
№１

自家用車 ＪＲ

西山　勝正(玉野１）
大野　吉造(倉14）

　
山田　実雄（新１） 星山　正一（西５） 岡本　明広（浅3）
影山　修一（新１） 脇本　富治（岡17） 坪井　喜久太（都２）

横山　卓生(西１） 小野　幹治（倉16）
三留　正史（岡４） 宮地　正人（津１）

高橋　道範（岡４） 西本　洋一（津１）

劔持　秀子（岡４） 笠原　健一（倉14）
菅野　浩司（岡17） 前原　房枝（総3）
幡山　寛念（赤２） 石村　富久美（玉5）
二宮　雄一（西１） 岡本　真治（浅３）

見村　三吉（都２） 平井　亜季子（高1）
廣田　裕　（津１）

21
井上　龍（都２）

河村　理恵（浅２） 田中　茂樹（浅２） 岡谷　悦子（倉14） 篠森　久芳（玉島５） 劔持　智（岡４） 石原　克之（西５）

井上　翔平（浅１） 渡辺　一史（倉16） 溝部　光優（岡17） 砂場　一昭（西１） 岡崎　高宏（西５）

宮岡　美智枝（新１） 廣田　利香（津１） 石井　照彦（児１） 山﨑　久美子（岡26） 松本　三喜子（西１） 石原　美穂（西５）

山口　朗　（津１） 稲垣　由樹（津1） 高橋　理恵（西１） トーマスギャビン（西1）
滝口　進弥（浅１） 辻　　響　（新１） 竹内　洸瑛（倉14） 難波　由成（総３） 丸山　翔大（都２） 井川　岳士（西１）

安福　崇伍（浅１） 辻　　渚　（新１） 笠原　亘平（倉14） 西中　大翔（総３） 田口　暁斗（都２） 三原　光琉（西１）

安福　崚央（浅１） 山口　慶人（新１） 須賀　航平（倉14） 山田　颯人（玉野１） 楢村　唯人（都２） 三浦　真理亜（西１）

北林　清人（浅１） 仲田　紗雪（新１） 西條　魁人（倉14） 角田　依吹（玉野１） 中山　佳久（都２） 堀川　総太（西１）

川上　眞人（浅１） 仲田　汐里（新１） 延藤　達明（倉14） 姫野　翔　（玉野１） 八木　史考（都２） 三浦　大知（西１）

高谷　直樹（浅１） 黒瀬　里乃（津１） 柏原　睦己（倉16） 中山　絋佑（都２） 高橋　理子（西１）

筒井　裕之（浅２） 山口　摩那（津１） 萬成　祐太（倉16） 原田　洋輝（玉島５） 福原　智生（岡４） 石原　那智（西５）

北殿　広樹（浅２） 福嶋　太一（津１） 片山　侑治（倉16） 小幡　泰也（玉島５） 中原　颯斗（岡４） 岡崎　ほのか（西５）

山下　瑛太郎（浅２） 木下　皓清（津１） 藤本　和樹（倉16） 石村　愛美（玉島５） 中原　心温（岡４） 山形　侑世（西５）

平中　大貴（浅３） 三船　夏季（津１） 藤上　祐基（倉16） 合田　洸介（岡17） 三留　光雅（岡４） 尾坂　紗綾（西５）

大橋　克基（浅３） 加賀　寛季（津１） 牧浦　光希（倉16） 大坪　千莉（岡17） 田中　優希（岡４） 逸見　泰雅（西５）

大塚　琳道（高１） 北原　怜　（津１） 阿部　元春（倉16） 小堀　佑輔（岡17）　 甲斐　隼心（岡４） 内元　仁美（西５）

森元　優　（高１） 土井　麻理奈（津１） 平尾　将誉（倉16） 高見　昊仁之（岡17） 小谷野　龍汰（西１） ﾄﾝﾌﾟｿﾝ　ｼﾞｮﾝ（西５）

高田　萌華（高１） 安東　晃希（津１） 伊藤　大貴（倉16） 長屋　翔太（岡17） 堀川　絋矢（西１） 石原　由羽奈（西５）

太田　裕子（高１） 黒瀬　修吾（津１） 小原　知也（倉16） 今井　舞斗（岡26） 花田　悠人（西１） 尾坂　悠乃（西５）

竹本　ふうた（津１） 勝良　翔馬（児１） 千田　れあ（岡26） 山根　新　（西１） 建部　孝明（西５）

高田　千晶（高１） 松下　武旦（児１） 福田　桃子（岡26） 渋野　公一（西１） 木村　 遼介(西1）
川上　智也（総３）

39 40 42
8月5日 （日） 尾坂　詩苑（西５）

8月6日 （月）金光　清治（浅１）

okayamaE01
合田　治　（岡17）
福田　真理子（岡26）
東條　美恵子（浅３）

石村　慈安（玉島５）

okayamaC01okayamaA01

往

　

