
大会顧問 小南 市雄 亀岡 治義

大会参与 澤田　芳彦 南田 隆司

大会相談役 上田 英夫 尾﨑 明幸 野村 耕造 福井 輝男

大会委員長 石井　薫

大会副委員長 永吉　勝 橋本 金吾 杉垣 康彦

本部総括委員 山崎　明 西川　修 川上 清美 河村 彰則

競技委員長 井上 真治

競技副委員長 村橋 浩一郎

マナー賞選考委員

審判長 梅本 正直

勝矢　稔

司会進行委員 河村 彰則 山下 三香

張田　敬子 吉川　玲子 吉本　弘恵
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※大会役員と重複する役職は除く。

放送無線委員
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（委員長） 林　敬一
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