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番号 氏名 所属 役務 資格 泊 集合時間 集合場所 レッキ(AM) シェイクダウン(PM) 集合時間 集合場所 業務
1 高橋　浩子 AASC 審査委員⾧ B1 六 - 大安公民館P HQ → - HQ →
2 船越　潤 SYMPHONY 審査委員 B1 あ - 大安公民館P HQ → - HQ →
3 藤田　洋文 SYMPHONY CRO B2 池 0600 東近江P レキ受付 → 500 HQ →
4 竜田　健 ON! 競技⾧ B1 池 0600 大安公民館P 福王お祓い HQ管制 500 HQ 管制
5 五十嵐　貴充 ON! コース委員⾧ B2 池 0600 大安公民館P コース巡視 コース巡視　補給　ガスコン 500 HQ コース巡視　補給　ガスコン
6 齋藤　雅輝 ON! 副競技⾧ B2 帰 0600 東近江P レキ受付 管制 500 HQ 管制
7 安田　暢明 ON! 副競技⾧・計時委員⾧ B1 池 0600 大安公民館P 本部準備 計時管制 500 HQ 計時管制
8 南谷　佳 ON! 事務局⾧・青川峡管理 B2 池 0600 大安公民館P 本部準備 青川清掃指揮/本部管理 500 HQ 青川清掃指揮/本部管理
9 見邨　聡 MASC 計時委員 B3 池 0600 大安公民館P 本部準備 計時管制 500 HQ 計時管制
10 梅津　裕実 電通大 計時委員 B1 あ 1000 大安公民館P 技術本部 車検 600 HQ TC0/TC4A/TC7A
11 馬場　和人 ON! 副計時委員⾧ B2 池 1400 大安公民館P 本部準備 計時管制 500 HQ 計時管制/TCABC支援
12 中邑　佳太 ON! 計時委員 - 池 0600 東近江P レキ受付 計時管制 500 HQ 計時管制/TCABC支援
13 鈴木　敬一 ON! 技術委員 A2 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検/封鎖5 600 青川峡P 青川清掃/式場準備
14 丹羽　篤史 鈴木 技術委員 A2 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検/封鎖5 600 青川峡P 青川清掃/式場準備
15 久保田　将裕 鈴木 技術委員 A2 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検/封鎖5 600 青川峡P 青川清掃/式場準備
16 竜田　真由美 ON! 救急委員⾧・看護師 - - 600 青川峡P 青川清掃/救護所連絡
17 竜田　のどか ON! 計時委員 - - 600 青川峡P TC0/TC4A/TC7A
18 竜田　あかね ON! 計時委員 - - 600 青川峡P 青川清掃/TC4B/TC7B
19 竜田　ゆうか ON! 計時委員 - - 600 青川峡P 青川清掃/TC4C/TC7C
20 澤木　元志 FSR 計時委員 B3 - 600 HQ TC0/TC4B/TC7B記入
21 蓬茨　夕美 開会式MC　スタートMC - 池 1100 大安公民館P HQ 開会式・セレモニアル　MC 700 HQ SS 閉会式　MC
22 道下　貴広 コース委員 - 池 1100 大安公民館P HQ 開会式・セレモニアル　MC 700 HQ SS 閉会式　MC
23 中根　敏晴 ON! 技術委員⾧ B2 池 0600 大安公民館P 技術本部 車検統括 500 HQ 技術管理/パーク管理
24 野村　好人 ON! サービスパーク責任者 - 池 0600 大安公民館P 案内所 パーク管理・中根支援 500 HQ パーク管理/弁当・補給
25 稲垣　穣 ON! 計時委員 B2 池 0600 大安公民館P レキ受付 本部支援VIP対応 500 HQ TC0/TC4C/TC7C記入
26 松吉　孝明 ON! コース委員 - - 800 永源寺 イベント/石槫西連携
27 笹岡　亮佑 ON! コース委員 - 帰 0500 石槫東入口 石榑レキ 800 永源寺 イベント/石槫西連携
28 中村　久也 コース委員 - - 600 大安公民館P 封鎖４・ラジオ
29 松田　悠吾 桑名工業 コース委員 - - 600 大安公民館P 封鎖3
30 大橋　千暁 桑名工業 技術委員 - 帰 1000 大安公民館P 技術本部 車検/封鎖3 600 大安公民館P 封鎖3
31 堀　智美 MCSC 計時委員 B2 あ 0900 大安公民館P 大安レキ スタート記入 600 大安公民館P スタート記入
32 土岐　武也 ON! コース委員 - 池 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖4-2チーフ
33 杉浦　正生 計時委員 - 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖4-2
34 松岡　和弘 コース委員 B3 - 600 大安公民館P 封鎖２
35 立原　佳孝 コース委員 - - 600 大安公民館P 封鎖２
36 田中　隆雄 MASC コース委員 A1 1000 大安公民館P HQ 封鎖5チーフ 600 大安公民館P 封鎖5チーフ
37 松吉　久治 ON! コース委員 - - 0600 東近江P レキ受付 車検/封鎖4-2 600 大安公民館P 封鎖5
