
第30回全日本ドッジボール選手権全国大会組織図 2021/11/27 アダストリアみとアリーナ

大会関係者ID着用者 11/17作成
大会名誉会長 森　喜朗 日本ドッジボール協会　名誉会長 ○： インカム

大会会長 馳　浩 日本ドッジボール協会　会長 副部長：部の責任者

大会会長代行 森　浩美 日本ドッジボール協会　副会長 リーダー：係の責任者

大会副会長 城門　政文 日本ドッジボール協会　理事長

評議員 西山　逸成 日本ドッジボール協会　評議員

大会顧問 日本ドッジボール協会加盟各都道府県協会　会長

大会実行委員長 1

委員長○ 城門 政文

救護 MC・PA 3 広報・普及 2

救護士 大鹿　謙一② ＭＣ 有働 文子 写真 筒井 建策

救護士 大津　豊 大会実行副委員長 ６ PA 内桶 正人

救護士 関根　拓明② 統括部長 長谷川 満也

総務部長 後藤 聖子 広報・普及 5 コート管理 5

看護師+トレーナー⇒救護士計3名 競技部長 中野 誠司 配信担当リーダー 郷 竹人 責任者 青木 剛

運営部長(渉外担当) 岩見 喜市 配信担当A 高橋 慧司 副責任者

運営部長 西村 陽一 配信担当B 小林 元 コート管理者 菊地 直樹（茨城）

広報部長 鈴木 健次 配信担当C 佐藤 昴省 コート管理者 石川 邦生（茨城）

配信担当D 鈴木 彩音 コート管理者 大越 秀和（茨城）

来賓担当 3 来賓担当 青木 剛 コート管理者 深作 英樹（茨城）

スタッフ 須賀 憲(埼玉)

〃 市ノ川 恵(埼玉) 総務兼務

大会総務部 1 大会競技部 2 大会運営部 1
副部長 須賀 憲（埼玉県） 副部長：審判長 赤平　重登 部長 （西村）

副部長：ＴＤ(技術代表)

総務 15 大会運営部

リーダー 黒澤 辰男(茨城)★①②③ 1 副部長：本部統括(掲示/記録) 工藤　邦彰 選手誘導 18 会場警備 20

サブリーダー 小川 真弓(埼玉)★ 2 副部長 近藤 文夫(山梨) 1 副部長 長谷川 厚夫(東京)

スタッフ 肥後 律子(茨城)★②③ 3 リーダー 麻生 紀雄(千葉) 2 リーダー 小林 和博(神奈川)

〃 市ノ川 恵(埼玉)★ 4 ※大会当日審判員：名 サブリーダー1 實川 瑞希(千葉) 3 サブリーダー 小林 大(神奈川)

