
1 スタート・フィニッシュ地点 両 4 車連 吉田　武美 1 無線1.2 本部管理 徒歩

2 学校入り口 右 ス推 中畝　　　信 秩父 堀口　柊弥 車連 邉見　榮一 3 打切誘導指示・無視Noチェック 徒歩

3 左 秩父 北堀　響稀 邉見　榮一 車輛流入監視 徒歩

4 左 秩父 柴﨑　修兵 畠山　敬司 車輛流入監視 徒歩

5 民家　路地 左 交指 引間　愛美 秩父 川端　航己 2 車輛流入監視 徒歩

6 大田公民館前 右 交指 櫻井　知子 秩父 浅海　芹奈 2 トイレ 車輛流入監視 徒歩

7 路地（フィニッシュ後誘導） 両 交指 加藤　恵美子 車連 浦野　　篤 3 フィニッシュ後誘導と打切り誘導 徒歩

8 郵便局前 右 交指 岩田　泰典 秩父 石井　未奈萌 2 走路誘導管理 徒歩

9 小学校裏門 交指 久保田　匡美 秩父 村上　隼人 2 ゴール選手・打ち切り選手誘導 徒歩

10 信号前（信号調整あり） 両 ○ 地推 関根   　浩 車連 江原　孝法 2 車輛流入監視 徒歩

11 バスＵターン場所 体協 細渕　敏江 秩父 青葉　   　菫 2 車輛流入監視 徒歩

12 迂回路入口 左 地推 町田　富男 1 車輛流入監視 徒歩

13 迂回路（信号）太田 ○ 2 地推 黒沢　泰彦 1 車輛流入監視 徒歩

14 交差点（信号なし） 両 地推 岩田　   実 秩父 根岸　莉菜 2 車輛流入監視 徒歩

15 路地 左 地推 木村　孝行 秩父 浦島　大空 2 車輛流入監視 徒歩

16 バス停 両 交指 逸見　俊恵 秩父 森   　思歩 2 車輛流入監視 徒歩

17 駐在所前 両 安協 風間　孝次 秩父 板倉　加奈 2 車輛流入監視 徒歩

18 ミラー前 両 安協 高野　良助 秩父 西田　安里 2 車輛流入監視 徒歩

120 ＣＴＣ（会社）下 左 地推 栗　   龍馬 秩父 髙橋　柚貴 2 車輛流入監視 徒歩

121 ミラー付近 左 地推 杉田　泰三 秩父 栗山　実悠 2 車輛流入監視 徒歩

122 秩父みどりが丘工業団地看板 左 安協 杉田　文男 秩父 原　 　航平 2 車輛流入監視 徒歩

123 信号（大田小学校入り口） 両 ○ 安協 新井　恒男 秩父 茂木　滉人 2 車輛流入監視 徒歩

124 Ｙ字交差点 左 安協 上原　和美 秩父 福島　拓真 2 車輛流入監視 徒歩

125 Ｙ字交差点 右 安協 倉林　寛寿 秩父 逸見　佳輝 2 車輛流入監視 徒歩

126 小中学校裏路地 安協 設楽　 　情 秩父 小笠原　翼 2 車輛流入監視 徒歩

127 スタート・フィニッシュ手前 安協 島野　利一 秩父 家内　武蔵 車連 高橋　道夫 3 打切り連絡 徒歩
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19 路地 右 地推 大野　一人 1 車輛流入監視 バス５号車 24
20 岡田屋商店前 両 ○ 地推 加藤　和男 1 トイレ 車輛流入監視・迂回路利用車管理 バス５号車 24
21 企業体看板前 両 地推 齋藤　一夫 車連 並木　守男 2 AED 無線No３/AED 車輛流入監視 バス５号車 24
22 路地（登り坂） 右 地推 新井　基倫 1 車輛流入監視 バス５号車 24
23 カーブミラー前 右 地推 舩嵜　和男 1 車輛流入監視 バス５号車 24
24 中央分離帯前（篠葉沢） 左 地推 新井　勝一 1 車輛流入監視 バス５号車 24
25 路地 左 地推 町田　清子 皆野 山中 颯太 2 車輛流入監視 バス５号車 24
26 下り坂　途中 右 地推 宮前　時雄 小鹿野 強矢　千絵 1 車輛流入監視 バス５号車 24
27 民家（オレンジ色）横 左 体協 浅見  将和 皆野 鈴木 千尋 2 車輛流入監視 バス５号車 24
28 路地　田・畑 右 地推 加藤　一樹 小鹿野 吉田　波奈 1 車輛流入監視 バス５号車 24
29 路地　防火水槽前 左 地推 山中　敬幸 小鹿野 新井　美希 1 車輛流入監視 バス５号車 24
30 信号 両 ○ 体協 加藤　芳男 車連 須永　恒夫 2 無線No４ 警察とともに交通規制 バス５号車 34

