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加藤　　大作（山　田） 河野　　貴之（大　沢） 佐藤　　寛幸（仙　陸）

周回記録員 高橋　　　功（仙　陸） 太田       恵（仙　陸） 齋藤　　俊雄（仙　陸） 本多　　由美（仙・第一）

風力計測員 熊谷　　良子（仙　陸） 菅原　　信弥（仙・長町） 岡田　　嶺一（仙　陸） 石渡　　雅子（仙　陸）
太田　　幸恵（仙　陸） 鈴木　　朝美（仙　陸） 鈴木　　華凛（仙　陸） 森　　　順平（仙・長町）

米澤　　光也（白百合） 松田　　彬宏（八　軒） 下田　　榛乃（八　軒） 菊池　真喜子（中　田）
丹野　　裕介（中　田）

ウォームアップ場 加藤　　宏介（仙・沖野） 岡本　　一志（仙・富沢） 佐藤　　実和（桜　丘） 佐々木　　建（松　陵）

村松　　徹也（仙　陸） 阿部　　鉄平（仙・高森） 須貝　　光（仙　陸）

マーシャル 武田　　貴子(仙　陸）

千坂　　弘樹（北仙台） 増井　　香（上杉山） 菅原　　由美（錦ヶ丘）

医務員 善積　　亜希子

加藤　　綾惟（尚　絅）
水間　　智美（根白石） 外舘　　恵美（五　橋）

競技者係 久慈　　由太（仙・向陽台）

小野　　修平（仙・郡山） 加藤　　徳明（仙・岩切）

坂田　　　啓（仙・中山） 鈴木　　幸雄（仙　陸） 吉野　　　煕（仙・第一） 野地　　和美（利・高森）

番組編成員 河崎　和恵（仙・南光台）

写真判定員 山田　　　信（仙　陸） 藤原　　健良（仙　陸） 西村　　正勝（仙　陸） 菊地　　　篤（仙　陸）

記録・情報 茂木　　裕介（仙・寺岡） 尾形　　隆寛（仙　陸） 鈴木　　愛子（仙・袋原） 伊丹　　幸治（仙・西多賀）

松岡　　節夫（仙　陸） 千田　　文彦（仙　陸） 氏田　　元治（仙・七北田） 大橋　　遥介（仙・蒲町）

スターター 佐藤　　憲行（仙・山田） 齋藤　　弘明（仙・将監） 菅原　　友紀（仙・蒲町）亀卦川章太郎（仙・仙台二）

狩野　亜沙子（仙・郡山） 小松　　　涼（仙・岩切）

澁谷　　和弘（五　城） 天野　　洋子（柳　生） 増田　　政彦（六　郷） 渡辺　　洋平（青　陵）
藤原　　祐二（　館　）

桑原　　拓巳（仙　陸） 赤間　　祐太（仙　陸）
大久　　貴子（仙　陸） 遠藤　まどか（仙・宮学）

出発係

アナウンサー 小林　　好美（仙　陸） 上田　　祐子（仙・向陽台） 相馬　安希子（仙・将監） 狩野　　千聡（仙　陸）

トラック審判長 青木　　勝彦(仙･西山) 藤島　　秀一(仙　陸)
フィールド審判長 野﨑　　勝也(仙･宮城野) 鈴木　　省三(仙　陸)
スタート審判長 今野　　恒徳(仙･柳生) 八島　　　久(仙　陸)

保角　　博行（仙　陸）兼務

ジュリー 山本　　　仁（仙　陸） 針生　　　聡（仙　陸） 小野　　　寛（仙　陸） 三浦　　弘則（仙　陸）

技術総務 鈴木　　　茂（仙　陸） 佐々木　　方明（仙　陸）

総務員 三浦　　惇子（仙　陸） 江刺　　善之（仙　陸） 渋谷　　武彦（仙　陸） 保角　　博行（仙　陸）
小笠原　　豪（仙・鶴が丘）

総務 菅原　　利真（仙・八乙女） 小林　智美雄（仙　陸）

渡部　　　一 坂田　　　啓 亀卦川章太郎 砂澤　智奈美
狩野　亜沙子

佐藤　　憲行 伊丹　　幸治 岩舘　　由美 三浦　　　歩
小野　　修平 久慈　　由太 赤間　　敬子 渡辺　　　　　聡

色摩 　 理好 鈴木　  理子 青木　  義行 茂木　　裕介
鈴木　　愛子

委 員 長 菅原　　利真
青木 　 勝彦 野﨑　　勝也 今野　　恒徳 小笠原　　豪

令和４年度　仙台市中学校新人陸上競技大会

部 会 長 菊地　　淳

鈴木　　理子（仙・七郷）兼務

参　　与 山本　　　仁 三浦  　惇子 渡部　　  馥 小野　　　寛

小林　　好美 江刺　　善之

副部会長 熊谷　　祐晃 齋藤　健造 太田　博文
顧　　問 針生　　  聡
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１日目 後日決定
２日目 後日決定

