
2022/8/30現在

総務 山田 学(県陸協）

総務員 統括 竹内 富雄（県陸協） 鈴木 圭輔（県陸協） 田中 義雄（県陸協） 高橋 弥一（燕） 舩久保 徹（加茂） 大塚 謙児（アルビRC）

表彰 杉山 克也（県陸協） 表彰 江口 宗俊（上越） 表彰 丹治 えつこ（燕） 表彰 星 真弓（五泉）

技術総務 尾組 晃（新潟・中央）

用器具係 澤田 隆昭（村上クラブ） 平賀 貴文（M-jac） 松浦 貴（Rize AC） 塚本 理一郎（若林陸上） ※高橋 弥一（燕）

ジュリー 星野 利朗（小千谷） 髙塚 俊（県陸協） 丸山 正寿（新潟・秋葉）

審判長 トラック 青木 祐一（県陸協） ﾌｨｰﾙﾄﾞ 浮島 一隆（県陸協）

アナウンサー 〇 加藤 美菜子（新発田） 尾身 栄美子（新潟・中央） 酒井 知香（分水ｼﾞｭﾆｱ） 大倉 海空（分水ｼﾞｭﾆｱ）

記録情報処理員 〇 山崎 健（新潟・中央） 高柳 竜司（新発田） 大矢 健太郎（新発田） 信賀 宏信（長岡） 椿 正幸（五泉） 小森 寛子（弥彦）

マーシャル 〇 髙澤 榮松（新発田） 竹内 和宏（新発田） 水戸部 直樹（新発田） 栗田 大敬（上越はね馬） 早津 康平（上越はね馬）

競技者係 〇 永井 富寛（弥彦） 青柳 恭二（燕） 阿部 文明（胎内） 小川 武雄（弥彦） 今井 新一（胎内） 五十嵐 裕子（新潟・中央）

兼　出発係 岩崎 幸一（燕） 湯本 厚男（魚沼） 桐生 辰宏（長岡） 小柳 雄二（糸魚川ひすい） 木村 早苗（おぢやP） 本田 俊夫（M-jac）

藤原 由理亜（弥彦） 横山 高司（魚沼）AM 高山 昇（湯沢）

役員係 五十嵐 勇人（新潟・中央） 堀 正広（新潟・中央） 湯淺 和代（新発田） 高橋 陽子（燕）  

庶務係 ※尾組 晃（新潟・中央） ※湯淺 和代（新発田） ※高橋 陽子（燕） 小野 理恵子（県陸協）

受付係（チーム） ※丹治 えつこ（燕） ※星 真弓（五泉） ※大倉 海空（分水ｼﾞｭﾆｱ） ※酒井 知香（分水ｼﾞｭﾆｱ）

風力計測員 〇 小柳 敏夫（三条） 高野 富士雄（長岡） 佐藤 正美（三条） 皆川 仁（燕） 井熊 充（湯沢） 川瀬 晃（燕）

監察員 〇 杉山　仁（新発田） 田中 幸一（長岡） 澁谷 勝男（三条） 野上 武史（新潟・中央） 青野 秀明（新潟・中央） 南雲 益男（新潟・中央）

 北 貞爾（新潟・中央） 網本 哲夫（新潟・中央） 藤澤 秀雄（新潟・中央） 清水 正法（新発田） 酒井 準一郎（阿賀野） 増田 孝宏（魚沼）

周回記録員 〇 内山 博之（小千谷） 戸叶 精一（弥彦） 阿部 恵利子（五泉少年MC） 中村 伸治（新発田）

写真判定員 〇 横田 浩（燕） 郷 哲朗（長岡） 遠藤 春治（柏崎） 岡田 崇宏（新発田） 太島 誠（十日町） 金子 佳（弥彦）

スターター 〇 蕪木 政典（県陸協） 熊倉 禎春（新潟・秋葉） 武田 定純（小千谷） 相場 昌孝（燕） 荒井 信幸（Smile AC） 土田 拓人（Smile AC）

　　・リコーラー

跳躍審判員 〇 花井 憲雄（柏崎） 澁谷 文博（新発田） 馬場 禎光（新発田） 大沼 泰裕（胎内） 角屋 治（魚沼） 斎藤 正幸（胎内）

氏田 基博（燕） 飯田 博（柏崎） 高橋 弘之（燕） 伊花 亮平（新発田） 銅谷 和也（村松ｸﾗﾌﾞ） 伊藤 和幸（村松ｸﾗﾌﾞ）

瀧澤 隆志（村松ｸﾗﾌﾞ） 辻川 直人（村松ｸﾗﾌﾞ） 南雲 重幸（湯沢）

投てき審判員 〇 藤田 淳市（加茂） 五十嵐 卓（加茂） 滝沢 克栄（魚沼） 齊藤 靖也（加茂） 丸山 晴久（三条ｼﾞｭﾆｱ） 池田 一已（柏崎）

伊保橋 良（聖籠RC） 小柳 奈緒美（糸魚川ひすい） 柄澤 美紀（五泉少年MC）

医師 佐藤 祐次（燕）

医務員 阿部 百合子（新潟・中央） ※舩久保 徹（加茂）

感染症対策係 〇 柳生 京佑（アルビRC） 鷲尾 優太（アルビRC）

補助員係 ※田中 義雄（県陸協）

補助員

※印：兼務

競　技　役　員

小新中学校陸上競技部


