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あ 足留材 ピン３本付 ２台 て 手旗 赤・白2本1組 30組 ふ 笛 ポリス笛 2個

足拭マット シュロマット １枚 テント 270ｃｍ×360ｃｍ3坪 2張 〃 コンビ笛 2個

う 雨天記録用プラスチックカバー アクリル製 ６個 と 投てき距離標識 砲丸用 1組 吹流し 8本

え 演台 １台 　　　　〃 円盤・ハンマー・槍用 1組 踏切板標識 鉄筋脚付 2組

円盤・ハンマー兼用サークル １組 トンボ 木製 3本 へ ペッグ(槍・円盤・ハンマー用） 丸型バネ付 40本

円盤　男用 スーパー ２個 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾎﾞｰﾙ男子(低学年用)300g ゴム製 3個 ペッグ(砲丸用） 40本

　〃 　女用 スーパー ２個 　　　　　〃　 　女子   　　　 　  250ｇゴム製 3個 ほ 砲丸 ７ｋｇ２６０ （一般男子） 手鋳物 3個

　〃 　男子用 木製ホーローウッド ２個 は パイプ椅子 50脚 　〃　 ５ｋｇ４４３ (高校男子） 手鋳物 3個

　〃 　女子用 木製ホーローウッド ２個 ハードル 一般型 80台 　〃　 ４ｋｇ　　　 (女子） 手鋳物 3個

　〃 　ジュニア スーパー ２個 　　　〃　　　運搬車 1台８個積 10台 　〃　 ２ｋｇ７２１ (中学女子） 手鋳物 4個

　〃 　ジュニア 木製ホーローウッド ２個 白色接着テープ 若干 　〃　 ７ｋｇ２６０ (一般男子） 砲金鋳物 1個

お オープン・ラップ・コーナ用旗 ９本 バケツ 10個 　〃　 ５ｋｇ４４３ (高校男子） 砲金鋳物 1個

温度計 デジタル式 １個 旗 国旗・市旗1組 1組 　〃　 ４ｋｇ　　　 (女子） 砲金鋳物 1個

か カラーコーン 赤色 50個 走高跳用運搬車 1台 ほうき 3本

観察員用腰掛 エバニュー 10脚 　　　〃　 高度計 １．４～２．５Ｍ計測 1本 棒高跳用運搬車 2台

観察マーク(ダッシュマーク） 黄色　直径７０ｍｍ 30個 　　　〃　 支柱及びバー止め １．０～２，６Ｍ計測 1台 　　　　〃 高度計 ２．１～６，０M計測 1本

き 気圧計 温度表示付 １個 　　　〃   マット 雨天カバー付 1組 　　　　〃 支柱及びバー止め ２．５～６．０M計測 1台

吸水ローラー ２台 　　　〃   バー グラスファイバー4.0Ｍ 7本 　　　　〃 マット 雨天カバー、スタンドカバー 1組

競歩警告用円板 軽金属直径150ｍｍ ５本 走幅跳用計測器 1台 　　　　〃 バー グラスファイバー4,5M 6本

け 警告カード 赤・黄2枚1組 ２組 　　　〃　　　　 ピン 2本 　　　　〃 バー上げ器 2本1組 1組

決勝線審判台 兼用２５シート １台 走幅跳・三段跳一式 踏切板・ゴム版・板・ジャッキ等 8組 ま 巻尺(鋼製）　　　　　　　３０ｍ 巾15㎜、厚0,25㎜ 3個

決勝柱 ２本１組 １組 　　　　〃　　   　距離標識 1台 　〃 (鋼製）　　　　　　　５０ｍ 巾15㎜、厚0,25㎜ 2個

　 〃　 毛糸巻取器 ３点１組 １組 バトン 白・赤・黄・青・ジュラルミン製 18本 　〃 (鋼製）　　　　　　１００ｍ 巾15㎜、厚0,25㎜ 1個

こ コースナンバー標識 １コース～８コース １組 パラソル 小川テント製 3本 　〃 (ナイロン製）　   １００ｍ エバニュー 1個

コースロープ ４mm×２００ｍ １巻 ハンドマイク サイレン付 4台 み 水取りゴムブラシ 5台

さ ３０００M障害移動障害物 ４台１組 １組 ハンドル 旗揚げ下げ用 3個 め メガホン ビニール製 4個

し 湿度計 １個 ハンマー　７ｋｇ２６０ エバニュー 3本 や 役員席用机 1800㎜*700㎜*600㎜ 10台

周回表示器 鐘付ﾍﾞﾙｸﾞ板両面使用 １台 　　〃　　　 ６ｋｇ３５１ｋｇ エバニュー 3本 槍　 男子用 スーパー2本・ロング4本 6本

出発合図用黒板 アルミ製 ２本 ひ ピストル 単発 4丁 〃　 女子用 スーパー2本・ロング4本 6本

出発係小旗 赤・黄２本１組 ２組 表彰台 1位～3位1組 1組 〃   男用 ミデアム 2本

１０ｋｇ以上の自動天秤 １台 ふ ファール判定ゴム板 5枚 〃　 女用 ミデアム 2本

   〃　衝器 １台 　　　〃　　 　粘土板及び粘土 3枚 用箋狭 5個

状差し ３個 フィールド競技記録員小机 600㎜*450㎜*750mm 5台 ライン引器 SP製 4台

す スコップ ５丁 　　　〃　　　　 成績表示器 差替式　　ベルグ数字 1台 リボンロッド　　　　　　　３０ｍ ケース付　砲丸用 1個

スターター台 アルミ製２台１組 ２組 　　　〃　　　　 選手用距離表示 一般用　　∧型 100個 　　〃　　　　　　　　　　 ５０ｍ ケース付　跳躍用 1個

スターティングブロック 16台 　　　〃　　　　 選手用距離表示 走高跳用コイン型 100個 　　〃　　　　　　　　　 １００ｍ ケース付 槍・ハンマー用 2個

ストップウォッチ ラップ用 1個 フィールド用ビニールテープ 白 100m 巻取器付 4台 リボンロッド止金具 全天候用 80個

　  　〃　　　　　 １/１００ デジタルTYX018 18個 　　　　　　　　　〃 赤 100m 巻取器付 1台 　　　　〃 フィールド用 150個

スパイクピンゲージ ４・６・９・１２ｍｍ用 5個 　　　　　　　　　〃 黄 100m 巻取器付 ２台 レーキ 鉄製 3本

せ 宣誓台 1台 風向風速計 中浅式 ２台 ロープピン 60本

選手用長椅子 1800㎜×350㎜300㎜ 25脚 　　　〃 デジタル式 1台

ち 抽選器 １～１８数字彫刻入 1組 風速計測用カーブ標識旗 2本1組 1組
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