
第65回通信陸上（２０19）

競  　技 　 役 　 員

総務 河野　裕二 

総務員 中野　　繁 竹川　雄一

技術総務 平野　克彦 元吉　揮晃

審判長 田川　　司 中野　　登 濱村　祥水

ｱﾅｳﾝｻｰ （主） 新谷企予子 小熊　るみ 山田　夏江 得能　麻衣
山崎　真侑

記録情報 （主） 畠山　洋二 秋山　定之 山口　　 泉 清水　祥子
小野　　肇 高松　　都 津田　　歩 國光　文枝

番組編成 （主） 大中　亮宏

電光掲示 （主） 龍岡　寛幸 出合光太朗 山根　正文

表彰係 （主） 今井　行雄 藤原　文代 石原めぐみ

マーシャル （主） 山村　文昭 光永　五十彦 久保　嘉和 世羅　繁治

会場管理 （主） 池田　耕治 森川　美城 犬石　国男

ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ場係 （主） 中本　満康 矢山　正男 三名田　照正 辻　勝実

医師・医務員 林野  健太

トレーナー 松岡めぐみ 下花かおる 木束地風香

競技者係 （主） 森末　泰雄 田中　　明 山尾　利偉 有木　基子
上川内良任 枡本　圭吾 横山　知央 栗栖　二見
谷田三枝子 小桜　創造 丹下　寿浩 田村　圭佑

役員係 （主） 鈴木　裕志

生徒役員係 （主） 林　　裕貴 荏隈　敏之

庶務係 （主） 高地　浩司 中次　伸彦 平岡健太朗 仁井　大輔
竹下　文康 井清　文香

経理 木本　慎吾

公式計測員 岡廣　　徹

施設・用器具 （主） 田副　　昇 西本　悦雄 佐竹　誠二 山崎　隆司



風力計測員 （主） 森本　史朗 納庄　俊光 高　三智王 島　　大侃
安立　倫也

写真判定員 （主） 内田　　 正 清水　初男 有田　正憲 大原　厚彦
藤谷　晃雄 池田　光明 友弘　香一 高橋　真二
野崎　秀和

決勝周回記録員 （主） 池内　　 啓 天野　和雄 大畑　結愛　 高木　秀子

小早川良太 吉村　誠司 沖野　秀昭 山田　貴子
岡田　雅幸 鰐川　美和

監察員 （主） 北野　元彦 正畑　　忠 飯島　広志 高野　兼夫
福島　正則 川西　孝雄 松崎　宯 河野喜八郎
松浦　正雄 菅尾　正一 森川　悟郎 益本　邦弘
空本  秀大 崎谷　悦教 横手　重男 福田　　 殖
田中　俊治 菅　　　勝 田辺　一成 仁井谷俊憲

スターター・ （主） 石田　 　積 岡　　修平 鈴木　晶雄 荒木　通広
リコーラー 今野　藍子 中嶋謙太郎 白神　聖也 田渕詩奈子

園部　翔平 田中　努 妹尾　政虎 立上　紀夫
安江美沙子

出発係 （主） 杉原　教倫 太田　一雄 高良　典幸 藤原　良治
尺田　慶一 高川　純平 見島　泰司 杉原　太志
松浦　加奈 平賀　靖弘 東　誠修 梶山　知義
高橋　　敬 堂上多栄子

ナンバーカード係 （主） 青山　　勝 森川　敬介

跳躍審判員 （主） 井上　恭治 水成　太郎 八幡　昌幸 児玉　健吾
山内　尚美 坂本乃梨子 渡邊　悦久 﨏田　秀樹
大掛　真実 今宮　洋平 白神　一輝 大久保忠司
佐々木啓太 小島　希美 赤松美季子 山田　芳宏
高阪　久史 佐藤　　久 岩崎　耕世 為西　正和
宮本　志織

投てき審判員 （主） 小坂　　剛 荒木　靖弘 岡﨑　慎吾 仁井本八郎
濱本信太郎 二川　義美 西濱　隆志 平山　大裕
増岡　　実 室崎　宏介

生徒役員 広島市内中学生　　１００名
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吉島
温品
戸坂
牛田
二葉
仁保
広大東雲 城山
比治山
中広 五月が丘
観音 瀬野川
庚午
己斐上 広島中等
広島学院 高取北
修大鈴峯 安佐南
ノートルダム

担当校

宇品

第６５回全日本中学校通信陸上競技広島県大会
令和元年　6月29日(土)、30日(日)　ｴﾃﾞｨｵﾝｽﾀｼﾞｱﾑ広島

【生徒役員割り当て】 両日とも　8:10 生徒役員集合(幅跳びピット)

部署 人数 担当校 部署 人数

国泰寺

翠町 井口

宇品 広島城南

安西 五日市観音

広島城北 安西

三和

広島城南

広島なぎさ 矢野

五日市 祇園

安佐

可部

矢野 ３０００ｍ縁石 大州

戸山

修道 東原

長束 表彰（制服）

伴 広島城南 口田 大塚

五日市南 接待・役員

城山北

ハードル
宇品

(1～2)
伴

(3～4)
広島城南
(5～6)

口田
(7～8)

大州
(9～10)

用器具・テント 古田

合計 約100名

＊生徒役員は左腕に腕章をつけてください。
＊各校の代表者は腕章の数を数えて袋に入れて生徒役員係の先生に１日ごと返却する。
＊諸準備、片づけは各分担の生徒役員担当校の生徒がおこなう。
（器具庫前に出し入れするのは用器具係がしますが、必要物品の各ピットへの準備
  片づけは上記生徒役員分担学校が責任を持つようにしてください。）
＊競技終了後は用器具を元の場所に責任をもって返す。

【清掃分担表】
＊  全競技終了前後に清掃にあたる。

学校名 　　　分    担    場    所
 用器具倉庫･招集場　及びその周辺
 正面玄関自動ドア付近  ﾛﾋﾞｰ通路及びその周辺
 正面スタンド下通路，階段，及びその周辺
 正面スタンド下通路　右側　男女トイレ　及びその周辺
 正面スタンド下通路　左側　男女トイレ  及びその周辺
 正面スタンド  中央からゴール側方向全体
 正面スタンド  中央からスタート側方向全体
 バックスタンド最前列  サイドスタンド
 サイドスタンド  電光掲示板下  大型スクリーン下
 サブグランド内全体　及びその周辺
 サブグランドのトイレ周辺
 サブグランド外側全体　及びその周辺
 スタート側，ゴール側ゲート付近  及びその周辺
 正面入口ＵＮＡ像の階段，及びその周辺
 運営室・記録室　及びその周辺

＊ゴミはコンテナがありますのでそこへ捨てるか持ち帰り願います。
＊上記に割り当てのない学校については、各学校の荷物が置いてあった場所及び
  その周辺を清掃すること。
＊各監督(顧問）は清掃後、必ず点検・確認をお願いします。
＊当日の状況に応じて多少の変更があるかもしれません。
＊複数の学校配置の場合は、分担を調整してください。
＊清掃場所が重なっている場合は、調整してください。
＊破損個所がありましたら､速やかに本部までご連絡ください。
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