
エイド別スタッフ担当表

地点名 73km スタート 1A 南⼭ 2A 稗造 3A 釶打 4A ⼟川 5A 徳⽥ 6A ⽮駄 7A ⾦丸 フィニッシュ
場所 ⾨前健⺠体育館 南⼭ 稗造体育センター 播摩建設 浅⽥久富美宅 稲岡⾃動⾞ ⽯川北部RDF 村本機料 永光寺

距離 73km 0 7 21 28 37 48 58 68 73
距離 25km 10 20 25
⾷料 ○ ○
関⾨閉鎖時刻 12:00 15:30 17:30 19:30 20:30
通過予想

73km トップ 6:00 6:45 7:55 8:30 9:15 10:10 11:35 12:40 13:10
25km トップ 13:55 15:00 15:30
スイーパー 6:00 7:40 10:50 12:30 13:50 16:00 18:00 20:00 20:40

設置完了時刻 6:00 7:00 7:30 8:20 9:20 10:30 12:00 12:00
撤収予想時刻 6:30 8:00 11:15 13:00 14:15 16:30 18:30 20:30 21:30
スイーパー出発 ○ ○ ○ ○ ○ ○
計測地点 ○ 出⾛確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○

エイドスタッフ ◎⽯⻲ 達也 ◎⼩畑 亮 ◎相⽻ 徳⼦ ◎⽵内 政⼀ ◎上杉 圭介 ◎⽯⻲ 達也 ◎中⽥ 孝知 相⽻ 徳⼦
◎リーダー 松本 恭⼀ 村上 睦⼦ 相⽻ 結⼦ 東⼭ 彩⼦ ⽥端ゆかり 松本 恭⼀ 作本 栄⾥ 相⽻ 結⼦
◎計測責任者 野⼩ 正樹 中村 明美 相⽻ 綾⼦ 中⽥ 真美 野⼩ 正樹 上⽥ 哲男 相⽻ 綾⼦
⻘: 再配置 中⽥ 孝知 上⽥ 哲男 ⼤江 知聡 ⽵内 政⼀ ⼤江 知聡
⾚: スイーパー兼 東⼭ 彩⼦ 作本 栄⾥

5A徳⽥設営まで 中⽥ 真美
（上杉 圭介） 新保 栄⼀ 布野 直江 宮本 倫志 上杉 圭介
（布野 直江） ⻑⾕川 理 中村 町⼦ 中出 倫留 森岡 裕⽣
（中村 町⼦） 森岡 裕⽣ 嵐 政義 松村 博⼦

新保 栄⼀
⻑⾕川 理

連絡員（輪島市） ⽊⾕（振興） 紺⽥（⽣活） 吉⽥（⽣活） 梅⽥（⽣活） 北村（⽣活） ⼩幡（⽣活） ⽊⾕（振興）
救護所 新 前⽥ 濱⾼ 村⽥ （⽻咋市） （⽻咋市） 北村 容⼦
スイーパー 3Aまで 28km 5Aまで 20km 6Aまで 10km 7Aまで 10km Fまで 5km

◎リーダー ◎宮本 倫志 ◎新保 栄⼀ ◎森岡 裕⽣ ◎宮本 倫志 ◎森岡 裕⽣
◎関⾨閉鎖担当 中出 倫留 ⻑⾕川 理 布野 直江 中出 倫留 上杉 圭介

嵐 政義 中村 町⼦ 嵐 政義

計測機
1号機 ○ 出⾛確認 → 25kmスタートへ
2号機 ○
3号機 ○ 出⾛確認 → 5A徳⽥へ ○
4号機 ○ → 6A⽮駄へ ○
5号機 ○ → 7A⾦丸へ ○
6号機 ○



IP 5w
1 1 相⽻ ⼤輔

1 吉⽥ 亘
1 作本 栄⾥

1 川⽥ 友広

1 畠中 弘
1 後⽯原 幸雄

運営本部

IP 5w エイド
1 ☆作本 栄⾥ エイドステーション設置確認 →7A ⾦丸 →運営本部
1 1 ○相⽻ 徳⼦ 3A 釶打リーダー・計測責任者相⽻

相⽻ 結⼦ 相⽻
相⽻ 綾⼦ 相⽻

1 1 ○⽵内 政⼀ 相⽻
東⼭ 彩⼦ 相⽻
中⽥ 真美 相⽻

1 1 ○⽯⻲ 達也 相⽻
松本 恭⼀ ⽯⻲
野⼩ 正樹 ⽯⻲

1 1 ○上⽥ 哲男 上杉
1 1 ○⼩畑 亮 上杉午前のみ

村上 睦⼦ 上杉午前のみ
中村 明美 上杉午前のみ
⽥端 ゆかり 上杉短時間・⼟⽥⼩近所



IP 5w
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1
1
1
1
1
1

エイドステーション設置確認 →7A ⾦丸 →運営本部

短時間・⼟⽥⼩近所



スイーパー 撮影
◎円井 基史 横⼭ 雅広
○松村 博⼦ ⽥上 雅之
○宮本 倫志 橋本 真史
○森岡 裕⽣ 午後から ⼤坪 赳志 
○上杉 圭介
中出 倫留
新保 えいいち
嵐 政義
太⽥ ⾹那
布野 直江 上杉
中村 町⼦ 上杉



救護
稲垣

久司 留理⼦


