
第１日目 7月29日

小学生 中学生 高校・一般 小学生 中学生 高校・一般
200m 200m
800m 800m 800m 800m

110mH 400mH 100mH 100mH

4×１00mR 4×１00mR 4×１00mR 4×１00mR

走高跳 走高跳 棒高跳 棒高跳 棒高跳
三段跳 走幅跳 走幅跳

砲丸投 砲丸投 円盤投
円盤投

第２日目 7月30日

小学生 中学生 高校・一般 小学生 中学生 高校・一般
100ｍ 100ｍ 100ｍ 100ｍ

400ｍ 400ｍ 400m

1500m 5000m 1500m 1500m

棒高跳 棒高跳 棒高跳 走高跳 走高跳

走幅跳 走幅跳 三段跳

やり投 砲丸投 砲丸投

やり投

第３日目 7月31日

小学生 中学生 高校・一般 小学生 中学生 高校・一般
100ｍ 100ｍ

1000ｍ 1000m

4×１00mR 4×１00mR

走幅跳 走幅跳

令和４年（202２年）越谷市陸上競技記録会　日毎実施種目（予定）
2022/7/29 ～7/31 

男子 女子

男子 女子

男子 女子



第18回 越谷市陸上競技選手権大会要項【追加訂正版】 

（小学生の部）  
 
１ 主  催  越谷市陸上競技協会 
 
２ 日  時  202２年７月３1日（日） 雨天決行 
        開場時間 7時30分（予定） 

競技開始 トラック9時00分（予定）・フィールド9時30分（予定） 
 
３ 場  所  越谷市しらこばと運動公園競技場 048－971－3232 
 
４ 出場制限  団体単位で申し込むこと。個人申込みは受け付けません。 

（１）1人2種目（ただしリレーを除く。） 
        （２）顧問、引率のコーチの方は、必ず大会運営役員にご協力ください。 
          （申込一覧表の下の所定欄にご入力ください。） 
          ※入力のない場合、受付できません。 
 
５ 種  目 

男   子 女   子 
100ｍ 1000ｍ 走幅跳 4×100ｍR 
棒高跳(競技日は７月30日) 

100ｍ 1000ｍ 走幅跳 4×100ｍR 
棒高跳(競技日は７月29日) 

 
６ 参 加 料  1種目1名につき、500円 
        リレー１チームにつき、1,000円 
 
７ 申込期間  202２年7月８日（金）～７月１５日（金）18時必着  

それ以降の申込みは受付られません。 
 
８ 申込方法   ①申込シートを埼玉陸上競技協会のホームページからダウンロードし、作成後      

添付ファイルで、下記のアドレスに送付してください。 
          ②件名を「団体名＋越谷市陸上競技選手権」とし、責任者の方の連絡先電 

話を記入して下さい。石橋利之メールアドレス(toshi5502602@yahoo.co.jp)メ 
ール受信後に、受信確認のメールを返信します。この返信メールにより申込み完了 
となりますので、必ずご確認願います。（自動返信ではありませんので多少の時間差 
が出ます。ご了承ください。） 

③別紙１「参加同意書」各団体で1枚当日受付に提出してください。 
別表２「大会前体調管理チェックシート」は責任者（顧問）が当日集めて保管。 
未成年の参加の場合は、保護者が保管。 

④別表３「大会後体調管理チェックシート」は、大会終了後各自記入保管。 
なお、申し込み人数の関係で、申し込みを受け付けない場合もあります。 
埼玉陸上競技協会ホームページに申込みシートを掲載いたします。 

 
９ 参加料振込先  埼玉りそな銀行越谷支店  普通口座  口座番号 3517436 
                口座名義  越谷市陸上競技協会 会長 荒井 秀雄 
         ※上記口座に規定の参加料を、7 月１５日（金）午前中までに振り込んでください。 
          参加者の最終確認のため、参加料の振込みが確認できない場合は、参加を認めない 

ことがあります。 
なお、振込みの際は、団体単位で参加するので団体名で振り込んでください。 

 
10 コロナ対策について 
    ５月の当協会主催の「陸上競技記録会」は、皆様のご協力により、無事に開催することができまし

た。ただ、今大会も厳しいコロナ禍で行う大会となります。今まで以上の感染症拡大防止対策も含め
て、大会運営では想定していない対策・費用も必要となっております。リストバンド等による入場制
限を実施します。 
今回も準備段階から大会開催に当たって、しらこばと競技場職員や競技役員のみならず、全ての大

