大久保雅揮 倉島　千幸 小池　　綾
（松商学園） （松本蟻ケ崎） （小諸商業）

　招集委員 ・ 中澤　涼子 古川　智恵 横関　　汀 安藤　悠子 丹野茉亜莉
（上田千曲） （中野西） （上田染谷丘） （赤穂） （長野）

　計時委員 ・ 竹内　浩一 宮島　正明
（駒ケ根工業） （諏訪二葉）

運営部長 原　周一郎
(小諸商業)

　射場記録委員 ・ 荻原真理子 武居　公明 木下　愛里 山本　明子
（飯山） （岡谷南） （大町岳陽） （学園長野）

羽田　和幸 齋藤　七夏
（岩村田） （飯山）

　本部記録委員 ・ 磯部　　敦 増田　　亮
（松本美須々ケ丘） （松本工業）

　救護委員 ・ 髙砂　健司
(松本美須々ケ丘)

　的前管理委員 ・ 松木　駿也 大原　真紘 大塚　敦史 鈴木　　梢
（松本県ケ丘） （学園長野） （木曽青峰） （塩尻志学館）

　補助員担当委員 ・ 征矢　理啓
（塩尻志学館）

　総務委員 ・ 磯部　　敦
（松本美須々ケ丘）

競　技　役　員
１日目： 10月22日(土)(男子)
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競技委員長 髙砂　健司
(新型コロナウィルス感染症対応担当) (松本美須々ケ丘)

競技副委員長 磯部　　敦 飯塚　邦洋 原　周一郎 矢部　誠一
(松本美須々ケ丘) (長野商業) (小諸商業) (高遠)

審判長 神津　明男
（長野）

射場審判 ・ 神津　明男 八角　裕之 北嶋　　晋 金原　　正
（長野） （長野） （木曽青峰） （佐久長聖）

的前審判 ・ 代田　嘉弘 市川　尚智 水野　靖久 髙橋　一仁
1 （田川） （野沢南） （長野吉田） （飯田OIDE長姫）

増澤　　駿 清水　政之 塩野入裕美 小林賢太郎
（伊那弥生ヶ丘） （上田東） （須坂） （上田）

長峰　　哲 進藤　秀樹 青木俊太朗 北田　瑛二
3 （長野日大） （篠ノ井） （飯田女子） （市立長野）

競技部長 矢部　誠一
（高遠）

　進行ＣＲ ・ 矢部　誠一 征矢　理啓 武藤　英見
（高遠） （塩尻志学館） （長野日大）

大久保雅揮 倉島　千幸 狐野　正遵
（松商学園） （松本蟻ケ崎） （伊那西）

　招集委員 ・ 森　政秀 丸山　恒治 中澤　涼子 横関　　汀 安藤　悠子
（松商学園） （豊科） （上田千曲） （上田染谷丘） （赤穂）

　計時委員 ・ 原田　　泰 宮島　正明
（松川） （諏訪二葉）

運営部長 原　周一郎
(小諸商業)

　射場記録委員 ・ 荻原真理子 武居　公明 今井　美咲 山本　明子
（飯山） （岡谷南） （長野東） （学園長野）

羽田　和幸 松田　聡子
（岩村田） （長野商業）

　本部記録委員 ・ 磯部　　敦 増田　　亮
（松本美須々ケ丘） （松本工業）

　救護委員 ・ 髙砂　健司
(松本美須々ケ丘)

　的前管理委員 ・ 松木　駿也 園原　貴幸 板倉　美和 小池　　綾
（松本県ケ丘） （穂高商業） （阿智） （小諸商業）

　補助員担当委員 ・ 征矢　理啓
（塩尻志学館）

　総務委員 ・ 磯部　　敦
（松本美須々ケ丘）

　補助員校 松本蟻ケ崎 塩尻志学館
　　(両日) 松商学園

看的所掲板、赤旗 5 矢取り # 招集補助 4 記録(紙) 4

記録PC 2 記録確認掲示 1 計時 1 受付 1

松本県ケ丘
松本美須々ケ丘

2日目： 10月23日(日)(女子)
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