
＜開始式　　8:00＞

種別 性別 種目 ラウンド 競技開始時間 招集時間
1 一般 男子 5000m 決勝 1 組 8:30 8:10
2 中学 女子 400mR 予選 4 組 8:55 8:35
3 中学 男子 400mR 〃 3 組 9:10 8:50
4 小学 女子 1000m 決勝 1 組 9:25 9:05
5 小学 男子 1000m 〃 1 組 9:35 9:15
6 中学 男子 1500m 予選 7 組 9:45 9:25
7 小学 女子 100m タイム決勝 2 組 10:45 10:25
8 小学 男子 100m 〃 2 組 10:50 10:30
9 中学 女子 100m 予選 35 組 11:00 10:40
10 中学 男子 100m 〃 35 組 12:05 11:45
11 一般 女子 100m 〃 3 組 13:10 12:50
12 一般 男子 100m 〃 10 組 13:20 13:00
13 中学 女子 100mH 〃 4 組 13:45 13:25
14 中学 男子 110mH 〃 3 組 14:00 13:40
15 一般 女子 1500m 決勝 1 組 14:10 13:50
16 一般 男子 1500m タイム決勝 2 組 14:20 14:00
17 中学 女子 100m 決勝 1 組 14:35 14:15
18 中学 男子 100m 〃 1 組 14:40 14:20
19 一般 女子 100m 〃 1 組 14:45 14:25
20 一般 男子 100m 〃 1 組 14:50 14:30
21 中学 女子 100mH 〃 1 組 15:00 14:40
22 一般 女子 100mH 〃 1 組 15:10 14:50
23 中学 男子 110mH 〃 1 組 15:20 15:00
24 一般 男子 110mH 〃 1 組 15:25 15:05
25 中学 女子 1500m タイム決勝 5 組 15:30 15:10
26 中学 男子 1500m 決勝 1 組 16:05 15:45
27 一般 女子 400mR 〃 1 組 16:15 15:55
28 一般 男子 400mR 〃 1 組 16:20 16:00
29 中学 女子 400mR 〃 1 組 16:25 16:05
30 中学 男子 400mR 〃 1 組 16:30 16:10

種別 性別 種目 競技場所 競技開始時間 招集時間
1 小学 男女 走幅跳 メイン 9:00 8:30
2 一般中学 男子 走高跳 Bゾーン 9:00 8:30
3 一般中学 男女 棒高跳 バック 10:00 9:00
4 一般中学 女子 砲丸投 Aゾーン 10:00 9:30
5 一般中学 女子 走幅跳 メイン 10:00 9:30
6 一般中学 女子 走高跳 Bゾーン 12:00 11:30
7 一般中学 男子 砲丸投 Aゾーン 13:00 12:30
8 一般中学 男子 走幅跳 メイン 13:00 12:30

