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全レース宛

【大会組織】

大会名誉顧問 ： 伊原木隆太 （岡山県知事）

大会名誉会長 ： 萩原　誠司 （美作市長） ［審判員（走路）］
大会会長 ： 片山　義規 （株式会社岡山国際サーキット代表取締役） ● ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｈ項に関する判定。

● ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項第４章に関する判定。

【大会組織委員会】 ● ２０２２年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第２６条 一般安全規定に関する判定。

組織委員長 ： 杉浦　隆浩 ● ２０２２年岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第４章 安全規定に関する判定。

組織委員 ： 秋山　雄亮 ライセンス ライセンス

組織委員 ： 土井　　誠 Ａ１ Ａ１

Ａ１ Ａ１

【ＧＴＷＣ審査委員会】 【ＳＦＬ審査委員会】 Ａ１

審査委員長 ： 日置　和夫 （組織委員会任命） 審査委員長 ： 関根　基司 Ａ１

審査委員 ： Tony Tan （ＳＲＯ派遣） 審査委員 ： 柘植　和廣

審査委員 ： Rikki Dy-liacco （ＳＲＯ派遣） 審査委員 ： 藤永　雅雄 ポスト ライセンス ポスト ライセンス ポスト ライセンス

審査委員 ： Peter Daly （ＳＲＯ派遣） 審査委員会ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ ： 和田　孝夫 ＭF 稲岡　陽子 A1 7Ｐ 杉山　卓見 A1 13Ｐ 西脇　義則 A1

審査委員 ： 藤田　直廣 （組織委員会任命） 1P 谷本　里樹 A1 8Ｐ 寺門　英樹 A1 14Ｐ 鬼木　一也 A1

2P 小金丸浩二 A1 9Ｐ 萩原　光浩 A1 15Ｐ 島津　幸造 A1

【ＢＭＷ＆ＭＩＮＩ審査委員会】 3P 一ノ瀬智子 A1 10Ｐ 堤　孝一郎 A1 16Ｐ 松山　博 A1

審査委員長 ： 藤田　直廣 4P 岡崎　勝男 A1 11Ｐ 横地　剛 A1 17Ｐ 家室　勇 A1

審査委員 ： 藤永　雅雄 5P 芹生　顕弘 A1 12Ｐ 延江　孝紀 A1 18Ｐ 藤田　正彦 A1

6P 倉橋　周平 A1

【ＳＲＯ派遣役員】 【ＳＦＬ協会派遣役員】

Race Director ： M. Ravin ＳＦＬレースディレクター ： 飯田　章 ● ２０２２年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第２１条 ピットエリアに関する判定。

Technical Delegate ： Seiji Iwakawa ： 宮沢　紀夫 ● ２０２２年岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第８章 ピット規定に関する判定。

Pitlane Official ： Wayne Lee ＳＦＬテクニカルディレクター ： 鬼木　秀和 ライセンス ライセンス

： Hodaka Fujii ＳＦＬエンジン監視員 ： 林　孝徳 Ａ１ Ａ１

Timekeeper ： Gethin Rees Ａ１ Ａ１

translator to Race Director ： Keiko Ａ１ Ａ１

Ａ１ Ａ１

【大会競技役員】 Ａ１

ＳＦＬ競技長 ： 臼杵　正弘 副競技長 ： 加藤　龍志 Ａ１

ＧＴＷＣ競技長 ： 村上　　敦

ＢＭＷ＆ＭＩＮI競技長 ： 前澤　伊織 ライセンス ライセンス ライセンス

石原　和広 A1 木原　律子 A1 野村　光 A1

管制委員長 ： 山下　睦美 副管制委員長 ： 松山　　博 大谷　知弘 A1 好田　匡志 A1 森分　直一郎 A2

コース委員長 ： 田口　智弘 副コース委員長 ： 野村　光孝 勝村　高広 A1 中澤　英男 A1

計時委員長 ： 寺尾　茂己 副計時委員長 ： 若狭　恵子

ＳＦＬ技術委員長 ： 古賀　修 副技術委員長 ： 多村　俊則 深谷　公章 川上　薫 ［スタート審判員］
ＧＴＷＣ技術委員長 ： 中村　公彦 ● ２０２２年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第３１条 スタート手順に関する判定。

ＢＭＷ＆ＭＩＮＩ技術委員長 ： 耕谷　真也 ● ２０２２年岡山国際サーキット・４輪一般競技規則 第７章 第３０条 スタートに関する判定。

ピットグリッド委員長 ： 清水　亨祐 副ピットグリッド委員長 ： 吉澤　和純 ライセンス ライセンス ライセンス ライセンス

パドック委員長 ： 田中　貴子 副パドック委員長 ： 原　勝明 清水　亨祐 A1 吉澤　和純 A1 勝村　高広 A1 中澤　英男 A1

救急委員長 ： 森山　賢 田中　貴子 A1 石原　和広 A1 木原　律子 A1 野村　光 A1

大会医師団長 ： 荻野　隆光 原　勝明 A1 大谷　知弘 A1 好田　匡志 A1 森分　直一郎 A2

事務局長 ： 数山　真也 事務局次長 ： 西村　有加 植月　智史

広報委員長 ： 畑　　義継 副広報委員長 ： 小林　正明 川井　雅義

［決勝審判員］
営業事務局長 ： 山根　尚也 営業事務局次長 ： 喜田　留美 ライセンス

会場管理・保全委員長 ： 杉本　誠次 寺元　良一 A1

コース・通信映像管理委員長 ： 石村　門久 若狭　恵子 A1

レースアナウンサー ： シャーリー半田 サーキットクィーン ： PaRet

： 梶川　英剛

（ＧＴＷＣ/ＳＦＬ副競技長）

村上　　敦

前澤　伊織

ＧＴＷＣ競技長

ＢＭＷ＆ＭＩＮI競技長

副コース委員長

副技術委員長 

ＳＦＬ技術委員長 

加藤　龍志

氏名

原　勝明

吉澤　和純

氏名

古賀　修

氏名 氏名

氏名 役務

清水　亨祐ピットグリッド委員長

コース委員長

氏名 氏名

役務

田中　貴子

田口　智弘

副競技長

中村　公彦

耕谷　真也

副ピットグリッド委員長

多村　俊則

氏名

氏名 氏名

ＧＴＷＣ技術委員長

2022/9/24

氏名

２０２２年ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則 １１．１６　及び国内競技規則１０－２０　及び
２０２２年ＪＡＦ国内競技規則１０－２０の審判員を以下の通り公表する。

役務 役務 氏名

臼杵　正弘ＳＦＬ競技長 

野村　光孝

深谷　公章

ＢＭＷ＆ＭＩＮＩ技術委員長

氏名氏名

川上　薫

氏名

副パドック委員長

パドック委員長




