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１　主　　催　東部陸上競技協会

２　主　　管　東部陸上競技協会

３　後　　援　沼津市・沼津市教育委員会

４　期　　日　2019 年 4 月 13 日 (土) 9 時 00 分、14 日 (日) 9 時 00 分 競技開始

５　会　　場　愛鷹広域公園多目的競技場

６　競技種目　男子　100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110mH (1.067m) , 400mH (0.914m) ,

　　　　　　　　　　　3000mSC, 4×100mR, 4×400mR,走高跳,走幅跳,三段跳,棒高跳,　　　　　

　　　　　　　　　　砲丸投(7.26kg) ,円盤投(2.0kg) ,ハンマー投(7.26kg) , やり投

　　　　　　  女子　100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 100mH (0.84m), 400mH(0.762m) ,

　　　　　　　　　　4×100mR, 4×400mR,走高跳,棒高跳,走幅跳,三段跳, 砲丸投(4.0kg) ,

　　　　　　　　　　円盤投(1.0kg) ,ハンマー投（4.0kg）, やり投

           　 　サブイベントとして次の種目を行う。（申込み時に高校を明記する）

　　　　　　　　男子 高校 砲丸投（6kg）, 円盤投（1.75kg）, ハンマー投（6 kg）

              　（小・中学生のサブイベント種目は本年度より実施しない。）

７　参加資格  ⑴　2019年度静岡陸上競技協会の登録者。（大会当日までに登録を完了すること）

　　　　　　　⑵  一般・高校・中学と部門別ではないので注意すること。

　　　　　　　⑶　県東部地区の居住者、在勤者、在校生、卒業生（中・高） に限る。

８　参加制限  ⑴　リレーを除き１人 3種目以内とする。

　　　　　　　⑵　チームの参加人員は制限しない。

９　申込期日　2019 年 3 月 11 日 ( 月 ) ～ 20 日（火） （期間厳守）。

　　申 込 先　大会事務局　　〒410-0103 沼津市江浦 524　小池　一男

　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ ０５５−９３９−１２６２　　携帯　090−3935−7724

10　参 加 料　下記口座に申込期日までに振り込むこと。

    振込方法

11　申込方法　静岡東部陸上競技協会ホームページ（ http://www.plaza.across.or.jp/~k-koike/ ）

　　　　　　　から申込みシート（エクセル）をダウンロードし、入力の注意事項を熟読の上、間違いや

　　　　　　　漏れがないように入力し、電子メール（entry21.tf@gmail.com）で申込期間内に送付して

　　　　　　　ください。

　　　　　　　⑴　一般、大学生は、静岡陸協の2019年度の登録を済ませ申し込むこと。

　　　　　　　⑵　中学生・高校生は申込書に新学年を必ず記入のこと。

　　　　　　　⑶　公認記録および実力記録を必ず記入すること。

　　　　　　　　　高校生・中学生は高体連・中体連指定のナンバーカードを使用する。 新入生については、

　　　　　　　　　当該中学・高校2018年度割り当てナンバーの中から重複しないものを使用する。

　　　　　　　　　（県選手権は2019年度のものを使用する。）

１．第 29回　静岡県東部陸上競技選手権大会
　　兼第 74回　静岡県陸上競技選手権大会東部地区予選会
　　兼第 74回 国民体育大会選考会

振込先　静岡銀行　富士中央支店（２８１）

　　　　普通預金　　口座番号　０６５７００４

　　　　静岡東部陸上競技協会　会長　望月　紘一

　　　　（昨年までと変わっています。ご注意ください。）

　　　　○振込手数料は参加者が負担のこと。
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　　　　　　　※　本大会主催者はこの大会に参加する総ての競技者の個人情報を競技運営に必要とする

