
会長 秋岡廣宣

顧問 永田幹郎

参与 丸山正一 飯田寿嘉 福島幹敏

総　務　 桑原正己(兼)

総務員 川上明生 高木三芳(兼)　岡田好英(兼)　浦本浩二(兼)

審判長 有田一郎

役員係 二宮和民   服部敬子　 ２名

アナウンサー ◎ 三浦さゆり 吉松千草 中田智子 深水　響

情報処理 ◎ 岡部仁信 松田純一 一安晋太郎 田上大太郎 内村　隆 ７名

古川大晃 丸山　萌 羽田聡美

写真判定 ◎ 米田光宏 高木三芳 荒牧浩一 田中真一 中村大樹 ２名

前田優輔

風力計測 ◎ 山口真一郎 井上美孝 内尾裕康 新屋絢太 ５名

競技者係 ◎ 岡田好英 城戸知江子 木村なつ美 妹尾うらら 中村江利 ８名

（含むﾛｰﾙｺｰﾙ） 植村裕大 荻野健太 青山拓実

加茂田憲治　 大貫智義

出発係 ◎ 簀河原芳隆 浦本浩二 鹿子木洋一 喜読広史 江頭佑実 ８名

佐藤茉優 大野紗由稀 田口泰広 津志田玉代 佐藤史弥

場内整備 ◎ 大山隆也 白武助廣 岡本　遼 10名

(用器具係)

決勝計時 ◎ 桑原正己 高木三芳 沢田玲香 田中歩夢 ３名

周回記録 ◎ 栗原陽生 三池連太 川村麻衣 ３名

スターター ◎ 沢田　修 那須英二 日置智範 三宅勝幸 岩崎佳奈 ４名

松本祐樹 倉田隆輔 松本康平

監察員 ◎ 番山力男 池松祥次 武田雅裕 靍田宗平 鍋田政志

外村祐史 村上　理 村上康介 大塚　亘 徳澄聖也

木室幸大 生田　寛 白谷侑大 小屋敷　泰

跳躍審判 ◎ 猿渡功治 小柳修司 瀧川真吾 津留幸江 水口　稔 ８名

平田道則 小柳千華 中村文音 塚本昇竜 山田昴佳

佐枝幸憲 古川彩香

投擲審判 ◎ 立山雅浩 境　祥子 坂本健次 後藤篤史 澤田佳代 ５名

練習場係 松川紘士 平田徳保

補助員係 桑原正己 川上明生

補助員 開新高校（5）　熊本国府高校(5）　熊本西高校(5)  必由館高校(5)

（50名） 九州学院高校(5)　第二高校(5)　東稜高校(5)　千原台高校(5)

大津高校(5) 長嶺中(5)　帯山中(4)　出水中(5)　錦ケ丘中学(5)　

