
競技委員長 阿部　修 (石山)

競技副委員長 本間　謙一 (小須戸) 杉田　隆一 (葛塚)

総　　　務 丸山　穂高 (松浜)

総　務　員（総括） 立花　泰志 (鳥屋野) 小黒　成一 (山潟)

　　トラック担当 蕪木　政典 (小針)

　　フィールド担当 横尾　淑人 (坂井輪)

　　会場担当 石田　道宏 (巻東)

ジュリー 丸山　正寿 (陸協) 髙塚　俊 (陸協) 清水　卓 (陸協)

技術総務 ◎ 梅沢　怜史 (木戸)

番組編成員 森山　義一 (石山)

トラック審判長 山本　浩一郎 (黒崎)

フィールド審判長 横土　伸 (白根北)

周回記録・計時 ◎ 籠島　信行 (宮浦) 石井　智子 (大形) 八木　さゆみ (黒崎) 土田　禎成 (曽野木)

写真判定員 ◎ 伊豆野　真生 (東新潟) 丸山　雄生 (光晴) 若井　将志 (新潟第一) 大塚　茉希子 (光晴)

松本　康治 (五十嵐) 澤田　健太郎 (南浜) 小柳　厚司 (陸協)

跳躍審判員 ◎ 乙川　仁 (東新潟) 小林　愛祐美 (山の下) 小林　みさ子 (石山) 早川　友子 (宮浦)

平松　広幸 (曽野木) 笠原　修 (新津第一) 本間　友浩 (両川) 小林　明美 (上山)

小林　美和 (新津第五) 太田　昌彦 (亀田) 伊藤　健司 (早通) 小林　智 (小新)

牧野　剛 (松浜) 内藤　博之 (木戸) 内藤　豊子 (高志中等教育) 清水　久七郎 (陸協)

投擲審判員 ◎ 植木　賢治 (下山) 立川　佳代 (木崎) 兵藤　裕巳 (岩室) 若槻　理恵 (山潟)

渡邉　徹 (坂井輪) 羽田野　浩 (白根第一) 新田　佳南 (亀田西) 山倉　祐子 (月潟)

山崎　寛己 (下山) 青木　文之 (葛塚)

監察員 ◎ 野上　武史 (陸協) 星野　毅 (新津第一) 矢部　聡 (月潟) 岩村　敦 (関屋)

眞島　正義 (小針) 藤澤　秀雄 (陸協) 北　貞爾 (陸協) 綱本　哲夫 (陸協)

甲田　治 (新津第二) 青野　秀明 (陸協) 南雲　益男 (陸協) 阿部　百合子 (陸協)

スターター(ﾘｺｰﾗｰ) ◎ 山﨑　敏宏 (藤見) 樋浦　裕之 (新津第二) 熊倉　禎春 (小新) 小黒　志津江 (関屋)

渡邊　祐哉 (高志中等教育) 青木　祐一 (陸協)

出発係 ◎ 青木　健 (鳥屋野) 坂上　直樹 (山の下) 青山　雅行 (白南) 室橋　幸介 (内野)

（競技者係･腰ﾅﾝﾊﾞｰ） 遠藤　衛 (西川) 田中　健太 (附属新潟) 永井　歓 (附属新潟) 長谷川　聡 (大江山)

記録・情報処理員 ◎ 長谷川　和弘 (小須戸) 中野　雄太 (内野) 佐藤　公則 (巻西) 土屋　稜太 (新津第五)

藤本　あずさ (巻西) 渡邉　陸 (上山)

マーシャル ◎ 石田　道宏 (巻東) 小黒　成一 (山潟)

風力計測員 ◎ 関谷　卓也 (鳥屋野) 石山　知範 (新潟柳都)

アナウンサー ◎ 笹川　剛 (五十嵐) 間　祐太 (早通) 永吉　美樹 (巻東) 髙野　夕子 (新潟柳都)

用器具係 ◎ 梅沢　怜史 (木戸) 大谷地　虎希 (東石山)

生徒役員係 ◎ 渡邊　祐哉 (高志中等教育) 大谷地　虎希 (東石山)

庶務係 ◎ 矢木　忍 (両川) 灰野　聡子 (白南) 木下　夕子 (藤見) 今村　咲希 (葛塚)

式典係 ◎ 小島　かおり (横越)

　　開閉会式係 ◎ 小島　かおり (横越) 池野　洋世 (東石山)

　　表彰・賞状 ◎ 池野　洋世 (東石山)

救　護 髙　真里 (石山) 柴垣　恵子 (内野)

駐車場係 ◎ 石田　道宏 (巻東)

大会申込 ◎ 横尾　淑人 (坂井輪) 蕪木　政典 (小針)

陸上競技　競技役員



生徒役員

担当 学校名 人数 担当 学校名 人数

総務 松浜 6 腰ナンバー 白南 4

周回記録 宮浦 4 五十嵐 4

大形 4 附属新潟 4

記録情報 石山 4 アナウンサー 早通 4

小須戸 4 新潟柳都 2

新津第五 4 用器具 関屋 4

跳躍　　　　 山の下 4 木戸 4

新津第一 6 山潟 4

東新潟 4 南浜 4

　 高志中等 2 巻西 4

曽野木 4 光晴 4

投擲 下山 4 大江山 4
木崎 4 小針 4

坂井輪 4 黒埼 4

スターター 藤見 4 亀田西 4

新津第二 4 亀田 4

小新 4 岩室 4

出発 上山 4 庶務受付 葛塚 4

鳥屋野 4 接待 両川 4

風力計測 鳥屋野 4 式典 横越 4

競技者 内野 4 賞状 東石山 4

白根第一 4 会場係 巻東 4

白根北 4

　


