
トラック
順 時刻 種別 種目 組－順 順 時刻 種別 種目 組－順
1 8:45 男 ４×１００ｍR 3組 T決 24 14:45 中１・２女 ８０ｍH 決
2 8:55 男 １５００ｍ 5組 T決 25 14:50 中３女 １００ｍH 2組 T決
3 9:25 中男 １５００ｍ 4組 T決 26 15:00 女 １００ｍH 決
4 9:55 小男 １００ｍ 9組 T決 27 15:05 中１・２男 １００ｍH 決
5 10:15 小女 １００ｍ 7組 T決 28 15:10 中３男 １１０ｍH 決
6 10:30 男 １００ｍ 18組　B8 29 15:15 男 １１０ｍH 2組 T決
7 11:10 女 １００ｍ 5組　B8 30 15:25 女 ２００ｍ 4組 T決
8 11:20 中１・２男 １００ｍ 14組　B8 31 15:35 男 ４００ｍ 8組 T決
9 11:50 中３男 １００ｍ 5組　B8 32 16:00 中男 ４００ｍ 3組 T決
10 12:00 中1・２女 １００ｍ 10組　B8 33 16:10 中女 ８００ｍ 3組 T決
11 12:20 中３女 １００ｍ 6組　B8 34 16:25 女 ８００ｍ 2組 T決
12 12:40 女・中女 ３０００ｍ 決 35 16:35 中３男 ３０００ｍ 決
13 12:55 男 ５０００ｍ 2組 T決 36 16:50 男 ３０００ｍSC 決
14 13:35 男 １００ｍ 決 37 17:05 中男 ４×１００ｍR 4組 T決
15 13:40 女 １００ｍ 決 38 17:20 中女 ４×１００ｍR 3組 T決
16 13:45 中１・２男 １００ｍ 決 39 17:35 女 ４×１００ｍR 2組 T決
17 13:50 中３男 １００ｍ 決 40 17:45 男 ４×４００ｍR 4組 T決
18 13:55 中１・２女 １００ｍ 決
19 14:00 中３女 １００ｍ 決
20 14:05 小3・4男 １０００ｍ 決
21 14:10 小3・4女 １０００ｍ 決
22 14:20 小5・6男 １５００ｍ 決
23 14:30 小5・6女 １５００ｍ 決

※　800m・3000m・5000mについては、グループスタートとする。 ※（Ｔ：タイムレース）

走高跳 砲丸投
順 時間 種別 順 時間 種別
1 9:30 中男・男 決勝 1 9:00 男・女 決勝
2 11:30 中女・女 決勝 中１・２男

中３男
棒高跳 中１・２女

1 13:00 中男・男 決勝 中３女

走幅跳
順 時間 種別 円盤投

中１・２女 Ａピット 順 時間 種別
中３女 Bピット 男

小５・６男 Ｂピット 女
小５・６女 Ａピット

3 12:30 中３男 A・Ｂピット やり投
男 Ａピット 順 時間 種別
女 Ｂピット 男

Ａピット 女
Ｂピット

ハンマー投げ
三段跳 順 時間 種別

順 時間 種別 男 決勝
1 17:00 男 決勝 女

1 16:30

4

中１・２男

3

決勝

1 9:00

11:002

14:00

16:00

決勝

決勝

2

11:30

競　技　時　間

1 14:00 決勝

11:00

14:30

5

1



大会役員 

会 長  山根 由之 

副会長  大川内 進 河原 俊明 橋本 正喜 

顧 問  岡崎  寛 

委員長  末長 昭則 

委 員  中島 信明 久保田克己 近藤 晃昭 吉塚 一典 横田 裕介 

 

競技役員 

総 務  末長 昭則 

総務員  大川内 進 岡崎  寛 中島 信明 丸田 武人 

技術総務 近藤寿恵男 

審判長  久保田克己 

役員受付 近藤 晃昭 

マーシャル 山口  孝 

番組編成 中尾 賢則 

情報処理 田代  敦 山下 茂人 駒田 恵一 松本 隆一 松瀬 武尊 

写真判定 横田 裕介 出雲  孝 吉塚 一典 近藤 孝行 羽山 篤史 

  高専(２)  中添 陽介 

表 彰  福田 純子 中村 貴子 木山由紀子 

アナウンサー 宮崎  薫 吉村かほり 吉田 里美 馬渡 彩加 

風向・風速 樽  成人 岩野 大介  

周 回  日高 節生 澤田  洋 友廣 良二 

 

跳 躍  丸田 武人(兼) 田舞 孝夫 上野  博 奥土居 篤 木佐貫 翼 

  植田 翔吾 大川内幸代 奥村 健司 田中 克哉 三ツ溝勝之  

  益本 直子 中野 志希 津村みどり 岩永 裕子 大石真奈美 

投 擲  森川 剛志 林田 直人 大田 弘志 松川 廣見 山野  功 

  古川 拓人 小川 一義 山下 仁子 松尾 千晶 岳野 輝生 

  竹村 昴晃 吉岡 健次 

監 察     森  芳幸 宮崎 義高 松尾  豊 立石  健 内田 洋平 

下岸  廉 梶村 恵子 平野真由子 川邉 悦郎 並川 銀河 

石井 桃子 川嶋 亜紀 依藤 利和 森山小奈美 川瀬 弘美 

  坂本 直子 野口 美栄 立岡 千明 前田 陽香 川嶋  航 

スターター 中嶋 秀昭 坂本 慶総 平山 和則 浦  淳子 池田 純一 

＆リコーラー 若杉 卓朗 井上 博数 

出 発  栗山 武士 川富 典子 山口 信二 宮地 和則 河原 哲爾 

  長浦 彩良 

腰ナンバー 木寺 真吾 松田 美緒  

用器具  近藤寿恵男(兼) 池田  創 

補助員係 中島 信明(兼) 近藤寿恵男(兼) 

補助員割当 記録・情報（５）スターター（５）出発（８）庶務（４）風向・風速（４） 

  腰ナンバー（６）周回（２） 

  跳躍 棒高・高（１０）幅・三段（１０） 

  投擲 砲丸・ハンマー（４）円盤・槍（４）用器具（３） 全６５人 



九文(１)愛宕(６)
１列

崎辺(２)江迎(４)
１列

宇久（２）
１列

鹿町（６）
１列

日野（９）
１列

吉井（８）
１列

・選手・保護者共に各学校の場所を使ってください。
・場所取りは不要ですので、朝は早くても７時頃に来るようにしてください。
・スタンドの割り振りは毎試合変わります。

中里（３６）
４列

清水（３０）
４列

佐々（４１）
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３列
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４列
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３列

早岐（４５）
７列

広田（４８）
７列

小佐々（１４）
２列

世知原（２８）
３列

東明（２３）
３列

日宇（１７）
３列

相浦（１４）
２列

祇園（１９）
３列

１００ｍスタート側　新スタンド旧スタンド

令和元年　５月５日　佐世保市民選手権　中学校スタンド割り振り


