
総務 鈴木　将夫（陸協）

総務員 岩瀬　　護（袋陸） 山口　嘉一（陸協） 松井　清和（陸協） 鳥井　啓市（陸協）

技術総務 大石　周平（陸協）

トラック審判長 新間　一夫（陸協）

スタート審判長 嶌　　佳久（陸協）

フィールド審判長 澤井　猛英（城山）

庶務係 ◎ 丸尾　清孝（周南） 西尾　利夫（陸協） 森下　哲治 (陸協）

受付 ◎ 島嵜　節子（陸協） 伊藤　純代（陸協） 西尾　利夫（兼） 森下　哲治（兼）

アナウンサー ◎ 堂地　　香（城山） 堂地　有紀（陸協） 伊藤  純代（兼） 丹羽　　葵（森）

情報処理係 ◎ 永田　勝久（陸協） 横山　和宏（陸協） 鈴木　一輝（浜松南部）

記録員 ◎ 野澤　敢士（磐田東） 外波山雅章（陸協） 高塚　陽子（陸協） 山下　正美 (陸協）

大型映像 ◎ 山浦　裕人（陸協） 増田　義広（陸協） 加藤しおり（陸協） 柴久喜豪亮（江南）

役員係 ◎ 山下　眞里（陸協） 眞下　達雄（陸協） 鈴木　康弘（陸協）

補助員係 ◎ 石野　竜史（岡崎） 市野　光康（陸協）

医務係 看護師：塚本　智子

トレーナー 赤塚　　元（陸協）

マーシャル ◎ 西田　純也（新居） 白井　風輝（舞阪） 谷　　　馨（浜松北部） 西山　　光（竜洋）

（スタンド入場チェック） 三原　祐太（大須賀）

練習場係 ◎ 鈴木　敏夫（陸協） 西尾　洋幸（袋陸） 石川　雄太 (冨塚） 中山    勲（掛川陸上）

古田　直也（磐田南部） 鈴木　　修（磐田第一） 竹林　英昭（栄川） 朝日  喜紀（岳洋）

風力計測員 ◎ 鶴田　昌一（陸協） 木下　健一（陸協） 関上　洋靖（北浜東部） 小笠原千晴（佐鳴台）

山下　和夫（曳馬） 河村　克明（引佐南部）

用器具係 ◎ 渡瀬　三男（陸協） 塩谷　敦史（入野） 島崎　政則（陸協） 山下　恭弘（陸協）

庄内　俊司（浜松日体）

競技者係 ◎ 鈴木　宣司（陸協） 鈴木　與七（陸協） 島田　一宏 (陸協） 宮城すみ江（陸協）

金原　弘直（中郡） 森　　洋平（南陽） 澤柳　良太（細江） 石川　哲男（陸協）(午後）

内藤　央基（曳馬） 相良龍太郎（湖西） 山内　　駿 (袋井） 髙木佳寿子（袋陸）

監察・周回記録員 ◎ 南　　直樹（陸協） 鈴木　　薫（陸協） 小平　勝敏（陸協） 王　　華碧（陸協）

松本　寿夫（陸協） 大石　英和（庄内）　 太田　陽三（八幡） 下海戸義伯 (都田）

吉野　和寿（陸協） 浅原由樹夫 (陸協） 忠　  敬吉（陸協） 伏見  大吉（陸協）

太田　拓実（磐田南部） 藤森　　淳（北浜） 福嶋　泰治（浜松陸上） 本田　守啓（積志）

小林　大晃（菊川西）

出発係 ◎ 村埜　茂好（陸協） 伊藤　悦禅（陸協） 北島　暢斗（付属）　 落合　浩美（陸協）

溝口美三男（陸協） 藤田　義次（河輪AC) 小野　利夫（陸協） 小倉　哲康（陸協）

大石  敦士（陸協） 鈴木  利久（陸協） 富士盛伸重（陸協） 若林  直美（陸協）

石貝　孝洋（旭が丘） 平野　雄基（篠原） 阿部　哲也（福田）

スターター•リコーラー ◎ 袴田　千尋（開誠館） 松野　大樹（湖東） 鈴木  　達（浜岡） 津ケ谷健太（浜松西）

落合　良友（常菊） 小野　芳彦（菊東） 渡邊　　諒（春野） 中津川麻美（西部）

長谷川宣之（陸協） 後藤　友里（湖東）

写真判定員 ◎ 近藤　健一（陸協） 大石　佳弘（陸協） 本田　高一（陸協） 中村　貴之（陸協）

氏原　卓也（笠井） 三郷千代子（陸協） 西村  祐輝（開誠館） 石原　  潔 (陸協）

加藤　光成（陸協） 大塚　昭彦（陸協）　

跳躍審判員 ◎ 柏木　直人（蜆塚） 内藤　正之（陸協） 大場　　努（陸協） 八木田昇司（陸協）

藤田　正美（陸協） 日向　弘承（城山） 田中　伸佳（磐田神明） 横山　邦宏（陸協）

山城　百孝（三方原） 鈴木　勝治（丸塚） 小瀬　英樹（雄踏） 鈴木　公哉（光が丘）

小栗　志介（陸協） 鈴木　偉生 (清流） 渡邊寿希也（天竜） 海瀬　俊弥（掛川西）

野末里花子（北星） 篠崎　　光（掛川東） 高橋　勝美（舞阪） 杉浦真由海（陸協）

山本　拓未（陸協）

投擲審判員 ◎ 松下　　功（陸協） 影山　富子（陸協） 川村　達郎（陸協） 田内　勝好（陸協）

山本　綾香（東陽）（午後）井村　真揮（与進）　 塩原　雅人（浜名）

補助員

スターター 4 湖東 大型映像 4 福田
4 浜松西部 用器具係 5 浜松入野
4 浜岡 5 袋井浅羽
4 菊川東 5 新居

風力計測員 4 浜松南部 5 菊川西
4 北浜東部 跳躍（走幅跳） 4 袋井南

写真判定 2 笠井 4 掛川東
競技者係 4 浜松北浜 4 浜松三方原

4 浜松南陽 跳躍（走高跳） 4 掛川西
4 浜松八幡 4 浜松北星
4 浜松中郡 4 丸塚

本部記録係 4 浜松積志 跳躍（棒高跳） 4 磐田城山
4 神明 4 天竜

出発係 5 袋井 投擲競技 4 浜松与進
5 森旭が丘 3 浜名
5 磐田南部 練習場係 4 磐田第一
5 竜洋 3 雄踏

庶務 6 周南
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