＜閉会式　　16:40＞
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組数

◎フィールド競技
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《競技上の注意》 
  

本大会は、２０１７年度日本陸上競技連盟競技規則により行います。 

ナンバーカードは明瞭な数字で書き、四隅をしっかりと止めてください。 

腰ナンバーカードはスタート前に配布します。右腰にしっかりとつけてください。（返却は不要） 

スパイクのピンの長さは９ｍｍ以下のものとします。 

棄権のある場合は、８時までに大会本部に申し出てください。 

出場選手数に変更があった場合は、予選を行わないで決勝の日程時間により競技を行うことがあるので注意して

ください。 

メイン会場での練習は開始式が始まる１０分前までと、バックストレートで競技が行われていない場合のみ 

バックストレートでの練習ができるが、原則としてウォーミングアップはサブグラウンドで行ってください。 

トラック競技の予選は、タイムレースとします。 

走高跳と棒高跳のバーの上げ方は以下の通りとします。ただし、天候によって変更する場合もあります。 

（走高跳） 

女子 練習１ｍ１５ 競技開始１ｍ２０－１ｍ２５－１ｍ３０－１ｍ３５－１ｍ４０ 以降３ｃｍずつ 

男子 練習１ｍ３５ 競技開始１ｍ４０－１ｍ４５－１ｍ５０－１ｍ５５－１ｍ６０－１ｍ６５－１ｍ７０ 

                                       以降３ｃｍずつ 

（棒高跳） 

練習１ｍ６０ ２ｍ００ ２ｍ６０ ３ｍ００ ３ｍ４０ のいずれかの高さを１回行えます 

女子１ｍ６０－１ｍ８０－２ｍ００ 以降１０ｃｍずつ 

男子２ｍ００－２ｍ２０－２ｍ４０－２ｍ５０ 以降１０ｃｍずつ 

９．走幅跳はＡＢピットで予選を行いトップ８を決定します。 

10．招集について 

   トラック競技   予選・決勝ともに、現地２０分前に開始し、競技１５分前に終了します。 

   フィールド競技  現地３０分前（棒高跳は６０分前）に開始し、 

            １５分前（棒高跳は４５分前）に終了します。 

   小学生の場合も、招集場所は、全て現地集合です。（スタート場所） 

保護者または監督は、引率をお願いします。その後、招集場所からは役員がスタートまで引率をします。 

11．受付 

  小学生  受付時間 午前７時３０分～午前１０時  受付場所 競技場正面玄関 

  一 般  受付時間 午前７時３０分～午後 ２時  受付場所    〃 

12．その他 

  ①競技場内は役員・選手以外は入ることができませんので、応援はスタンドでお願いします。 

  ②貴重品については、各自責任を持って管理してください。 

  ③開始式・閉会式はスタンドで着席の上参加してください。 

④当日は、猛暑が予想されます。各自、体調管理にはご留意ください。 
 



顧　　  　 問 岡野　進一

会　　  　 長 松本　　博

副 　会　 長 大久保　進 星野　博幸 上迫田　健二 今田　正幸 須田　義博 松枝　茂樹

参         与 池田　金作 加藤　明良 矢内　洋 落合　優 浅野　克裕 小熊　　誠

委 　員　 長 鈴木　寿彦

副 委 員 長 猪腰　義文 小坂　浩士

総　　務　　： 鈴木　寿彦

技術総務　　： 松枝　茂樹

審　判　長  ： 佐藤　友彬 (白幡中) 池田　金作 (陸協)

出　発　係　： （主） 秋山　祐介 (大成中) 渡井　智裕 (内谷中) 佐藤　欣紀 (日進中)

峯尾なつみ (春里中) 木原　影訓 (岸中) 廣田　葉月 (大久保中)

松田　雅宏 (上大久保中) 斎藤　美希 (春里中)

競技者係    ： （主） 小沼　敏彰 (日進中) 内藤　寛人 (東浦和中) 青山　友哉 (春野中)

宇賀神佳晃 (春野中) 種市　早敏 (常盤中) 大里　将彦 (岩槻中)

鈴木　美咲 (岩槻商業高)

写真判定員   ： （主） 井上 聡 (宮原中) 栗原　勇洋 (浦和高) 山角　恵 (大宮北中)

池田　圭介 (上大久保中) 新藤　貴之 (桜木中) 高橋　太一 (埼大附属中)

小澤　幸康 (埼大附属中)

風力計測 　 　： （主） 福島　剛嗣 (与野東中) 山内　淳平 (尾間木中)

決　勝　係　 　： （主） 橋詰　茂夫 (八王子中) 佐藤　哲平 （岩槻高） 戸張　悦男 (市陸協)

本郷　舞子 (大谷口中) 永瀬　純子 (宮前中) 岡本　莉緒 (柏陽中)

井上統太郎 (浦和実業高)

　スターター    ： （主） 横尾　雅実 (岸中) 森  陽一 （第二東中） 山中 啓資 (城北中)

島田　雄太 (原山中) 小川　亮太 (柏陽中) 及川いずみ (本太中)

栗原　忠昭 (熊谷女子高)

アナウンサー： （主） 佐々木 昌広 (市陸協) 花島 昂己 (南浦和中) 鎗田 珠実 (内谷中)

今井　里美 (大原中)

監　察　員　： （主） 佐藤　友彬 (白幡中) 野中　修 (八王子中) 朝倉　李江 (与野西中)

