
新潟陸協発 １２７号 

令和元年８月８日 

高等学校長 様 

 

（一財）新潟陸上競技協会 会長 大橋 誠五 

上越市陸上競技協会 会長 梨本  渉 

 

第７４回国民体育大会新潟県選考会 

兼新潟陸上競技協会強化記録会 

 

競技役員の委嘱について（依頼） 

 

標記の大会を下記のとおり開催します。 

つきましては、公務ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、貴所属の           

様よりご協力を賜りたく、下記により派遣くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

１ 競技役員名               

 

２ 日   時 令和元年８月１７日(土) 

  競技役員打合せ  ９時００分  

競技開始    １０時００分     

競技終了予定  １６時００分 

 

３ 場   所  高田公園陸上競技場 

        〒943-0835 新潟県上越市本城町 46-1  

連絡先（高田スポーツセンター）℡０２５-５２４-６１１９ 

 

 

                      

 

担当 

〒943-0803 上越市春日野 2-7-29 

上越市陸上競技協会  曽田 裕童 

TEL 090-2620-6756   

E-mail: soda.yudo@nein.ed.jp 



新潟陸協発１２７号の２ 

令和元年 ８月８日 

         様 

 

（一財）新潟陸上競技協会 会長 大橋 誠五 

上越市陸上競技協会 会長 梨本  渉 

 

第７４回国民体育大会新潟県選考会 

兼新潟陸上競技協会強化記録会 

競技役員の委嘱について（依頼） 

 

標記の大会を下記のとおり開催するはこびとなりました。 

ついては、公務ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、貴殿より競技役員としてご協力を賜

りたくご委嘱申し上げます。 

 

記 

 

 

１ 競技役員名                

 

２ 日   時 令和元年８月１７日(土) 

  競技役員打合せ  ９時００分  

競技開始    １０時００分     

競技終了予定  １６時００分 

 

３ 場   所  高田公園陸上競技場 

        〒943-0835 新潟県上越市本城町 46-1  

連絡先（高田スポーツセンター）℡０２５-５２４-６１１９ 

 

４ そ の 他 ① 審判手帳をご持参ください。 

        ② 昼食は大会本部で準備いたします。 

          

 

 

 

 

 

担当 

〒943-0803 上越市春日野 2-7-29 

上越市陸上競技協会  曽田 裕童 

 

TEL 090-2620-6756   

E-mail: soda.yudo@nein.ed.jp 



補助員
総務 髙塚　俊

総務員 山田　学 大野    善 岩﨑　雄一 鈴木　 圭輔 梨本　渉
髙橋　敬二

技術総務 （主）佐野　裕

ジュリー （主）星野　利朗 白倉　昇

審判長 近藤　克孝 （トラック）
井澤　昭男 （フィールド）

番組編成員 （主）矢島　毅

アナウンサー （主）井口　詩子 鈴木　智子 ※ 藤巻　奈緒 ※ 髙橋　敬二 高田北城 2

記録情報処理員 （主）石川　一宏 関沢　秀明 塚本　徹 ※ 矢島　毅 高田北城 2

マーシャル （主）近藤　彰治 高野　利勝

報道係 （主）髙橋　敬二

医務員 （主）金子　美子

競技者係 （主）島倉　康幸 南雲　　政治 髙井　忠博 高坂　守 高田農 2

庶務係 （主）藤巻　奈緒 小野理恵子 ※ 曽田　裕童

役員係 （主）曽田　裕童 ※ 山田　学

風力計測員 （主）大原荘一郎 鈴木　みき 布施　修作 高田農 2

用器具係 （主）江川　義法 武江　裕生

用器具検査係 ※ （主）佐野　　裕 ※ 白倉　昇

周回記録員 （主）宮下　敏資 武藤　宣義

写真判定員 （主）金津　清 遠藤　春治 宮田　正美　 土田　雅彦 高田商 2

監察員 （主）保坂　正壽 柳澤　敏彦 市川　淳 田中　幸一 高田商 2
薄田　省吾 中内　浩貴 岩野与志弘 本田　知子 上総技 4
八木　洋文 池田　正巳

スターター （主）下鳥　達也 中部　俊幸 蕪木　政典 田村　和宏 上総技 4
(リコーラー)

出発係 （主）南保　賢治 金子　峰人 横山　高司 須田　八郎 新井 6
関根 2

跳躍審判員 （主）関沢　治 関原　繁 池田　潤 花井　憲雄 伊藤　裕也 高田 6
森山　亮太 小関久美子 内宮　実 桜井　勇 髙橋　弘一 上越 3

※ 曽田　裕童 ※ 小黒　秀昭 上総技 1

投てき審判員 （主）小林　要 松井　重徳 竹内　富雄 新田　健 神山　大樹 関根 5
和田　紀明 菅沼　幸 小関　周男 佐藤　政幸 伊藤　昌一 産附 5

※ 大野　善

競歩審判員 ※ （主）田中　利夫 ※ 丸山　潤一郎 ※ 佐藤　政幸 ※ 土田　雅彦 ※ 和田　紀明
※ 内宮　実

補助員係 ※ 品田貴恵子

選考資料係 （主）小杉　　隆 小黒　秀昭 豊嶋　茂樹 小島　一大 井田　 勝寛
細田　淳史 井口　智浩 鈴木健太郎 丸山潤一郞 八木 　貴志
佐藤　光介 品田　貴恵子 大森　智仁

48名
※は兼任

競　技　役　員


