
２０１６年５月３日（火）　伊那市陸上競技場

トラック競技
順 クラス 種目 人数 ラウンド 競技開始 招集完了
1 男子 1500m 49 予選 3組 3着＋3 9:00 8:40
2 中学女子 100m 55 予選 7組 タイムレース8 9:25 9:05
3 中学男子 100m 55 予選 7組 タイムレース8 9:50 9:30
4 女子 100m 28 予選 4組 タイムレース8 10:15 9:55
5 男子 100m 42 予選 6組 タイムレース8 10:30 10:10
6 女子 3000m 13 決勝 10:50 10:30
7 女子 400m 25 予選 4組 タイムレース8 11:05 10:45
8 男子 400m 35 予選 5組 タイムレース8 11:25 11:05
9 男子 110mH(1.067m) 11 決勝 2組 タイムレース 11:55 11:35
10 中学男子 110mH(0.914m) 17 決勝 3組 タイムレース 12:05 11:45
11 女子 100mH(0.838m) 10 決勝 2組 タイムレース 12:25 12:05
12 中学女子 100mH(0.762m) 27 決勝 4組 タイムレース 12:35 12:15
13 中学男子 4×100mR 16 予選 2組 タイムレース8 13:00 12:40
14 中学女子 4×100mR 15 予選 2組 タイムレース8 13:10 12:50
15 男子 1500m 決勝 13:20 13:00
16 男子 100m 決勝 13:30 13:10
17 女子 100m 決勝 13:35 13:15
18 中学女子 100m 決勝 13:40 13:20
19 中学男子 100m 決勝 13:45 13:25
20 女子 400m 決勝 13:50 13:30
21 男子 400m 決勝 13:55 13:35
22 中学女子 800m 40 決勝 5組 タイムレース 14:00 13:40
23 男子 5000m 28 決勝 14:30 14:10
24 中学男子 3000m 52 決勝 2組 タイムレース 14:50 14:30
25 中学男子 4×100mR 決勝 15:20 15:00
26 中学女子 4×100mR 決勝 15:25 15:05
27 女子 4×100mR 11 決勝 2組 タイムレース　 15:30 15:10
28 男子 4×400mR 13 決勝 2組 タイムレース　 15:40 15:20

フィールド競技（跳躍）
順 クラス 種目 人数 予決 競技開始 招集完了
1 中学男子 走高跳 22 決勝 9:00 8:20
1 男子 棒高跳 3 決勝 9:00 8:20
1 中学男子 棒高跳 5 決勝 9:00 8:20
1 女子 棒高跳 1 決勝 9:00 8:20
1 中学女子 棒高跳 5 決勝 9:00 8:20
1 男子 走幅跳 21 決勝 Aピット 9:00 8:20
1 中学女子 走幅跳 29 決勝 Ｂピット 9:00 8:20
2 男子 走高跳 17 決勝 11:00 10:20
3 女子 走幅跳 13 決勝 Ａピット 12:00 11:20
3 中学男子 走幅跳 20 決勝 Ｂピット 12:00 11:20
4 中学女子 走高跳 12 決勝 13:00 12:20
5 男子 三段跳 8 決勝 Ａピット 14:00 13:20
6 女子 走高跳 7 決勝 14:40 14:00

フィールド競技（投てき）
順 クラス 種目 人数 予決 競技開始 招集完了
1 男子 砲丸投(7.260kg) 5 決勝 9:15 8:35
1 高校男子 砲丸投(6.000kg) 18 決勝 9:15 8:35
1 中学男子 砲丸投(5.000kg) 15 決勝 9:15 8:35
2 男子 円盤投(2.000kg) 7 決勝 10:30 9:50
2 高校男子 円盤投(1.750kg) 10 決勝 10:30 9:50
2 女子 円盤投(1.000kg) 8 決勝 10:30 9:50
3 女子 砲丸投(4.000kg) 8 決勝 12:30 11:50
3 中学女子 砲丸投(2.721kg) 13 決勝 12:30 11:50
4 男子 やり投(0.800kg) 21 決勝 14:00 13:20
4 女子 やり投(0.600kg) 12 決勝 14:00 13:20
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 競 技 注 意 事 項 

 

１．競技はすべて２０１６年度日本陸上競技連盟規則によって実施する。 

２．走路順、試技順は、プログラム記載順、上から下へ順次右へ移る。決勝の走路順は、主催者が

抽選により決める。 

３．招集について 

① 招集所は、本部席北方のスタンド下に設ける。 

② 招集完了時間は、トラック競技２０分前、フィールド競技４０分前とする。 

③ 他種目と兼ねて出場するものは、その旨、選手係および審判員に申し出て競技の進行に支障

がないようにすること。 

④ 招集時間に遅れたものは出場できない。 

⑤ リレーのオーダー用紙は、競技開始１時間半前に招集所に提出すること。 

⑥ ８００ｍ以上は腰番、３０００ｍ以上は腰番，通しナンバーカードを競技開始１時間前まで

に招集所に取りに来ること。招集は②に則り、改めて招集完了時間までに招集を受けること。 

４．スパイクピンの長さは、８ｍｍ以下とし、走高跳・やり投は 12ｍｍ以内とする。 

５．棒高跳用ポール以外の器具は、競技場備付のものを使用すること。 

６．バーの上げ方は、次の通り。グランドコンディションにより変更することもある。また、計測 

ラインを設けることもある。 

一般男子走高跳 １．５０ １．５５ １．６０ １．６５ １．７０ １．７５ 以降 3ｃｍ上げ 

中学男子走高跳 １．３０ １．４０ １．４５ １．５０ １．５５ １．６５ 以降 3ｃｍ上げ 

一般女子走高跳 １．２０ １．３０ １．３５ １．４０ １．４５ １．５０ 以降 3ｃｍ上げ 

中学女子走高跳 １．１５ １．２５ １．３０ １．３５ １．４０ １．４５ 以降 3ｃｍ上げ 

一般男子棒高跳 ２．４０ ２．６０ ２．８０ ３．００ ３．２０ ３．４０ 以降 10ｃｍ上げ 

中学男子棒高跳 ２．００ ２．２０ ２．４０ ２．６０ ２．８０ ３．００ 以降 10ｃｍ上げ 

一般・中学女子棒高跳 １．８０ ２．００ ２．２０ ２．４０ ２．６０ ２．８０ 以降 10ｃｍ上げ 

（要項と異なる点があります） 

７．中学男子・中学女子走幅跳には、計測ラインを設ける。 

   中学男子：４ｍ８０  中学女子：３ｍ８０ 

８．走幅跳については、メインスタンド前、スタンド側をＡピット、トラック側をＢピットとする。 

９．トラック長距離種目において、競技日程を著しく遅らせる可能性がある場合は、審判長の判断

で競技を中止させることもある。 

10．一般の方の撮影はメインスタンドから行うこと。 

11．場所取りは，前日の１７時以降に行うこと。その際，管理人の指示に従うこと。 

 


	16ina_TT
	16ina_judge
	16ina_tyui

