
会長 秋岡廣宣

顧問 永田幹郎

参与 福島幹敏

総  務 大貫智義

総務員

栗原陽生(兼)　田中伸二　番山力男(兼)　古木秀明　浦本浩二(庶務)

審判長 中村一成(総括）　沢田　修(トラック)　大塚久美子(跳躍) 立山雅浩(投擲)

役員係 外牧祐史 服部敬子(兼)　白武助廣(兼)　吉松千草(兼)　 2名

津志田尚代(兼)

選手受付 ◎ 高木三芳 栗原陽生 城戸知江子 大塚亘 大川久文(兼)

鹿子木洋一(兼)　桑原正己(兼)

医務員 ◎ 日赤(医師) (看護師)

アナウンサー◎ 中島徳美 三浦さゆり 田畑恵美子 長尾祐花 田崎愛子

情報処理 ◎ 岡部仁信 松田純一 一安晋太郎 田上大太郎 角田拡行 7名

内村　隆

記　　録 相島憲輔

写真判定 ◎ 荒牧浩一 米田光宏 田中真一 中村大樹 田口泰広 3名

森　聡史 浦上千英子

表彰係 ◎ 簀河原芳隆 服部敬子 津志田尚代 吉松千草 5名

風力計測 ◎ 有田一郎 山口真一郎 米良瑛彦 上村友翼 5名

競技者係 ◎ 岡田好英 田代一行 藤本哲治 中村日出巳 松岡なつ美 10名

高森聖樹 高群勇也 桒原知里 松浦圭志 谷口華奈子

橋本佳奈

ロールコール 加茂田憲治　　

出発係 ◎ 小野泰弘 鹿子木洋一 小川勝美 北野裕人 大川久文 10名

錦織真寛 森田俊壽 山口賢人 毛利奈央 後藤優香

場内整備 ◎ 白武助廣 井上美孝 武田雅裕 石田　匠 久保田洋平 16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

守田朗裕 倉田隆輔 久間章弘 田中滉大

監察員 ◎ 番山力男 池島時彦 小崎敏之 鍋田政志 大山隆也

靍田宗平 下山利昭 村上　理 村上康介 山口利法

岩下翔太 杉村一馬

大 会 役 員

競 技 役 員
◎主任 補助員

中村一成(競技運営)  沢田　修(トラック進行)　高木三芳(兼)

第39回熊本市選手権大会(7/23現在)



跳躍審判 ◎ 永田尚稔 津留幸江 水口　稔 三谷浩輔 片山浩子 15名

守田俊啓 廣瀬翔太 徳永　涼 寿柳龍太郎 唯　直道

田崎裕太 河邊琴音 山川愛貴 神田木綿

投擲審判 ◎ 奥薗　治 松川紘士 境　祥子 平田道則 濵砂　翔 5名

松野勝英

補助員係 桑原正己 川上明生

補助員 熊本工業高校(5)　熊本西高校(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)　東稜高校(5)　国府高校(5)

慶誠高校(15) 

長嶺中(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 20２０年度(一財)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する。 

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、リレーについては、係員が誘導します。召集場所で待機ください。 

★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ください。用紙は招集所に用意します。 

（２）リレーの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「※欄の出場種目と 

記載ページ」を記入すること。 

（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くこと。 

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する。但し、跳躍競技は 

胸背部のどちらか一方でよい。小学生は、主催者が準備したカードをつけること。 

（２） トラック競技出場者は全て、腰ナンバーカードをパンツの右側、やや後方につける。腰 

ナンバーカードは招集所で配布します。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う。 

（２）フライング（不正スタート）については、1 回目の選手から失格とする。但し、小学 

   生については、2 回目以降は失格とする。 

  （３）800ｍ、3000ｍ、5000ｍについては、二段階スタートとし、小学生は含まない。 

６ 決勝について 

（１） 予選タイムの上位８名で行う。同タイムの時は１０００分の１秒まで確認する。それで 

も決定できない場合は抽選とする。 

７ 三段跳踏切位置及び走高跳バーの上げ方について 

 (天候その他審判長の判断で変更することがある。) 

女子 1m20・1m45(練習)   25・30・35・40・45・50 以後 3cm とする。 

男子 1m55・1m80(練習)   60・65・70・75・80。85 以後 3cm とする。 

女子三段跳９ｍ、男子三段跳１１ｍとする。 

8 表彰について 

（１） 各種３位までとする。入賞者は３階コンコースに競技終了後、30 分から 60 分後をめ

どに賞状及びメダルを取りに来てください。 

9 記録の発表（今回、選手権大会のため、記録証の交付はありません。） 

（１） 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→→→ 

また、競技場玄関付近記録掲示板に掲示します。 

10 スパイクのピンについて 

  （１）ピンの長さはトラック９ｍｍ以下、フィールド１２ｍｍ以下とする。       

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



 

学校・チーム受付 

(北ゲート入口付近テント) 

大会参加体調検査用紙提出 

ID カード配布 

エレベーター利用は大会役員並びに 

お身体の不自由な方のみとさせて 

いただきます。ご協力お願いします。 

( 選手・保護者使用不可 ) 

トレーニング室・地下ピットは

借用していません。(使用不可) 

バックスタンド全て借用していません(使用不可) 

が横断幕は三階通路より上部にお願いします。 

バックスタンド・男女更衣室

使用不可です。 

( 貴重品の管理注意 ) 

招集場所(スタンド下) 

大会注意事項参照の 

こと 

集団応援は出来ま

せん。 

大会本部 

108 号室 

医務室 

(応急処置のみ)

