
２０２２　第７回　びわ湖トライアスロンin近江八幡 競技役員・審判業務表

連番 氏名 所属 資格・種別 5/28清掃 前日(6/04)担当 当日(6/05)第1担当 当日(6/05)第2担当 当日(6/5)第3担当 IP無線 前日集合・受付場所 当日集合・受付場所2 備考 宿泊 宿泊先 Tシャツ2

1 田島　一成 滋賀県協会会長 本部 休暇村 休暇村 0 M

2 岸田　吉史 JTU常務理事 本部 休暇村 休暇村 1 休暇村 L

3 大岩　葵 JTU広報スタッフ 本部 休暇村 1 休暇村

4 笠次　良爾 JTUメディカル委員長 ﾒﾃﾞｨｶﾙ ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1 休暇村 休暇村 1 休暇村 L

5 宮本　悦子 JTUブロック理事 本部（視察） 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡

6 古角　茂 加西市 本部（視察） 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡

7 眞開　南 加西市 本部（視察） 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡

8 関根　明子 JTU国民スポーツ大会委員長 打合せ・トークショー MC 1 休暇村 休暇村 1 休暇村

9 井上　麻子 e-radio 打合せ・トークショー MC 1 休暇村 休暇村 1 休暇村

10 宮部　咲哉 e-radio 打合せ・トークショー MC 1 休暇村 休暇村 1 休暇村

11 小畑　政光 滋賀県協会 第1種 ﾊﾞｲｸ設営・受付 競技部会長/荷物 スタート 1 休暇村 休暇村 2 休暇村 M

12 原田　雄二 滋賀県協会 第1種 受付謝金 競技部副会長/副審判長/式典スタートチーフ 1 休暇村 休暇村 0 M

13 米倉　宏亨 滋賀県協会 第3種 ﾊﾞｲｸｺｰｽ設営 競技部副会長/バイクチーフバイク25 1 休暇村 メリー保育園 0 M

14 福井　和彦 事務局長 第3種 受付謝金 本部 休暇村 休暇村 0 M

15 辻　信造 滋賀県協会 第2種 受付 技術代表 表彰式 1 休暇村 休暇村 0 L

16 中村　義治 滋賀県協会 第3種 ｽｲﾑﾁｰﾌ ｽｲﾑﾁｰﾌ 1 休暇村 休暇村 0 LL

17 磯部　喜男 滋賀県協会 第3種 ﾊﾞｲｸｺｰｽ設営 バイク21（トンネル部） 1 休暇村 メリー保育園 0 L

18 竹中　英 滋賀県協会 第3種 受付 審判長 表彰式 1 休暇村 休暇村 0 M

19 服部　隆行 滋賀県協会 第3種 ﾄﾗ設営ﾁｰﾌ ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝﾁｰﾌ 1 休暇村 休暇村 0 M

20 佐藤　哲也 滋賀県協会 第2種 ﾌｨﾆｯｼｭｻﾌﾞﾁｰﾌ 休暇村 休暇村 0 M

21 小野　陽平 滋賀県協会 第2種／救命士 ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ調整員 1 休暇村 休暇村 0 M

22 林　勝美 滋賀県協会 救命士 ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾊﾞｲｸ周回ﾎﾟｲﾝﾄ 1 休暇村 休暇村 0 M

23 入江　克之 滋賀県協会 第2種 ｽｲﾑﾘﾀｲｱ者ｱﾝｸﾙ回収・本部報告 休暇村 休暇村 0 L

24 岩田　久男 滋賀県協会 第3種 ﾄﾗ設営､ ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ 休暇村 休暇村 0 L

