2022年度 第６回奈良市陸協記録会
競技役員 （１１月３日、祝、木）
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野村武文(奈良市陸協)
田尻数也(奈良市陸協)
吉村誠(東大寺学園)
鈴木太士(伏見中)
青木安夫(市陸協)
上島一浩(市陸協)
トラック審判長…鈴木太士(伏見中)
★ 五十川貴子(香芝中)
中道悠介(高槻高)
★ 青木安夫(市陸協)
前川智香(大阪桐蔭高)
★ 村戸僚(都南中)
尾上典史(大和広陵高)
奥村究(学連)…走高
須山傑(学連)…幅三段
★ 神田和彦(三笠中)
島木常道(六条AC)
古賀遊(京都皇學館高)
藪本善大(菟道高)
★ 原口雅哉(市陸協)
大西由朗(枚方高)
★ 西岡真希(都祁中)
村上悠(南陽高)
★ 上島一浩(市陸協)
神保全宏(山添中)
松本和也(西京高附中)
安田智之(奈良高専)
★ 川口滑也(市陸協)
斧和之(市陸協)
西岡成之(加茂川中)
山城翔大(枚方津田高)
★ 田中文明(紫野高)
西岡真希(都祁中)
★ 西崎逸朗(一条高)
安在麻里(天理北中)
亀井舜(西城陽高)
根津明日香(陸協)
★ 奥田展大(奈良学園)
疋田敏基(広陵中)
★ 小林大士(上牧中)
永田稔(三郷中)
本多未和(三郷中)
★ 田村雅樹(香芝北中)
伊藤禎康(香芝北中)
加藤敦(南陽高附中)
辻井亮太(北嵯峨高)
A 前川麓(東大寺学園)
中口美南(斑鳩南中)
B 高島恵子(西城陽高)
岡田純輝(交野高)
C 松木良平(北稜高)
東中陽太郎(鳥羽高)
D 安川達彦(大枝中)
谷口勝彦(桜井東中)
E 金見紀宣(西城陽高)
岩佐健吾(春日丘中)
Ｆ 奥田彩加(田原本中)
前田祐貴(国際高)
A 中上憲臣(天理北中)
西澤央泰(御杖中)
B 岸本竜之介(奈良大附高)
阪本絵里香(片塩中)
C 奥田史哉(都南中)
梅田将宏(田原本中)
D 佐倉直樹(田辺中)
木岡直子(立命館中)
E 塩見勝(京都光華)
中西剛(香芝西中)
Ｆ 西川涼平(ならスポAC)
中林太輔(郡山中)
★ 水口雄太(大淀中)
中谷忠嗣(市陸協)

★ 尼崎達也(奈良育英高)
山脇由衣(香芝北中)
★ 表将史(御所中)
★ 岡本洋(KOYO A.C.)
★ 赤木誠五(二名中)
★ 上島一浩(市陸協)
★ 岸本猛(王寺工高)

深見幸司(山科中)
前田悠芳(田原本北中)
松本侑那(片塩中)
倉橋佑弥(京都工学院高)
德井公樹(育英西)
三浦二郎(男山第二中)
吉村貞彦(斑鳩南中)

原口雅哉(市陸協)
フィールド審判長…吉村誠(東大寺学園)
谷博斗(上中)
加藤廣太(高槻中)
岡村桃子(市陸協)
鹿島陽子(斑鳩中)
篠田佳奈(学連)…投てき
大西翔太(住吉中)
西前実玖(吉野中)
角谷尊次(桃山高)
川上卓(大産大附属高)
松尾大介(近大高専)
平田優(洛北附属中)
月川青花(花園高)
村岡萌々花(天理北中)
堀琴乃(市陸協)
奥田玲央(広陵中)

吉岡秀展(田原中)

松下真規(北城陽中)

貝畑四朗(太秦中)

笹部正司(甲武中)
下出葵(育英西)

新保歩(学連)
大薗農(市陸協)

米田祥史(桜井東中)
杉本翼(木津二中)
山内亜美(桜井西中)
松井雅(奈情商･県商高)
桑山修一(ＴSM)
石原直明(久御山中)
坂口嘉辰(大枝中)
正木聡史(長岡二中)
柴野桃子(智弁Ｃ中)
吉本寛希(天理南中)
吉本貴成(天理西中)
島田知明(西城陽中)
遠藤拓人(亀岡高)
中山有子(城陽高)

古川裕士(市伊丹高)
町塚正平(五條高)
増田慶和(交野高)
西谷昌弘(東大寺学園)

寒川正悟(智辯C高)

殿村義博(智辯C高)

山本遼平(寺戸中)
坂元宏之(莵道高)
藤井勝(香芝中)
遠澤朋和(田原本中)
日浦遥(Yellow Poles)

加來善亮(一条高)
清水快樹(学連)
林道子(大谷高)

川畑夏唯(近大高専)
大竹口尭良(樫原中)

【準備、片付け、補助員】
★出発係(ｽﾀﾌﾞﾛ、ﾊﾞﾄﾝ設置、片付け) [三笠中 菟道高 住吉中 大産大附高 桃山高 吉野中 京都皇學館高]
★スターター[一条高 北城陽中 太秦中] ★ﾚｰﾝﾅﾝﾊﾞｰ配布、ｶﾗｰｺｰﾝ設置 [都祁中 南陽高 花園高]
★写真判定 [上牧中 三郷中 育英西] ★風力[伏見中 奈良学園 甲武中 広陵中]
★本部記録 [香芝中 斑鳩中 高槻中 高槻高 上中]
★ﾊｰﾄﾞﾙ補助員 [ 1～2台目 奈良育英高、城陽高 3～4台目 大谷高、鳥羽高 5～6台目 近大高専、奈良大附高］
[7～8台目 西城陽高、奈情商･県商高 9～10台目 紫野高、枚方高]
★補助競技場［二名中 智弁Ｃ高 片塩中 京都工学院高 田原本北中 御所中 寺戸中 山科中］
★棒高 [王寺工高 田原本中 斑鳩南中 参加校全体が手伝う]
★走高 [高田中 南陽高附中 五條高 北嵯峨高 市伊丹高]
★走幅・三段 [東大寺学園 桜井西中 久御山中 北稜高 交野高 大枝中 長岡二中 春日丘中]
★投てき [天理北中 天理南中 天理西中 京都光華 西城陽中 田辺中 樫原中 立命館中 都南中 香芝西中 智弁Ｃ中 ならスポAC]
★用器具 [大淀中]
【掃除、競技場点検】
★メインスタンド [鴻ノ池SC 奈良育英高] ★メインスタンド裏、トイレ等 [富雄南中 二名中]
★芝生スタンドとその周辺掃除 [東大寺学園 一条高] ★役員室とその周辺掃除 [都祁中 都南中]
★器具庫とその周辺掃除 [伏見中 三笠中]
※ゴミが放置されてあれば、本部まで持ってくる。
※テープが壁などに貼ってあれば、剥がして本部まで持ってくる。