大 会 役 員
第252回市記録会

競 技 役 員
◎主任 補助員



競技者への注意事項 

１ 本大会は 2017 年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申合せ事項により実施します。 

２ 競技者の招集について 

（１） 招集場所は１００ｍスタート地点後方に設ける。ただしフィールド種目は現地で行います。 

（２） 招集開始・完了時間 

競技種目 招集開始 招集完了 

トラック・リレー種目 競技開始 ３０分前 競技開始 １５分前 

フィールド種目（現地） 競技開始 4０分前 競技開始 2５分前 

（３） 現地点呼について 

★ トラック・リレー招集を完了した方は、各自、出場種目の出発点へ行ってください。 

但し、小学生リレーについては、係員が誘導します。召集場所付近で待機下さい。 

★ フィールド 出場種目の競技場所でコールを受けてください。 

３ リレーオーダー用紙の提出について 

   招集時刻の６０分前までに招集所に提出する。用紙は招集所に用意します。 

４ ナンバーカードについて 

      腰ナンバーカードは、パンツの右側、やや後方につける。フィニッシュ後 すぐに返却する 

５ スタートについて 

      英語で行う。ただし、小学生は日本語とする。フライング失格については、従来通りとする。 

６ トラック競技は、全種目写真判定（全自動電気掲示装置）で行います。 

７ 陸連、学連、陸協未登録者の記録は、公認記録となりません。参考記録となります。 

８ 記録証について（市記録会の部のみ） 

      記録証を授与します。（玄関ホールで受け取ってください） 

９ 記録の発表 

      その都度、アナウンスで発表する。また、市陸協HP 記録速報 

サイトで随時発表する。速報サイト QR コードは、こちら→→→→ 

10 表彰について（中長距離選手権の部のみ） 

      各種目3 位まで賞状・賞品を授与する。 

      入賞者は、成績発表後、直ちに表彰を行うので、106 号の表彰室で控える。 

11 スパイクのピンについて 

      ピンの長さは９ｍｍ以下、走高跳は１２ｍｍ以下とし、並行ピンでなければならない。 

12 フィールドは３回の試技とします。  

大会注意事項 

１ ホームページ掲載上、全ての大会データは、変更になる可能性があります。随時、最新情報をご確認ください。 

また、問い合わせについては、要項記載の申込み担当者(090-3015-5917 岡部)までお願いします。 

２ 競技場開場は、午前7:00 です。開場前に競技場内に入らないようお願いします。競技開始は、午前9:00 です。 

３ 当日の選手・観覧・一般の方の駐車場は、メイン駐車場をご利用ください。パークドーム駐車場及び貯水池駐車場は、 

駐車禁止です。 貯水池駐車場は、役員審判専用駐車場となっています。 

４ ウォーミングアップ場は、雨天練習場及びサブトラックをご利用ください。 



第 252 回熊本市陸上競技選手権大会 

平成２９年５月２７日（土） 
 

記録速報サイト↓ 
携帯・スマホ対応 

 

アドレス→ http://www.kcrk.jp/ 

随時、速報いたします！ 

 

新写真販売サイト↓ 
携帯・スマホ・PC・タブレット共通 

 
アドレス↓ 

https://emii.photo/kcrk2003/index.php 



（トラックの部）

性別 種別 種目 人数 組 時間

1 女子 小学 小１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 11 １～２組 9:00

2 男子 小学 小１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 17 １～２組 9:05

3 女子 共通 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 298 １～１１組 9:10

１２～２２組 9:35

２３～３４組 10:00

4 男子 共通 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 331 １～１１組 10:25

１２～２２組 10:50

２３～３８組 11:15

5 男子 中学 中１１０ｍH 決勝 6 １組 11:40

6 男子 中学 中１００ｍH ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 14 １～２組 11:55

7 女子 中学 中１００ｍH ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 21 １～３組 12:05

8 女子 中学 中８０ｍH ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 15 １～２組 12:20

9 女子 共通 ４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 21 １～３組 12:35

10 男子 共通 ４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 57 １～７組 12:45

11 女子 共通 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 56 １組 13:05

２組 13:15

12 男子 共通 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 236 １組 13:25

２組 13:35

３組 13:45

４組 13:55

５組 14:05

６組 14:15

７組 14:25

８組 14:35

９組 14:45

13 女子 共通 ２００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 45 １～６組 15:00

14 男子 共通 ２００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 78 １～９組 15:15

15 女子 小学 小８００ｍ 決勝 2 １組 15:40

16 男子 小学 小８００ｍ 決勝 4 １組 15:40

17 女子 共通 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 152 １～２組 16:05

３～４組 16:15

５～６組 16:25

７組 16:35

18 女子 小学 小400mR リレー 決勝 1 １組 16:45

19 女子 共通 400mR ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 リレー 36 １～４組 16:50

20 男子 共通 400mR ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 リレー 34 １～４組 17:05

21 男子 共通 ３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 120 １組 17:20

22 女子 共通 ３０００ｍ 決勝 1 １組 17:20

男子 共通 ３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 17:35

３組 17:50

４組 18:05

23 男子 共通 ５０００ｍ 決勝 27 １組 18:20

　

（フィールド　跳躍の部）

1 女子 小学 小走幅跳 決勝 2 11:00

2 女子 共通 走幅跳 決勝 35 11:00

3 女子 共通 走高跳 決勝 28 11:30

4 男子 小学 小走幅跳 決勝 10 14:30

5 男子 共通 走幅跳 決勝 35 14:30

6 男子 共通 走高跳 決勝 15 15:00

（フィールド　投擲の部）

1 男子 中学 中砲丸投 決勝 8 11:30

2 男子 中学 高砲丸投 決勝 3 11:30

3 男子 共通 砲丸投 決勝 2 11:30

4 女子 中学 中砲丸投 決勝 23 11:30

5 女子 共通 砲丸投 決勝 8 11:30

平成２９年度　第２５２回　熊本市陸上競技記録会平成２９年度　第２５２回　熊本市陸上競技記録会

競　　技　　日　　程
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