　

　

路

8月7日 （火）

（木）

okayamaB01

１７ＮＳＪ 輸　送　計　画　往　路　

県連バス（1号車）
参加隊

okayamaD01

県連バス

8月1日

県連バス（２号車） 県連バス（３号車）

大会運営スタッフ

8月3日 （金）

（火）

（水）

8月2日

7月31日
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自家用車 ＪＲ

okayamaE02
菅野　浩司（岡17）
宮地　正人（津１）

稲垣　由樹（津1）
伊藤　大貴（倉16）
高田　千晶（高１）

8月9日 （木）金光　清治（浅１）

河村　理恵（浅２） 田中　茂樹（浅２） 岡谷　悦子（倉14） 篠森　久芳（玉５） 劔持　智（岡４） 石原　克之（西５）

井上　翔平（浅１） 渡辺　一史（倉16） 溝部　光優（岡17） 砂場　一昭（西１） 岡崎　高宏（西５）

宮岡　美智枝（新１） 廣田　利香（津１） 石井　照彦（児１） 山﨑　久美子（岡26） 松本　三喜子（西１） 石原　美穂（西５）

山口　朗　（津１） 高橋　理恵（西１） トーマスギャビン（西1）
滝口　進弥（浅１） 辻　　響　（新１） 竹内　洸瑛（倉14） 難波　由成（総３） 丸山　翔大（都２） 井川　岳士（西１）

安福　崇伍（浅１） 辻　　渚　（新１） 笠原　亘平（倉14） 西中　大翔（総３） 田口　暁斗（都２） 三原　光琉（西１）

安福　崚央（浅１） 山口　慶人（新１） 須賀　航平（倉14） 山田　颯人（玉１） 楢村　唯人（都２） 三浦　真理亜（西１）

北林　清人（浅１） 仲田　紗雪（新１） 西條　魁人（倉14） 角田　依吹（玉１） 中山　佳久（都２） 堀川　総太（西１）

川上　眞人（浅１） 仲田　汐里（新１） 延藤　達明（倉14） 姫野　翔　（玉１） 八木　史考（都２） 三浦　大知（西１）

高谷　直樹（浅１） 黒瀬　里乃（津１） 柏原　睦己（倉16） 石村　慈安（玉５） 中山　絋佑（都２） 高橋　理子（西１）

筒井　裕之（浅２） 山口　摩那（津１） 萬成　祐太（倉16） 原田　洋輝（玉５） 福原　智生（岡４） 石原　那智（西５）

北殿　広樹（浅２） 福嶋　太一（津１） 片山　侑治（倉16） 小幡　泰也（玉５） 中原　颯斗（岡４） 岡崎　ほのか（西５）

山下　瑛太郎（浅２） 木下　皓清（津１） 藤本　和樹（倉16） 石村　愛美（玉５） 中原　心温（岡４） 山形　侑世（西５）

平中　大貴（浅３） 三船　夏季（津１） 藤上　祐基（倉16） 合田　洸介（岡17） 三留　光雅（岡４） 尾坂　紗綾（西５）

大橋　克基（浅３） 加賀　寛季（津１） 牧浦　光希（倉16） 大坪　千莉（岡17） 田中　優希（岡４） 逸見　泰雅（西５）

大塚　琳道（高１） 北原　怜　（津１） 阿部　元春（倉16） 小堀　佑輔（岡17）　 甲斐　隼心（岡４） 内元　仁美（西５）

森元　優　（高１） 土井　麻理奈（津１） 平尾　将誉（倉16） 高見　昊仁之（岡17） 小谷野　龍汰（西１） ﾄﾝﾌﾟｿﾝ　ｼﾞｮﾝ（西５）

高田　萌華（高１） 安東　晃希（津１） 小原　知也（倉16） 長屋　翔太（岡17） 堀川　絋矢（西１） 石原　由羽奈（西５）

太田　裕子（高１） 黒瀬　修吾（津１） 勝良　翔馬（児１） 今井　舞斗（岡26） 花田　悠人（西１） 尾坂　悠乃（西５）

竹本　ふうた（津１） 松下　武旦（児１） 千田　れあ（岡26） 山根　新　（西１） 建部　孝明（西５）

川上　智也（総３） 福田　桃子（岡26） 渋野　公一（西１） 木村　 遼介(西1）
37 40 42

山田　実雄（新１） 井上　龍（都２） 星山　正一（西５） 岡本　明広（浅3）
影山　修一（新１） 脇本　富治（岡17） 坪井　喜久太（都２）

横山　卓生(西１） 小野　幹治（倉16）
三留　正史（岡４） 西本　洋一（津１）

高橋　道範（岡４） 笠原　健一（倉14）
合田　治　（岡17） 前原　房枝（総3）
福田　真理子（岡26） 石村　富久美（玉5）
幡山　寛念（赤２） 東條　美恵子（浅３）

