
第６４回秩父宮杯　競技役員一覧

備考
大会委員長 木村　光男
競技委員長 小林美奈子 予備医務車
審判長 倉上　友和
副審判長 野口　　勇 バイク審判予備
審判長車１ 鈴木　光弘 個人車
審判長車２ 山岸　健二 個人車
無線管理 小林美奈子
決勝審判 吉田　武美
周回打鐘 吉田　一美
ＰＣ 神原　千秋 記録・リサル等
病院対応 高橋　道夫
通告 飯田　恭正 ｽﾀｰﾄ地点
広報車１（駅） 新井　理宰 個人車
広報車２（学校） 吉田　成司 個人車
救護・回収車１（駅） 松沢　建治
救護・回収車２（学校） 小林　康由 倉上車輌
召集１（駅） 成塚　章二 バイク審判予備
召集２（学校） 堀　　邦夫
発送員１（駅） 成塚　章二 バイク審判予備
発送員２（学校） 山岸　健二
発送員３（再発送） バイク最後尾
総務委員 横内孝夫
総務委員 役員欠代行
総務委員 役員欠代行

平成２８年９月４日　１５；００　作成



前日作業員

集合13：00

９／１７（土）
選手受付担当

1-木村 受付時間 15:00～16:30 7:50～8:50 7:10～8:00

2-横内 受付場所 小学校体育館 ミーズパーク 工業団地地区

3-高橋 受付種目 全種目(①～⑨) 駅ｽﾀｰﾄ(①～③) 小中ｽﾀｰﾄ（④～⑨）

4-倉上
ライセンス

コントロール
12-岡安　義則 町田　雅広 バイク 岡安　義則

5-野口 受付役員 13-戸田　信治 島崎　武 戸田　信治

6-松沢 14-鈴木　通夫 斉藤　勝代 吉田　久代

7-山岸 15-湯目　信邦 斉藤　有次 鈴木　通夫

8-山岸 16-阿部　勝俊

9-相沢 バイク応援　２台

10-山端

11-並木 回収車輌 島崎　武 戸田　信治

△３人

レース後（９/１８）
・チップ回収
・参加賞渡し

吉田　久代 斉藤　勝代

　・式典 島崎　武 斉藤　有次

第６４回秩父宮杯　受付業務分担リスト　準備

９／１８（日）  選手受付担当
9/17(土）

１６名
13:00作業開始



委員長（責任者） 委員
総務 木村　光男 渡邊　淳 小林　康由 太田真一 松沢　建二 吉田　一美

　　（競技運営） 吉田　正 山岸　健二 堀　邦夫 町田　雅広

小林美奈子 倉上　友和 鈴木　光弘 吉田武美 山岸　國伸 神原　千秋

(競技運営副委員長) 野口　勇 成塚　章二 野嵜　賢二 桑原　博俊 宮内　駿

鈴木　通夫　 島崎　武 吉田　久代 斎藤　勝代 髙橋　京治

　　（大会運営） 浅　倉　直　樹 相　原　博　和 神成　　ゆうこ 遠　井　昌　人 小茂田　 佳郁

松　嶋　靖　久 宮　野　和　幸 小　村　　純 市　川　宗　典 鈴　木　理　人

芳　賀　史　織 遠　井　　 　学 前之園　　晴廣 蓮　見　　　 仁 山之内　　正隆

根　元　和　彦 叶　内　　毅 半　田　博　幸 白　石　昴　之

競技 小林美奈子
（委員長）

審判 倉上 友和 ＜決勝審判＞ 山岸　建二 堀　邦夫 町田　雅広

（審判長） ＜審判長車＞ 倉上　友和 鈴木　光弘 吉田武美 山岸　國伸

野口　勇 ＜移動審判＞ 福田　俊彦 野口　勇 成塚　章二 野嵜　賢二

（副審判長） 飯田　威文 山岡　功 橋本　剛 森本　聡

土田　次郎 三浦　孝之 小笠原　博司

須永　恒夫 蓼沼　和成 蓼沼　真弓

＜計時＞

関門管理 ＜出発合図＞ 駅：松沢　建二 学校：山岸　健二

＜周回打鐘＞ 吉田　一美

＜関門＞ 相沢　康司 桑原　博俊 宮内　駿

招集・検査 ＜学校＞ 神原　千秋 桑原　博俊 宮内　駿

＜駅＞ 松沢　建二 福田　俊彦 成塚　章二 野嵜　賢二

飯田　威文 山岡　功 橋本　剛 森本　聡

蓼沼　和成 蓼沼　真弓

受付　　　 前日 <学校> 鈴木　通夫　 島崎　武 戸田　信治

(当日) <地区センター> 鈴木　通夫 吉田　久代 戸田　信治

＜ミューズパーク＞ 島崎　武 斎藤　勝代 髙橋　京治

通告(レース実況) 飯田　恭正

救護 ＜本部＞  (医師)

(看護師)

＜救護車＞ 髙橋　道夫 吉田　成司

記録 神原　千秋 吉田　正

写真 加藤　智

賞典 吉田　久代 斎藤　勝代

機材管理 神原　千秋 吉田　正

チップ回収 鈴木　通夫　 島崎　武

ギヤ比検査 太田真一 大谷　一雄 山岸　健二

広報車 新井　理宰 吉田　成司

発送員 ＜駅＞ 松沢　建二

＜学校＞ 山岸　健二

立哨監察 堀　邦夫(配置図１) 木村　一憲 平林　克実 堀込　俊裕 湯目　信邦 福島　浩

番場　誠(配置図２) 斎藤　有次 福島　治憲 水垣　房男 吉野　晃司 山川　展弘

藤原盛一（100地点）田中　基晴 邉見 榮一 柳沢　瀧夫 並木 守夫 山端　則行

    (配置図３) 越澤　修 高橋　昌男 中島　秀 伊東　明 神田　徹

東林広之(配置図４) 髙橋　京治 戸田　信治 東林宏之 阿部　勝俊 根本 幸弘 

相沢　康司

(配置図５)