31-1 小柱西と小柱間 1 0 警備員 迂回路への車両誘導 バス５号車 34
31-2 皆野橋 ○ 3 0 警備員 通行止めの案内 バス５号車 34

32 路地・田・畑 右 地推 児玉　妙子 小鹿野 冨田  寧々 2 車輛流入監視 バス５号車 34
33 左 地推 武田　英男 小鹿野 金井　亜弥 車輛流入監視 バス５号車 34
34 左 地推 山中　文彦 小鹿野 増田　薫乃 車輛流入監視 バス５号車 34
35 小柱農村集落センター前 両 体協 飯島   　茂 小鹿野 若林　真優 2 トイレ 車輛流入監視 バス５号車 34
36 小柱農村集落センター脇 両 地推 川合　克男 小鹿野 加藤　臣仁 2 車輛流入監視 バス５号車 34
37 豊穫園看板前 左 体協 桒原　章和 小鹿野 大澤　ほのか 2 車輛流入監視 バス５号車 34
38 自販機前 左 地推 中沢　恵子 小鹿野 大川　くらら 2 車輛流入監視 バス５号車 34
39 路地 左 ス推 内田　一男 小鹿野 富田　正嘉 2 トイレ 車輛流入監視 バス５号車 34
40 Ｓ字信号 両 ○ 体協 加藤　雅史 車連 山端　則行 2 無線中継No５通行者の誘導・警察補助 バス５号車 34
41 旧道入口 左 地推 小河　元征 1 諏訪橋への進入制限の案内 バス５号車 34
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42 小柱ＩＣ 右 ○ 体協 笠原 明彦 1 車両進入禁止・警察補助 バス５号車 34

