
平成２９年度沖縄県高校総合体育大会バドミントン競技役員表（初日）

試合会場会場担当配置

●は各係の主(○は副)です。各自、割り当てられた係りを確認してください。
●全日程において8:45頃に打ち合わせを行いますので、本部周辺に集合お願いします。

久山伸

浦添正太

友利浩一(開邦) 米須江里(陽明)

平良みどり(糸満)

武富智洋

赤嶺靖（南風原）

那覇市民体育館会場

●与那覇清(知念)・友利浩一(開邦)

審判長

運営主任

下地敏彦（沖工）・赤嶺靖（南風原）・野原欣一(沖水)

真和志高校会場

藤岡徹(名護商工)・棚原一騎(名商工)

ＰＣ入力

浦添正太(沖水)

総務・競技委員長

試合用道具監督会議（那覇市民体育館）

具志堅隆史(沖工) 放送 各会場への用具準備

開会式担当

進行(本部)

（審判長）

専門委員長 フロア

藤岡徹 山城哲哉(美来工科)

新垣比呂人(宮古)

金城奈枝(那商)

下地敏彦

我喜屋宗幸(豊見南)

浦田幸男

武富智洋

當間英明(豊見南)（司会）

田場美恵子(与勝)野原欣一 （競技運営）

濱川武司 （清掃分担）

當銘由美(八重山)

田場美恵子(与勝) 平良みどり(糸満)金城奈枝(那商) ●与儀由美子(那覇)

大城貴洋(豊見城)○安里豪太(北中城)

山城義貴(美里工業)比嘉聖士(南農)

●新垣正貴(糸満)

安里江利奈(読谷)幸地儀和(水産) 比嘉克仁(北谷) 嘉味元純二(沖水)新城貴子(石川)

比嘉菜々子(那国)

久高智(八重山)

前里信幸(石川) 棚原真紀子(具志川) 久髙秀美(浦商)

當山清悟(小禄)

玉城ルミ子(与勝) 町田一江(読谷) 照屋達思(美里)

金城克樹(昭薬)

●渡慶次真和(前原)

(駐車場係を含む)

●仲地ますみ(糸満)接待係

会場・清掃係 濱川武司(向陽) 田中凌平(真和志)

目取真三千代(コザ)●比嘉純子(糸満) 棚原千春(南風原)

●狩俣薫(嘉手納) 當間英明(豊見南)山城哲哉(美来工科)

知念愛(知念) 富永喜一郎(北谷) 宮城晋(浦工)

藏根沢子(美里)

○小野真太朗(豊見城)

政木清孝(沖工専)

正木良(興南) 大城葉寿希(球陽)

大嶺梓(昭薬)

東恩納祥乃(知念)

稲福正彦(浦工)

比嘉由紀子(那西)

（フロア) ●禰保研光(首里)

米須江里(陽明)●浦田幸男(普天間)

伊元岐(浦添) 新垣比呂人(宮古)

崎浜江利奈(首里) 玉城佑(那覇)

国吉真規子(首里東)

●照屋英人(真和志)・久山伸(南商)

我如古斎(首里東) 下地一也(尚学) 島袋正志(開邦)

玉城貞洋(南工) 諸見里美幸(西原)

樋口耕作(南農) 石嶺聡(向陽)

下地直嗣(球陽) 上間智子(浦商)

補助役員
那覇西・普天間・糸満 南部商業・那覇

記録係
新垣操(糸満)大濵康男(普天間)

新城麦(小禄) 照屋全人(那西)

本村奈利恵(コザ)

屋富祖正信(宮総実)

オーダー受付

久山伸(南商)

与儀由美子(那覇)

伊元岐(浦添)

渡嘉敷信一郎(那国)

具志堅隆史(沖工)・我喜屋宗幸(豊見南)

河野篤(中農) 山口栄臣(具志川)



平成２９年度沖縄県高校総合体育大会バドミントン競技役員表（２日目）

メインフロア

打ち合わせの時間
(8:45)に不在の場
合は事前に主にな
る先生に連絡して
ください。

サブコート進行・
管理及び招集係

○安里豪太(北中城) 山口栄臣(具志川) 本村貴弥(宮工)

新城貴子(石川)

當間英明(豊見南) 大濵康男(普天間)

上運天匡(宮総実)

照屋達思(美里)

●狩俣薫(嘉手納)

大城葉寿希(球陽)

山城義貴(美里工業) 河野篤(中農) 町田一江(読谷)

記録係

●新垣比呂人(宮古) 屋富祖正信(宮総実)

比嘉克仁(北谷)

棚原真紀子(具志川)

下地直嗣(球陽) 玉城ルミ子(与勝)

山城哲哉(美来工科)

目取真三千代(コザ)●比嘉純子(糸満) 棚原千春(南風原) 仲地ますみ(糸満)

(駐車場係を含む)

会場・清掃係

筆耕係 浦田幸男(普天間)・伊元岐(浦添)

濱川武司(向陽)・田中凌平(真和志)

接待係

下地一也(尚学)

藏根沢子(美里)

政木清孝(沖工専)

本村奈利恵(コザ) 国吉真規子(首里東)

●久山伸(南商)・与那覇清(知念)・友利浩一(開邦)・照屋英人(真和志)

平良みどり(糸満) 浦添正太(沖水)与儀由美子(那覇) 金城奈枝(那商)