事前研修担当 自転車競技連盟 渡邊　淳 木村　光男 小林美奈子 倉上 友和 横内孝夫

協力

(一社)日本競輪選手会埼玉支部　埼玉県警察本部交通規制課　秩父警察署　秩父消防本部　　　　

埼玉県秩父地域振興センター　埼玉県秩父県土整備事務所　埼玉県教育局北部教育事務所秩父支所　　　

日本赤十字社埼玉県支部　(一財)秩父地域地場産業振興センター　秩父市体育協会　秩父地方交通安全協会　　　　　　　　　

秩父市交通指導員　秩父市スポーツ推進委員会　秩父市地域スポーツ推進員連絡協議会　秩父市立大田小学校　　　

秩父市立大田中学校　埼玉県立秩父農工科学高等学校　埼玉県立秩父高等学校　埼玉県立皆野高等学校　

埼玉県立小鹿野高等学校

競　技　役　員



配置図１　責任者：

1 スタート・フィニッシュ地点 両 4
体協 手島　隆 秩農 村田　和希 車連 堀 邦夫 車連 宮内駿　相沢 康司 無線2 本部管理

体協 吉橋　守夫 秩農 柴崎　友亮

2 学校入り口 右 ス推 中畝　　信 皆野 荒舩　碧偉 車連 宮内　駿 車連 桑原　博俊 5 足切誘導指示・無視Noチェック

体協 村田　秀雄

3 左 皆野 市瀬　和也 車輛流入監視

4 左 皆野 笠原　太一 車輛流入監視

5 民家　路地 左 交指 引　間　愛　美 皆野 北原　ことき 車連 なし 2 車輛流入監視

6 大田公民館前 右 交協 岩田　敬作 皆野 久保　楓 2 トイレ 車輛流入監視

7 路地（フィニッシュ後誘導） 両 交指 加　藤　恵美子 皆野 黒澤　航 車連 柳沢 滝夫 車連 邉見 榮一 4 フィニッシュ後誘導と打切り誘導

8 郵便局前 右 交指 岩　田　泰　典 皆野 鈴木　千尋 2 走路誘導管理

9 小学校裏門 安協 関口　登 秩父 浅見　青空

秩父 正田　透也

秩父 丸山　翔

10 信号前（信号調整あり） 両 ○ 地推 堀口　一夫 皆野 髙橋　航 車連 田中　基晴 3 車輛流入監視

11 バスＵターン場所 地推 齋藤　宏茂 皆野 高栁　柚香 2 車輛流入監視

12 迂回路入口 左 地推 関根　幸夫 車輛流入監視

地推 浅見　高則

13 迂回路（信号）太田 ○ 2 交協 伊古田　公則 車輛流入監視

交協 中野　政之

14 交差点（信号なし） 両 地推 栗　龍馬 皆野 棚澤　彩夏 2 車輛流入監視

15 路地 左 地推 斉藤　章 皆野 田島　風舞季 2 車輛流入監視

16 バス停 両 交指 逸　見　俊　恵 皆野 藤原　カンナ 2 車輛流入監視

17 駐在所前 両 交協 加藤　哲雄 皆野 三ヶ尻　雅哉 2 車輛流入監視

18 ミラー前 両 交協 高野　良助 皆野 三友　凜世 2 車輛流入監視

120 ＣＴＣ（会社）下 左 地推 小池　正之 皆野 守屋　伊織 2 車輛流入監視

121 ミラー付近 左 地推 本多　君江 皆野 吉澤　果奈 2 車輛流入監視

122 秩父みどりが丘工業団地看板 左 交協 富田　典男 皆野 淺賀　菜緒 2 車輛流入監視

123 信号（大田小学校入り口） 両 ○ 交協 設楽　修造 皆野 井上　隆弥 2 車輛流入監視

124 Ｙ字交差点 左 地推 町田　清子 皆野 宇治川　玲 2 車輛流入監視

125 Ｙ字交差点 右 地推 小久保　英昭 皆野 小駒　美怜 車輛流入監視

右 地推 内田　武

