
平成３０年度　熊谷市春季陸上競技記録会

＜トラック＞
　No 性別   　種別 　　種目 組 　競技開始時刻

1 男 中学 200M 3組 8:45
2 男 高校・一般 200M 6組 8:55
3 女 中学 200M 3組 9:15
4 女 高校・一般 200M 3組 9:25
5 男 高校・一般 110MH 4組 9:35
6 男 中学 110MH 2組 10:00
7 女 高校・一般 100MH 4組 10:15
8 女 中学 100MH 6組 10:40
9 男 中学 100M 13組 11:05

10 男 高校・一般 100M 27組 11:45
11 女 中学 100M 13組 13:10
12 女 高校・一般 100M 10組 13:50
13 男 共通 400M 17組 14:20
14 女 高校・一般 400M 5組 15:30
15 女 共通 800M 13組 15:50
16 男 共通 800M 19組 16:55

＜跳躍＞
　No 性別   　種別 　　種目 ピット 　競技開始時刻

1 男 中/高・一般 走高跳 Ａ 9:00
2 女 中学 走幅跳 9:00
3 女 高校・一般 走幅跳 11:30
4 女 中/高校・一般 走高跳 Ａ 13:30
5 男 中学 走幅跳 13:00
6 男 高校・一般 走幅跳 15:00

＜投擲＞
　No 性別   　種別 　　種目 ピット 　競技開始時刻

1 男 高校/一般 砲丸投 9:00
2 女 高校・一般 砲丸投 9:00
3 男 高校・一般 やり投 投擲場 9:00
4 女 高校・一般 やり投 投擲場 9:00
5 男 中学 砲丸投 11:00
6 女 中学 砲丸投 12:30
7 男 高校/一般 円盤投 投擲場 14:00
8 女 高校・一般 円盤投 投擲場 14:00

＊走高跳については、男子は１４０ｃｍ、女子は１２０ｃｍから競技を開始します。

＊８００ｍの選手は、腰ゼッケンを配布する予定です。各自安全ピン用意をお忘れなく。



競 技 注 意 事 項 
 
１．この競技会は、平成３０年度日本陸上競技連盟競技規則により行う。 
 
２．ナンバーカードは各自が用意したものを使用する。胸と背中にしっかりつけること。  

但し、跳躍競技出場者は胸又は背中どちらか一方でよい。 
  ８００ｍ出場者は右腰（やや後方）に自分のレーンナンバーをつけること。 
  （主催者が用意、ロビーで配布 ― 回収なし    安全ピンは各自用意） 
 
３．招集は現地（トラック競技はスタート地点、フィールド競技は競技場所、やり投げ及び円盤投

は投擲場）にて行う。 
  ＊走幅跳は、A・Bの２ピットで実施。走高跳はAピットで実施。 
   
  招集完了時刻は次のとおりとする。 
  トラック競技   競技開始１５分前     フィールド競技  競技開始３０分前 
    但し、次の種目は組により招集完了時刻に時間差を設けるので注意すること。 
 
 種別 種目 組 招集完了時刻 

中学男子 １００ｍ 
１～ ５組 
６～１０組 

１１～１３組 

１０：５０ 
１１：０５ 
１１：１５ 

高校、一般男子 １００ｍ 

１～ ５組 
６～１０組 

１１～１５組 
１６～２０組 
２１～２７組 

１１：３０ 
１１：４５ 
１２：００ 
１２：１５ 
１２：３０ 

中学女子 １００ｍ 
１～ ５組 
６～１０組 

１１～１３組 

１２：５５ 
１３：１０ 
１３：２０ 

高校、一般女子 １００ｍ 
１～ ５組 
６～１０組 

１３：３５ 
１３：４５ 

共通男子 ４００ｍ 
１～ ５組 
６～１０組 

１１～１７組 

１４：０５ 
１４：２０ 
１４：３５ 

共通女子 ８００ｍ 
１～ ４組 
５～ ８組 
９～１３組 

１５：３５ 
１５：５５ 
１６：１５ 

共通男子 ８００ｍ 

１～ ５組 
６～１０組 

１１～１５組 
１６～１９組 

１６：４０ 
１６：５５ 
１７：１５ 
１７：３０ 

 
 