会関係者のご協力により、開催できることになりました。しかし、出場制限だけでなく、当日もこの
要項にない注意や様々なトラブルなどでご不便をおかけすることと思います。 
多くの皆様に感謝すると同時に、記録会が無事に競技進行できるように、下記についても、必ずご

協力ください。場合によっては、入場制限や退場を求めることがありますのでご理解ください。 
(１) 別紙１「参加同意書」（各団体代表が1部）当日受付にて提出してください。 



(２) 別表２「大会前体調管理チェックシート」（参加者全員分）は、当日に責任者（顧問）が集めて
保管ください。 

(３) 別表３「大会後体調管理チェックシート」は、大会終了後各自記入保管ください。 
(４) 競技場職員・競技役員・コロナ対策役員の注意・指導等を守り、必ず対応をお願いします。 
(５) 大会当日の競技開始後に体調の異変を感じた時は、顧問等に報告し退場すること。 
(６) 競技中を除き、必ずマスクを着用してください。 
(７) 密接しての会話を控えて、大声や集団応援は禁止とします。 
(８) 競技場内には、競技者、役員、補助員のみの入場とします(保護者・応援は入場できません)。 

(９) 観客席は、密にならない対策・制限を行い、記録・ビデオ撮影等の目的に限定します。また、開
催当日の埼玉県内のコロナ感染症患者数や大会参加団体・人数の状況により、各団体にリストバ
ンドを配布して入場制限（各団体数名程度）を行う予定です。その際に、ゲートにて入退場管理
を行いますので、ご協力ください。なお、開催当日の感染状況によっては、観客席の使用不可と
なることもご了承ください。 

  (10)テントの設置場所は、競技場芝生席・第二競技場内フェンス際に限定します。 

また、風等によるテントの転倒・吹飛ばしから、怪我人が発生しております。必ず固定具等の 
防止策を行ってください。 

(11)各自・団体で、手指消毒用の消毒液や布・ペーパー等の感染症拡大防止品をご用意ください。 
また、使用済みのゴミ等についても管理し、お持ち帰りください。 

 
11 そ の 他 
  (1)正式な競技日程については、別途メールで送信する。 

なお、編成上の事情により前日までに送信できない場合もあるが主催者はその責任を負いません。 
  (2)申込書類に記入漏れ等あったときは、参加を認めないことがあります。また、申込み後の参加料は、 

返金いたしません。 
  (3)プログラムは、１団体につき１部とする。それ以外は、購入となります。 
  (4)ナンバーカードは各クラブ・各自の登録番号とし、各自用意すること。 

（1000mは主催者で用意する。ただし、安全ピンは各自で用意すること。） 
(5) 申込期限前に定員となった場合は、申込み受付できない場合もある。 

  (6) 競技中の怪我等の応急処置は主催者で行うが、以降の責任は参加者にあるものとする。 
  (7) スポーツ障害保険等には各自で加入すること。 
   (8) 各種目1位・2位・3位には賞状を授与する。 

(9) 大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利 
用することはありません。 

 (10)引率の先生・コーチの方は当日の大会運営役員にご協力ください。参加申込書に欄を設けますの 
で、ご記入をお願いします。 

 (11) 競技場内にゴミ箱は設置しませんので、持ち込んだゴミは各自（団体）でお持ち帰り願います。 
 
12 問合せ先  （申込み）石橋 090－3201－4107 

（その他）高橋 090－2203－1073 



第１８回 越谷市陸上競技選手権大会要項 【改訂版②】 
 
１ 主  催  越谷市陸上競技協会 
２ 共  催  埼玉陸上競技協会 
３ 日  時  202２年７月２９日（金）、７月３０日（土） 雨天決行 

         開場時間 7時00分（予定） 
         競技開始 トラック8時30分（予定）・フィールド9時競技開始（予定） 
４ 場  所  越谷市しらこばと運動公園競技場 048－971－3232 
５ 資  格  202２年度日本陸上競技連盟登録者 
６ 出場制限  1人2種目（ただしリレーを除く。） 
７ 種  目 