　　　　　　　　要件等に利用する。また競技者は大会プログラム・インターネットおよび映像（肖像権）

　　　　　　　　に、姓名・年齢（学年）・所属および大会成績が掲載・転載により公開されることを了承

　　　　　　　　の上、参加申し込みをする。

　　　　　　　※　天候等で、競技会が中止、あるいは途中で打ち切りの場合でも、参加料等の返金は

　　　　　　　　ないので、了承の上申し込むこと。

12． 参 加 料　 1種目　一般 1,400円　高校 1,100 円　中学 900 円　リレー１ チーム 2,000 円。

13． 表　　彰　 1位～ 3位までの入賞者に賞状を授与する。

14． 競技日程　第１日（男子）200m、800m、5000m、400mH、4×100mR、走幅跳、砲丸投、ハンマー投

　　　　　　　　　　（女子）200m、800m、5000m、400mH、4×100mR、走高跳、棒高跳、走幅跳、

　　　　　　　　　　　　　　円盤投、ハンマー投げ

　　　　　　　第２日（男子）100m、400m、1500m、110mH、3000mSC、4×400mR、走高跳、棒高跳、

　　　　　　　　　　　　　　三段跳、円盤投、やり投

　　　　　　　　　　　（女子） 100m、400m、1500m、100mH、4×400mR、三段跳、砲丸投、やり投

　　　　　　　　　　　※サブイベント種目の実施日は、選手権種目の実施日に行う。

15．県選手権への出場資格

　　　　　　　　⑴　本予選会の個人種目上位16 位、リレー種目の上位12チームに出場資格が与えられる。

　　　　　　　　　　ただし、失格や記録なしで 16 位（12 位） に満たない場合には 16人（12 チーム） 以内

　　　　　　　　　　に出場資格が与えられる。

　　　　　　　　⑵　2018 年度及び 2019 年 5 月26 日（日） までの公認競技会で参加標準記録（要覧記載） 

　　　　　　　　　　を満した者とする。また、それ以外に要件を満たしていない者は東部理事会の推薦

　　　　　　　　　　を受け県選手権大会出場の資格を与えられる。

16. 県選手権出場者　　県選手権大会要項(静岡陸協要覧参照) に基づいて下記に申し込むこと。

　　　　　　　　　　　　申込期限　2019 年５月 23日（木）〜５月 30日（木） 　

　　　　　　　　　　　※参加料は上記口座（東部選手権と同じ） に振り込んでください。

　　　大学生は、学連への登録とは別に静岡陸協に登録する手続きを必ずすること。 県内の大会に出場する

　　　　　には、学連の登録ナンバーとは別に県陸協の登録ナンバーが必要になる。学連登録者の静岡陸協への

　　　　 登録手数料は 1,000 円。

　　　　静岡陸協への登録については、下記まで問い合わせること。

　　　　問い合わせ先　　〒420-0836  静岡市葵区東町 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡陸上競技協会　総務委員会　石　野　吟　策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＴＥＬ・ＦＡＸ　０５４－２５３－９８０１

17．そ の 他　　⑴　プログラムは、有料配布 (１部予約 500 円・当日 600 円 ) 。参加料と予約金を納入

　　　　　　　　　　すること。

　　　　　　　　⑵　本予選会では実施しない男女 10000m、男女 5000mＷ、女子 3000mＳＣにおいて県

　　　　　　　　　選手権への出場を希望する者で、県選手権出場標準記録を突破した者に限り上記の

　　　　　　　　　申込み先に申し込むこと。その他の理由で出場を希望する者は東部理事会で審議し

　　　　　　　　　推薦する。

　　　　　　　　⑶　競技中に発生した傷害や疾病については、主催者では応急処置のみで責任は一切

　　　　　　　　　負わない。よって各団体および個人は自己責任で必ずスポーツ傷害保険に加入する

　　　　　　　　　こと。

　　　　　　　　⑷  不正スタートは一回で失格とする。
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１． 主　催　　中部陸上競技協会

２． 主　管　　中部陸上競技協会

３． 期　日　　2019 年 4 月 13 日（土） 9：00、4 月 14 日（日） 9：00　　

４． 会　場　　静岡県草薙総合運動場陸上競技場

５．種　目　　男子 100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mＨ (1.067m)、　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　400mＨ (0.914m) 、3000mＳＣ、5000mW、4×100mＲ、4×400mＲ、走高跳、棒高跳、