25 有江　和美 滋賀県協会 第3種 エイド準備 エイドサブチーフ 休暇村 休暇村 0

26 岸田　年弘 滋賀県協会 第3種 設営（パラ担当） コロナ対策チーフ パラチーフ 休暇村 休暇村 0

27 清水　小百合 滋賀県協会 第3種 受付チーフ 受付チーフ 1 休暇村 休暇村 0

28 勝見　万喜 滋賀県協会 第3種 ランチーフ 1 休暇村

29 前田　晃 滋賀県協会 第3種 ラン1-2 1 休暇村

30 八田　準一郎 滋賀県協会 第3種 受付 ラン6-1 1 休暇村

31 八田　知加 滋賀県協会 第3種 受付 ラン6-2 1 休暇村

32 辰市　亜矢子 滋賀県協会 第3種 受付 スタート フィニッシュ 休暇村

33 北畑　まゆみ 滋賀県協会 第2種 受付 受付 フィニッシュ 1 休暇村

34 音川　和也 滋賀県協会 第3種 バイク24 メリー保育園

35 中村　勇治 滋賀県協会 第3種 バイク8 休暇村

36 石田　朋敬 滋賀県協会 第3種 スイム 休暇村

37 西村　卓也 滋賀県協会 第３種 設営 トランジション 休暇村

38 藤井　雅和 滋賀県協会 第３種 設営 ラン1-5 休暇村

39 樋口　常博 滋賀県協会 第３種 設営 バイク8→10 1 メリー保育園

40 田川　貢一 滋賀県協会 第３種 設営 バイク11 メリー保育園

41 篠田　信一 滋賀県協会 第3種 設営 バイク24 メリー保育園

42 押谷　嘉治 滋賀県協会 第3種 設営 バイク22 メリー保育園

43 椋田　健二 滋賀県協会 第3種 設営 バイク22 メリー保育園

44 小山　史郎 滋賀県協会 第3種 設営 ラン1-3

45 吉田　直人 滋賀県協会 第3種 - ﾊﾞｲｸ25（周回合流部） メリー保育園 トラメガ 0 M

46 大橋　修 滋賀県協会 第3種 設営 ラン3-1

47 山本　順子 滋賀県協会 第１種 受付 受付 フィニッシュ

48 古郷　康介 滋賀県協会 第１種 スタート 本部 表彰式 休暇村

49 田川　秀行 滋賀県協会 第3種 移動ﾏｰｼｬﾙ打合せ 移動マーシャル 1 休暇村 休暇村 ビブス 0 L

50 勝見　拳 滋賀県協会 第3種 移動ﾏｰｼｬﾙ打合せ 移動マーシャル 1 休暇村 休暇村 ビブス 0

51 青谷　大地 滋賀県協会 第3種 パラ担当 スイムハンドラー

52 西村　太志 滋賀県協会 第3種 設営 スタート 本部 表彰式

53 南　安都子 近江八幡市 エイド準備 エイドチーフ 1 休暇村 休暇村 L

54 小畑　茂子 滋賀県協会 第3種 受付 荷物預かり 休暇村 休暇村 1 M

55 福井　博基 大津市 パラ担当 スイムハンドラー

56 太田　凡 滋賀県協会 医師 - ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1 - 休暇村 L

57 中島　正之 近江八幡市立総合医療センター 医師 ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1 休暇村 休暇村 LL

58 平田　知大 滋賀県協会 医師 - ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1 - 休暇村 L



２０２２　第７回　びわ湖トライアスロンin近江八幡 競技役員・審判業務表

連番 氏名 所属 資格・種別 5/28清掃 前日(6/04)担当 当日(6/05)第1担当 当日(6/05)第2担当 当日(6/5)第3担当 IP無線 前日集合・受付場所 当日集合・受付場所2 備考 宿泊 宿泊先 Tシャツ2

59 布留守　敏 滋賀県派遣 医師 ﾒﾃﾞｨｶﾙ

60 橋口　淳一 滋賀県派遣 医師 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1

61 太田　圭介 JASA-AT ｱｽﾚﾁｯｸﾄﾚｰﾅｰ ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1 休暇村 休暇村 1 近江八幡ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ LL

62 佃　文子 JASA-AT ｱｽﾚﾁｯｸﾄﾚｰﾅｰ - ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1 - 休暇村 1 近江八幡ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ M

63 林中　和也 ｱｽﾚﾁｯｸﾄﾚｰﾅｰ - ﾒﾃﾞｨｶﾙ - 休暇村 1 近江八幡ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ LL

64 坂本　和大 ｱｽﾚﾁｯｸﾄﾚｰﾅｰ ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 1 近江八幡ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ L

