
会　　　　　　長 石野　秋広

副　　 会　　長 上野　忠英　　　　　七澤　伸一　　　　　村井  友明　　　  　諏訪　安貞

顧　　　　　　問

坂井　和之　　　　　澤田　正男　　　　　山田　 　智　　　 　  飯田　彰二

関矢　隆志

参　　　　　　与  

大 会  委員長

大会副委員長

委　　　　　　員

競技委員長 野沢　克之 (刈羽)

競技副委員長 綱島　　浩 (柏崎東)

総務 齋藤　夏樹 (柏崎第二)

総務員 南保　賢治 (城東)

　トラック進行 矢坂　　哲 (新井)

　フィールド進行 寺野　善陽 (糸魚川)

技術総務 佐藤　光介 (柏崎第三) 藤巻　久之 (陸協 18)

番組編成員 安藤　正人 (板倉)

トラック審判長 坂井　和之 (陸協)

フィールド審判長 花井　憲雄 (陸協)

スタート審判長 中部　俊幸 (陸協)

決勝審判員 ◎ 保坂　正壽 (直江津東) 小島　寛則 (妙高高原) 高橋　達也 (陸協 18)
（計時・周回）

跳躍審判員 ◎ 渡邉　孝弘 (城北)

  走高跳 ○ 井口　詩子 (春日) 品田　良司 (鏡が沖) 北上　　光 (新井)

山下　沙織 (糸魚川東)

  走幅跳 ○ 関澤　　治 (城東) 市村　尚史 (上教大付) 樺澤　恒平 (大島)

山本　祐子 (柿崎) 齋藤慎一郎 (瑞穂) 豊嶋　耕平 (能生)

尾崎　哲哉 (直江津東 18) 笠原　里美 (直江津東 19) 松井　和夫 (陸協 18)

  棒高跳 ○ 長谷川泰澄 (刈羽) 飯田　　博 (陸協 18) 小林　　要 (陸協 18)

投てき審判員 ◎ 岡沢　　英 (春日) 古川　文一 (直江津) 清田　　実 (柏崎東)

中村　哲明 (直江津) 岩下　龍平 (鏡が沖)

監察員 ◎ 金子　秀史 (上教大付)

Ａ班 ○ 齊川　一隆 (西山) 横尾　信行 (城北) 小山　綾子 (直江津)

磯貝　昭夫 (糸魚川) 小林　竜幸 (頸城) 蒲澤　絵美 (中郷)

佐藤　勝典 (三和) 羽田野雄太 (柏崎第二 18) 加藤　京子 (柏崎第二 19)

Ｂ班 ○ 丸山　穂高 (春日) 長﨑　円香 (妙高高原) 長田　和弘 (妙高)

脇山　　瞳 (能生) 松原　慶典 (柏崎第二) 安達　直人 (柏崎第三)

上村　　香 (柏崎第三) 太田　　聡 (北条 18) 平野　克之 (北条19)

競　技　役　員

大  会  役  員

佐藤　幹夫　　　　　高橋　恒彦　　　　　近藤　道範

櫻井　雅浩　　　　　品田　宏夫　　　　　近藤　喜祐　　　 　 堀　 　光紀

上野　忠英　　　　　

吉田　淳一

加藤　一彦　　　　  江川　義法　 　　　　山下　大輔　  　　　 毛見　哲也

川原　雄二　　　　　近藤　和久　　　　 　綱島　　  浩　　　　　南保　賢治

齋藤　夏樹　　　　　寺野　善陽　　 　　　陸川　　  晋　　　　　矢坂　　哲

石川　一宏　　　　　佐藤　光介　　　 　　井口　  詩子　　　 　丸山　倫佳

原　　 由紀　　　　　牧田　治野　　 　　　長谷川和哉           植村　明生

柳　　 啓介　　　　　山崎 　 　崇 　　　　　山本　 健二　　 　　長谷川泰澄

重野　典子



写真判定員 ◎ 古川　史洋 (柏崎東) 植村　明生 (柏崎南) 森林　直也 (糸魚川東)

石原　　明 (翔洋中等) 長谷川和哉 (松浜)

スターター ◎ 鈴木　一至 (瑞穂) 樋口　　隆 (吉川) 鈴木　みき (大潟町)
（リコールスターター）

原　　　剛 (陸協)

出発係 ◎ 村山　　浩 (鏡が沖) 田村　秀樹 (柏崎第二) 髙橋麻由美 (頸城)

坂詰　大地 (板倉) 佐藤　宏樹 (安塚) 松枝公一郎 (中郷)

記録・情報処理員 ◎ 陸川　　晋 (妙高) 石川　一宏 (八千浦) 丸山　倫佳 (柏崎第一)

赤沼　祐子 (柏崎東) 若井　夏唯 (刈羽)

跳躍記録員 池亀　浩子 (城北) 関澤　敬子 (名立) 飯塚　尊子 (城西)

投てき記録員 諏訪加代子 (青海)

マーシャル ◎ 牧田　治野 (瑞穂) 川原　雄二 (糸魚川) 近藤　和久 (新井)

風力計測員 ◎ 磯野　昌子 (柏崎南) 吉田　建夫 (陸協) 塩浦　康平 (柏崎第五)

競技者係 ◎ 伊藤　裕也 (牧) 駒野　哲哉 (城東) 山本　健二 (西山)

石井　大輔 (直江津東) 猪田　　信 (安塚 18) 川合　徹人 (安塚 19)

横山　義雄 (松浜) 品田　克久 (陸協)

アナウンサー ◎ 重野　典子 (翔洋中等) 相澤　新一 (浦川原) 柿田　　凌 (大潟町)

北澤　祥子 (高柳) 髙橋　敬二 (直江津中等 18)

救護係 寺澤むつみ (柏崎第二)

用器具係 長谷川泰澄 (刈羽 19) 藤巻　久之 (陸協 18)

報道係 齋藤　夏樹 (柏崎第二)

補助員係 山本　健二 (西山)

庶務・受付・接待 ◎ 原　　由紀 (鏡が沖) 小林　玲子 (青海)

式典係 江川　義法 (城西) 毛見　哲也 (柏崎第三) 山下　大輔 (城西)

（賞状） 安藤　正人 (板倉) 遠藤　春治 (陸協)

ウォームアップ場係
駐車場係 樋口　雅樹 (柏崎第一) 今井　佑 (柏崎第一)

県大会受付 ◎ 江川　義法 (城西) 山下　大輔 (城西) 毛見　哲也 (柏崎第三)

近藤　和久 (新井) 川原　雄二 (糸魚川)

学校名

柏崎第一 6 本部記録 2 用器具 4

柏崎第二 12 走幅跳 4 本部記録 2 用器具 6

柏崎第三 12 出発 6 式典 6

鏡が沖 10 出発 6 庶務 2 用器具 2

瑞穂 8 投てき 4 スターター 2 用器具 2

松浜 6 競技者 4 用器具 2

柏崎南 6 風力 4 用器具 2

柏崎東 10  スターター 4 写真判定 2 用器具 4

西山 4 競技者 4

刈羽 4 棒高 4

翔洋 4 アナウンサー 4

糸魚川 4 レーンナンバー 4

春日 4 走高跳 4

城東 8 走幅跳 8

新井 4 走幅跳 4

役員および人数

（２日目　用器具　　４）