　　　　　　　　　走幅跳、三段跳、砲丸投 (7.26k) 、円盤投 (2kg) 、ハンマー投 (7.26kg) 、やり投

　　　　　　　女子 100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、100mＨ (0.84m)、　　　　

　　　　　　　　　400mＨ(0.762m)、5000mW、4×100mＲ、4×400mＲ、走高跳、棒高跳、

　　　　　　　　　走幅跳、三段跳、砲丸投 (4kg)、円盤投 (１kg)、ハンマー投（4kg）、やり投

　　　            ※　種目については変更の可能性があるのでホームページを参照のこと。

６. 参加資格　⑴　2019 年度静岡陸上競技協会の登録者。（大会申込日までに登録を完了すること）

　　　　　　　⑵　県中部地区の居住者、在勤者、在校生、卒業生（中・高） に限る。

７．参加制限　リレーを除き１人 3種目以内とする。チームの参加人数は制限しない。

８. 申込期日　2019 年３月 11 日（月）〜３月 18 日（月） 必着　期限を過ぎたものは受け付けない。

９． 参 加 料　個人種目　１種目　一般 1,400 円、高校 1,100 円、中学 900 円、リレー１チーム 2,000 円

　　　　　　　※　参加料は銀行振込みで下記指定口座に間違いがないように振り込んでください。

　　　　　　　　　（団体はチーム名、個人は個人名で振り込む）

　　　　　　　振込先　　金融機関名　　　　　　静岡銀行

　　　　　　　　　　　　店　　名　　　　　　　本店営業部

　　　　　　　　　　　　普通預金口座番号　　　１７３０２６１

　　　　　　　　　　　　口座名義　　　静岡県中部陸上競技協会　理事長　末高　義美

　　　　　　　　　　　○振込手数料は参加者が負担のこと。

10． 申込方法　　静岡県中部陸上競技協会ホームページから申込専用シートをダウンロードし、必要事項

　　　　　　　を記入し、下記申込先にメールに添付して申し込むこと。

　　　　　　　　Ｅ-mail アドレス　　tra-cen@csc. jp
　　　　　　　　なお、返信（受取メール） が確認できない場合は担当者まで問い合わせをして下さい。

　　　　　　　・受付担当（メール申し込み） 　　堀　　　薫（榛原高校　　0548－22－0380）

　　　　　　　・大会担当（大会全般） 　　　　　尾﨑　　光（静岡西高校　054－278－2721）

　　　※　本大会主催者はこの大会に参加する総ての競技者の個人情報を競技運営に必要とする要件等に

　　　　利用する。また競技者は大会プログラム・インターネットおよび映像（肖像権） に、姓名・年齢

　　　　（学年） ・所属および大会成績が掲載・転載により公開されることを了承の上、参加申し込みをする。

　　　※　天候等で、競技会が中止、あるいは途中で打ち切りの場合でも、参加料等の返金はないので、

　　　　了承の上申し込むこと。

11． 表　　彰　1位～ 3位を表彰する。

12． そ の 他　⑴　一般、大学生は、静岡陸協の 2019 年度登録を済ませ 2019 年度ナンバーで申し込む。

　　　　　　　　　高校生は 2018 年度高体連のものを、中学生は 2018 年度中体連のものを使用する。

　　　　　　　　　中学・高校新入生は当該中学・高校2018 年度割り当てナンバーの中から重複しないもの

　　　　　　　　　を使用する。（県選手権は 2019 年度のものを使用する。）

　　　　　　　⑵　競技中に発生した傷害や疾病については、主催者では応急処置のみで責任は一切負わ

　　　　　　　　　ない。よって各団体および個人は自己責任で必ずスポーツ傷害保険に加入すること。

１．第 44 回 静岡県中部陸上競技選手権大会
　　兼第 74 回 静岡県陸上競技選手権大会中部地区予選会
　　兼第 74 回 国民体育大会選考会



−　24　−

　　　　　　　⑶　プログラムは予約販売　１部 500 円、当日販売１部 600 円とする。

　　　　　　　　　予約販売を希望するものは参加料に予約金を添えて申し込むこと。

　　　　　　　⑷　競技時間は以下のＨＰを参照すること。

　　　　　　　　　