65 山岡　亜也子 看護師 ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 1 休暇村 S

66 村田　晃子 看護師 ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 1 休暇村 S

67 木嶋　民世 看護師 ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 S

68 中西　奈緒子 看護師 - ﾒﾃﾞｨｶﾙ - 休暇村 M

69 小野　智弘 看護師 ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 M

70 中西　さくら 学生（奈良大学） ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ - 休暇村 M

71 古田　七海 学生（奈良大学） ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 M

72 稲山　巧真 学生（成蹊大学） ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 M

73 内藤　友昌 学生（成蹊大学） ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 L

74 島田　寛也 学生（成蹊大学） ﾒﾃﾞｨｶﾙ準備 ﾒﾃﾞｨｶﾙ 休暇村 休暇村 M

75 今堀　加奈子 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 L

76 土谷　こころ 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 S

77 石井　佑子 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 L

78 竹内　啓 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 M

79 武田　隆秀 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 L

80 中村　智幸 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 M

81 中村　佐智子 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 M

82 奥田　侑眞 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 1 ホテル八幡 S

83 菊池　淳 京都ライフセービング協会 ライフセイバー スイム 休暇村 M

84 奥村　亜矢子 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ　ｲｵ　池田校 ダイバー スイム 休暇村 S

85 榊原　信介 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ　ｲｵ　池田校 ダイバー スイム 休暇村 S

86 加賀爪　裕介 サーフボード スイム 休暇村 L

87 山本健司 サーフボード スイム 休暇村 L

88 東大吾 サーフボード スイム 休暇村 L

89 道真央 サーフボード スイム 休暇村 L

90 上村亮 サーフボード スイム 休暇村 L

91 東野　重樹 滋賀県協会 ジェット スイム 休暇村 LL

92 中澤　啓介 滋賀県協会 ジェット スイム 休暇村 休暇村 M

93 若山　善和 スイム

94 池田　秋男 バイクメカニック 休暇村

95 吉田　幸司 バイクメカニック

96 高南　雅司 サイクルハウスポケット バイクメカニック 休暇村 M

97 南平　喜代司 キヨシ商会 バイクメカニック 休暇村

98 阪口　利彦 大阪府協会 第3種 ラン5-1 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 S

99 岸　智子 大阪府協会 第2種 受付 受付 フィニッシュ 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 M

100 若林　信 大阪府協会 第3種 ラン2-1 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 M

101 竹田　喜幸 大阪府協会 第2種 ラン4-2 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 L

102 山本　光男 大阪府協会 第3種 ラン3-2 休暇村 休暇村 ビブス 1 ホテル八幡 XL

103 町田　敏和 大阪府協会 第2種 ラン2-2 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 L

104 清水　克則 大阪府協会 第3種 バイク21 休暇村 メリー保育園 ビブス 1 ホテル八幡 M

105 陶器　陽介 大阪府協会 第2種 バイク21 休暇村 メリー保育園 ホテル八幡 L

106 太口　雅之 大阪府協会 第3種 バイク28 休暇村 メリー保育園 1 ホテル八幡 L

107 高須　篤 大阪府協会 第2種 バイク35 メリー保育園 ビブス L

108 安川　有加里 大阪府協会 第3種 受付 ラン6-3 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 LL

109 片山　和良 大阪府協会 第2種 バイク41 1 休暇村 メリー保育園 1 ホテル八幡 LL

110 山田　正和 大阪府協会 第1種 トランジション 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 L

111 平木　琢也 京都府協会 第1種 トランジション 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 M

112 馬越　寛晃 京都府協会 第3種 バイク36 メリー保育園 1 L

113 佐々木　政治 京都府協会 第3種 トランジション 休暇村 1 L

114 小谷　和弘 京都府協会 第3種 バイク31 1 メリー保育園 1 L

115 高田　明恭 京都府協会 第3種 トランジション 休暇村 1 ホテル八幡 L

116 細見　敦史 京都府協会 第2種 バイク25 休暇村 メリー保育園 1 LL
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117 細見　麻理 京都府協会 第2種 受付 フィニッシュ 休暇村 休暇村 1 S

