
役員打合せ　8:00～

総務 鈴木　将夫（袋陸）

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 渡邊　祐司（陸協）

トラック審判長 荒川　　功（陸協） 杉井　將彦（浜市）

スタート審判長 新間　一夫（陸協） 石山　睦巳（浜名）

跳躍審判長 神谷　晃尚（陸協）

投擲審判長 小林　峰人（掛東）

庶務 伊藤　武郎（浜松北） 森下　哲治（陸協）  西尾　利夫（陸協） 鈴木　利岳（記録写真）

受付 伊藤　武郎（浜松北)兼 村松　芳郎（浜松北） 島嵜　節子（袋陸） 伊藤　純代（陸協）

南　　利奈（浜医大） 水品　綾子（浜医大）

アナウンサー ◎ 筒井　計臣（浜西） 松下　小織（浜商） 高橋　笑子（陸協） 近藤　有貴 (磐南）

情報処理係 ◎ 横山　和宏（陸協） 永田　勝久（陸協） 三枝　花帆（江之島）

記録係 ◎ 野澤　敢士（磐東） 外波山雅章（陸協） 鈴木菜津美 (陸協）

大型映像 ◎ 山浦　裕人（陸協） 山崎　秀一（磐北） 加藤　光成 (陸協） 服部　達哉（陸協）

役員係   ◎ 榎本　好孝（磐南） 市野　光康（陸協） 藤谷　佳央（浜医大） 梶　まりあ (浜医大）

補助員係 ◎ 横山　貴春（湖西） 服部　優介（浜松東） 渥美　淳一（湖北）

風力計測員 ◎ 鶴田　昌一（陸協） 小田木嗣佳（陸協） 木下　健一（陸協） 松下　昭博（修学舎）

中山　　勲（陸協）

用器具係 ◎ 佐藤　和久（陸協） 大石　周平（陸協） 渡瀬　三男（陸協） 平出　　輝（陸協）

関　　裕司（陸協） 長谷川克巳 (啓陽） 中村伸一郎（遠江総合） 伊藤　瑛朗（浜医大）

片岡　真也（浜医大） 穐山　拓海 (常葉大) 上田　　快（常葉大） 辻　　創太（常葉大）

競技者係 ◎ 星宮　朋光（湖東） 高力　　崇（学芸） 石川　哲男（陸協） 宮城すみ江（陸協）

坪内　武史（陸協） 伊藤　純代（陸協）兼 松浦　佑耶（掛川西） 杉山紗里奈 (学芸）

兼子　心寧（浜医大） 石井　常寛（浜医大） 宮本　敦史（常葉大）

監察・周回記録員 ◎ 梅林　　弘（天竜） 南　　直樹（陸協） 王　　華碧（陸協） 梅林　俊哉（聖星）

忠　　敬吉（陸協） 杉原　勇蔵（開誠館） 粂田　　俊（陸協） 吉野　和寿（陸協）

伏見　大吉（陸協） 村上　　晋（湖北） 渋川　　努（浜工）  平野　隆久（袋井商）

小平　勝敏（陸協） 市川勇一郎 (陸協） 伊藤　嘉孝（湖南） 山本悠次郎（袋井商）

鈴木　　薫 (陸協） 青木　光顕 (浜医大） 山本　雄介（浜医大）

出発係 ◎ 村埜　茂好（陸協） 伊藤　悦禅（陸協） 小倉　哲康（陸協） 小野　利夫（陸協）

杉村　竜也（掛工） 富士盛伸重 (陸協） 高嶋　諒大（遠江総合） 鈴木　利久（陸協）

山崎　好夫（陸協） 三郷千代子（陸協） 溝口美三男（陸協） 長田　正文 (掛工）

スターター ◎ 高橋　和裕（湖東） 三輪　徹久（開誠館） 加藤　伸栄（磐北） 杉浦  伸幸（袋井）

土屋　　敦（聖星） 石田　征大（江之島） 増田　正一（啓陽） 土屋翔一郎（掛西）

小澤　　敦（湖北） 落合　良友（菊川） 鈴木　翔太（横須賀） 武藤　直子（日体）　