　　　　　　　⑸　不正スタートは一回で失格とする。

　　　　　　　※　開催日までの不測の事態についてはその都度、⑷の記載のＨＰに掲載いたします。

13．日　　程　第１日

　　　　　　　〈男子〉200m、800m、5000m、400mＨ、5000mW、4×100mＲ、走幅跳、砲丸投、ハンマー投

　　　　　　　〈女子〉200m、800m、5000m、400mＨ、5000mW、4×100mＲ、走高跳、棒高跳、走幅跳、

　　　　　　　　　　　円盤投、ハンマー投

　　　　　　　第２日

　　　　　　　〈男子〉100m、400m、1500m、110mＨ、3000mＳＣ、4×400mＲ、走高跳、棒高跳、三段跳、

　　　　　　　　　　　円盤投、やり投

　　　　　　　〈女子〉100m、400m、1500m、100mＨ、4×400mＲ、三段跳、砲丸投、やり投

14．県選手権への出場資格

　　　　　　　⑴　本予選会の個人種目上位 16 位、リレー種目の上位 12 チームに出場資格が与えられる。

　　　　　　　　　ただし、失格や記録なしで 16 位（12 位） に満たない場合には 16 人（12 チーム） に

　　　　　　　　　出場資格が与えられる。

　　　　　　　⑵　2018 年度及び 2019 年 5月26日（日） までの公認競技会で参加標準記録（要覧記載） を

　　　　　　　　　突破すれば、本予選会に出場しなくても資格を与えられる。

　　　　　　　⑶　本予選会では実施しない男女 10000m、女子 3000mＳＣに出場を希望する者は、出場希

　　　　　　　　　望種目、最高公認記録、氏名、所属、連絡先（電話番号） を記入し、事務局（尾﨑） へ

　　　　　　　　　申し込むこと。中部陸協理事会で審議し、後日出場の可否を連絡する。

　　　　　　　※申込先　静岡市葵区牧ヶ谷680－1　　静岡西高校　

　　　　　　　　　　　　　　尾﨑　　光　宛　ＴＥＬ （０５４） ２７８-２７２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ （０５４） ２７８-９００３

15. 県選手権への申し込みについて

　　　　　　　　出場権を得て、参加を希望する場合は、本要覧の第74 回静岡県陸上競技選手権大会の

　　　　　　　要項をよく読んで、チーム、学校単位で申し込むこと。

　　　　　　　⑴　申込方法

　　　　　　　　　静岡陸上競技協会ホームページから申込専用シートをダウンロードし、必要事項を記

　　　　　　　　　入し、下記申込先にメールに添付して申し込むこと。

　　　　　　　　　返信（受取メール） が確認できない場合は、問い合わせをして下さい。

　　　　　　　　※参加料は上記口座（中部選手権と同じ） に、申込期日までに必ず払い込むこと。

　　　　　　　　Ｅ-mail アドレス　　　tra-cen@csc. jp

　　　　　　　⑵　申込期限　2019 年５月23日 (木）〜 5月30日（木） 　　

　　※参加者は 2019年度県陸協に登録をすること。特に大学生は、学連への登録とは別に静岡陸協に登

　　　録する手続きを必ずすること。県内の大会に出場するには、学連の登録ナンバーとは別に静岡陸協

　　　の登録ナンバーが必要になる。学連登録者の静岡陸協への登録手数料は 1,000 円。　　　　　　

　　　静岡陸協への登録については、下記まで問い合わせること。

　　　問い合わせ先　　〒420-0836　静岡市葵区東町 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡陸上競技協会　総務委員会　石　野　吟　策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ ・ＦＡＸ　（０５４）２５３－９８０１

http://plaza3.dws.ne．jp/ ̃aklahori127/chubu.htm
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１． 主　　催　　静岡 西部陸上競技協会

２． 主　　管　　静岡 西部陸上競技協会

３． 後　　援　　浜松市教育委員会　（公財）浜松市体育協会

４． 期　　日　　2019 年 4 月 13 （土）、14 日（日） 　9：00 競技開始

５． 会　　場　　浜松市四ッ池公園陸上競技場（浜松市中区上島 6−19-1　　tel 053－473－3281）

６．種　　目 【男子】　19 種目

　　　　　　 　100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mＨ (1.067m)、　400mＨ (0.914m)、

　　　　　　　3000mＳＣ、4×100mＲ、4×400mＲ、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投 (7.26kg)、

