
いなべいなべいなべいなべ福王福王福王福王ラリーラリーラリーラリー2013201320132013　　　　役員役員役員役員・・・・係員係員係員係員・・・・車両車両車両車両　　　　役割表役割表役割表役割表

2013/7/2

人数 役務別配置表 （役割確認用） (太字=使用） 時間→

番号 氏名 役務 資格 補足 車両 車両の役割配置 ↓基本配置・業務/所在→

1 米谷米谷米谷米谷　　　　展生展生展生展生 審査委員長審査委員長審査委員長審査委員長（ＭＡＳＣ）（ＭＡＳＣ）（ＭＡＳＣ）（ＭＡＳＣ） B1 福王担当 フィット HQ/ギャラステ

2 稲垣稲垣稲垣稲垣　　　　直直直直 審査委員審査委員審査委員審査委員 A1 石ぐれ担当 なにか HQ/石ぐれラジオ

3 藤田藤田藤田藤田　　　　洋文洋文洋文洋文 ＣＲＯＣＲＯＣＲＯＣＲＯ サービスパーク担当 なにか ＨＱ/サービスパーク

4 竜田竜田竜田竜田　　　　健健健健 競技長競技長競技長競技長・・・・事務局長事務局長事務局長事務局長・・・・副技術委員長副技術委員長副技術委員長副技術委員長 B2 無線無線無線無線①①①①（ＨＱ）（ＨＱ）（ＨＱ）（ＨＱ） ボンゴボンゴボンゴボンゴ ＦＩＶＦＩＶＦＩＶＦＩＶ0000 HQ.TC0.3A.3B.5A

5 竜田竜田竜田竜田　　　　真由美真由美真由美真由美 救急委員長救急委員長救急委員長救急委員長・・・・看護師看護師看護師看護師 看護 記入 ↑ HQ.TC0.3A.3B.5AHQ.TC0.3A.3B.5AHQ.TC0.3A.3B.5AHQ.TC0.3A.3B.5A HQ.TC0.3A.3B.5A

6 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　亮亮亮亮 ポストポストポストポスト長長長長・・・・計時委員長計時委員長計時委員長計時委員長 B2 集計 インプレッサインプレッサインプレッサインプレッサ HQ.TC0.3A.3B.5AHQ.TC0.3A.3B.5AHQ.TC0.3A.3B.5AHQ.TC0.3A.3B.5A HQ.TC0.3A.3B.5A

7 八鳥　哲哉 計時委員 手交 (アクティ回送） HQ.TC0.3A.3B.5A

8 南谷南谷南谷南谷　　　　亨亨亨亨 サービスパークサービスパークサービスパークサービスパーク責任者責任者責任者責任者・・・・トイレトイレトイレトイレ横施錠横施錠横施錠横施錠 無線無線無線無線②②②② サンバーサンバーサンバーサンバー 本部設備一式本部設備一式本部設備一式本部設備一式 サービスパーク→車両保管

9 榊原　某 南谷支援 ハイエースハイエースハイエースハイエース ゲートゲートゲートゲートなどなどなどなど サービスパーク→車両保管

10 清水清水清水清水　　　　孝夫孝夫孝夫孝夫 FIVFIVFIVFIV1111....福王山長福王山長福王山長福王山長　　　　ポストポストポストポスト長長長長　　　　計時委員計時委員計時委員計時委員・・・・正門施錠正門施錠正門施錠正門施錠 B2 記入記入記入記入////無線無線無線無線③③③③ ランサーランサーランサーランサー ＦＩＶＦＩＶＦＩＶＦＩＶ１１１１ SS1.3.4スタート　　

11 竜田　のどか 計時委員 カウント ↑ SS1.3.4スタート　　　

12 安田　暢明 計時委員 Ｂ3 手交 アルファ SS1.3.4スタート

13 南谷　佳 計時委員 記入記入記入記入////無線無線無線無線④④④④ ＫＥＩＫＥＩＫＥＩＫＥＩ TCTCTCTC TC1.3.4　（福王ゲート封鎖）

14 村木　花奈江 計時委員 手交 ↑↑↑↑ TC1.3.4　（福王ゲート封鎖）

15 中根中根中根中根　　　　敏晴敏晴敏晴敏晴 技術委員長 技術委員長 技術委員長 技術委員長 レスキューレスキューレスキューレスキュー B2 レスキューレスキューレスキューレスキュー////無線無線無線無線⑤⑤⑤⑤ フォレスターフォレスターフォレスターフォレスター レスキューレスキューレスキューレスキュー 建物前ラジオポイント/監視

16 原田　某 中根支援 レスキュー ↑ レスキューレスキューレスキューレスキュー 建物前ラジオポイント/監視

17 島田　学 メデイァ管理・ギャラリー封鎖2・ＭＣ 無線無線無線無線⑥⑥⑥⑥ プリウスプリウスプリウスプリウス ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー監視監視監視監視 ギャラリー封鎖2

18 加藤　昭文 ギャラリー封鎖3 レビンレビンレビンレビン ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー監視監視監視監視 ギャラリー封鎖3

19 加藤加藤加藤加藤　　　　繁文繁文繁文繁文 副副副副コースコースコースコース委員長委員長委員長委員長・・・・ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー封鎖封鎖封鎖封鎖1111・・・・鍵管理鍵管理鍵管理鍵管理・・・・全施錠確認全施錠確認全施錠確認全施錠確認 B2 無線無線無線無線⑦⑦⑦⑦ インプレッサインプレッサインプレッサインプレッサ ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー監視監視監視監視 ギャラステ封鎖1