126 小中学校裏路地 地推 平井　進 皆野 高野　かおり 2

127 スタート・フィニッシュ手前 ス推 渡辺　泰孝 皆野 加藤　仁江 車連 宮内　駿 3 打切り連絡

小計 66

競技本部 車連 小林美奈子 髙橋 道夫　横内孝夫 1 無線1 競技本部・警備本部

大会委員長 車連 木村 光男 相沢康司 2

広報車１ 秩農 磯田　晶子 秩農 島田　萌 車連 DR 新井理宰 3 駅前スタート

広報車２ 秩農 竹内　麻優 秩農 斉藤　李佳 車連 DR 吉田　成司 3 太田小スタート

審判長車(COM-1) 車連 倉上 友和 車連 DR 鈴木光宏 2 駅前スタート集団管理・競技全体管理

出発合図１ 車連 松沢 健二 1 駅前スタート

出発合図２ 車連 吉田 武美 1 太田小スタート

周回打鐘 車連 吉田 一美 1 全クラス・周回管理

通告1 放送設備 太田小スタートMC

通告2 車連 飯田　恭正 1

審判車（COM-2) 車連 山岸 健二 車連 DR:山岸 國信 2 太田小スタート集団管理

救護車・収容車１ 秩農 大澤　龍耶 秩農 笠原　柊麻 車連 松沢建二 3 駅前スタート集団救護管理

救護車・収容車２ 秩農 宮原　優哉 秩農 中村　裕太 車連 小林康由 3 太田小スタート集団教護・緊急時待機

車連 渡邊　淳

車連 吉田　久代

車連 斎藤　勝代

車連 相沢康司

本部湯茶接待 秩農 引間　愛実 秩農 原　美妃奈 秩農 前原　麻那

秩農 磯田　那智瑠 秩農 新井　萌由 秩農 堀口　綾音

本部式典 秩父 清野　果蓮 秩父 大木　亜美

秩父 大塚　美咲 秩父 島﨑　愛奈香

秩父 細谷　彩花 秩父 浅香　好

本部ﾌｨﾆｯｼｭ受付 秩父 青木　美樹 秩父 木滝　杏乃音 小鹿野 磯田　智花 小鹿野 千島　朱香里 4

招集１ 車連 宮内　駿 車連 MOTO２～４ 1 駅前スタート

招集２ 車連 神原　千秋 車連 桑原　博俊・宮内　駿 3 太田小スタート

出発署名１ 車連 成塚章二 車連 蓼沼＊２ 3 駅前スタート

出発署名２ 車連 吉田　正 車連 堀 邦夫 2 太田小スタート

小計 53

備考 備品 作業内容

一般 高校生 監察員

立哨員

監察員

地点番号

第６４回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会　立哨人員・役員配置等

場所 用務 信号機 警備員 合計

ゴール選手・打ち切り選手誘導

6

4

2

皆野 湯目　信邦 4

2

6

8

堀　邦夫

式典

3

民家　路地 交指 黒　澤　宏　子

3



配置図２　責任者： 番場　誠

90 なし

91 左ヘアピン中 左 地推 田嶋　利男 1 コーナー注意喚起・緊急時対応

92 左ヘアピン先 左 地推 昭和　寛史 1 コーナー注意喚起・緊急時後方通達

93 西関東道工事先 地推 原嶋　勲 車連 なし 2 西関東工事個所・注意喚起

93　乗降場所　ポイント91～9５

94 西関東道工事中央 地推 斉藤　宏司 1 西関東工事個所・注意喚起

95 西関東道工事後 地推 新井　隆夫 1 西関東工事個所・注意喚起

96 右カーブ手前 左 地推 坂本　修一 1 コーナー注意喚起・緊急時対応