　　　　　　　円盤投 (2kg)、ハンマー投 (7.26kg)、やり投　　　

　　　　　　　【女子】　18 種目

　　　　　　　100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、100mＨ (0.84m)、400mＨ (0.762m)、

　　　　　　　4×100mＲ、4×400mＲ、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投 (4kg）、　　　　　　

　　　　　　　円盤投 (1kg)、ハンマー投 (4kg)、やり投　　

７． 参加資格　　⑴　2019 年度静岡陸上競技協会登録競技者。（大会申込日までに登録を完了すること）

　　　　　　　　⑵　県西部地区の居住者、在勤者、在校生、卒業生（中、高） に限る。

　　　　　　　　⑶　中学生の参加希望者は、県選手権参加標準記録（県陸協要覧参照） を参考に、西部

　　　　　　　　　　陸協理事長に許可を得ること。

８． 参加制限　　１人３種目以内（リレーは除く）。リレーの参加チーム数の制限は無い。

９． 申込期間　　2019 年 3月 24 日（日） 〜3月 28 日（木）　厳守

10． 申込方法　　静岡 西部陸上競技協会ホームページ（http：//www.shizuriku.com/seibu/） から、申込用紙を

　　　　　　　　ダウンロードし、入力の注意事項を熟読の上、間違いや漏れがないように入力し、電子

　　　　　　　　メール（seibusensyu@yahoo.co.jp）で上記の申込期間内に送付すること。

　　　　　　　　＊ 返信（受理メール）が確認できない場合は、問合せをして下さい。

　　　　　　　　＊ 参加料は、上記の申込期間内に、郵便振替で下記指定口座に間違いがないように払

　　　　　　　　　　い込むこと。

　　　　　　　　　　期間内に払い込みがない場合は、申し込みは受理しないので注意すること。

　　　　　　　　＊　通信欄には 「大会名、 所属名 （個人登録者は選手名）」 を必ず記入すること。

　　　　　　　　＊　払込用紙は四ッ池陸上競技場事務所に用意しておきますのでご利用ください。

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　払 込 先：郵便振替

　　　　　　　　　　　加入者名　西部陸上競技協会

　　　　　　　　　　　口座番号　００８００-７-１９８１４２

　　　　　　　　　　　　○振込手数料は参加者が負担のこと

11． 参加料等　一人 1種目　一般　1,400円、高校生　1,100 円、中学生　900円、

　　　　　　　リレー 1チーム１種目　2000 円。

　　　　　　　プログラム　予約 500 円 / 冊。（当日 600 円）

12． 問合せ先　大会事務局　〒437-0061 袋井市久能 2350 袋井商業高等学校

　　　　　　　　　　　　　佐藤　和久 宛　　tel (0 5 3 8 ) 4 2－ 2 2 8 5 ・ fax (0 5 3 8 ) 4 2－ 6 7 2 8

１． 第 56 回 静岡県西部陸上競技選手権大会

　　兼 第 74 回 静岡県陸上競技選手権大会西部地区予選会

　　兼 第 74 回 国民体育大会選考会
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13． そ の 他　⑴　表彰は各種目１位に賞状・楯、２位～３位に賞状を授与する。