◎

１０：００～１１：３０　　,　１３：４５～１４：３０
１１：３０～１３：００　　,　１４：３０～最終競技開始までC

A 　８：３０～１０：００　　,　１３：００～１３：４５
B

＜第4ゲート＞ ※ウォームアップ場係で対応

＜第1ゲート＞ 斉藤　　　学（五橋） 中鉢　　克之（上杉山） 柴田　　憲和（八軒）

＜スタンド出入口＞
※100mゴール側

佐々木　真鈴（東仙台） 菅井　　友裕（五城） 菊池　皓大（八乙女）

南羽　拓海（長命ヶ丘） 佐々木　悠（南小泉） 加藤　優宣（根白石）

駐車場係 渡部　　一（仙・南小泉）

入場チェック係

A B C

（養護教諭）
救護係

感染症対策チーム 今野　恒徳（仙・柳生） 色摩　理好（仙・中野） 渡辺　　聡（仙・沖野）

庶務 渡部　　一（仙・南小泉） 渡辺　　聡（仙・沖野）

報道係 菊地　　政美（仙　陸）兼務

役員係 菊地　　政美（仙　陸） 渡部　　定男（仙　陸） 三浦　　良晃（仙　陸） 玉槻　　　充（袋　原）

佐々木　　亮（台　原） 武藤　　美和（台　原） 高崎　　大輝（南中山）

表彰係 鈴木　　理子（仙・七郷） 石原　　幸子（青　陵） 遠藤　　沙織（茂庭台）

投てき審判員 金澤　　裕樹（仙　陸） 針生　　　真（仙　陸） 後藤　　実穂（仙　陸） 狩野      聡(仙　陸)
佐藤　 浩基（仙　陸） 岩舘　　由美（仙・附属） 草野　　有希（仙・長町） 佐々木　幸一（仙・宮城野）

晴山　　　純（仙・東華） 遠藤　　園子（利・二華） 砂澤　智奈美（柴・富沢） 品田　　大樹（仙・西多賀）
古河　　亮介（仙・錦ヶ丘） 石倉　　広尚（仙・中野） 佐藤　　　譲（広　瀬） 下浅　　雄大（秀　光）

河崎　　幸蔵（仙　陸） 佐藤　ゆかり（利　陸） 高橋 　照雄（石　陸） 高橋 　　賢（石　陸）
山崎　　和男（石　陸） 村松　　満枝（石　陸） 三浦　　　歩（仙・八木山） 赤間　　敬子（仙・高砂）

跳躍審判員 大塚　　政孝（仙　陸） 江刺　　敬子（仙　陸） 松木　　　寛（仙　陸） 桑島  　幸毅（仙　陸）

須田　　圭紀（東北学院） 黒澤　　　巧（加　茂） 伊藤　　敬哉（大沢） 清水　　智則（ウルスラ）
三上　　大靖（愛　宕） 小畑　　達哉（加　茂） 虎口　　真斗（折　立） 相澤　　健次（田　子）

木村　    敏（仙　陸） 
永野　 英明（仙　陸） 勝又　　悠太（折　立） 小松　　真也（七　郷） 小山　　尚美（七　郷）

用器具係 早坂　　　明（仙　陸） 澤田　　　募（仙　陸） 伊東　　　 実（名　陸）

鈴木　　将志（仙・中田） 伊藤　　祐輔（三　条） 大下　　順也（南中山） 志賀　　雄一（蒲　町）
及川　　　基（東仙台）

庄司　　一郎（仙　陸）
松山　　正樹（仙　陸） 半澤　　邦広（仙　陸） 三浦　　　智（仙　陸） 佐藤　　達雄（仙　陸）

監察員 渡部　　　馥（仙　陸） 及川　　信一（仙　陸） 千葉　　勝志（仙　陸）

青木　　義行（仙・寺岡）