97 右カーブ開始 左 地推 冨澤　紀夫 車連 福島　治憲 2 コーナー注意喚起・緊急時対応

98 電灯下 左 地推 彦久保　隆司 1 コーナー注意喚起・緊急時対応

99 左カーブ　カーブミラー 左 地推 大野　勝彦 1 コーナー注意喚起・緊急時対応

100 頂上　路地 地推 舩嵜　和男 車連 藤原盛一 2 頂上・トイレ・中継アンテナ 無線中継No9 （緊急事態発生時制止場所）

１００　乗降場所　ポイント９６～１０２

101 右カーブ手前 左 車連 なし 1 前方注意喚起・緊急時後方通達

102 右カーブ　駐禁看板 左 地推 茂木　幸夫 車連 阿部　　勝俊 2 前方注意喚起・緊急時後方通達

103 左カーブ手前 左 地推 冨田　皓夫 車連 中島　秀 2 前方注意喚起・緊急時後方通達

104 左カーブ 左 地推 島崎　和夫 1 前方注意喚起・緊急時後方通達

105 右カーブ 左 地推 豊田　富雄 2 前方注意喚起・緊急時後方通達

106 防御壁
体協 荒船　政則

車連 根本 幸弘 前方注意喚起・緊急時後方通達

地推 丸山　菊夫

107 左カーブ 左
体協

宮原　孝 車連 戸田　信治 2 前方注意喚起・緊急時後方通達

108 左カーブ 左 地推 大畑　貴 1 前方注意喚起・緊急時後方通達

109 左カーブ　カーブミラー 左 地推 町田　幸三 車連 神田　徹 2 前方注意喚起・緊急時後方通達

１０９　乗降場所　ポイント１０３～１１２

110 右カーブ手前 地推 江田　薫 車連 髙橋　京治 2

111 左カーブ手前 地推 落合　伸之 車連 番場　誠 AED 無線No10 前方注意喚起・緊急時後方通達

地推 横山　博司 車連 堀込 敏裕

112 左折れ　幅員狭　先 左 地推 黒沢　泰彦 車連 伊東　明 2 前方注意喚起・緊急時後方通達

113 左カーブ　カーブミラー 左 地推 古川　光明 1 前方注意喚起・緊急時後方通達

114 小林商店前 両 地推 磯田　卓也 皆野 木田　侑希 車連 水垣　房男 トイレ 流入車輛管理（横断車輛は適時通す）

地推 平野　宗世 皆野 黒澤　杜江梨

１1４　乗降場所　ポイント１１３～１１９

115 増井材木店前 左 交協 雨宮　芳昭 皆野 小林　麻穂 2 車輛流入監視

116 路地 右 地推 新井　光 皆野 強矢　海都 2 車輛流入監視

117 路地 右 地推 髙野　喜代一 皆野 田中　瑠奈 2 車輛流入監視

118 路地 右 皆野 戸塚　圭一 車輛流入監視

119 下り右カーブ 右 皆野 永尾　渓人 車輛流入監視

小計 52

作業内容

一般 高校生 監察員

警備員

立哨員

合計 備考

第６４回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会　立哨人員・役員配置等

3

防御壁

地点番号 備品場所 用務 信号機

地推 川合　克男 3

4

5



配置図３　責任者：

72 カーブミラー前 両 地推 新井　雄士 秩農 酒井　柚奈 2 車輛流入監視

73 消火栓看板前 両 ス推 馬場　慎一 秩農 田端　花菜 2 車輛流入監視

74 路地 右 地推 佐藤　幸春 秩農 新井　春華 2 車輛流入監視

75 秩父セレモニー看板 両 ス推 富田　　栄 秩農 稲垣　亜由巴 2 車輛流入監視