練習会場器具使用可能時間 

サブトラック 7:30～16:00 

室内走路     7:00～17:00 

審判受付 

審判控室 

102・103 号室 

砲丸投( メイン競技場 )で実施しま

す。 

弁当がらゴミ等は各自持ち 

帰りでお願いします。 

プログラム販売 300 円 

白ナンバーカード 

一枚 100 円(ピン付き) 



第 39 回熊本市陸上競技選手権大会 

令和２年８月１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 



同時スタート、合同スタートについて 

必ず確認して下さい。 

以下の通りです。 

プロ NO 種目・種目 選手・所属ほか  同時・合同個所など 

25 女大学一般 200m  2 名 → 女高 200m 決勝 3･9 ﾚｰﾝへ 

26 男大学一般 200m 1 名 → 男高 200m2 組 9 ﾚｰﾝへ 

34 男大学一般 4×100mR 1 チーム → 男高 4×100mR1 組 2 ﾚｰﾝへ 

 



【トラック競技】
競技開始  　    招     集

時  刻 開始時刻 完了時刻

女 中学 １００mH 22 決勝 タイムレース１～３組 9:00 8:30 8:45

女 高校 １００mH 8 決勝 9:20 8:50 9:05

男 中学 １１０mH 5 決勝 9:30 9:00 9:15

男 高校 １１０mH 1 決勝 9:40 9:10 9:25

女 小学 １００m 73 決勝 タイムレース１～９組 9:50 9:20 9:35

男 小学 １００ｍ 64 決勝 タイムレース１～８組 10:15 9:45 10:00

男 中学 １００m 予選 タイムレース１～１０組 10:40 10:10 10:25

男 中学 １００m 予選 タイムレース１１～２０組 11:10 10:40 10:55

男 中学 １００m 予選 タイムレース２１～３０組 11:40 11:10 11:25

男 中学 １００m 予選 タイムレース３１～３９組 12:10 11:40 11:55

女 中学 １００m 予選 タイムレース１～１０組 9:00 8:30 8:45

女 中学 １００m 予選 タイムレース１１～２０組 9:30 9:00 9:15

女 中学 １００m 予選 タイムレース２１～３０組 10:00 9:30 9:45

女 中学 １００m 予選 タイムレース３１～３９組 10:30 10:00 10:15

女 高校 １００m 34 予選 タイムレース１～４組 10:55 10:25 10:40

男 高校 １００m 80 予選 タイムレース１～９組 11:05 10:35 10:50

男 大学一般 １００m 24 予選 タイムレース１～３組 11:35 11:05 11:20

女 中学 ４００m 3 決勝 12:40 12:10 12:25

女 高校 ４００m 6 決勝 12:45 12:15 12:30

男 中学 ４００m 10 決勝 タイムレース１～２組 12:50 12:20 12:35

男 高校 ４００m 21 決勝 タイムレース１～３組 13:00 12:30 12:45

男子 大学一般 ４００m 9 決勝 13:10 12:40 12:55

女 中学 ２００m 17 決勝 タイムレース１～２組 13:20 12:50 13:05

男 中学 ２００m 16 決勝 タイムレース１～２組 13:25 12:55 13:10

女 高校・大学一般 ２００m 9 決勝 13:35 13:05 13:20

男 高校・大学一般(2組へ２００m 12 決勝 13:40 13:10 13:25

女 中学 １００m 決勝 13:50 13:20 13:35

男 中学 １００m 決勝 13:50 13:20 13:35

女 高校 １００m 決勝 13:55 13:25 13:40

男 高校 １００m 決勝 13:55 13:25 13:40

女 大学一般 １００m 2 決勝 14:00 13:30 13:45

男 大学一般 １００m 決勝 14:00 13:30 13:45

女 小学 ４×１００mR 10 決勝 タイムレース１～２組 14:10 13:40 13:55

男 小学 ４×１００mR 6 決勝 14:20 13:50 14:05

女 高校 ４×１００mR 10 決勝 タイムレース１～２組 14:25 13:55 14:10

男 高校・大学一般 ４×１００mR 15 決勝 14:35 14:05 14:20

女 中学 ４×１００mR 44 決勝 タイムレース１～５組 14:45 14:15 14:30

男 中学 ４×１００mR 35 決勝 タイムレース１～４組 15:10 14:40 14:55

女 高校 ４×４００mR 5 決勝 15:30 15:00 15:15

男 高校 ４×４００mR 6 決勝 15:40 15:10 15:25

【フィールド競技】

競技開始  　    招    集

時  刻 開始時刻 完了時刻

男女 中学 走幅跳 66 決勝 9:30 8:30 9:00

女 中学高校大学一般 砲丸投 21 決勝 10:00 9:00 9:30

女 中学高校 走高跳 14 決勝 10:00 9:00 9:30

男女 小学 走幅跳 32 決勝 11:00 10:00 10:30

男 中学高校大学一般 砲丸投 20 決勝 13:00 12:00 12:30

男女 高校大学一般 走幅跳 20 決勝 13:00 12:00 12:30

男 中学高校大学一般 走高跳 13 決勝 13:30 12:30 13:00

男女 高校大学一般 三段跳 5 決勝 15:00 14:00 14:30

　は、スタジアムバック側(スタジアム後方側)のレーンを使用する。

　は、種別をまたいで同時スタート、合同スタートとする。

　　　　　　　　　　　　　　合同

13

14

8

9

22

341

11

337
12

1

39

種別

38

種          目順序

40

性別

35

競技方法

26

37

36

タイムレース１～２組　合同

5

19

7

10

18

31

27

16

28

17

2

4

人数

20

15

性別

3

6

競 技 順 序

順序 種          目 種別 競技方法

1

8

2

3

4

5

7

6

29

30

21

33

34 タイムレース１～２組　合同

32

23

24

25


	sinnpann
	cyuui
	熊本市選手権会場レイアウト
	keitai
	doujisetumei
	tt