118 竹下　直彦 和歌山県連合 第3種 バイク33 1 メリー保育園 1 L

119 内平 英彦 和歌山県連合 第2種 バイク37 1 休暇村 メリー保育園 1 ホテル八幡 L

120 室井 克彦 和歌山県連合 第2種 移動マーシャル 1 休暇村 休暇村 0 ホテル八幡 L

121 片桐　元 和歌山県連合 第3種 バイク1 休暇村 休暇村 0 ホテル八幡 XL

122 尾崎　安博 兵庫県協会 第1種、Ｌ2 移動マーシャル 1 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 M

123 森　浩二 兵庫県協会 第2種 スイム・ラン 休暇村 休暇村 1 L

124 仲宗根　達也 兵庫県協会 第1種;WTｰL1; 副審判長 1 休暇村 休暇村 1 ホテル八幡 L

125 酒井　隆博 兵庫県協会 第1種;L1; 移動マーシャル 1 休暇村 1 ホテル八幡 L

126 増本　徹 大阪府協会 第2種 バイク25 休暇村 メリー保育園 1 ホテル八幡 L

127 福島　尊史 近畿ブロックパラ委員長 - パラサブチーフ スイムハンドラー 休暇村 休暇村

128 鶴見昴 立命館大学 バイク21 メリー保育園

129 松井大樹 立命館大学 バイク22 メリー保育園

130 北島智史 立命館大学 バイク24 メリー保育園

131 高橋怜央 立命館大学 バイク24 メリー保育園

132 毛利天 立命館大学 バイク25 メリー保育園

133 内田力仁 立命館大学 バイク25 メリー保育園

134 甲岡昇大 立命館大学 バイク25 メリー保育園

135 俣野広弥 立命館大学 バイク28 メリー保育園

136 中矢早香 立命館大学 バイク35 メリー保育園

137 鵜川真衣 立命館大学 第3種 バイク36 メリー保育園

38

ボランティア

1 卯田　幸男 エイド 休暇村 M

2 白木育美 受付 エイド 休暇村 S

3 忠田千代子 本部・通信 休暇村 L

4 小山　久美子 スタート10 エイド 休暇村 LL

5 小山　颯太 エイド 休暇村 L

6 小山　晴貴 エイド 休暇村 L

7 石川好美 エイド 休暇村 L

8 石川紗帆 エイド 休暇村 M

9 佐山悦子 本部・通信 休暇村 M

10 小倉友啓 設営 バイク1 休暇村 M

11 八木　健 ラン2-1 休暇村 L

12 林義夫 バイク1 休暇村 LL

13 竹中真由美 スタート12 エイド 休暇村 M

14 西村政晃 設営 ラン2-2 休暇村 L

15 西村謙太郎 バイク8 休暇村 LL

16 脇坂育代 フィニッシュ 休暇村 M

17 脇坂ななみ フィニッシュ 休暇村 M

18 山田恵美 コース整備 休暇村 M

19 福坂　淳子 フィニッシュ 休暇村 M

20 福坂　友希 フィニッシュ 休暇村 S

21 松澤　正典 設営 受付 エイド 休暇村 LL

22 佐々木 多恵子 ラン1-1 休暇村 S

23 勝木 香織 ラン1-2 休暇村 L

24 藤川　真依 受付 ラン3-1 休暇村 M

25 神谷　光代 受付 ラン3-2 休暇村 S

26 上田　奈緒美 スタート16 エイド 休暇村 S

27 上田　芹奈 スタート17 エイド 休暇村 S

28 上田　凌也 スタート18 エイド 休暇村 L

29 川崎　勉 受付 休暇村 LL

30 久郷　誠 受付 休暇村 M

31 岡田ひろみ 受付 受付 ラン1-4 休暇村 M

32 東森　俊之 駐車場 休暇村 S

33 中出　康夫 駐車場 休暇村 L

34 里　仁 駐車場 休暇村 L
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35 葛上　善人 駐車場 休暇村 LL

