
会長 秋岡廣宣

顧問 永田幹郎

参与 丸山正一 飯田寿嘉 　四宮　至 福島幹敏

総  務 桑原正己

総務員

審判長 中村一成(総括）大塚久美子(跳躍)  立山雅浩(投擲)

役員係 二宮和民 ２名

医務員 ◎ 岩切亮太

アナウンサー◎ 中田智子 吉松千草 松本有里絵 中田美優 河邊琴音

田崎愛子 長尾祐花

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 ６名

赤星勝信 三浦成留 羽田聡美

記　　録 相島憲輔 ２名

写真判定 ◎ 荒牧浩一 高木三芳 田中真一 田口泰広 森本雅也 名

大貫智義

風力計測 ◎ 有田一郎 山口真一郎 井上美孝 上村友翼 毛利奈央 ５名

競技者係 ◎ 岡田好英 城戸知江子 中村日出巳 中村祥謙 坂田賢亮 14名

（含むﾛｰﾙｺｰﾙ） 山口賢人 橋本佳奈 川崎悟司 谷口華奈子

加茂田憲治　　

出発係 ◎ 鹿子木洋一 杉田　勉 中元愛理 木村なつ美 森田俊壽 10名

幸野雄大 松浦圭志 松村美里 高群勇也 山崎大輔

黒田吏沙

場内整備 ◎ 白武助廣 大山隆也 武田雅裕 梶原勘吉 田崎裕太 14名

(用器具係) 久保田洋平

周回記録 ◎ 栗原陽生 村上　理 松田純太郎 中塚創亮 ５名

スターター ◎ 那須英二 日置智範 上田晃裕 松本祐樹 岩崎佳奈 ６名

倉田隆輔 村田慎一 三宅勝幸 中山遥斗

監察員 ◎ 番山力男 大塚　亘 小崎敏之 鍋田政志 下山利昭

池島時彦 村上康介 木脇広大 木脇広大 石田　匠

大 会 役 員

競 技 役 員
◎主任 補助員

川上明生（総括） 沢田　修　　高木三芳(兼)　浦本浩二　

服部敬子(兼)　津志田尚代　



跳躍審判 ◎ 瀧川真吾 徳本康輝 永田尚稔 佐枝幸憲 津留幸江 15名

松川信義 片山浩子 崎間恒之介 神田木綿 杉村一馬

唯　直道 寿柳龍太郎 渡辺英美佳

投擲審判 ◎ 奥薗　治 平田道則 松川紘士 石揚　翔 濵砂　翔 ５名

補助員係 桑原正己 川上明生

補助員 開新高校（5）　第二高校(5）　必由館高校(5)　

（84名） 九州学院高校(5）千原台高校(5)　国府高校(5)　東稜高校(5)

大津高校(5)  中央高校(5) 

長嶺中(5)益城中(5 ) 錦ケ丘中(5) 出水中(5) 帯山中(10) 江原中(4)



 

競技者への注意事項 

１ 本大会は 2019 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(聖火台スタンド下)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 ・ 完了時刻 

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 ６０分前 競技開始 ３０分前 

   (3) 競技者は招集係の指示に従い、ナンバーカード・スパイク等の確認を受けてください。 

(4) 現地点呼について 

★ トラック    招集を完了した方は、係員の指示に従い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。召集場所で待機して下さい。 