 男   子 女   子 

中学生 
100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 
110ｍH 4×100ｍR 走高跳 棒高跳 
走幅跳 砲丸投 

100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ  
100ｍH 4×100ｍR 走高跳 棒高跳 
走幅跳 砲丸投 

高校生 
一 般 

100ｍ 400ｍ 800ｍ 5000ｍ 
400mH 4×100ｍR 走高跳 棒高跳 
走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 やり投 

100ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 
100ｍH 4×100ｍR 走高跳 棒高跳 
走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 やり投 

８ 参 加 料  1種目1名につき、一般1,000円・高校生800円・中学生600円 
         リレー１チームにつき、1,500円 
９ 申込期間  202２年7月８日（金）～１５日（金）18時必着  

それ以降の申込みは受付られません。 
10 申込方法  ①申込シートを埼玉陸上競技協会のホームページからダウンロードし、作成後      

添付ファイルで、下記のアドレスに送付してください。 

          ②件名を「団体名(個人名)＋越谷市陸上競技選手権」とし、責任者の方の連絡先電 
話を記入して下さい。石橋利之メールアドレス(toshi5502602@yahoo.co.jp)メ 
ール受信後に、受信確認のメールを返信します。この返信メールにより申込み完了 
となりますので、必ずご確認願います。（自動返信ではありませんので多少の時間差 
が出ます。ご了承ください。） 

③別表１「参加同意書」各団体で 1 枚当日受付に提出（個人参加も同様）して下さい。 
別表２「大会前体調管理チェックシート」は責任者（顧問）が当日集めて保管。 
未成年個人参加の場合は、保護者が保管。 

④別表３「大会後体調管理チェックシート」は、大会終了後各自記入保管。 
なお、申し込み人数の関係で、申し込みを受け付けない場合もあります。 
埼玉陸上競技協会ホームページに申込みシートを掲載いたします。 

 
11 参加料振込先  埼玉りそな銀行越谷支店  普通口座  口座番号 3517436 
                口座名義  越谷市陸上競技協会 会長 荒井 秀雄 

※上記口座に規定の参加料を、7月1５日（金）午前中までに振り込んでください。 
        参加者の最終確認のため、参加料の振込みが確認できない場合は、参加を認めないこと 

があります。 
なお、振込みの際は、学校単位・団体単位で参加する場合は学校名・団体名で、個人
単位で参加する場合は個人名で振り込んでください。 

12 そ の 他 （新型コロナウイルス感染予防対策として「参加同意書」記載内容を遵守） 
(1)正式な競技日程については、埼玉陸上競技協会のホームページに掲載する。 

なお、編成上の事情により前日までに掲載できない場合もあるが主催者はその責任を負いません。 
  (2)申込書類に記入漏れ等あったときは、参加を認めないことがあります。また、申込み後の参加料は、 

返金いたしません。 
  (3)プログラムは、１校・１団体につき１部とする。それ以外は、購入となります。 
  (4)ナンバーカードは各学校・各自の登録番号とし、各自用意すること。 
   （5000ｍは主催者で用意する。ただし、安全ピンは各自で用意すること。） 
   なお、腰ゼッケン（800ｍ 1500ｍ 5000m）は、主催者にて、用意します。 

(5)申込期限前に定員となった場合は、申込み受付できない場合もある。 

  (6)競技中の怪我等の応急処置は主催者で行うが、以降の責任は参加者にあるものとする。 
  (7)スポーツ障害保険等には各自で加入すること。 
  (8)各部門とも１位・２位・３位には賞状を授与する。 

なお、高校生・一般については、男子砲丸投のみ部門分けをし、それ以外の種目については、同一
部門とする。 

(9)大会参加に際して提供される個人情報は、本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用 



することはありません。 
  (10)引率の先生方は当日の大会運営役員にご協力ください。参加申込書に欄を設けますので、ご記入 
    をお願いします。 
  (11) 競技場内にゴミ箱は設置しませんので、持ち込んだゴミは各自（団体）でお持ち帰り願います。 
13 問合せ先  （申込み）石橋 090－3201－4107 

（その他）高橋 090－2203－1073 