43 皆野寄居ＢＰ交差点付近路地 右 体協 今井 孝幸 1 車輛流入監視 バス５号車 34

44 黒澤水道設備前 左 ス推 島嵜　善枝 1 車輛流入監視 バス５号車 34

45 路地 右 安協 宮前   　稔 皆野 三ヶ尻　雅哉 2 車輛流入監視 バス５号車 34

46 民家入口 右 地推 横山 博司 皆野 田島　風舞季 2 車輛流入監視 バス５号車 34

47 諏訪橋　端 左 体協 長島 真弘 車連 木村　一憲 2 無線No6/AED 進入禁止の案内 バス４号車 57

48 諏訪橋　中と端 左 体協 阿左美　義久 1 車輛流入監視 バス４号車 57

49 神社前 左 体協 新井　 成 1 車輛流入監視 バス４号車 57

50 倉庫前 両 体協 前原 啓作 1 車輛流入監視 バス４号車 57

51 民家入口 左 地推 江田  　 薫 皆野 直江　知咲 2 車輛流入監視 バス４号車 57

52 民家路地 右 地推 落合　伸之 皆野 渡邉　美久 2 車輛流入監視 バス４号車 57

53 自販機横　ミラー 両 地推 荒船　泰邦 皆野 阿左美　佑華 2 車輛流入監視 バス４号車 57

54 島崎自動車前 右 地推 新井　隆夫 1 車輛流入監視 バス４号車 57

55 路地　ミラー 両 地推 原嶋　    勲 皆野 内海　愛奈 2 車輛流入監視 バス４号車 57

56 民家 左 地推 磯田 元男 1 車輛流入監視 バス４号車 57

57 下寺尾バス停・セブンイレブン前 左 体協 船崎 治男 1 トイレ 車輛流入監視 バス４号車 57

58 宮亭、小高接骨院横 右 地推 丸山　政広 皆野 吉澤　果奈 2 車輛流入監視 バス４号車 57

59 米屋横 左 地推 町田　幸三 皆野 藤原 カンナ 2 車輛流入監視 バス４号車 57

60 カレー屋横　路地 両 地推 黒沢 富之 皆野 高野 かおり 2 車輛流入監視 バス４号車 57

61 駐車場横　会社前　 左 ス推 荒舩   　勝 皆野 強矢　海都 2 車輛流入監視 バス４号車 57

62 十字路手前路地 左 地推 昭和　寛史 1 トイレ 車輛流入監視 バス４号車 57

63 和銅大橋入口（信号） 両 ○ 1 ス推 大島　慶子 車連 　　柳沢　瀧夫 2 無線No７ 警察補助 バス４号車 67

64 迂回路　交差点 左 1 体協 笠原 弘子 1 迂回路への車両誘導 バス４号車 67

65 交差点 両 体協 島嵜　快枝 1 車輛流入監視 バス４号車 67

66 路地　田・畑 両 地推 坂本　修一 皆野 新井　海貴 2 車輛流入監視 バス４号車 67

67 路地 左 体協 斉藤ひとみ 皆野 大沢　海斗 2 車輛流入監視 バス４号車 67

68 路地　消火栓 右 地推 小柏　智之 皆野 棚澤　彩夏 2 車輛流入監視 バス４号車 67

69 墓地入口 右 地推 若林 正明 1 車輛流入監視 バス４号車 67

70 路地　畑　横 右 地推 新井　利明 皆野 髙橋　   航 2 車輛流入監視 バス４号車 67

71 路地　畑　横 左 地推 新井　達也 皆野 山口 智也 2 車輛流入監視 バス４号車 67
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72 カーブミラー前 両 地推 豊田　富雄 農工 川﨑　  　尊 2 車輛流入監視 バス３号車 76

73 消火栓看板前 両 ス推 馬場　慎一 農工 黒沢　  　翼 2 車輛流入監視 バス３号車 76

74 路地 右 地推 服部　明彦 農工 北爪　  　大 2 車輛流入監視 バス３号車 76

75 秩父セレモニー看板 両 ス推 富田　  　栄 農工 井上  　　優 2 車輛流入監視 バス３号車 76

76 40km速度制限標識 両 農工 黒澤　瑠蘭 車輛流入監視 バス３号車 76
農工 小暮　弘法 車輛流入監視 バス３号車 76

77 路地　田・畑 両 農工 真下　大輝 車輛流入監視 バス３号車 76
農工 武石　竜銀 車輛流入監視 バス３号車 76

78 東都秩父カントリー看板 右 体協 新井　康代 農工 原田友里果 車連 平林　克実 3 逆走車管理・ゴルフ客誘導 バス３号車 76

79 つきあたり　標識 左 1 体協 尾崎　博之 農工 新井　翔太 2 逆走車管理・ゴルフ客誘導 バス３号車 81

80 防火水そう看板 右 体協 松﨑　信二 農工 強矢　彩恵 2 トイレ 車輛流入監視 バス３号車 81

81 路地 左 地推 赤岩　    隆 農工 井上　智矢 2 車輛流入監視 バス３号車 81

82 掲示板前（中蒔田町会） 両 体協 関根　栄二 農工 太幡　　  駿 2 車輛流入監視 バス３号車 81

83 消防用貯水槽看板 右 体協 高野　芳弘 農工 宮原  　　慶 2 車輛流入監視 バス３号車 81

84 路地 右 地推 江田　直人 農工 小島　琴音 2 車輛流入監視 バス３号車 81

85 路地 右 地推 合沢　昭徳 農工 渋沢　怜央 1 車輛流入監視 バス３号車 87

86 路地　田・畑 左 ス推 新舩　泰男 1 車輛流入監視 バス３号車 87

87 路地　東都埼玉CC看板 左 地推 橋本　文利 1 車輛流入監視 バス３号車 87

88-1 富田農園 両 地推 柳井　信幸 1 トイレ AED 車輛流入監視・コーナ安全管理 バス３号車 87

88-2 富田農園前交差点 両 ○ 1 地推 大濱　清彦 車連 福島　浩 2 無線No8 警備員と交通整理 バス３号車 87

89 右カーブ　注意喚起 左 ○ 1 地推 新井　光男 1 警備員と交通整理 バス３号車 87
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90 右カーブ 左 地推 藤掛　義和 秩父 栗原　康介 コーナー注意喚起 バス２号車 93