76 40km速度制限標識 両 地推 長島　政則 秩農 新井　愛郁 2 トイレ 車輛流入監視

７６　乗降場所　ポイント７２～７８ 車輛流入監視

77 路地　田・畑 両 体協 新井　康代 秩農 大島　彩華 2 車輛流入監視

78 東都秩父カントリー看板 右 交協 関根　正 秩農 内田　聖奈 車連 平林 克実 3 逆走車管理・ゴルフ客誘導

79 つきあたり　標識 左 1 体協 長島　真弘 秩農 南　あいり 逆走車管理・ゴルフ客誘導

秩農 新井　麻友

80 防火水そう看板 右 体協 逸見　晴奈 秩農 角田ジャスミン 2 車輛流入監視

81 路地 左 地推 合沢　昭徳 秩農 町田　葵 2 車輛流入監視

８１　乗降場所　ポイント７９～８４

82 掲示板前（中蒔田町会） 両 体協 関根　栄二 秩農 和田　奈々子 2 車輛流入監視

83 消防用貯水槽看板 右 体協 原田　良浩 小鹿野 南　桂吾 2 車輛流入監視

84 路地 右 体協 山中奈美子 小鹿野 町田　裕 2 車輛流入監視

85 路地 右 地推 小林　初男 秩農 三上　花 2 車輛流入監視

86 路地　田・畑 左 ス推 新船　泰男 秩農 齋藤　亜衣理 2 車輛流入監視

87 路地　東都埼玉CC看板 左 地推 石川　芳則 秩農 髙橋　沙季 2 車輛流入監視

８７　乗降場所　ポイント８５～８９

88-1 富田農園 両 地推 島嵜　初夫 秩農 竹内　里緒 AED・トイレ 車輛流入監視・コーナ安全管理

秩農 宮本　桃花

88-2 富田農園前交差点 両 ○ 1 地推 新井　達也 秩農 黒沢　泉 車連 吉野 晃司 無線No8 警備員と交通整理

秩農 恩田　華 車連 福島　浩

88-3 蒔田交差点（信号） 両 ○ 1 交指 萩原 仁 秩農 黒澤　孝輔 2 警備員と交通整理

89 右カーブ　注意喚起 左 ス推 新井　達美 秩農 柴山　　敦 2 コーナー注意喚起・緊急時対応

小計 46

備考 備品 作業内容

一般 高校生 監察員

第６４回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会　立哨人員・役員配置等

地点番号 場所 用務 信号機 合計

平林克実

3

3

5

警備員

立哨員



配置図４　責任者：

３４　乗降場所　ポイント３０～４６

42 ○ 体協 髙橋　昭男 小鹿野 関根　佑真 2 通行者の誘導・警察補助

42-2梵の湯入口 1 警備員１名

43 皆野寄居ＢＰ交差点 両 体協 町田　元弘 小鹿野 片山　たまき 小鹿野 竹前　順子 3 車輛流入監視

44 黒澤水道設備前 左 ス推 島嵜　善枝 小鹿野 藤原　英之 2 車輛流入監視

45 路地 右 交協 宮前　稔 小鹿野 嶌田　祥大 2 車輛流入監視

46 民家入口 右 地推 新井　勝一 小鹿野 髙橋　快斗 2 車輛流入監視

47 諏訪橋　端 左 体協 浅見　芳弘 小鹿野 宮前　将季 車連 木村 一憲 3 AED 無線No6 進入禁止の案内

48 諏訪橋　中と端 体協 太幡　浩昭 小鹿野 小泉　悠真 2

49 神社前 左 体協 石渡　哲男 小鹿野 小菅　達哉 2 車輛流入監視

50 倉庫前 両 体協 田島　邦之 小鹿野 横田　直也 2 車輛流入監視

