
大会顧問 亀岡 治義

大会参与 南田 隆司 田川 愛実

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 井上 真治 橋本 金吾 河村 彰則

本部総括委員 山崎 明 西川 修 川上 清美 井出上 一夫

競技委員長 勝矢 稔

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 井出上 一夫 山下 三香

中村 ゆう子 小野原 佳代 足立 典子

山本 陽子 小原 真知子 今井 康恵

青木 奈津紀 澤邊 美智子 鈴木 正美

山本 幸枝

受付委員 岡 俊二 笠原 政芳 野村 誠

梅本 正直 大西 泰治 村橋 浩一郎

川上 清美 西川 修

中村 健史 麻田 眞一 村上 智宣

増田 寅市 中村 正之 澤田 貞良

光城 敏雄

司会進行委員 永田 早苗 青木 芳江 山下 三香

中村 ゆう子 小野原 佳代 足立 典子

山本 陽子 小原 真知子 今井 康恵

青木 奈津紀 澤邊 美智子 鈴木 正美

山本 幸枝 辻井 好美 伊藤 彩

岡 芳美 石井 真由美 光安 典子

森 薫

選手整列委員 大西 泰治 増田 寅市

閉　会　式　役　員（７月２４日）
（委員長）山崎 明

（委員長）村橋 浩一郎

抽選会委員
選手整列委員

会場準備

式典委員 （委員長）中井 克之

（委員長）勝矢 稔

（委員長）井出上 一夫

審判委員
大東市ソフトボール連盟

大東市ソフトボール連盟　学童部男子

大東市ソフトボール連盟　学童部女子

一般社団法人大東青年会議所

（委員長）山崎 明

開　会　式　役　員（７月２日）

（委員長）林 敬一

大 　会 　役 　員

（委員長）中井 克之式典委員

各チーム選出審判委員



中村 ゆう子 山本 陽子 小原 真知子

今井 康恵 青木 奈津紀 澤邊 美智子

永田 早苗 青木 芳江

中村 健史 中村 正之 築島 寧

岩藤 雅実 巽 信廣 夏田 圭一

稲﨑 悟 山田 健詞

村上 智宣 光城 敏雄 立花 康男

奥野 勝哉 川瀬 芳一 大西 正彦

今井 靖志 山田 誠

梅本 正直 麻田 眞一 澤田 貞良

大坪 正芳 中野 真一 牧園 信之

福田 洋吉 杉垣 康彦

中井 克之 岡 俊二 笠原 政芳

野村 誠

森　 薫 光安 典子 森 泰徳

山下 三香

小野原 佳代 足立 典子 鈴木 正美

山本 幸枝 辻井 好美 伊藤 彩

岡 芳美

中井 克之 岡 俊二 中村 ゆう子 笠原 政芳

野村 誠 林 敬一 辻井 好美 杉垣 康彦

森 薫 山下 三香

鈴木 正美 小野原 佳代 足立 典子 山本 陽子

小原 真知子 今井 康恵 青木 奈津紀 澤邊 美智子

山本 幸枝 伊藤 彩 岡 芳美 石井 真由美

永田 早苗 光安 典子 青木 芳江

大西 泰治 村橋 浩一郎 梅本 正直 中村 健史

麻田 眞一 村上 智宣 増田 寅市 中村 正之

澤田 貞良 光城 敏雄 築島 寧 岩藤 雅実

巽 信廣 立花 康男 大坪 正芳 奥野 勝哉

中野 真一 牧園 信之 川瀬 芳一 夏田 圭一

大西 正彦 稲﨑 悟 山田 健詞 福田 洋吉

今井 靖志 山田 誠 森 泰徳

　　　　競　　技 　役　 員（７月２４日）
※大会役員と重複する役職は除く。

放送無線委員
（トランシーバー）

各コートの委員長

グラウンド整備

片付け

(文化部全員)

(体育部全員)

(総務部全員)

（委員長） 村橋 浩一郎Ａコート

本部席委員

（委員長） 石井 真由美

（委員長） 林 敬一

コ－ト
委員

駐車・駐輪場委員

救護委員

（委員長） 大西 泰治

（委員長） 増田 寅市

（委員長） 山崎 明

放送委員

Ｂコート

Ｃコート

（委員長） 井出上 一夫


