
競技日程表 7月27日 (水)

トラック競技

順序 開始時間 招集時間 競技名 競技場所 ラウンド 組数 着取＋α

1 09:30 09:15  女子1500m トラック ﾀｲﾑﾚｰｽ 2

2 09:50 09:35  男子1500m(1～3組)

10:15 10:00  男子1500m(4～6組)

3 10:40 10:25  女子800m(1～3組)

11:00 10:45  女子800m(4～5組)

4 11:15 11:00  男子800m(1～3組)

11:30 11:15  男子800m(4～5組)

5 11:45 11:30 小学女子100m トラック ﾀｲﾑﾚｰｽ 3

6 11:55 11:40 小学男子100m トラック ﾀｲﾑﾚｰｽ 4

7 12:10 11:55  女子100m(1～6組)

12:25 12:10  女子100m(7～12組)

12:40 12:25  女子100m(13～14組)

8 12:50 12:35  男子100m(1～6組)

13:05 12:50  男子100m(7～12組)

13:20 13:05  男子100m(13～18組)

13:35 13:20  男子100m(19～24組)

13:50 13:35  男子100m(24～30組)

14:05 13:50  男子100m(31～35組)

9 14:20 14:05  女子400m(1～2組)

14:30 14:15  女子400m(3～4組)

10 14:40 14:25  男子400m(1～3組)

14:55 14:40  男子400m(4～6組)

11 15:10 14:55 中学女子100mH(0.762m) トラック ﾀｲﾑﾚｰｽ 2

12 15:20 15:05 一般女子100mH(0.838m) トラック ﾀｲﾑﾚｰｽ 2

13 15:30 15:15 中学男子110mH(0.914m) トラック 決　勝 1

14 15:35 15:20 一般男子110mH(1.067m) トラック 決　勝 1

15 15:45 15:30 小学女子4X100mR トラック 決　勝 1

16 15:50 15:35 小学男子4X100mR トラック 決　勝 1

17 15:55 15:40  女子4X100mR トラック ﾀｲﾑﾚｰｽ 2

18 16:05 15:50  男子4X100mR トラック ﾀｲﾑﾚｰｽ 3

跳躍競技

順序 開始時間 招集時間 競技名 競技場所 ラウンド 組数 通過記録

1 09:30 09:00 小学男子低学年走幅跳 トラック内側 決　勝 1

2 09:30 09:00 小学女子低学年走幅跳 トラック内側 決　勝 1

3 09:30 08:50 小学男子高学年走幅跳 メイン 決　勝 1

4 09:30 08:50 小学女子高学年走幅跳 メイン 決　勝 1

5 10:00 09:20  女子走高跳 Aゾーン 決　勝 1

6 10:30 09:50  男子走幅跳 メイン 決　勝 1

7 13:30 12:50  女子走幅跳 メイン 決　勝 1

8 13:30 12:50  男子走高跳 Aゾーン 決　勝 1

投てき競技

順序 開始時間 招集時間 競技名 競技場所 ラウンド 組数 通過記録

3 10:00 09:20 一般男子砲丸投(7.260kg) Bゾーン 決　勝 1

4 10:00 09:20 高校男子砲丸投(6.000kg) Bゾーン 決　勝 1

5 10:00 09:20 中学男子砲丸投(5.000kg) Bゾーン 決　勝 1

6 10:00 09:20 一般女子砲丸投(4.000kg) Bゾーン 決　勝 1

7 10:00 09:20 中学女子砲丸投(2.721kg) Bゾーン 決　勝 1
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競技注意事項 

１ 規 則 

 本大会は、2022 年度(財)日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会申し合わせ事項によって行