斎藤　茜 (片柳中) 浅子 泰弘 (三橋中) 矢川原拓巳 (三室中)

三浦　葉月 (片柳中) 高橋　宏平 (岩槻中) 原田　卓也 (尾間木)

成田　徹 (大谷場中) 長谷部弘幸 (大宮開成高)

選手変更    ： （主） 中里　信立 （浦和南高） 井上　和彦 (大谷場中)

記　　録　　： （主） 中里　信立 （浦和南高） 井上　和彦 (大谷場中) 高久　兆巨 (明の星)

伊藤 千枝子 (大宮八幡中) 林　清孝 (与野南中) 井原　良辰 (城北中)

大会役員

競技役員



賞状・表彰　： （主） 竹田　和広 (与野高) 長谷川百合矢 (常盤中) 吉野　順美 (桜木中)

記　録　証　： （主） 斉藤 久雄 (木崎中)

救　護      ： （主） ゼネン明子 （第二東中） 仲根　彰子 (看護師)

湯茶接待    ： （主） 渡辺　昇 (大宮南中) 関澤　亮二 (大宮南中) 勝部　慶子 (大成中)
補助競技場　・
場内指令  　：

（主） 天澤　綾 (宮原中) 後藤　成 (宮前中)

用器具　　　： （主） 菅野　彰俊 (大宮南中) 志村　喜一 (木崎中)

ハードル準備： （主） 倉野　秀夫 (土合中) 梅村　研人 (大谷口中)

給水・ミスト　： （主） 奥津 進史 (白幡中) 原畠淳一郎 (宮前中) 神田　晃 (大宮八幡中)

庶　務　  　： （主） 竹田　和広 (与野高) 阿部 史朗 (大谷口中) 鈴木　寿彦 (原山中)

小坂　浩士 （常盤小） 安藤　寛之 （本太小） 池田　金作 (陸協)

受　付　　　： （主） 末松　正敏 小坂　浩士 （常盤小） 安藤　寛之 （本太小）

駐輪・駐車場： （主） 奥津 進史 (白幡中) 原畠淳一郎 (宮前中) 神田　晃 (大宮八幡中)

走高跳      ： （主） 中内　和樹 (慈恩寺中) 村上　成美 (大宮西中) 磯田　早紀 (南浦和中)

三浦　賢二 (大原中)

棒高跳      ： （主） 後藤　貢一 (大久保中) 乙部　夏那 (土呂中) 清野　耕平 (植竹中)

川上　康夫 (片柳クラブ) 木村　一也 (羽生一高)

走幅跳      ： （主） 菅野　彰俊 (大宮南中) 降幡　厚博 (大宮西中) 大森　　克 (浦和北高)

塚越　翔太 (与野東中) 志村　喜一 (木崎中) 橋本　柊平 (三橋中)

宇塚　亜衣 (与野南中)

砲丸投      ： （主） 阿部 史朗 (大谷口) 大隅　彩夏 (大宮北中) 藤田　舜 (本太中)

吉井　千明 (三室中)

玄　関　通　路：（春野・南浦和）　　　　　　　トイレ：（与野西・大宮八幡・明の星）

　　　決勝・給水：（宮前　※給水は5000のみ）　　風速・速報係：（与野東・尾間木・上大久保）　　記録：（桜木・与野南）

　　　ハードル：（1内谷・2片柳･3本太・4尾間木 ･5宮原・6三室･7大宮北・8八王子･9白幡・10常盤）　　

　　　机・マイク・スピーカー：（南浦和・与野東）　　テント：（大谷場)　　縁石：(白幡)　　　

　　　受付：（浦和南高・原山）　　　湯茶：(大宮南・大成)　　　補助競技場：（大谷口）　　　駐輪場：（原山）

整備担当
トラック周辺とスタンド席：（大宮北・附属・春野）

フィールド

補　助　員
　　　走高跳：（慈恩寺・大原）   走幅跳：（三橋・大宮西・木崎）   砲丸投：（大谷口・原山）   棒高跳：（植竹・土呂）

　　　スターター：（城北・第二東・岸・柏陽）　　出発・競技者係：（日進・岩槻･東浦和・大久保･春里）　　