下地敏彦（沖工）・赤嶺靖（南風原）・野原欣一(沖水)

那覇市民体育館（２日目）

●は各係の主(○は副)です。各自、割り当てられた係りを確認してください。全
日程において8:45頃に打ち合わせを行いますので、本部周辺に集合お願いしま
す。

補助役員

●新垣正貴(糸満) ○禰保研光(首里)

審判長

前里信幸(石川) 安里江利奈(読谷)

久高智(八重山)玉城穣(沖高特)

総務・競技委員長

運営主任

我喜屋宗幸(豊見南) 當銘由美(八重山)

棚原一騎(名護商工)・藤岡徹(名護商工)・具志堅隆史(沖工)・我喜屋宗幸(豊見南)

渡慶次真和(前原)

那覇・沖水・コザ

進行係(本部)
●米須江里(陽明) 田場美恵子(与勝)

サブコート
①8:30～12:00

②12:00～試合終了
※11:00までは練習
コートとして使用

大城航(八重商工)

千葉八千代(沖高特)平良大輔(八重商工)

小野真太朗(豊見城)



平成２９年度沖縄県高校総合体育大会バドミントン競技役員表（３～５日目）

○安里豪太(北中城)

練習コートとして開放します。
使用する学校は事前に大会本部まで連絡くださ

い。

サブコート進行・
管理及び招集係

サブコート
①8:30～12:00

②12:00～試合終了
③15:00～試合終了
※③は4日目のみ

大嶺梓(昭薬)

照屋全人(那西)

我如古斎(首里東)

玉城貞洋(南工)

大濵康男(普天間)●狩俣薫(嘉手納)

普天間・那覇西・南部商業

●比嘉純子(糸満) 目取真三千代(コザ) 棚原千春(南風原)

仲地ますみ(糸満)

与儀由美子(那覇) 金城奈枝(那商)

平良みどり(糸満)

※当日、会場にいる先生方の協力をお願いします。

●比嘉純子(糸満) 目取真三千代(コザ) 棚原千春(南風原)

新垣名津美(南商) 嘉味元純二(沖水) 野原由江(名護)

比嘉聖士(南農) 石嶺聡(向陽)

上間智子(浦商)久髙秀美(浦商)

金城克樹(昭薬)

●新垣正貴(糸満) ○渡慶次真和(前原) 宮里篤(前原)

玉城慶尚(美来工科) 田港秀一(那工)

宮城晋(浦工)

平良みどり(糸満)

玉城穣(沖高特)

西崎総合体育館（３日目）

総務・競技委員長 下地敏彦（沖工）・赤嶺靖（南風原）・野原欣一(沖水)

西崎総合体育館（４日目） 西崎総合体育館（５日目）

進行係(本部) 小野真太朗(豊見城) 平良みどり(糸満)

金城奈枝(那商)

●新垣正貴(糸満) ○禰保研光(首里) 渡慶次真和(前原)

メインフロア

打ち合わせの時間
(8:45)に不在の場
合は事前に主にな
る先生に連絡して
ください。

崎浜江利奈(首里) 比嘉由紀子(那西)

審判長 藤岡徹(名護商工)・棚原一騎(名護商工)・具志堅隆史(沖工)・我喜屋宗幸(豊見南)

運営主任 ●久山伸(南商)・与那覇清(知念)・友利浩一(開邦)・照屋英人(真和志)

●米須江里(陽明) 与儀由美子(那覇) ●米須江里(陽明) 与儀由美子(那覇) 金城奈枝(那商) ●米須江里(陽明)

接待係
●比嘉純子(糸満) 目取真三千代(コザ) 棚原千春(南風原)

仲地ますみ(糸満)

山城哲哉(美来工科)

稲福正彦(浦工) 富永喜一郎(北谷)比嘉克仁(北谷)

幸地儀和(水産)

田場美恵子(与勝)

記録係

筆耕係 浦田幸男(普天間)・伊元岐(浦添)・上間有希(小禄)

会場・清掃係 田中凌平(真和志) 濱川武司(向陽) 田中凌平(真和志)

仲地ますみ(糸満)

●狩俣薫(嘉手納)●狩俣薫(嘉手納)

知念愛(知念) 新城麦(小禄) 宮城美香(美里工業)

樋口耕作(南農)

名嘉克弥(沖工)

當間英明(豊見南)大濵康男(普天間)

諸見里美幸(西原)

正木良(興南) 渡嘉敷信一郎(那国)

●山口栄臣(具志川)

比嘉菜々子(那国)

国吉真規子(首里東)

東恩納祥乃(知念)

●山口栄臣(具志川)

當山清悟(小禄)

廣渡義治(中農)

※当日、会場にいる先生方の協力をお願いします。
大濵康男(普天間)

玉城佑(那覇)

○安里豪太(北中城)

大城貴洋(豊見城)

禰保研光(首里)

下地一也(尚学) 島袋正志(開邦)

新垣操(糸満)

閉会式担当(最終日)

放送 介添 表彰音楽

　全日程において8:45頃に打ち合わせを行いますので、本部周辺に集合お願いします。

補助役員 那覇・那覇西・南部商業

●は各係の主(○は副)です。各自、割り当てられた係りを確認してください。

糸満・普天間・コザ

米須江里 平良みどり 久山伸

与儀由美子


