
第１２回 越谷市春季陸上競技記録会要項 
 
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  平成28年3月27日（日）、28日（月） 小雨決行 
        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） 
４ 場  所  越谷市立しらこばと運動公園競技場 048－971－3232 
５ 資  格  平成2７年度日本陸上競技連盟登記登録者 
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 
3000ｍ 110ｍH 4×100ｍR 
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 四種競技 

100ｍ 200ｍ 800ｍ 1500ｍ 
100ｍH 4×100ｍR 走高跳 棒高跳 
走幅跳 砲丸投 四種競技 

高校生 
一 般 

100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 
3000ｍ 110ｍH 400ｍH 4×100ｍR 
走高跳 棒高跳 走幅跳 砲丸投 円盤投 
やり投 

100ｍ 200ｍ 400ｍ 800ｍ 1500ｍ 
3000ｍ 100ｍH 400ｍH 4×100ｍR 
走高跳 棒高跳 走幅跳 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（四種競技も600円） 

        リレー１チームにつき、1,500円（中学生は1,000円） 
９ 申込期限  平成2８年3月11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  電子メールにより申し込みください。 
申込シートは、末松(sue430905@jcom.home.ne.jp)まで申込請求メールを送り、 
申込シートに必要事項を入力し、申込シート作成後、メールにて返信してください。 
メール受信後に、申込み時に使用したメールアドレス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。） 
なお、送信の際は、件名を「団体名（個人参加の場合は個人名）＋越谷春季申込」 
（例：○○高校・越谷春季申込）とし、責任者の連絡先を付記すること。 

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、3 月 11 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 
  (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。 

（3000ｍ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)当日の受付時間は、7時30分から８時30分までの１時間とする。 
  (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)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。 

  (9)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。 

  (10)競技場内に大会専用の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）末松 090－1455－9708 
（その他）高橋 090－2203－1073 



第1２回 越谷市春季陸上競技記録会要項 

（小学生の部） 
 
１ 主  催  越谷市陸上競技協会 
 
２ 日  時  平成2８年3月2６日（土） 小雨決行 
        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  越谷市立しらこばと運動公園競技場 048－971－3232 
 
４ 出場制限  1人2種目（ただしリレーを除く。） 
 
５ 種  目 

男   子 女   子 

100ｍ 1000ｍ 走幅跳 4×100ｍR 100ｍ 1000ｍ 走幅跳 4×100ｍR 

 
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 申込期限  平成2８年3月11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  電子メールにより申し込みください。 

申込シートは、末松(sue430905@jcom.home.ne.jp)まで申込請求メールを送り、 
申込シートに必要事項を入力し、申込シート作成後、メールにて返信してください。 
メール受信後に、申込み時に使用したメールアドレス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。） 
なお、送信の際は、件名を「団体名（個人参加の場合は個人名）＋越谷春季申込」 
（例：○○クラブ・越谷春季申込）とし、責任者の連絡先を付記すること。 

 
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、3 月 11 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場合は団体名で、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。 

 
10 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)当日の受付時間は、7時30分から8時30分までの１時間とする。 
  (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)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。 

  (9)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。 

  (10)競技場内に大会専用の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。 

11 問合せ先  （申込み）末松 090－1455－9708 
（その他）高橋 090－2203－1073 



第１日目 3月26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

400mR 400mR

走幅跳 走幅跳

第２日目 3月27日

小学生 中学生 高校・一般 小学生 中学生 高校・一般
男子 200m 100m 女子 200m 100m

800m 200m 800m 200m
3000m 800m 400mR 800m
400ｍＲ 3000m 3000m

400mH 400mH

走高跳 走高跳 走幅跳 走幅跳

砲丸投 砲丸投 棒高跳 棒高跳

やり投 やり投

第３日目 3月28日

小学生 中学生 高校・一般 小学生 中学生 高校・一般
100ｍ 400ｍ 100ｍ 400ｍ

400ｍ 1500ｍ 1500m 1500m

1500m 110ｍＨ 100mH 100mH

110mH 400ｍＲ 400mR

走幅跳 走幅跳 走高跳 走高跳

棒高跳 棒高跳 砲丸投 砲丸投

四種競技 円盤投 四種競技 円盤投

第12回越谷春季陸上競技記録会　日毎実施種目（案）
2016/3/26 ～28  

男子 女子

女子男子
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