う。但し、競技運営、施設等の条件により、代表者の話し合いによって変更することもある。 

２ 競技場及び練習会場 

（１）主競技場の競走路及び助走路は全天候型である。スパイクピンの長さは９mm 以内とする。

また、スパイクピンは先端近くで、少なくとも長さの半分は４mm 四方の定規に適合するよ

うなものとする。 

（２）ウォーミングアップは外周・サブトラック、またはバックストレートで行う。（競技に支障

のない範囲で行うこと） 

（３）ベンチや召集時、ウォーミングアップ時など、出来るだけマスクを使用すること。 

３ 招 集 

 招集時間・・・・トラック競技 15 分前完了 招集場所は現地 

                 フィールド競技 40 分前完了 招集場所は現地 

         ※小学生低学年の走幅跳のみ 30 分前完了 招集場所は現地 

４ アスリートビブス 

（１）アスリートビブスは胸と背に一枚ずつ確実につけること。アスリートビブスの大きさ、数

字の大きさ、太さは基準を満たしたものを各団体で作成し使用すること。ただし、走高跳、

走幅跳に出場する競技者は胸または背に一枚つけるだけでよい。 

（２）腰ゼッケンは 800m 以上の距離の種目で使用し、主催者側で準備します。 

返却の必要はありません。 

配布時間・場所は８時より器具倉庫（１００ｍゴール付近）を予定しています。 

５ 競技について  

（１）トラック競技では、すべて写真判定装置を使用する。 

（２）競技規則１６２条７により、不正スタートをした競技者は１回で失格とする。 

（３）スターターの合図は小学生も含めすべて英語とする。 

６ 競技用具 

（１）砲丸は原則として競技場備え付けのものを使用する。 

（２）スターティングブロックは主催者側で用意したものを使用する。 

７ 受付について 

（１）当日の受付時間は７時半から 10 時になります。 

参加一覧の提出も 10 時までにお願いします。 



８ コロナ感染症対策について 

（１） 本大会は有観客で実施しますが、検温・消毒等新型コロナウィルス感染防止対策を徹底し、

体調不良者は出場・観戦をお控えください。 

（２） 選手は正面玄関から入場、８時以降は１１ゲート（１００ｍのスタート）と４ゲート（１

００ｍゴール）も使用可、観客の方については９時より正面玄関にて検温・消毒・氏名、

連絡先記入の上、リストバンドをつけてスタンドへ、小学生の保護者につきましては各チ

ームで保護者名簿一覧を作成の上、ご提出ください。 

（３） 芝生スタンドについては制限を設けませんが、３密防止の徹底にご協力ください。 

（４） 別紙２【大会前・大会中／提出用】を各チーム（学校）単位で回収し、健康状態を把握し

てください。各チーム（学校）責任者は、別紙３「宣誓書」を記入し、大会日毎に受付に

提出してください。別紙２は各チーム（学校）で１ヶ月間保存し、のちに廃棄した証を記

録してください。 

（５） 競技役員は別紙２を大会当日役員受付に提出してください。    

（６） 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。 

（７） 競技中を除き、必ずマスクを着用してください。     

（８） 各チームでプログラムに記載のない者（マネージャー・付添・コーチ・保護者等）の名簿

一覧を書式は問わないので、作成の上、当日受付に提出してください 

（９） 感染防止の観点から、競技（観戦）が終了次第すみやかにご退場ください 

（10） 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） 各様式は、埼玉陸協ホームページの「陸上競技大会再開のガイダンス説明」にあります。 

９ その他 

（１）競技日程は大会 3 日前までに埼玉陸上競技会の HP にアップする。 

（２）競技の進行には積極的に協力する。 

（３）貴重品は各自、各団体で責任を持って保管し、盗難・紛失などに十分注意をすること。 

（４）組数等によりプログラムを変更する場合もある。 

（５）大会出場中の映像、写真、記事、新聞、雑誌、インターネット等の掲載権は主催者に属す

る。 

（６）公園内につき火気厳禁、たばこは決められた場所でお願いします。 

（７）ゴミの処理は各自責任をもって行う。持ち帰りにご協力ください。 

（８）競技場内の集会室は、役員以外出入り禁止。 

（９）大会参加に際して提供される個人情報は本記録会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）競技中の負傷について応急処置は主催者で行いますが、以降の責任は参加者にあるものと