51 民家入口 左 地推 久喜　章輔 小鹿野 杉山　大輔 2 車輛流入監視

52 民家路地 右 交協 設楽　情 小鹿野 栗原　拓也 2 車輛流入監視

53 自販機横　ミラー 両 地推 宮下　泰男 小鹿野 佐藤　和輝 2 車輛流入監視

54 島崎自動車前 両 地推 武田　英男 小鹿野 原島　孝介 2 トイレ 車輛流入監視

55 路地　ミラー 両 地推 新井　五郎 小鹿野 後藤　洋貴 2 車輛流入監視

56 民家 左 地推 岩田　実 小鹿野 青木　蓮汰 2 車輛流入監視

57 下寺尾バス停・セブンイレブン前 左 体協 船崎　治男 小鹿野 筒井　海 2 車輛流入監視

５7　乗降場所　ポイント４７～６２

58 宮亭、小高接骨院横 右 地推 服部　明彦 小鹿野 石井　杏実 2 車輛流入監視

59 米屋横 左 地推 髙野　好之 秩父 吉本　暁 2 車輛流入監視

60 カレー屋横　路地 両 地推 磯田　賀代子 秩父 黒澤　誠 2 車輛流入監視

61 駐車場横　会社前　 左 ス推 荒舩　　勝 秩父 新井　涼平 2 トイレ 車輛流入監視

62 民家横 右 地推 丸山　文男 秩父 浅沼　祐哉 2 車輛流入監視

63 和銅大橋入口（信号） 両 ○ 1 ス推 大島　慶子 秩父 越智　大成 車連 東海宏之 3 無線No７ 警察補助

64 迂回路　交差点 左 1 体協 深田　房江 秩父 大村　耕平 迂回路への車両誘導

体協 守屋　伸一

65 交差点 両 交協 風間　孝次 秩父 山岸　翔太 2 車輛流入監視

66 路地　田・畑 両 地推 邊見　成 秩父 我妻　福登 2 車輛流入監視

67 路地 左 交協 青山　進次 秩父 大野　優 2 車輛流入監視

６７　乗降場所　ポイント６３～７１

68 路地　消火栓 右 地推 島﨑　勇二 秩父 久米谷　翔真 2 車輛流入監視

69 墓地入口 右 地推 千島　美利 秩父 中垣　陽貴 2 車輛流入監視

70 右 秩父 田主　和花 車輛流入監視

71 左 秩父 小林　未来 車輛流入監視

小計 63

路地　畑　横 地推 萩原　健 3

備品 作業内容

監察員

備考

3

地点番号 場所 用務 信号機

第６４回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会　立哨人員・役員配置等

警備員

立哨員

合計

東林宏之

一般 高校生



配置図５　責任者： 山端則行

19 路地 右 交協 田端　四郎 皆野 田嶋　瞬 車連 高橋　昌男 車輛流入監視

地推 赤岩　隆 皆野 福田　輝 車輛流入監視

20 岡田屋商店前 両 ○ 地推 木村　孝行 皆野 直江　知咲 秩農 越澤　修 トイレ 車輛流入監視・迂回路利用車管理

地推 大場　利男 皆野 根岸　葵

21 企業体看板前 両 地推 山中　進 皆野 藤田　友晏 車連 並木 守夫 AED 無線No３ 車輛流入監視

皆野 三ヶ尻　絢哉

22 路地（登り坂） 右 地推 大木　定一 皆野 山口　智也 2

23 カーブミラー前 右 交協 上原　和美 皆野 山中　颯太 2 車輛流入監視

24 中央分離帯前（篠葉沢） 左 地推 根岸　信久 皆野 横田　匠海 車輛流入監視

皆野 渡邉　美久

２４　乗降場所　ポイント１９～２９

25 なし