　　　　　  　⑵  一般、大学生は、静岡陸協の 2019 年度登録を済ませ、そのナンバーで申し込むこと。

　　　　　　　　中学生・高校生は、2018年度登録の高体連・中体連のナンバーを使用し、新入生は

　　　　　　　　当該中学・高校で 2018 年度割り当てナンバーの中から重複しないものを使用すること。

　　　　 　 　⑶　競技中に発生した傷害や疾病については、主催者では応急処置のみで責任は一切負わ

　　　　　　　　ない。各団体及び個人は、自己責任で必ずスポーツ傷害保険に加入すること。

　　　　　　　⑷　不正スタートは一回で失格とする。

　　　　　　　⑸　競技種目

　　　　　　　　１日目の競技種目

　　　　　　　　　〈男子〉200m、800m、5000m、400mＨ、4×100mＲ、走幅跳、砲丸投、ハンマー投

　　　　　　　　　〈女子〉200m、800m、5000m、400mＨ、4×100mＲ、走高跳、棒高跳、走幅跳、円盤投、

　　　　　　　　　　　　　ハンマー投

　　　　　　　　２日目の競技種目

　　　　　　　　　〈男子〉100m、400m、1500m、110mＨ、3000mSC、4×400mＲ、走高跳、棒高跳、

　　　　　　　　　　　　　三段跳、円盤投、やり投

　　　　　　　　　〈女子〉100m、400m、1500m、100mＨ、4×400mＲ、三段跳、砲丸投、やり投

　　　　　　　⑹　本大会主催者は、この大会に参加する総ての競技者の個人情報を、競技運営に必要と

　　　　　　　　する要件等に利用する。また、競技者は大会プログラム・インターネット及び映像（肖

　　　　　　　　像権）に、姓名・年齢（学年）・所属及び大会成績が掲載・転載により公開されること

　　　　　　　　を了承の上、参加申し込みをすること。

　　　　　　　⑺　天候等で競技会が中止、あるいは途中で打ち切りの場合、参加料等の返金はしない。

　　　　　　　　　(注)　当日は大会役員以外の駐車スペースはありません。一般付き添い、応援のための駐車

　　　　　　　　　　　　　スペースはありません。　

14． 県選手権への出場資格

　　　　　　　⑴　本予選会の個人種目上位 16 位、リレー種目上位 12 位までのチームに県選手権の出場

　　　　　　　　資格が与えられる。ただし、失格や記録なしで 16 位（12 位） に満たない場合には、16

　　　　　　　　人（12 チーム） 以内に出場資格が与えられる。

　　　　　　　⑵　2018 年度及び 2019 年 5月 26日（日） までの公認競技会で参加標準記録（陸協要覧に

　　　　　　　　記載） を突破すれば、本予選会に出場しなくても資格を与えられる。（公認記録のみ）

　　　　　　　⑶　男女 10000m、男女 5000mＷ、女子 3000mＳＣに出場を希望する場合は、出場希望種

　　　　　　　　目･最高記録（上記 ⑵ の期間）･氏名･所属･連絡先を、事前に葉書又は封書及びＦＡＸで

　　　　　　　　大会事務局（佐藤） まで申し込むこと。理事会で審議し、後日出場の可否を連絡する。

15． 県選手権への申込みについて

　　　　　　　　　出場資格を得て、参加を希望する場合は、県陸協要覧の第 74 回静岡県陸上球技選手

　　　　　　　　権大会の要項を熟読し、チーム・学校単位で申し込むこと。静岡陸上競技協会ホームペー

　　　　　　　　ジより、申込専用シートをダウンロードし、必要事項を入力し、下記申込先（西部選手

　　　　　　　　権と同じ）にメールに添付して申し込むこと。

　　　　　　　　　返信（受理メール）が確認できない場合は、問合せをして下さい。参加料（西部選手

　　　　　　　　権と同じ口座）は、申込期間内に必ず払い込むこと。期間内に払い込みがない場合は、

　　　　　　　　受理しないので注意すること。

　　　　　　　　〈申込先〉　　seibusensyu@yahoo.co.jp
　　　　　　　　〈問合せ先〉　〒437-0061 袋井市久能 2350　袋井商業高等学校

　　　　　　　　　　　　　　佐藤　和久　宛　　tel (0 5 3 8 ) 4 2－ 2 2 8 5 ・fax (0 5 3 8 ) 4 2－ 6 7 2 8

　　　　　　　　　　　　　　申込期間　　2019 年 5月 23 日（木）〜 5月30日（木）　厳守

16． 県陸協への登録について

　　　　　　　　　静岡陸上競技協会主催の大会に参加するには、静岡陸協へ個人または団体で登記、登

　　　　　　　　録しなければならない。登記、登録については下記まで問い合わせること。（特に大学生は、

　　　　　　　　学連への登録とは別に静岡陸協に登録し、ナンバーの交付を受けなければならない。）

　　　《登録問い合わせ先》　　〒420-0836　静岡市葵区東町 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡陸上競技協会　総務委員会　石　野　吟　策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ ・ＦＡＸ　0 5 4－ 2 5 3－ 9 8 0 1


