
 

競 技 注 意 事 項 

 

１．規則について 

本大会の競技は、2014年日本陸上競技連盟規則と本大会要項とを適用する。 

２．招集について 

① 招集場所は北ゲート出口付近（100ｍスタート地点）とする。 

② 所定の時間に遅れないようにし、点呼は必ず本人が受ける事、遅れた者の出場は認めな

い。 

③ 招集はその種目の競技開始 30分前より開始し、20分前に打ち切る。 

３．ナンバーカードについて 

① ナンバーカードは主催者で用意した物を、そのままの大きさでユニフォームの背と胸に

しっかりと固定すること。但し跳躍競技については、胸，背のどちらか片方でもよい。 

走幅跳は前面が望ましい。 

４．走路順、試技順について 

①プログラム記載順とする。 

５．競技用具について 

① 競技用具は、棒高跳用ポールを除きすべて主催者が用意した物だけが使用できる。 

②リレーに使用するマーク用テープは各チームで用意すること。 

６．フィールド競技について 

走高跳は次の高さより競技を開始する。中学男子（1ｍ35）より 5ｃｍずつ 1ｍ60以降 

3ｃｍとし、中学女子（1ｍ15）より 5ｃｍずつ 1ｍ35より 3ｃｍとする。 

走幅跳、砲丸投の競技は一人 3回とする。 

中学走幅跳は測定ラインを設ける。 

７．リレー競技について 

リレーに出場するチームは招集開始 1 時間前にオーダー用紙を競技者係に提出する。 

８．その他 

①競技場は全天候舗装であるのでスパイクのピンは９㎜以下を使用する。 

②レ－ンを使用する競技で棄権があった場合は、そのレーンを空けて競技を行う。 

③選手の変更は認めない。 

④競技中に発生した傷害、疾病については応急処置のみ本部にて行うが、以後の処置は各自

で行う。 

  ⑤貴重品や衣類の管理は各自で行い、盗難防止に留意すること。 

  ⑥ごみ類は必ず持ち帰り、競技場やその周辺の美化に努めること。 

  ⑦制限された場所への立入りを禁止する。 

⑧引率顧問の打合せを 9時 10分ダッグアウト前にて行う。 

⑨当日朝競技場内スタンド及び 2階コミュニティデッキには開門時間まで立ち入らない。 

☆ 記録証・の配布について 

○ 競技者全員に記録証を配布する。 

   

 

  



時　間 時　間

10：00 中学男子 1500ｍ 7組 10：00 中学男子 走幅跳１組　

10：50 中学女子 1500ｍ 2組
Ａピット

11：05 中学1年男子 100m 14組 H 中学男子 走幅跳２組　 18名

11：45 中学2年男子 100m 12組 H
Ｂピット

12：20 中学3年男子 100m 8組 H 10：00 中学男子 砲丸投　 9名

11：05 中学1年女子 100m 21組 Ｂ 11：00 中学女子 砲丸投　 19名

12：05 中学2年女子 100m 14組 Ｂ

12：30 中学3年女子 100m 8組 Ｂ 11：30 中学男子 棒高跳 4名

13：20 中学男子 3000ｍ 1組 11：30 中学男子 走幅跳3組　

13：35 中学男子 200ｍ 6組
Ａピット

13：55 中学女子 200ｍ 4組 中学男子 走幅跳4組　

14：10 中学男子 800ｍ 3組
Ｂピット

14：30 中学女子 800ｍ 5組

13：00 中学男子 走高跳　 13名

14：55 中学男子低学年 4×100m 2組
Ａピット

15：05 中学女子低学年 4×100m 3組 中学女子 走高跳　 19名

15：20 中学男子共通 4×100m 5組
　Ｂピット

15：45 中学女子共通 4×100m 5組

13：30 中学女子 走幅跳１組　

Ａピット

中学女子 走幅跳２組　

Ｂピット

種　　　　　目

競　　技　　時　　間

種　　　　　目

H26.6.8

ト　ラ　ッ　ク　種　目　 フ　ィ　ー　ル　ド　種　目

19名

18名

18名

29名

29名

＊100ｍ   Ｈ→ホームストレート　/　Ｂ→バックストレートで同時進行です。



競 技 役 員             Ｈ26．6．8 

 

総 務      新井経雄 

総務員      宮鍋武徳（競技運営） 高瀬宣子（庶務） 

審判長      田村 勲 

技術総務     金子謙治 

情報記録員 （主）高橋一郎 中島尚美 高橋アキ子 岩瀬恵里 山田景子 平内 夕 

霜越未和 豊島富美子 牧野真千           

アナウンサー（主）小野 久 青木雄司  

場内指令  （主）内藤一雄  

競技者係 （主）藤見清治 佐藤敏美 行橋健吉 田中勝子 

役員係  （主）宮谷和子 白林晴江 

 

風力計測員 （主）金井正人 長澤利尚 吉田敦男 藤田信幸 照井松夫 

用器具係  （主）佐藤 悟 清水靖幸 井口秀治 吉川節郎  

 

決勝審判員兼（主）手塚精司 河橋活定 﨑山英次 長 喜則 坂田 翔 中田陽士  

周回記録員  大木陽平 椎津民雄 生駒圭佑 夏井聡亮 中里 洋 篠田和也 

         宮田康宏 藤津宏亘 角田和義 中村三千男 

 

計時員  （主）伊藤信一 細田 章 棚瀬清之 山﨑久雄 茅野貴信 佐藤尚衛  

原 徹 大木 孝 小島 誠 手塚 晧 泉川和寿 小松原靖之  

有馬浩二 徳永真一郎   

   

スターター （主）独古博次 早乙女 等 関 隆史 渡辺圭介  

出発係 （主）二日市 克 猪俣 寛 隈川哲男 渡辺和彦 

 

監察員  （主）井上敦夫 大石常隆 小野瀬正博 花岡俊政 佐藤和三 菊川喜久男 

伊藤訓生 小原喜代次  

 

フィルド審判員（主）福安志泰 分目禎春 保谷 準 保谷光子 門脇祐太 田島直樹 

杉﨑角夫 倉田佳明 浦部兼延 身内三千夫 石村謙太郎  

樋川勝信 渋谷俊治 梅津秀一 村山 毅 

 

医務員 （主）清水道子  



 

 

 



 