26 下り坂　途中 右 地推 浅賀　孝浩 皆野 阿左美　佑華 2 車輛流入監視

27 民家（オレンジ色）横 左 体協 尾崎二三子 皆野 新井　海貴 2 車輛流入監視

28 路地　田・畑 右 地推 加藤　和男 皆野 内海　愛奈 2 車輛流入監視

29 路地　防火水槽前 左 地推 大野　一人 皆野 大沢　海斗 2 車輛流入監視

30 信号 両 ○ 地推 太幡　久人 小鹿野 長谷川　尚大 車連 山川　展弘 3 無線No４ 警察とともに交通規制

31-1 小柱西と小柱間 1 体協 市川　禧一 秩父 横山　大輔 迂回路への車両誘導

交協 倉林　寛壽 秩父 江原　詢弥

秩父 黒沢　裕輔

31-2 皆野橋 ○ 3 警備員 通行止めの案内

32 路地・田・畑 右 地推 杉田　泰三 小鹿野 浅見　光朗 2 迂回路への車両誘導

33 左 小鹿野 新井　健斗 迂回路への車両誘導

34 左 小鹿野 山中　美咲 車輛流入監視

３４　乗降場所　ポイント３０～４６

35 小柱農村集落センター前 両 体協 松崎　信二 小鹿野 黒沢　孔明 2 トイレ 車輛流入監視

36 小柱農村集落センター脇 両 地推 横山　昭仁 小鹿野 髙橋　架乃 2 車輛流入監視

37 豊穫園看板前 左 体協 鶴田　兼春 小鹿野 齋藤　磨銀 2 車輛流入監視

38 自販機前 左 地推 福島　健芳 小鹿野 原田　悠乃 2 車輛流入監視

39 路地 左 ス推 内田　一男 小鹿野 浅見　好明 2 車輛流入監視

40 Ｓ字信号 両 ○ 体協 田口　紀一 小鹿野 並木　勇樹 車連 山端 則行 無線中継No５ 通行者の誘導・警察補助

地推 斎藤　光正

41 旧道入口 左 地推 大橋　良弘 諏訪橋への進入制限の案内

地推 坂本　進

小計 58

消火栓看板前と民家入口 3

第６４回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会　立哨人員・役員配置等

3

地推 植松　秀行

5

5

4

5

2

地点番号 備品 作業内容

一般 高校生 監察員

警備員

立哨員

合計 備考場所 用務 信号機

4



蓮見　仁

リテラ駐車場 安協長島　義雄 皆野 中沢　昂大 バス

皆野 中村　沙羅 バス

皆野 星野　尚人 バス

ダック駐車場 安協新井　良裕 皆野 町田　拓未 バス

皆野 松村　佳祐 バス

皆野 南　拓巳 バス

東洋パーツ駐車場 安協富田　和雄 小鹿野 相馬　梨菜 バス

小鹿野 髙田　幸子 バス

小鹿野 小林　明日香 バス

ＴＪＭ駐車場 安協小池　千澄 小鹿野 笠原　綾乃 バス

小鹿野 高橋　瑠花 バス

小鹿野 長島　優華 バス

中川機器製作所 小鹿野 金子　晴美 バス

小鹿野 町田　笑菜 バス

小鹿野 山口　美友季 バス

地区センター（工業団地） トイレ

小計 4 15

み

ど

り

が

丘

駐

車

場

みどりが丘駐車場　責任者：

第6４回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会　立哨人員・役員配置等

地点番号 場所

立哨員

合計 立哨バス 備考

一般 高校生
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