川口　大智（浜医大）

写真判定員 ◎ 近藤　健一（陸協） 中村　貴之（陸協） 大石　佳弘（陸協） 仁藤　博文（城北工）

大石　富之 (陸協） 松山　浩樹（浜商） 村松　芳郎（浜松北）兼

石原　　潔（陸協） 袴田　貴満（天竜） 天野　祥希（浜松南）

跳躍審判員 ◎ 笹瀬　正樹（浜南） 藤田　正美（陸協） 平野　　聡（浜西） 柴田　孟也（浜学院）

森下　裕史（磐農） 清水　　樂（池新田） 榎本　行秀（陸協） 山口　丈男（陸協）

平　　龍彦（浜松商） 坪井　保人（陸協） 小栗　志介（陸協） 高橋　恵太（天竜）

馬渕　和哉（開誠館） 山本　拓未（陸協） 小瀬　英樹（陸協） 青野　武志 (磐西）

山下　　翼（大平台） 山田　和人 (聖隷） 増田  啓吾 (横須賀） 田村　　徹（浜医大）

伊藤　聡武（常葉大） 土田　悠雅（常葉大） 山内　洋斗（常葉大） 深澤　　凛（常葉大）

投擲審判員 ◎ 吉田　健一（浜北西） 影山　富子（陸協） 伊藤　尚史（新居）　 鈴木　彰文（西遠）

土屋　尚子（湖南） 榊原　英裕 (袋井） 吉野　直輝（大平台） 竹林　利明（陸協） 

斉藤宏次朗 (オイスカ） 中神　　篤（陸協） 山本　　迪 (陸協）

補助競技場 ◎ 鈴木　敏夫（陸協） 斉藤　優輝（浜医大） 根崎　悠正 (浜医大） 渡辺　一弘 (浜医大）

医務係 深澤　結香（看護師）

トレーナー 坂田　真志 (陸協） 外山　千文 (陸協） 池島　直貴（陸協）

入場整理係 ◎ 南　　利奈（浜医大）兼 水品　綾子（浜医大）兼 藤谷　佳央（浜医大）兼 梶　まりあ (浜医大）兼

袋井ボランティア(安間一江、清水ちえ、江塚明江、金井義秋、萩田淳三、石川孝子）

補助員
　　　　　庶務係 浜松北　　　５名
　　　　　記録係 磐田東　　　３名 浜松聖星　３名　　　
　　　　　風力計測係 浜松東　　　４名 磐田南　　５名 浜松修学舎　２名

　　　　  写真判定係 常葉菊川    ４名
　　　　　大型映像係 掛川工　　　２名
　　　　　スターター係 浜松市立　　３名 磐田北　　５名 浜松開誠館　３名
　　　　　用器具係 袋井商　　　５名 浜松西　　３名 浜松工　　　５名 浜松啓陽　２名

浜松日体　　３名 浜松湖北　４名
　　　 競技者係 掛川西　　　５名 浜松聖星　　３名 磐田南　　３名

遠江総合　　２名 横須賀　　３名
　　　　　周回記録係 浜松工　　　２名
　　　　　出発係 浜松江之島　２名 浜松開誠館５名 浜松湖東　　５名 聖隷　　　３名

浜名　　　　５名 天竜　　　５名
　　　　　跳躍係 磐田農　　　５名 池新田　　３名 浜松南　　　５名 浜松北　　５名

浜松学院　　２名 浜松商　　５名 湖西　　　　４名
　　　　　投擲係 浜松商　　　５名 城北工　　５名 掛川東　　　３名 浜北西　　５名

新居　　　　３名 浜松湖南　３名
　　　　　練習場係 浜松学芸　　２名 大平台　　２名 磐田西　　　２名
　　　　　会場美化係 袋井商　　　５名 袋井　　　５名 磐田南　　　５名

競　技　会　役　員

浜田　俊則（城北工）

袋井      ５名

磐田北    ２名