４．高校、一般男子の砲丸投、円盤投の投擲物は、それぞれ高校用と一般用に分けて行う。 
 
５．フィールド競技は、トップ８を実施する。 
 
６，投擲物は競技場備え付けのものを使用する。検定は行わない。 
 
７．参加の各中学校、高校は補助員の協力をお願いします。担当の役員の指示に従って下さい。 
 
８．競技終了後は、練習場、選手控え場所、スタンド等の清掃をお願いします。ゴミは持ち帰って

下さい。 
 



会長 富岡　清

青葉昌幸 青木正義 渡邉隆洋 塩田征夫

原田康弘 永井一博 中田次夫 松山治彦

野原　晃 松本富男 島野　直 原口昌倫

高橋利吉 嶋田忠男 松岡健次 赤沼　昇

関根恒喜 山下義晴 日下部秀一

顧問 松岡健次 松本軍征

総務 　小林 均

総務員 　保科 征男 吉岡　幹雄 関口 賢 久保　雅樹

　湯川 英昭

トラック審判長 　小林　貞雄

フィールド審判長　関根　恒喜

技術総務 　松本　軍征

アナウンサー 〇清永　竜太 尾花　伸 臼倉　誠 高橋　美佳

報道 〇関口　賢

記録情報 〇明戸　孝夫 飯塚佐智子 飯塚美咲 （熊谷高）

医務係 〇新井晴子 看護師 松本　砂希 増田　大飛

役員係 〇山下　義晴 赤沼　昇 関口　賢 湯川　英昭

庶務係 〇吉岡　幹雄 関口　賢 久保　雅樹

風力計測員 〇渡辺　文明 唐澤　学 新井　佑香 宮永　隆行 （花園中）（川本中）

　海津　聡子 青木　美智留

用器具係 〇水庭　裕 庄村　康 福島　寛之 井上　就雅 （富士見中）（三尻中）

　村山　貴也 福島　豊 飯塚　紀貴 （川越東高）

写真判定 〇保科　征男 堀部　勉 笛木　伸也 島田　頼之 （熊谷商高）（大宮高）

　酒巻　栄 稲村　昌巳 石谷　雅春 安原　久利

　吉野　真記 福島　清

電光掲示 〇堀越　邦夫 當房　正宏

監察 〇石橋　誠 熊野　政典 杉山　武士 小林　正明 （北本高）

　塩原　勉 福田　悦子 猪鼻　喜精 磯崎　輝男 （妻沼東中）

　新井　和明 齋藤　ゆかり 加藤　真一 倉持　敬行

　阿部　康雄 竹之下　早百合 石橋　陽子 箱田　裕之

　山下　紘樹 秋山　悠 塚田　真吾 福島　辰夫

スターター 〇栗原　忠昭 内田　幸子 山﨑　博仁 清水　亙 （熊谷女高）（熊谷西高）

　大崎　章太郎 鈴木　英稔 川﨑　知美 斎藤　敦 （深谷商高）（大宮東高）

出発 〇矢島　久 高野　由美子 人見　克哉 飯田　恭人 （熊谷農高）

　吉川　光弘 吉川　照代 正能　隆雄 田澤　拓馬 （花咲徳栄高）

　山下　紘樹 細田　知也 吉田　英夫 島田　清史

　松本　貴好 齋藤　勇大 田島　幹也 水田　智

　中西　信幸

周回・決勝 〇吉田　裕太 雨川　涼佑 小鮒　弘美 鈴木　佑幸 （上尾高）

　矢島　早紀 吉田　光希 江口　大聖 小久保　貴悠

　津田　郁海 安斎　雅人 中里　勇輝 江森　航太

　嵡　昭男

跳躍審判員 〇清水　嘉彦 中里　和義 田端　和輝 田中　裕志 （松山女高）（幡羅中）

　竹内　裕介 今西　幸一 樋口　大輝 浅見　寿文 （滑川総合高）

　田端　雄樹 坪山　悠亮 遠藤　哲哉 斉藤　正人 （本庄東中）

　飯野　綾 宮﨑　尚 田中　慎也 橋爪　慶太 （桶川高）

　野辺　香織 福嶋　壮彦 宮崎　尚

投擲審判員 〇川音　順子 川田　俊樹 内田　篤夫 小坂　綾 （男衾中）（本庄東高）

　登坂　貴子 碓井　崇 堂下　輝晃 萩原　秀彦 （深谷高）（児玉高）

　新井　健右 今成　友美 川田　好子 向井　薫彦 （本庄南中）（熊谷東中）

　青山　雄一郎 嵡　千鶴子 渋谷　小百合 （深谷一高）

競技係 〇柿沼　幸夫 櫻井　節夫 石川　良三 （本庄一高）

大会役員

競技役員
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