します。 

(11) 当日の開場時間等は以下の通りとする。  

開 場   ７：３０  受 付   ７：３０～１０：００   

役員打合 ８：００ 



大会会長 菅原和浩（蓮田陸協会長）

総務員 斎藤宰（蓮田陸協）

審判長 武井勉（西武文理高）

競技進行 細谷俊（蓮田陸協）

アナウンサー ◎ 近藤純枝（蓮田陸協） 臼倉誠（武南高）

記録員 ◎ 横山啓太（蓮田陸協） 坂内孝弥（滑川総合高） 竹内裕二（川口北高）

医務 ◎ 山田真由美（川口北高）

選手受付 ◎ 染谷来美 遠藤昂大

風力計測 ◎ 田中慎也（上尾南高） 渡辺剣士(上尾南高) 野沢昭人（浅羽根中）

用具 ◎ 宮川亜希子(蓮田陸協） 橋立啓佑（熊谷三尻中） 曽根新（熊谷三尻中）

写真判定 ◎ 大表良徳（蓮田陸協） 粟倉孝久（蓮田陸協） 笛木伸也（いずみ高）

醍醐光昭（新座第六中） 酒巻栄(埼玉陸協) 塩原勉(埼玉陸協)

保科征男(埼玉陸協)

監察 ◎ 岩﨑健（越谷西高） 川鍋輝晃（大宮東高） 神田朝日（西武台高）
山本竜也（志木高） 渡邊高志（志木高） 関口浩（葛飾中）
小泉玲泉（葛飾中） 田中一樹（越谷東高） 竹内裕介(熊谷冨士見中)

スターター ◎ 中村操（蓮田陸協） 中山勝秀（大宮武蔵野） 小縣良平（浦和一女高）

川崎知美（大宮東高） 香取隆介（立教新座高） 山中啓資（内谷中）

栗原忠昭（熊谷女子高）

出発 ◎ 古橋紀久（越総技高） 佐藤欣紀（植竹中） 川田瑠偉(鷲宮高)

廣瀬駿（上尾中） 渡井智裕（内谷中） 鈴木翔大(鷲宮高)

塚田拓浩(南稜高) 斉藤幸太(Bloom PJT)														 上田真未耶(栗橋東中)

周回・決勝 ◎ 勝谷徳仁（久喜北陽高） 清水誉浩（久喜北陽高） 堀川広恵（鶴ヶ島西中）
柴田智大（蓮田南中） 矢作杏美（瓦葺中） 髙橋秀夫(友誠館)

跳躍 ◎ 児玉隆弘（蓮田陸協） 根本彩花(蓮田陸協) 小船和夢(蓮田陸協)

平間あずさ(蓮田陸協) 安部詩音（蓮田松韻高） 鎌田智之（S＆K）

横山翔(国際学院高)

投擲 ◎ 碓井崇（蓮田陸協） 米川美樹（西武台高) 齋藤淳平（熊谷冨士見中）

栗原渉（越谷西高） 細田清(鷲宮高) 渡邉亮(蓮田松韻高)

ゼッケン ◎ 小林遥香(蓮田陸協)

記録証発行 ◎ 木村正義(蓮田陸協)

庶務係 ◎ 細谷俊(蓮田陸協)

越谷西 周回記録 久喜北陽
鷲宮 記録 蓮田南中　蓮田平野中

国際学院 医務 川口北
武南・蓮田松韻 用器具 内谷中

越谷西 風力・風速 上尾南
大宮東 写真判定 蓮田南中　蓮田平野中

越谷総合技術 ゼッケン 越谷西
各ゲート観察 蓮田ジュニア

２０２２蓮田市夏季記録会

総務・庶務

補助員分担表

競技役員

決勝・計時
跳躍
投擲
観察

スターター
出発