〃 福島 晴美(茨城)★➀②③ 5 審判員 44 1 スタッフ 平賀 竜昂(茨城)①②③ 4 サブ(Dリーダー）

〃 鹿志村 妃久江(茨城)★② 6 埼玉Ａ 加藤　重亮 畔上　　努 長野Ｂ 2 〃 寺門 空(茨城)①②③ 5 スタッフ 田中 昌英(茨城)②③

〃 會澤 佳代(茨城)★①②③ 7 愛知Ａ 加藤　将大 山岸　大作 長野Ｂ 3 〃 上田 恵子(茨城)①② 6 〃 井野 茂(茨城)②

〃 皆川 ひかり(茨城)★①②③ 8 富山Ａ 五位尾　修 志田　昂太郎 新潟Ｂ 4 〃 相馬 魁誠(茨城)①②③ 7 〃 重藤 真人(茨城)①②

〃 河原木 美穂(茨城)★②③ 9 茨城Ｂ 野里　梓美 二野井　貴志 富山Ｂ 5 〃 岡部 雅奈美(茨城)②③ 8 〃 荒川 和則(茨城)②

〃 大樂 はるみ(茨城)★②③ 10 茨城Ｂ 糸賀　絵梨香 岩池　真由美 富山Ｂ 6 〃 朝倉 ちか(茨城)②③ 9 〃 近藤 大雄(茨城)①②③

〃 小川 啓之(茨城)①② 11 茨城Ｂ 米川　　悠 山作　千春 石川Ｂ 7 〃 川﨑 裕子(茨城)②③ 10 〃 鈴木 健(茨城)①②③

研修 梶川 洋子★(広島) 茨城Ｂ 大津　常行 秦　　秀馬 愛知Ｂ 8 〃 芝沼 真希(茨城)①②③ 11 〃 安達 正明(茨城)②③

〃 原 靖子★(広島) 茨城Ｂ 高安　　努 杉沼　岳美 愛知Ｂ 9 〃 並木 知子(茨城)② 12 〃 伊藤 寿一(茨城)①②③

〃 石田 一栄★(石川)② 茨城Ｂ 高橋　賢治 木村　和也 静岡Ｂ 10 〃 大和 恵理(茨城)② 13 〃 星川 幸司(茨城)①②③

〃 群馬Ｂ 吉澤　広子 熊　　淑恵 静岡Ｂ 11 〃 市原 克彦(茨城)②③ 14 〃 植木 光一(茨城)①②③

〃 群馬Ｂ 佐藤　由起子 藤原　　勇 三重Ｂ 12 〃 豊田 勝也(茨城)①②③ 15 〃 大和田 紘平(茨城)①②③

★は表彰式ジャケット 群馬Ｂ 猿渡　友美 石岡　哲也 岡山Ｂ 13 〃 車田 美賀(茨城)①② 16 〃 大和田 勝(茨城)②③
千葉Ｂ 米井　あやこ 桂　　直美 広島Ｂ 14 〃 青木 結季(茨城)② 17 〃 石﨑 駿(茨城)①②③