36 西山　義雄 駐車場 休暇村 LL

37 古川　芳和 駐車場 休暇村 S

38 江川　和明 駐車場 休暇村 M

39 秋江　武 駐車場 休暇村 L

40 小西　清治 駐車場 休暇村 M

41 土佐弘之 設営 ラン4-2 休暇村 M

42 奥村　創 設営 ラン4-3 休暇村 L

43 辰巳 行伸 バイク8→10 メリー保育園 L

44 箕浦吉弘 バイク5 メリー保育園 M

45 樋口　愛美 受付 フィニッシュ 休暇村 M

46 平山美佐子 受付 記録・速報 休暇村 M

47 塩谷啓子 受付 記録・速報 休暇村 S

48 辻小百合 受付 ラン4-1 休暇村

49 山形　純子 荷物預かり 休暇村 M

50 村山　広茂 フィニッシュ 休暇村 M

51 奥村　充 フィニッシュ 休暇村 M

52 清水　豪士　 スイムカヌー エイド 休暇村 LL

53 清水郁希子 託児所 休暇村 M

54 湖東信金１ ラン6-4 休暇村

55 湖東信金２ ラン6-5 休暇村

56 その他１ ラン1-1 休暇村

57 その他２ ラン4-2 休暇村

58 その他３ ラン5-4 休暇村

59 その他４ バイク42 メリー保育園

60 その他５ バイク30 メリー保育園

61 その他６ バイク36 メリー保育園

62 その他７ バイク40 メリー保育園

63 その他８ バイク35 メリー保育園

64 その他９ バイク31 メリー保育園

65 その他１０ バイク26 メリー保育園

66 滋賀銀１ バイク33 メリー保育園

67 滋賀銀２ バイク34 メリー保育園

68 滋賀銀３ バイク37 メリー保育園

69 滋賀銀４ バイク38 メリー保育園

70 滋賀銀５ バイク39 メリー保育園

71 滋賀銀６ バイク11 メリー保育園

72 滋賀銀７ バイク12 メリー保育園

73 滋賀銀８ バイク13 メリー保育園

74 滋賀銀９ バイク14 メリー保育園

75 滋賀銀１０ バイク15 メリー保育園

76 滋賀銀１１ バイク16 メリー保育園

77 滋賀銀１２ バイク17 メリー保育園

78 滋賀銀１３ バイク18 メリー保育園

79 滋賀銀１４ バイク19 メリー保育園

80 滋賀銀１５ バイク20 メリー保育園

81 滋賀銀１６ バイク23 メリー保育園

82 滋賀銀１７ バイク27 メリー保育園

83 滋賀銀１８ バイク28 メリー保育園

84 滋賀銀１９ バイク29 メリー保育園

85 滋賀銀２０ ラン3-3 休暇村

86 滋賀銀２１ ラン3-4 休暇村

87 滋賀銀２２ ラン3-6 休暇村

88 滋賀銀２３ ラン1-3 休暇村

89 滋賀銀２４ ラン2-3 休暇村

90 滋賀銀２５ ラン6-3 休暇村

91 滋賀銀２６ ラン3-7 休暇村

92 滋賀銀２７ ラン3-8 休暇村
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93 滋賀銀２８ ラン5-1 休暇村

94 滋賀銀２９ ラン5-2 休暇村

95 滋賀銀３０ ラン5-3 休暇村

96 滋賀銀３１ ラン6-1 休暇村

97 滋賀銀３２ ラン6-2 休暇村

滋賀中信 バイク22 メリー保育園

滋賀中信 バイク41 メリー保育園

98 商工会・青経会１ ラン2-5 休暇村

99 商工会・青経会２ ラン2-6 休暇村

100 商工会・青経会３ ラン2-7 休暇村

101 商工会・青経会４ ラン3-5 休暇村

102 商工会・青経会５ バイク2 休暇村

103 商工会・青経会６ バイク3 休暇村

104 商工会・青経会７ バイク4 休暇村

105 商工会・青経会８ バイク6 メリー保育園

106 商工会・青経会９ バイク7 メリー保育園

107 商工会・青経会１０ バイク9 メリー保育園

108 商工会・青経会１１ バイク40 メリー保育園

109 商工会・青経会１２ バイク32 メリー保育園

110 商工会・青経会１３ ラン6-6 メリー保育園

111 商工会・青経会１４ ラン6-7 メリー保育園

112 商工会・青経会１５ ラン6-8 メリー保育園

113 鳴海慎一 ラン2-4 休暇村

114 大西實 本部 休暇村

115 石原 歩美 写真？ 休暇村

116 川合久美子 写真？ 休暇村


