
平成２９年度　熊谷市春季陸上競技記録会

＜トラック＞
　No 性別   　種別 　　種目 組 　競技開始時刻

1 男 共通 200M 10組 8:45
2 女 共通 200M 7組 9:15
3 男 高校・一般 110MH 4組 9:40
4 男 中学 110MH 4組 10:05
5 女 高校・一般 100MH 4組 10:30
6 女 中学 100MH 5組 10:55
7 男 共通 100M 41組 11:20
8 女 共通 100M 23組 13:25
9 男 共通 400M 16組 14:35

10 女 高校・一般 400M 6組 15:40
11 女 共通 800M 13組 16:05
12 男 共通 800M 18組 17:10

＜跳躍＞
　No 性別   　種別 　　種目 ピット 　競技開始時刻

1 男 中/高・一般 走高跳 Ａ 9:00
2 女 中学 走幅跳 9:00
3 女 高校・一般 走幅跳 11:30
4 女 中/高校・一般 走高跳 Ａ 13:30
5 男 中学 走幅跳 13:00
6 男 高校・一般 走幅跳 15:00

＜投擲＞
　No 性別   　種別 　　種目 ピット 　競技開始時刻

1 男 高校/一般 砲丸投 9:00
2 女 高校・一般 砲丸投 9:00
3 男 高校・一般 やり投 9:00
4 女 高校・一般 やり投 9:00
5 男 中学 砲丸投 11:00
6 女 中学 砲丸投 12:30
7 男 高校/一般 円盤投 投擲場 14:00
8 女 高校・一般 円盤投 投擲場 14:00

＊走高跳については、男子は１４０ｃｍ、女子は１２０ｃｍから競技を開始します。

＊８００ｍの選手は、腰ゼッケンを配布する予定です。各自安全ピン用意をお忘れなく。



競 技 注 意 事 項 

 
１．この競技会は、平成２９年度日本陸上競技連盟競技規則により行う。 
 
２．ナンバーカードは各自が用意したものを使用する。胸と背中にしっかりつけること。  

但し、跳躍競技出場者は胸又は背中どちらか一方でよい。 
  ８００ｍ出場者は右腰（やや後方）に自分のレーンナンバーをつけること。 
  （主催者が用意、ロビーで配布 ― 回収なし    安全ピンは各自用意） 
 
３．招集は現地（トラック競技はスタート地点、フィールド競技は競技場所、やり投げ及び円盤投

は投擲場）にて行う。 
  ＊走幅跳は、A・Bの２ピットで実施。走高跳はAピットで実施。 
   
  招集完了時刻は次のとおりとする。 
  トラック競技   競技開始１５分前     フィールド競技  競技開始３０分前 
    但し、次の種目は組により招集完了時刻を時間差を設けるので注意すること。 
 種別 種目 組 招集完了時刻 

共通男子 １００ｍ 

１～１０組 
 

１１～２０組 
 
２１～３０組 
 
３１～４１組 

１１：０５ 
 
１１：３５ 
 
１２：０５ 
 
１２：３５ 

共通女子 １００ｍ 
１～１０組 
 

１１～２３組 

１３：１０ 
 
１３：４０ 

共通男子 ４００ｍ 

１～ ５組 
 
６～１０組 
 

１１～１６組 

１４：２０ 
 
１４：３５ 
 
１４：５０ 

共通女子 ８００ｍ 

１～ ４組 
 
５～ ８組 
 
９～１３組 

１５：５０ 
 
１６：１０ 
 
１６：３０ 

共通男子 ８００ｍ 

１～ ４組 
 
５～ ８組 
 
９～１２組 

 
１３～１８組 

１６：５５ 
 
１７：１０ 
 
１７：２５ 
 
１７：４０ 

 
 
４．高校、一般男子の砲丸投、円盤投の投擲物は、それぞれ高校用と一般用に分けて行う。 
 
５．フィールド競技は、トップ８を実施する。 
 
６，投擲物は競技場備え付けのものを使用する。検定は行わない。 
 
７．参加の各中学校、高校は補助員の協力をお願いします。担当の役員の指示に従って下さい。 
 
８．競技終了後は、練習場、選手控え場所、スタンド等の清掃をお願いします。ゴミは持ち帰って

下さい。 
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