
球場 役職 7/22(金)　【1回戦】 7/23(土)　【１回戦】 7/24(日)　【２回戦】
会場責任者 座間味栄行（長嶺） 座間味栄行（長嶺）

球場長 中村義智（佐敷） 中村義智（佐敷） 中村義智（佐敷）

寄宮中学校、西崎中学校 西崎中学校 西崎中学校

兼城中学校 兼城中学校 兼城中学校

アナウンス指導 上江洲茂人(兼城)、高良直(兼城) 上江洲茂人(兼城)、高良直(兼城) 上江洲茂人(兼城)、高良直(兼城)
会計 山城祥太朗（南風原） 山城祥太朗（南風原） 山城祥太朗（南風原）

大城朝夫(玉城)、山城祥太朗（南風原） 知花健太郎（南星）、山城祥太朗（南風原） 知花健太郎（南星）、山城祥太朗（南風原）

石川創（豊見城）、審判部応援 石川創（豊見城）、審判部応援 石川創（豊見城）、審判部応援

スコアボード・BSO 金城弘周（知念） 金城弘周（知念） 上江洲茂人（兼城）

コロナ対策係

駐車場係

練習会場管理 外間幹也（南風原）

生徒補助員 西崎中学校野球部、兼城中学校野球部 兼城中学校野球部、糸満中学校野球部 西崎中学校野球部、高嶺中学校野球部

式典 【開始式】 有銘眞吾（西崎）、仲村貢（兼城）、伊佐常克（金城）

救護係 城間由紀子（豊見城）、島袋美佐子（南星） 金城明子（兼城）、仲田麻希子（南風原） 金城麻美（潮平）、金城歌奈子（玉城）

会場責任者

球場長 石原孝之（松城） 石原孝之（松城） 石原孝之（松城）

松城中学校 松城中学校 松城中学校

古蔵中学校 古蔵中学校 古蔵中学校

アナウンス指導 山城千尋(松島)、比嘉峻也（小禄）、比嘉佑（仲井真） 山城千尋(松島)、比嘉峻也（小禄）、比嘉佑（仲井真） ※後日調整
会計 大城佑作(浦添) 大城佑作(浦添) 根間誉(港川)

足立忠敬（港川）、比嘉政人（石田） 足立忠敬（港川）、比嘉政人（石田） 足立忠敬（港川）　※後日調整
島袋剛（浦西） 島袋剛（浦西） 島袋剛（浦西）

スコアボード・BSO 中山邦彦（安岡）、高良政之（神原） 中山邦彦（安岡）、仲座康一（真和志） 中山邦彦（安岡）、仲座康一（真和志）

会場係 山城慶太（那覇）、安村勇馬（上山）、宮里哲平（松城） 安村勇馬（上山）、宮里哲平（松城）、上田直哉（真和志）、髙良政之（神原） 宮里哲平（松城）、上田直哉（真和志）

コロナ対策係 仲村竜太（浦添）、小禄元気（沖尚） 仲村竜太（浦添）、大桝翔彦(沖尚) 仲村竜太（浦添）、大城佑作（浦添）

駐車場係 座波清匡（鏡原）、知念優弥（金城）、仲間賢治（那覇） 座波清匡（鏡原）、知念優弥（金城）、仲間賢治（那覇） 知念優弥（金城）、山城千尋(松島)、大桝翔彦(沖尚)
練習会場係 下里洋介（松島） 下里洋介（松島） 下里洋介（松島）

生徒役員 浦添中学校野球部、那覇中学校野球部 金城中学校野球部、小禄中学校野球部 港川中学校野球部

式典

救護係 武内寿代（浦添）、金城洋子（小禄） 喜舎場さら（興南）、内間みゆき（開邦） 看護師

会場責任者 島健太（山内） 島健太（山内）

球場長 幸地俊（読谷） 幸地俊（読谷） 幸地俊（読谷）

伊波中学校 沖縄東中学校 沖縄東中学校

安慶田中学校 安慶田中学校 安慶田中学校

アナウンス指導 安里良太（美里） 安里良太（美里） 安里良太(美里)、上猶司（与勝第二）
会計 根間誉（港川）、新里翔大（山内） 根間誉（港川）、新垣正純（宮里） 新里翔大（山内）