20 中村　慶和 計時委員（トラブル初動）最終追上通過後施錠 B2 記入記入記入記入////無線無線無線無線⑧⑧⑧⑧ インプレッサインプレッサインプレッサインプレッサ ストップストップストップストップ SS1.3.4ストップ

21 齋藤　雅輝 計時委員 手交/省電力A フォレスター ゲートゲートゲートゲート封鎖封鎖封鎖封鎖 SS1.3.4ストップ

22 佐次本　剛 計時委員 笛/省電力A レジアスレジアスレジアスレジアス ＦＩＮＦＩＮＦＩＮＦＩＮ SS1.3.4FIN

23 園田　某 佐次本友人 バックアップバックアップバックアップバックアップ////無線無線無線無線⑨⑨⑨⑨ ↑ SS1.3.4FIN

24 稲垣稲垣稲垣稲垣　　　　穣穣穣穣 FIVFIVFIVFIV2222....副競技長副競技長副競技長副競技長・・・・石石石石ぐれぐれぐれぐれ山長山長山長山長・・・・ポストポストポストポスト長長長長・・・・鍵管理鍵管理鍵管理鍵管理 B2 記入記入記入記入////無線無線無線無線⑩⑩⑩⑩ ギャランギャランギャランギャラン FIV2FIV2FIV2FIV2 SS2.5スタート　　

25 古橋古橋古橋古橋　　　　範雄範雄範雄範雄 医師団長医師団長医師団長医師団長 医師 無線無線無線無線⑪⑪⑪⑪ ルノールノールノールノー 救急車救急車救急車救急車 SS2.5スタート　　

26 高嶋　 カウント フィット/ＢＢＢＢアクティアクティアクティアクティ 監視監視監視監視・・・・封鎖封鎖封鎖封鎖ＢＢＢＢ SS2.5スタート　　

27 天野　和久 計時委員 手交 ギャラン SS2.5スタート　　

28 石垣石垣石垣石垣　　　　久美子久美子久美子久美子 副計時委員長副計時委員長副計時委員長副計時委員長・・・・国道側最終施錠国道側最終施錠国道側最終施錠国道側最終施錠 B2 記入 ＡＡＡＡアクティアクティアクティアクティ 監視監視監視監視・・・・封鎖封鎖封鎖封鎖ＡＡＡＡ TC2.5

29 陶山　明雄 計時委員 手交 ギャラン TC2.5

30 日比　久男 コース委員・ラジオポイント（トラブル初動）・県境最終施錠 無線無線無線無線⑫⑫⑫⑫ ミラージュミラージュミラージュミラージュ ラジオラジオラジオラジオ 石ぐれラジオ

31 大原　康司 コース委員・レスキュー 無線無線無線無線⑬⑬⑬⑬ ランサーランサーランサーランサー レスキューレスキューレスキューレスキュー 石ぐれラジオ

32 石田　昌孝 計時委員（トラブル初動） B2 記入記入記入記入////無線無線無線無線⑭⑭⑭⑭省電力省電力省電力省電力BBBB VWVWVWVW ストップストップストップストップ SS2.5ストップ

33 石垣　進一 コース委員・レスキュー （（（（ランサーランサーランサーランサー搭乗搭乗搭乗搭乗）））） 2222デミオデミオデミオデミオ 監視監視監視監視・・・・封鎖封鎖封鎖封鎖２２２２ SS2.5ストップ/枝道監視

34 堤　健人 計時委員 手交/省電力B 3333イストイストイストイスト 監視監視監視監視・・・・封鎖封鎖封鎖封鎖３３３３ SS2.5ストップ

35 浜島　正平 計時委員 笛/省電力B ↑ SS2.5FIN

36 鈴木　敬一 計時委員 バックアップバックアップバックアップバックアップ////無線無線無線無線⑮⑮⑮⑮ 86868686 ＦＩＮＦＩＮＦＩＮＦＩＮ・・・・監視監視監視監視５５５５ SS2.5FIN

37 小川　伸司 コース委員 封鎖 県境監視県境監視県境監視県境監視 県境監視

38 黒野　晃平 コース委員 封鎖封鎖封鎖封鎖////無線無線無線無線⑯⑯⑯⑯ 監視監視監視監視・・・・封鎖封鎖封鎖封鎖４４４４ 県境監視

39 馬場　孝一 コース委員 監視////無線無線無線無線⑰⑰⑰⑰ ノアノアノアノア 国道監視国道監視国道監視国道監視 国道側監視

40 山田　政樹 コース委員 監視 国道側監視

41 古川古川古川古川　　　　智崇智崇智崇智崇 コースコースコースコース委員長委員長委員長委員長・・・・00000000カーカーカーカー B2 WWWW0000////無線無線無線無線⑱⑱⑱⑱ ランサーランサーランサーランサー WWWW0000カーカーカーカー Ｗ0カー運転

42 古川　雅崇 00カー/バックアップ＝移動要員 Ｗ0カー同乗

43 徳能　大輔 0カー（DART) 0000カーカーカーカー////無線無線無線無線⑲⑲⑲⑲ インプレッサインプレッサインプレッサインプレッサ 0000カーカーカーカー ０カー運転

44 長澤　奨平 0カー　 ０カー同乗

45 西村　修 追上 追上追上追上追上////無線無線無線無線⑳⑳⑳⑳ シティシティシティシティ 追上追上追上追上 追上車両同乗

46 林　拓也 追上/バックアップ＝移動要員 アルテッツァ 追上車両同乗

47 梅津　祐実 ギャラリー封鎖2 ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー監視監視監視監視 ギャラリー封鎖2

48 嵓田　浩一 ギャラリー封鎖3 ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー監視監視監視監視 ギャラリー封鎖3