本部記録・掲示 11 千葉Ｂ 長谷川　亜矢子 木下　静輝 香川Ｂ 15 〃 野本 浩司(茨城)②③ 18 〃兼(衛生班) 金子 一道(茨城)①②③

リーダー 橋本 宣哲(栃木) 1 千葉Ｂ 佐々木　貴基 石丸　眞木子 香川Ｂ インカム７ 〃兼(衛生班) 木内 紀雄(茨城)①②③

サブリーダー 目黒 和広(群馬) 2 山梨Ｂ 古賀　和之 新野尾　敬子 福岡Ｂ 〃兼(衛生班) 濱口 福太郎(茨城)①②③

スタッフ 足立 敦(栃木) 3 埼玉Ｂ 渡辺　美幸 〃兼(衛生班) 松本 卓也(茨城)①②③

〃 吉田 稔(群馬) 4 埼玉Ｂ 石塚　　綾 〃兼(衛生班) 根本 政博(茨城)①②③

〃 山口 優子(栃木) 5 埼玉Ｂ 西村　　静 森　麻里子 福岡Ｂ 〃兼(衛生班) 氏家 貴洋(茨城)①②③

〃 勝田 正夫(茨城)①②③ 6 埼玉Ｂ 豊田　紀子 松村　卓也 神奈川Ｂ 〃兼(衛生班) 高城 百合香(茨城)②

〃 村田 朋子(茨城)①②③ 7 埼玉Ｂ 澤田　美由樹 竹内　みゆき 長野Ｂ 〃兼(衛生班) 田面 由香(茨城)②

〃 小林 智子(茨城)①② 8 栃木Ｂ 若田部　公久 中川　一哉 奈良Ｂ 〃兼(衛生班) 住谷 圭美(茨城)②

北海道Ｂ 石井　信明 〃兼(衛生班) 田中 絵美(茨城)②

物販スタッフ 2 兵庫Ｂ 前田　　基 〃兼(衛生班) 栗原 真矩(茨城)②

リーダー 吉原 武良 〃兼(衛生班) 塙 悦子(茨城)②③

JDBAサイトスタッフ 田代 史弥（佐賀）② Ａ級審判員 Ａ級受験者 〃兼(衛生班) 小林 ちな(茨城)②

〃 〃兼(衛生班) 川又 紗弥(茨城)②③

事務局 2 競技・常任委員 9 駐車場係にインカム 衛生係含む
事務局長 青木 通夫 澁谷　繁和 市川　　篤

事務局 仲谷 智子 山口　　勉 矢澤　克晃 来賓 出席ご連絡

茨城県事務局 本多　　峻 遠嶋　博美

茨城県事務局 佐藤 弥衛子 土橋　英則 高橋　さゆり

〃 杉山 みゆき 中野　琢也

〃

〃 競技・競技委員 0

〃

駐車場係

責任者 水戸市長 高橋 靖
11/27茨城県協会 評議員

11/28茨城県協会

指導員資格確認 5 糖業協会理事長 2

駐車場係 リーダー 阿部 　歩(茨城) 糖業協会事務局長

【リーダー】丸山 卓①②③ バス誘導(アリーナ)7名
1 A 阿部 　歩(茨城) 1 廣告社 澤田

成田 満①②③ バス誘導(アリーナ)7名
2 B 石川　邦生(茨城) 2 コート管理兼務 廣告社 五十嵐 亮人

山口 拓哉② バス誘導(アリーナ)7名
3 C 大川    哲(茨城) 3 ミカサ東京支店長 田井中 明

渡邉 智幸①②③ バス誘導(アリーナ)7名
4 D 木村 　剛(茨城) 4 モルテン

青山 大輔②③ バス誘導(アリーナ)7名
5 ミズノ関東支社長 高橋 誠

三塚 舞衣子②③ バス誘導(アリーナ)7名
6 報道 〃 阪脇 哲夫

大關 和晃②③ バス誘導(アリーナ)7名
7 プロフォートサニー フィス 5

【リーダー】江橋 敏広②③ 消防署入口(上り)
9 共同写真企画 朝日新聞 12人

磯部 正則②③ 消防署入口(下り)
10 SENKEN 3人

渡邉 未央② メイン駐車場入口
11

佐藤 健太② 50号センター入口交差点
12

齋藤 真琴② 50号偕楽園北口交差点
13

【リーダー】七川 雅樹①②③ メイン駐車場内誘導(8名)
14 プロフォートサニー

大津 真那② メイン駐車場内誘導(8名)
15 共同写真企画

飯村 光司②③ メイン駐車場内誘導(8名)
16 関係者駐車場利用

照山 圭一② メイン駐車場内誘導(8名)
17 関東ブロック 吉原武良1 来賓（29回大会）

小森 拓也② メイン駐車場内誘導(8名)
18 栃木＿ 八角昭夫1 ミズノ2

樫村 なつみ② メイン駐車場内誘導(8名)
19 群馬＿ 岩見喜市1 プロフォート2

小寺 美智子② メイン駐車場内誘導(8名)
20 埼玉＿ 郷竹人1 共同写真2

坂巻 勝之② メイン駐車場内誘導(8名)
21 千葉＿ 中野琢也1 近畿日本ツーリスト3

【リーダー】田中 沙祐美②③ 臨時駐車場内誘導(8名)
22 東京＿ 池田洋子1 朝日新聞

郡司 美穂② 臨時駐車場内誘導(8名)
23 神奈川＿ 石原昇1 廣告社

戸梶 明希①② 臨時駐車場内誘導(8名)
24 山梨＿ DJBF3 ミカサ

宮本 淳子② 臨時駐車場内誘導(8名)
25 モルテン

遠藤 章子② 臨時駐車場内誘導(8名)
26 フィス1

村上 直美② 臨時駐車場内誘導(8名)
27

武弓 真心子②③ 臨時駐車場内誘導(8名)
28

鈴木 明美② 臨時駐車場内誘導(8名)
29 代表ブース（販売）DJBF 14