38 松吉　由美子 ON! コース委員 - - 0600 東近江P レキ受付 車検/封鎖4-2 600 大安公民館P 封鎖5
39 渡辺　康一 MSC-F 大安　山⾧ A1 池 0900 大安公民館P 大安レキ ステージコマンダー 600 大安公民館P ステージコマンダー
40 寺野　もとお MASC 計時委員 A2 池 0900 大安公民館P 大安レキ TC手交 600 大安公民館P TC手交
41 榊原　泰彦 蒼い軍団 計時委員 B3 池 0900 大安公民館P 大安レキ TC記入 600 大安公民館P TC記入
42 松尾　俊亮 技術委員 - 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検/スタートカウント/監視 600 大安公民館P スタートカウント/監視
43 伊藤　綾真 技術委員 - 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検/スタート手交 600 大安公民館P スタート手交
44 岩崎　政人 合気道 技術委員 - 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検/封鎖1・スタート監視 600 大安公民館P 封鎖1・スタート監視
45 岩崎　晴弥 合気道 技術委員 - 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検/封鎖1・スタート監視 600 大安公民館P 封鎖1・スタート監視
46 西田　武司 MASC 計時委員 B3 - 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖4 600 大安公民館P 封鎖４・ラジオ
47 榎波　勉 MASC 計時委員 B3 池 0900 大安公民館P 大安レキ FF計測 600 大安公民館P FF計測
48 久保田　広光 計時委員 - 600 大安公民館P FF計測バックアップ
49 伊藤　義弘 計時委員 池 600 大安公民館P FF STOP連携
50 南谷　亨 ON! FIV - 池 0500 大安公民館P セットアップ FIVスタート　車上待機 600 大安公民館P FIVスタート　車上待機
51 榊原　康博 南谷 FIV - 池 0500 大安公民館P セットアップ FIV同乗 600 大安公民館P FIV同乗
52 東　泰行 合気道 医師 - - 600 大安公民館P コースドクター　車上待機
53 横田　健児 MASC 計時委員 B3 帰 0900 大安公民館P 大安レキ 副山⾧(STOP) 600 大安公民館P 副山⾧(STOP)
54 尾崎　真也 計時委員 - - 600 大安公民館P STOP手交
55 横田　千江 MASC 計時委員 B3 - 600 大安公民館P STOP記入
56 吉浪　和也 RMN カメラマン B2 別 1500 大安公民館P カメラ 600 大安公民館P 封鎖4-2　撮影
57 大原　康司 ON! コース委員 - - 600 大安公民館P 封鎖4-2　撮影
58 石田　昌孝 ON! 石榑　山⾧ B2 池 0500 石槫東入口 石槫レキ ステージコマンダー 530 石槫東入口 ステージコマンダー
59 ⾧坂　眞澄 MASC 計時委員 A1 池 0900 大安公民館P セットアップ 計測器等使用指導 530 石槫東入口 ステージコマンダー補佐
60 石井　元気 ON! コース委員 - 池 0500 石槫東入口 石榑レキ 900 大安公民館P 池底清掃/石榑西封鎖支援
61 米谷　展生 MASC 副山⾧(START) B1 - 530 石槫東入口 スタート記入
62 古橋　範雄 ON! 医師団⾧ Dr 池 1000 大安公民館P HQ 車検時巡視/大安コースドクター 530 石槫東入口 スタート　車上待機
63 安江　昌記 MASC 大安FIV2/石槫FIV B3 池 1000 大安公民館P HQ 車検/FIV2 530 石槫東入口 スタート　車上待機
64 石垣　進一 ON! 石槫FIV B2 帰 0500 石槫東入口 石榑レキ 530 石槫東入口 スタート　車上待機
65 新山　拓海 ON! 計時委員 - 池 0500 石槫東入口 石槫レキ 530 石槫東入口 スタートカウント
66 永瀬　達希 ON! 計時委員 - 池 0500 石槫東入口 石槫レキ 530 石槫東入口 スタート手交
67 前田　隆文 計時委員 - 池 0500 石槫峠入口 石槫レキ 530 石槫東入口 TC-START　連絡・監視
68 嵓田　晴代 RMCW 技術委員 - あ 1000 大安公民館P HQ 車検 530 石槫東入口 石槫西TC手交/監視
69 嵓田　浩一 RMCW 技術委員 B1 あ 1000 大安公民館P HQ 車検 530 石槫東入口 石槫西TC記入
70 陶山　明雄 ON! コース委員 - - 530 石槫東入口 石槫西ラジオ
71 夏目　裕貴 ROC-H コース委員 A2 池 1400 大安公民館P HQ 本部-大安　連絡係 530 石槫東入口 石槫西ラジオ　統括
72 ⾧谷川　秀夫 技術委員 B2 池 1000 大安公民館P HQ 車検 530 石槫東入口 石槫西ラジオ
73 石井　僚 コース委員 - 池 0900 大安公民館P 大安レキ FF計測バックアップ 530 石槫東入口 山頂対応
74 永田　一 AWA コース委員 - - 530 石槫東入口 石槫東入口封鎖