スコアボード・BSO 尾元隆幸(西原)、名嘉健(宮里) 尾元隆幸(西原)、大田政樹(沖縄東) 新垣正純（宮里）、名嘉健(宮里)

会場係
神谷純(西原)、喜納英仁（北中城）、山内久司(読谷)
大田政樹(沖縄東)、波照間武(コザ)、上原徹哉(真志喜)

神谷純(西原)、波照間武(コザ)、上猶司(与勝第二)、
當間大雅（古堅）、富川慎之助(古堅)、上原徹哉（真志喜）

神谷純(西原)、喜納英仁（北中城）、宮城良勝(安慶田)
兼島功一(球陽)、徳村一樹(北谷)、上原徹哉（真志喜）

コロナ対策係 藤原大地(桑江)、宮城良勝(安慶田)、知花雄太（真志喜） 藤原大地(桑江)、宮城良勝(安慶田)、知花雄太（真志喜） 藤原大地(桑江)、當間大雅(古堅)
駐車場係 外間洸多(西原東)、上猶司(与勝第二)、當間大雅(古堅) 名嘉健(宮里)、上江洲亮(与勝緑が丘)、喜納英仁(北中城) 比嘉佑樹(嘉数)、上江洲亮(与勝緑が丘)
練習会場係 外間洸多(西原東) 名嘉健(宮里) 比嘉佑樹(嘉数)
生徒役員 読谷中学校野球部、山内中学校野球部 古堅中学校野球部 安慶田中学校野球部、球陽中学校野球部

式典

救護係 看護師 看護師 看護師 ○会場責任者
会場責任者 米田善行（羽地） 米田善行（羽地） 米田善行（羽地） ○球場長
球場長 上間寿樹（大宮） 上間寿樹（大宮） 上間寿樹（大宮） ○アナウンス

○会計
○接待

アナウンス指導 照屋ケオキ(嘉手納)、岸本圭祐（久辺） 照屋ケオキ(嘉手納)、具志堅悦郎（本部） 具志堅悦郎（本部）、照屋ケオキ(嘉手納) ○記録
会計 ○球数

○スコアボード
○会場係
〇コロナ対策

〇駐車場係

会場係

コロナ対策係

駐車場係

練習会場係

生徒役員 大宮中学校野球部、久辺中学校野球部 国頭中学校野球部、羽地中学校野球部 大宮中学校野球部

式典

救護係 照屋理奈（大宮）、新垣裕子（屋部） 看護師 看護師

アナウンス・接待

記録
球数

玉城仁（糸満）、大城尚海（具志頭）
石川良人（佐敷）、北河裕樹（豊見城）

会場係
有銘眞吾（西崎）、仲村貢（兼城）

外間幹也（南風原）、上江洲茂人（兼城）
有銘眞吾（西崎）、仲村貢（兼城）

外間幹也（南風原）、上江洲茂人（兼城）

玉城仁（糸満）、大城尚海（具志頭）
比屋根憲太（大里）、北河裕樹（豊見城）

有銘眞吾（西崎）、仲村貢（兼城）
外間幹也（南風原）、比屋根憲太（大里）

玉城仁（糸満）、大城尚海（具志頭）
石川良人（佐敷）、北河裕樹（豊見城）

比屋根憲太（大里）

石川良人（佐敷）

山城祥太朗（南風原） 山城祥太朗（南風原）

石川創（豊見城）、審判部応援

上江洲茂人（兼城）

7/25(月)　【準々決勝戦、準決勝戦】

米田善行（羽地）

中村義智（佐敷）

西崎中学校

兼城中学校

上江洲茂人(兼城)、高良直(兼城)

知花健太郎（南星）、山城祥太朗（南風原）
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アナウンス・接待

記録
球数

伊波雄司（上本部）、金城幸信（大宜見）

アナウンス・接待

アナウンス・接待

記録
球数
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宮里守（石川）、比嘉学(越来)、小波津英勝（西原）

