
濱﨑　栄則

総務 中山　　桂

総務員 淺野　　隆 重松　正則 30のみ 矢野　隆行 30のみ 白石　謙次 大塚　泰史

中村　浩輔

(進行担当) ◎ 竹本　英利 倉田　　茂 30のみ 織田　英毅 30のみ 坪内　道広 30のみ

技術総務 川内　純一

ジュリー 池本　俊英

審判長 (トラック) 越智　孝文 (ｽﾀｰﾄ) 毛利　元英

(跳躍) 角藤　寿樹 (投てき) 田中　誠

アナウンサー ◎ 夏井  左和子 本多  春菜 29のみ 三好  清貴 30のみ 田本  克彦 29のみ 丸本  しず香 30のみ

記録・情報 ◎ 水口　　剛               三好あゆみ 清水　隼人 花山　光利 30のみ 高岡　麻子 30のみ

山本　隆祥 清家　関夫 阿部　泰成 玉置　裕規 29のみ 郷田　秀和 30のみ

中野　　修 29のみ

大型映像 ◎ 中村　優哉 出田　悠梨子

マーシャル ◎ 大元　勇 渡部　定史 小林　祥太郎

医務員 ◎ 臼杵　啓二 日野　詩織 南原　麻代 29のみ

役員係・庶務係 ◎ 中井　桂子 堀部　奈津子 中村　りか 矢野　典子 日野　詩織

表彰係 ◎ 金橋　希歩

補助員係 ◎ 中村　浩輔

競技者係 ◎ 杉田　真彦 渡辺　代志雄 清川　　的 30のみ 城戸　香純 30のみ 向井　聖二

中山　菜種 C 吉川　祐輔

風力計測員 ◎ 田中雄大 片山　了輔 清水　透 早崎　清光 越智　隆弘

用器具係 ◎ 佐伯　雄次 山本　勝男 竹内　喜重 中島　定信 口羽　則夫

村上　知弘 佐久間　一行 高田　凌佑

公式計測員 福本　涼太

練習会場 ◎ 高岡   修平 (補助) 30のみ 加洲　実紗希 (多目的)

写真判定員 ◎ 宮内　伶 安岡　義人 森田　優太 岡崎　陽治 福本　拓真

田中　健介 夏井　太郎 西原　史郎

監察員 ◎ 石丸　皇士 関口　秀生 森脇　照文 杉森　恵夫 二宮　武倶

中村　正勝 小笠原　守 髙岡　仁哉 磯﨑　宏太 浅野　郁夫

栗林　萌 島川　竜乙

スターター ◎ 富本　一哉 長澤　伸幸 上甲　晃 宮崎　　靖 八木　　修

福羅　史力 向井　裕紀弘 高畑　秀次 30のみ

出発係 ◎ 栗田　充司 正岡　健雄 正岡　孝志 森貞　耕二 岡本　一照

池水　信也 内田　栄治 亀岡　妃美子 大坂　敬一 30のみ 上田　耕滋 30のみ

熊野　美幸 30のみ 小櫻　元暉 30のみ 浅沼　蓮 栗田　功

周回記録員 ◎ 松浦　三十三 29のみ 西山　勝男 金柿　光重 横内　洋治 西山　健二

加藤　啓太 淺野　俊一

跳躍審判員 ◎ 淺野　松男 30のみ 近藤　潤 渡部　求 池田　英之 佐藤　一久

井上　佳彦 中岡　裕紀 豊田　健吾 渡邊　容史 30のみ 渡部　甫

宮本　耕治 新良　重徳 30のみ 高橋　英樹 岡田　香住

投てき審判員 ◎ 重松　泰雅 村上　貴信 土居  哲男 伊藤　芳明 西岡　真一

近藤　倫也 永森   将来  井上　陽平 佐藤　將光 藤田　武也

鷲見   英治 森岡　和久 篠浦　美幸 篠浦　菜津美

競歩審判員 ◎ 越智　隆弘 南原　麻代 中島　定信 竹本　英利 淺野　俊一

山本　隆祥 渡辺　代志雄

※兼務

補助員

大   会   役   員

愛媛陸上競技協会会長

競 　技 　役 　員
◎…主　　任



学校名 人数 準備及び片づけ

松山西中等 6 用器具全般

伊予農業高 3 用器具全般
愛媛大学附属高 6 用器具全般

松山東高 6 用器具全般
松山聖陵高 6 用器具全般
松山商業高 3 練習会場準備・片付け、安全管理

砥部中 3 練習会場準備・片付け、安全管理
港南中 4 記録関係全般補助
済美高 6 スタブロ・レーンナンバー準備、スタート補助

松山中央高 8 投てき種目準備、補助・競歩種目補助

聖カタリナ 8 投てき種目準備、補助

松山南高 3 投てき種目準備、補助
城西中 2 表彰補助、庶務運営補助、旗掲揚
重信中 6 走幅跳・三段跳準備、補助

愛媛大附属中 6 走幅跳・三段跳準備、補助
三津浜中 4 走幅跳・走高跳準備、補助
新田高 6 棒高跳準備、補助
新田高 2 大型映像運営補助

松山北高 8 招集所設営、招集所業務補助

補助員部署

用器具
用器具
用器具
用器具・競歩（29日のみ）

用器具
練習会場
練習会場
記録・表彰
スタート・出発
投てき(29日8名・30日6名）

大型映像
競技者

投てき(29日8名・30日6名）

投てき（30日のみ）

庶務（30日のみ）

走幅跳・三段跳
三段跳（30日のみ）

走幅跳・走高跳
棒高跳