75 前田　健吾 計時委員 B2 池 0900 大安公民館P 大安レキ STOP記入 530 石槫東入口 FF計測
76 三浦　孝 １stPrize 計時委員 B1 池 0900 大安公民館P 大安レキ STOP手交 530 石槫東入口 STOP手交
77 鈴木　晴彦 T.W.O.T 副山⾧(STOP) A2 池 0900 大安公民館P 大安レキ FF STOP連携 530 石槫東入口 副山⾧(STOP)
78 花井　勝 MASC 技術委員 A1 池 1000 大安公民館P HQ 車検 530 石槫東入口 STOP記入
79 城野　真輝 QUCC 技術委員 - 池 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖２ 530 石槫東入口 石槫東ラジオ
80 小川　伸司 DART 技術委員 - 池 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖２ 530 石槫東入口 石槫東ラジオ
81 杉本　治 KMUAC コース委員 B3 - 530 石槫東入口 石槫東TC手交/監視
82 杉本　直美 KMUAC コース委員 B3 - 530 石槫東入口 石槫東TC記入
83 秋山　元紀 TTRM コース委員 - - 530 石槫東入口 石槫東ラジオ
84 毛利 コース委員 - - 530 石槫東入口 石槫東ラジオ
85 井上　草汰 TAKES 技術委員 B3 池 1000 大安公民館P HQ 車検 530 石槫東入口 FF計測
86 鎌野　賢志 TAKES 計時委員 B1 530 石槫東入口 FF STOP連携
87 栗山　尚広 PTG 技術委員 A2 池 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖5 530 石槫東入口 石槫東ラジオ　統括
88 山本　拓実 技術委員 B3 池 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖4 530 石槫東入口 石槫東入口封鎖
89 清水　孝夫 ON! 技術委員 B2 帰 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖4ラジオチーフ 530 石槫東入口 石槫東入口封鎖　統括
90 中村　慶和 ON! 技術委員 B3 池 1000 大安公民館P HQ 車検/封鎖5 530 石槫東入口 石槫西入口封鎖　統括
91 黒柳　幹弘 技術委員 - 池 1000 大安公民館P 技術本部 車検 530 石槫東入口 石槫東ラジオ
92 高嶋　寛昭 SMSC コース委員 - 530 石槫東入口 石槫西入口封鎖
93 山田　政樹 JOY W0カー運転 B2 あ 0600 東近江P W0 セットアップ確認 500 大安公民館P →
94 小牧　靖昌 FERIAS W0カー B1 あ 0600 東近江P W0 セットアップ確認 500 大安公民館P →
95 小濱　勇希 TRD 0カー 別 0600 東近江P 0カー 路面確認 500 大安公民館P →
96 藤田　めぐみ TRD 0カー 別 0600 東近江P 0カー ビデオ撮影 500 大安公民館P →
97 川島　浩史 ON! 追上 B2 池 0600 東近江P 追上 タイムカード・リタイヤ届　回収 500 大安公民館P →
98 日比　久男 DART 追上 - 池 0600 東近江P 追上 ビデオ撮影 500 大安公民館P →
99 赤塚　洋輔 ON! カメラマン - 池 0600 東近江P カメラ 撮影計画毎
100 八木　実 ドローン - 帰 1030 大安公民館P ドローン 撮影計画毎
101 吉田　義郎 ドローン - 帰 1030 大安公民館P ドローン 撮影計画毎
102 矢田　和佐 ドローン - 帰 1030 大安公民館P ドローン 撮影計画毎

役務の具体的な内容や流れにつきましては、別途発信します。
☆１ お名前や所属、資格等の抜けや誤りについてご連絡下さい。特に資格につきましては、わずかながらのお手当に差が生じます。必ずお知らせください。
☆２ 宿泊場所　あ→いなべ市　あじと　池→菰野町　池底集落センター　青→青川峡キャンピングパーク　他→各自手配など　それぞれ場所が不明の場合は御照会下さい。（いずれもネット検索可能です。）
☆３ 集合時間と場所をご確認ください。不都合等ございましたらお知らせください。大安公民館PとHQは同じ場所です。石榑峠東入口は、三重県側ゲート前です。
☆４ 池底集落センターには、空調はありますが、寝具がありません。各自ご用意ください。予約不要で、金曜夜1800以降宿泊可能です。
☆５ 日曜日の昼食のみ、配給します。土曜日の昼、夜、日曜日の朝は各自手配下さい。尚、大安公民館には飲食ブースが展開しています。
☆６ お手当について、交通費は支給しておりません。資格ランク、役務に応じ、日数に応じて当日お支払いしています。（クレデンシャルパス内に、お風呂券と一緒に入っています。）
☆７ 例年、石槫峠は山頂付近はかなり気温が低く、防寒着が必要です。また、雨具や防虫対策を各自でお願い致します。
☆８ 貸出備品は必ず当日ご返却下さい。（タパード・無線機等）　クレデンシャルパスは記念にお持ち帰りください。　

その他ご不明の点等は主催者へ御照会下さい。　　竜田　090-4197-6639
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