二宮　雄一（西１） 高田　千晶（高１）

見村　三吉（都２） 岡本　真治（浅３）

廣田　裕　（津１） 平井　亜季子（高1）
尾坂　詩苑（西５）

岡谷　実冶子（倉14）
24

西山　勝正(玉野１）
大野　吉造(倉14）

okayamaC02

（金）

okayamaD02

8月7日

県連バス

復

　

　

　

路

8月11日 （土）

8月10日

（火）

okayamaB02

大会運営スタッフ

okayamaA02

参加隊

県連バス（1号車） 県連バス（２号車） 県連バス（３号車）

輸　送　計　画 　復　路　１７ＮＳＪ



№３
JR.自家用車

劔持　智 スカウト６名 三留　正史 高橋　道範 劔持　秀子

溝部　光優 スカウト５名 脇本　富治 菅野　浩司 合田　治　

山﨑　久美子 スカウト３名 福田　真理子

幡山　寛念

砂場　一昭 松本　三喜子 横山　卓生

高橋　理恵 トーマス　ギャビン 二宮　雄一

スカウト１2名

石原　克之 岡崎　高宏 星山　正一 尾坂　詩苑

石原　美穂 スカウト１０名

スカウト６名 坪井　喜久太 見村　三吉 井上　龍

廣田　利香 山口　朗　 廣田　裕　 西本　洋一

稲垣　由樹 スカウト１１名 宮地　正人

岡谷　悦子 スカウト５名 笠原　健一 大野　吉造

渡辺　一史 スカウト10名 小野　幹治

石井　照彦 スカウト２名

スカウト３名 前原　房枝

スカウト３名 西山　勝正

篠森　久芳 スカウト3名 石村　富久美 石村　慈安

井上　翔平 スカウト６名 金光　清治

河村　理恵 田中　茂樹

スカウト３名

スカウト２名 岡本　明広 岡本　真治 東條　美恵子

高田　千晶 スカウト４名 平井　亜季子

宮岡　美智枝 スカウト５名 山田　実雄

影山　修一

児島第１団

都窪第２団

赤磐第2団

西大寺第1団

津山第１団

県連バス（３号車）

輸　送　計　画　往　路　
県連バス（1号車） 県連バス（２号車）

玉野第１団

浅口第１団

総社第３団

西大寺第５団

団　　名 県連バス（大会運営スタッフ）

浅口第３団

岡山第１７団

岡山第4団

岡山第２６団

倉敷第１４団

倉敷第１６団

浅口第２団

玉島第５団

高梁第１団

新見第１団

１７ＮＳＪ



№4
JR.自家用車

劔持　智 スカウト６名 三留　正史 高橋　道範 劔持　秀子

溝部　光優 スカウト５名 脇本　富治 合田　治　 菅野　浩司

山﨑　久美子 スカウト３名 福田　真理子

幡山　寛念

砂場　一昭 松本　三喜子 横山　卓生

高橋　理恵 トーマス　ギャビン 二宮　雄一

スカウト１2名

石原　克之 岡崎　高宏 星山　正一

石原　美穂 スカウト１０名 尾坂　詩苑

スカウト６名 坪井　喜久太 見村　三吉 井上　龍

廣田　利香 山口　朗　 廣田　裕　 西本　洋一 宮地　正人

スカウト１１名 稲垣　由樹

岡谷　悦子 スカウト５名 笠原　健一 岡谷　実冶子 大野　吉造

渡辺　一史 スカウト9名 小野　幹治 伊藤　大貴

石井　照彦 スカウト２名

スカウト３名 前原　房枝

スカウト３名 西山　勝正

篠森　久芳 スカウト４名 石村　富久美

井上　翔平 スカウト６名 金光　清治

河村　理恵 田中　茂樹

スカウト３名

スカウト２名 岡本　明広 岡本　真治 東條　美恵子

スカウト４名 平井　亜季子 高田　千晶

宮岡　美智枝 山田　実雄

スカウト５名 影山　修一
新見第１団

玉野第１団

玉島第５団

浅口第１団

浅口第２団

浅口第３団

高梁第１団

都窪第２団

津山第１団

倉敷第１４団

倉敷第１６団

児島第１団

総社第３団

県連バス（３号車）

岡山第4団

岡山第１７団

岡山第２６団

西大寺第１団

西大寺第５団

赤磐第2団

１７ＮＳＪ 輸　送　計　画　往　路　
団　　名 県連バス（1号車） 県連バス（２号車） 県連バス（大会運営スタッフ）
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