★ 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 

(1) 招集完了時刻の６０分前までに招集所に提出して下さい。用紙は招集所にて用意します。 

(2) リレーエントリー以外からリレー出場の場合は、オーダー用紙の「※蘭に出場種目と記載ページ」 

   を記入して下さい。 

(3) 4×100mR の第2、3、4 走者の目印用テープは招集所で準備します。レース終了後、自チームの 

テープを取り除いてください。 

４ ナンバーカードについて 

   (1) ナンバーカードは、折り曲げずに胸背部につけることを原則とします。ただし、跳躍競技は胸背部 

     のどちらか一方でよい。小学生は主催者が準備したナンバーカードをつけてください。 

   (2) 腰ナンバーカードは招集所で配布します。パンツの右側、やや後方につけ、フィニッシュ後 すぐに 

返却して下さい。 

５ スタートについて 

   (1) スタートについてはイングリッシュコマンドで行います。 

(2) フライング(不正スタート)については、一回目の選手から失格とします。ただし、小学生については 

2 回目以降は失格とします。 

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 

      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 

サイトで随時発表します。速報サイト QR コードは、こちら  →→→→ 

10 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、並行ピンを使用して下さい。 

11 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、組み合わせなどの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  会場は、熊本県民総合運動公園陸上競技場です。当日の選手・観覧・一般の方の駐車場はメイン駐 

車場です。それ 以外は駐車されませんようお願いします。 

４  ウォーミングアップ場は、雨天練習場、サブトラックを利用してください。トラック内や本部前でのウォー 

ミングアップは運営上支障をきたしますのでご遠慮下さい。 

５  高温になる恐れがあります。大会参加につきましてはあまり無理をされないようお願い申し上げます。 

水分、塩分の補給やテントなどでの日陰対策など十分されますようお願いします。 
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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 19 １～３組 9:00

2 男子 小学 小１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 21 １～３組 9:10

3 女子 共通 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 248 １～９組 9:20

１０～１８組 9:45

１９～２８組 10:10

4 男子 共通 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 309 １～１２組 9:00

１３～２４組 9:30

２５～３５組 10:00

5 男子 中学 中１１０ｍH 決勝 5 １組 10:45

6 男子 中学 中１００ｍH 決勝 8 １組 10:55

7 女子 中学 中１００ｍH ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 17 １～２組 11:10

8 女子 中学 中８０ｍH ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 17 １～２組 11:25

9 女子 共通 ４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 11 １～２組 11:40

10 男子 共通 ４００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 57 １～７組 11:45

11 女子 共通 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 65 １組 12:10

２組 12:20

３組 12:30

12 男子 共通 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 216 １組 12:40

２組 12:50

３組 13:00

４組 13:10

５組 13:20

６組 13:30

７組 13:40

８組 13:50

13 女子 共通 ２００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 51 １～６組 14:00

14 男子 共通 ２００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 77 １～９組 14:15

15 女子 小学 小８００ｍ 決勝 9 １組 14:40

16 男子 小学 小８００ｍ 決勝 6 １組 14:50

17 女子 共通 ８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 123 １組～２組 15:00

３組～４組 15:15

５組～６組 15:30

18 女子 共通 400mR ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 リレー 36 １～４組 15:45

19 男子 共通 400mR ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 リレー 32 １～４組 16:05

20 女子 共通 ３０００ｍ 決勝 4 １組 16:25

21 男子 共通 ３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 72 １組 16:25

２組 16:40

23 男子 共通 ５０００ｍ 決勝 15 １組 16:55

　

（フィールド　跳躍の部）

1 女子 小学 小走幅跳 決勝 3 10:00

2 女子 共通 走幅跳 決勝 31 10:00

3 女子 共通 走高跳 決勝 7 10:30

4 男子 小学 小走幅跳 決勝 2 13:30

5 男子 共通 走幅跳 決勝 34 13:30

6 男子 共通 走高跳 決勝 9 14:00

（フィールド　投擲の部）

1 男子 中学 中砲丸投 決勝 12 11:30

2 男子 中学 高砲丸投 決勝 2 11:30

3 男子 共通 砲丸投 決勝 1 11:30

4 女子 中学 中砲丸投 決勝 20 11:30

※ 枠については、バックの直線走路を使用します。

平成３１年度（２０１９年度）　第２５７回　熊本市陸上競技記録会平成３１年度（２０１９年度）　第２５７回　熊本市陸上競技記録会

競　　技　　日　　程
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