名城磨男（大宮）、稲嶺尚幸（大宮）、比嘉利典（羽地）
山内裕之（伊江）、宮城一基（本部）

記録
球数

亀里泰志（国頭）、具志堅悦郎（本部）
平良栄輝（名護）、勢理客一誠（伊江）

嘉手納中学校 嘉手納中学校 嘉手納中学校

※競技部員は各担当会場終了後は競技部長に確認して、４日目以降について
は

 糸満市西崎球場・セルラースタジアム那覇の会場係（大会役員）を行うこ
と。

役職仕事内容

平良歩夢（美里） 大城尚海（具志頭）

小波津英勝（西原）

岸本圭祐（久辺） 亀里泰志（国頭）

第74回　沖縄県中学校野球選手権大会役員配置（７/４日現在）

　　　　　【3位表彰】 有銘眞吾（西崎）、仲村貢（兼
城）

玉城唯（佐敷）、小橋川なおみ（大里）

島健太（山内）

石原孝之（松城）

松城中学校

寄宮中学校

伊佐常克(金城)

比屋根憲太（大里）

石川良人（佐敷）、北河裕樹（豊見城）

南星中学校野球部

中村義智（佐敷）

兼城中学校、豊見城中学校

伊良波中学校、東風平中学校

7/26(火)　【決勝戦】

渡名喜晶子（糸満）、下地久美子（西崎）

糸
満
市
西
崎
球
場

・スコアボードの表示（BSO表示、ランニングスコアの表示）

・球場毎に設定されているコロナ対策確認（観戦、選手の誘導）

・球場毎に設定されている駐車に関する決まりを順守させる

・用具の運搬、準備　・支払いに関する業務（大会参加費、大会冊子代等）　・弁当の発注　・飲み物準備

・試合前、試合中のグラウンド設営指示。グラウンド内全体の掌握、運営。

・審判員、役員への湯茶の接待

・球場全体の運営　・オーダー交換　・審判への指示　・清掃指導　・弁当配布　・クーラーボックス（氷）の準備

・放送全般指示（開・閉会式、試合進行、他球場の試合結果アナウンスなど）

・試合の記録（スコアブックに記入し、記録用紙に写す）　・毎試合後、大会本部（総務部）への報告

・毎イニングの球数のカウント及び集計　・球数カウント表示の記入　・

宮里守（石川）、比嘉学(越来)、兼城賢昭(与勝緑が丘)

伊波雄司（上本部）、金城幸信（大宜見） 伊波雄司（上本部）、金城幸信（大宜見）

スコアボード・BSO

名城磨男（大宮）、稲嶺尚幸（大宮）、岸本圭祐（久辺）
比嘉利典（羽地）、山内裕之（伊江）、宮城一基（本部）

亀里泰志（国頭）、具志堅悦郎（本部）
平良栄輝（名護）

名城磨男（大宮）、岸本圭祐（久辺）、比嘉利典（羽地）
山内裕之（伊江）、宮城一基（本部）

上江洲茂人(兼城)、仲本政毅(寄宮)、高良直(兼城)

知花健太郎（南星）、山城祥太朗（南風原）

石川創（豊見城）、審判部応援

上江洲茂人（兼城）

亀里泰志（国頭）、具志堅悦郎（本部）
平良栄輝（名護）、勢理客一誠（伊江）

比嘉学（越来）、小波津英勝（西原）、兼城賢昭(与勝緑が丘)

・球場全体の掌握　・他球場との連携

安里博文（仲西）

足立忠敬（港川）　※後日調整
島袋剛（浦西）

中山邦彦（安岡）　※後日調整

根間誉(港川)

西崎中学校野球部、佐敷中学校野球部or潮平中学校野球部

　　　　　【閉会式】 県中体連野球専門部式典部員+α

宮里哲平（松城）　※後日調整

米田善行（羽地）

石原孝之（松城）

仲村竜太（浦添） 波平邦秀（東風平）

宮國稔基（城北）

古蔵中学校野球部

上原徹哉（真志喜）

※後日調整

　　　　　【3位表彰】 具志堅悦郎（本部）、伊佐常克
（金城）

看護師

R4 県中体連野球専門部競技部員

仲村竜太（浦添）、大城佑作（浦添）、小禄元気（沖
尚）

※後日調整