秩父 入澤　友飛 コーナー注意喚起 バス２号車 93

91 左ヘアピン中 左 秩父 田端　亮太 コーナー注意喚起 バス２号車 93

92 左ヘアピン先 左 秩父 遠藤　早恵 コーナー注意喚起 バス２号車 93

93 蒔田IC手前 右 地推 福島　健芳 1 注意喚起 バス２号車 93

94 蒔田ＩＣ 右 地推 浅賀　孝浩 車連 福島　治憲 2 注意喚起・車両進入禁止 バス２号車 93

95 左カーブ手前 右 ス推 新井　達美 農工 白井　梓文 2 注意喚起 バス２号車 93

96 右カーブ手前 左 農工 島嵜　皐貴 コーナー注意喚起 バス２号車 100

97 右カーブ 左 農工 金子　拓未 コーナー注意喚起 バス２号車 100

98 電灯下 左 農工 岩本　 　才 コーナー注意喚起 バス２号車 100

農工 神嵜　優人 コーナー注意喚起 バス２号車 100

99 左カーブ　カーブミラー 左 農工 山嵜　　 樹 コーナー注意喚起 バス２号車 100

農工 大曽根　司 コーナー注意喚起 バス２号車 100

100 頂上　路地 左 地推 星　      満 農工 齋藤　真雪 車連 山岸　健二 4 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） バス２号車 100

101 右カーブ手前 左 体協 横井　隆幸 1 コーナー注意喚起 バス２号車 100

102 駐禁看板 左 地推 植松　秀行 1 前方注意喚起 バス２号車 100

103 左カーブ手前 左 地推 浅見　昭文 車連 中島　　秀　 2 コーナー注意喚起 バス２号車 109

104 左カーブ 左 地推 丸山　文男 1 コーナー注意喚起 バス２号車 109

105 右カーブ 左 地推 千島　美利 1 コーナー注意喚起 バス２号車 109

106 防御壁 左 体協 黒沢　充夫 1 コーナー注意喚起 バス２号車 109

107 左カーブ 左 体協 児玉　庄次郎 車連 番場　 誠 2 コーナー注意喚起 バス２号車 109

108 左カーブ 左 地推 新井　五郎 1 コーナー注意喚起 バス２号車 109

109 左カーブ　カーブミラー 左 地推 石川　芳則 1 コーナー注意喚起 バス２号車 109

110 右カーブ 左 地推 井上　   隆 1 コーナー注意喚起 バス２号車 109

111 左カーブ 車連 平尾　昭法 無線No10/AED コーナー注意喚起 バス２号車 109

コーナー注意喚起 バス２号車 109

112 幅員狭 左 地推 笠原　清史 1 前方注意喚起 バス２号車 109

113 左カーブ　カーブミラー 左 地推 堀口　一夫 1 コーナー注意喚起 バス２号車 114

114 小林商店前 両 1 地推 清水　栄二 車連 高橋　孝治 2 トイレ 流入車輛管理（横断車輛は適時通す） バス２号車 114

115 増井材木店前 左 安協 雨宮　芳明 1 車輛流入監視 バス２号車 114

116 路地 右 農工 磯田　雄大 車輛流入監視 バス２号車 114

農工 石渡　厚佑 車輛流入監視 バス２号車 114

117 路地 右 農工 瀧沢　 　陵 車輛流入監視 バス２号車 114

農工 石川　 　司 車輛流入監視 バス２号車 114

118 左カーブ 右 地推 長谷部　昌弘 農工 堀内　 　晴 2 車輛流入監視 バス２号車 114

119 左カーブ 右 地推 島崎　勇二 農工 髙橋　来寿 2 車輛流入監視 バス２号車 114
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髙野　武利 3

地推 萩原　   健

地推 原島　敏男

地推 加藤　崇史

2

　配置図５

作業内容場所 立位置 信号機
一般 高校生

警備員
立哨員

備考 備品合計 移動方法 乗降場所

防御壁

3

3

地点番号

3

3

監察員

3

地推 久喜　章輔 3

地推 益田　真砂子

地推 島崎　好行

地推



リテラ駐車場 安協 伊古田　公則 バス１号車

安協 岩田　敬作 バス１号車

ダック駐車場 安協 新井　良裕 バス１号車

安協 富田　典男 バス１号車

東洋パーツ駐車場 安協 富田　和雄 バス１号車

安協 富田　雅彦 バス１号車

ＴＪＭ駐車場 安協 小池　千澄 バス１号車

安協 関根　正 バス１号車

中川機器製作所 安協 設楽　修造 バス１号車

安協 石丸　智一 バス１号車

車連 山岸　國伸

車連 戸田　信治

車連 吉田　久代
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地点番号 場所
立哨員

合計

　　　　　　移動方法
　（大田公民館　～
みどりが丘地区センター）

備考
一般

2

2

み
ど
り
が
丘
駐
車
場

当
日
選
手
受
付

地区センター

2

2

2


