
２０２０年１１月２５日 

御中 

（公財）東京都水泳協会 ジュニア委員会 

協力競技役員・前日準備のご依頼の件 

謹啓 

貴殿におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は、競技水泳並びに水泳競技会に対し絶大なるご理解をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、この度、下記競技会において貴殿に競技役員（別紙参照）として御尽力を煩わしたく存じます

ので、ご多忙中まことに恐縮ではございますが、是非とも御出席くださいますよう、お願い申し上げ

ます。 

謹白 

記 

期 日 ２０２０年１２月５日(土)・６日(日) 

大 会 名 ２０２０年度東京都ブロック対抗水泳競技大会 

主 催 （公財）東京都水泳協会 

主 管 （公財）東京都水泳協会 ジュニア委員会 

会 場 東京辰巳国際水泳場（短水路８レーン×２面）東京都江東区辰巳２－８－１０ 

有楽町線 辰巳駅･新木場駅下車 徒歩 10 分 京葉線 新木場駅下車 徒歩 10 分 

受  付  第３ゲートにある競技役員専用受付にて７：４５分までに受付をしてください。 

受付時、協力競技役員用 AD カードを必ずもらってください。 

集 合 ８：００より大会関係者室にて競技役員の朝礼を行います。 

競技開始 ９：００～  

＊協力競技役員は、前日準備班・初日予選のみ班・２日目予選のみ班に分かれます。 

（別紙を確認の上、間違えないようにご協力ください） 

（一部の方には初日と２日目の両日の予選をお手伝いいただきます） 

その他 ①予選終了後（前日準備終了後）、終礼を行い交通費を支給いたします。

（その際、AD カードの返却 と 判子（ハンコ）が必要です・・シャチハタは不可） 

（終礼に不参加・判子無い方・AD カード未返却の者 には、交通費は支給しません） 

②その日の出欠状況により、役職が変更になる場合もあります。

服 装 ①競技役員資格有り・・競技役員指定のユニフォーム＋白系の室内靴

②競技役員資格無し・・白の無地のポロシャツ・紺系のスラックス＋白系の室内靴

（短パン・サンダル等・背中に大きく所属名の記載されているポロシャツもダメです） 

問い合せ (公財)東京都水泳協会 ジュニア委員会 委員長 小野潤一 080-3598-4046 

＊下記団体は前日準備（１２月４日（金）１９：００～）に 1 名派遣してください。 

（前日準備に指定され参加した団体は、競技会時に協力競技役員の派遣はいりません） 

学習院・武蔵野・日大豊山・日体大荏原・目黒日大・武蔵野中・目黒日大中・A&A 西東京

アクラブ三鷹・アクラブ堀之内   １０団体（各１名出してください）
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　　　2020年12月5日(土) ～6日(日)

 審判長
1
 副審判長 五十嵐文典 神田　光一 檜垣　浩行 浦中　和義 久我　隆章
5

 出発合図員 (主)長谷川雪恵 橋本　　勝 加藤　大輔 田浦　雅英
4

 泳法審判員 ◎安彦　喜彰 阿部　京子 井ノ上富雄 井上　　實 加藤　慈子
9 3 3 勝又　大和 堀江信之介 松田　顕代 吉田　京子
土 12 加藤小夜子 中村　考一 福田三千雄
日 12 笠原　洋子 小林　郁子 本間　清治

 折返監察員 （主）八田　勝央 （副）磯野　安久 中野　敏行 山田　圭介 大久保武紀
21 25 25 六本木英高 川村　順子 佐藤　満博 菅谷　朋子 谷口　晃親
土 46 土谷　千恵 永見　　有 中村　恵子 成島恵美子 長谷川まゆみ
日 46 古里　洋子 本多　正典 櫁川　政恵 本島美恵子 坂本　千春

山中　静子
岩田　純子 大橋　敏江 菊川　裕之 佐久間ユミ子 下田　隆司
髙橋　徳明 竹元　昭夫 田中　久子 中村　明子 浜田　雄二
泥谷　隆史 福島　利晃 山本　宏之 花村　房子 宮本　　靖

(土)大窪　康治 鈴木　啓介 小泉　貴弘 猪俣　雅之 富田　基道
乾　加奈子 佐藤謙太郎 加藤　  和 石栗　脩人 山口　万璃
青木　　孝 青木麻有美 石井　恵津 石田　裕一 井本三恵子
請地　昌毅 内田　千晴 岡田　藤子 岡部亜谷美 木下有津佐
白井　和子 曽根原恭子 髙木　昭美 竹澤三紀子 竹之内公恵
田中　佳英 田本　和子 辻内　満夫 羽﨑　　龍 林　　廣子
藤田　幸直 古川　雅子 堀井　孝彦 吉川　秀子 吉川　愛美

 記録員 中本まり子 田中　七重 玉岡　理江 天羽　朋子
4 4 4 (土）天野　静楓 佐古　純子 市村　凪紗 井田　　翔

(日）狐塚　宏美 岡村  瞳 小関　　隼 横山　　和
土 8
日 8

 機械操作 納見　正人 飯島　瑠玖 友井　謙集 白井　克幸

(土）和田　啓介

4 1 1 (日）木下　智矢

コンピューター 伊藤　　裕 吉田　泰久 加藤　景光 栖原　　雄
(土）柳　　もえ 奥田　梨乃 木浦　和哉

4 3 3 (日）柳　　もえ 奥田　梨乃 木浦　和哉
 招集員 (主)橋本　清美 渡辺　早紀
2 10 10 (土）宮田 寧々 阿久津美紗緒 矢野 　 匠 高瀬　理恵 吉田　雄大

橋本　成信 渡邉　健人 國澤　健大 志熊叶一郎 高内　康平
土 12 (日）酒井　　遼 安　　孝介 佐々木大和 篠田　拓也 和知登代子
日 12 土居　秀雅 田中　光里 市川あさひ 歌川　朋美 荒井  宏太

 通告員 (主)西脇富智子 岩佐　克弘 片山美奈子 関口　美散 芹川　亜紀

6 伊藤　　綾

 会場 安達　清和 井上　　亮

2 10 10 (土）岩楯　美咲 小辻　直人 小口　俊明 松原　勇人 清水菜々恵
志村ももか 結城ひなの 内藤　康太 秋山  誉 加賀美　帆

土 12 (日）髙橋　咲樹 萩野　未歩 内藤  修也 増島　瑠亮 後藤  蘭丸
日 12 伊藤巳代子 松本いのり 田村　友哉 菅原　　陸 三浦　海人
 場内指令 堀松　　大 斎藤　順一 水野　雅博 (土)安田　清治
6 1 1 石橋　宏一 佐藤　　裕 芦立　　康 (日)高橋　淳也

 映像 (土）松井　遥苗 丸山　　慧 中村　明央 後藤和久里
4 4 (日）林　ひとみ 渡辺　匠 市川　大智 押田　華澄

 救護 安羅　有紀 半谷　美夏
 競技役員係 手原　総枝
1

小野　潤一 伊藤　　裕 五十嵐文典 高橋　淳也 久我　隆章
納見　正人

東京辰巳国際水泳場ライフガード

・・・東京都水泳協会
・・・ジュニア委員会実行委員
・・・土曜日予選協力競技役員
・・・日曜日予選協力競技役員

YouTube映像

競技会総務

監視救護

コロナ感染予防部隊
ジュニア委員会

ブロック対抗競技役員編成（予選：短水2面　決勝：短水1面）　　

予選

小野　潤一

音響も兼ねる




