
★　受　付 （１） ７：３０～８：１５→陸上競技場正面玄関
①ﾘﾚｰｵｰﾀﾞｰ用紙を記入・提出。
②棄権届を記入・提出。
③撮影用ﾋﾞﾌﾞｽは、受付時に各チーム5枚程度貸出可能。

 　　　　　　　　　　　　（２） ８：１５以降→陸上競技場本部席（正面玄関から入って真正面の部屋）
　　　　　　　　　　　　　 ①ﾘﾚｰｵｰﾀﾞｰ用紙は招集所から受け取り、記入して招集所に提出。

②棄権届は招集所から受け取り、記入して、リレー招集開始時刻の
　１時間前までに招集所に提出。
③撮影用ﾋﾞﾌﾞｽは、本部席（正面玄関から入って真正面の部屋）にて
　各ﾁｰﾑ5枚程度貸出可能。

撮影用 　※撮影禁止区域以外で撮影の際は、必ず着用すること。
ﾋﾞﾌﾞｽに 　※撮影用ﾋﾞﾌﾞｽの返却も、チームごとにまとめて行うこと。
ついて 　　返却場所は、本部席（正面玄関から入って真正面の部屋）。

1 本大会は、日本陸上競技連盟の競技規則により競技会を運営する。
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1 トラック種目は、全レース　タイムレース決勝とする。

2 トラック種目出場者及びリレーのアンカーは、全員腰ゼッケン（陸上競技場のもの）を使用する。

3 スタートにおいては、「位置について」「用意（800/1000mを除く）」の言葉を用いる。

4 ＜８００ｍ・１０００ｍ＞

5 ＜８０ｍＨ＞　
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　　①８：１５までは、正面玄関受付。

7 次の場合は失格とする。
ａ　同じ競技者が２回フライングした場合　（フライングした競技者は直ちに失格とする。また、

ｂ　１００ｍ・８０ｍＨ・４×１００ｍＲにおいて、レーン侵害をした場合
ｃ　80mHにおいて、ハードルを故意に、または、手で倒した場合

　①オーバーゾーンをした場合、または、補助ゾーン内でバトンパスが行われた場合
　②バトン落下時に、その落下地点に戻ってレースを再開しなかった場合

　　②８：１５以降は、招集所（室内走路北側）。
○　マーカーは、テーピングテープ、フロアテープ等を使用する。マグネットシートやプラスティック
　製シート、人工芝等、外力によって他のレーンを侵害する可能性があるものは使用しない。

　“２度目のスタートでフライングした競技者が失格になる”というルールは適用しない。）

ｄ　４×１００ｍＲにおいて、

出場については、あらかじめ相談しておくこと。

トラック競技

○　オープンコースでの競技とする。

○　ハードルの高さ70ｃｍ、インターバル7ｍ、台数9台、スタートから第1ハードルまで13ｍとする。

＜４×１００ｍＲ＞
○　出場チームは、招集開始時刻の１時間前までにオーダー用紙を提出する。提出場所は、

★　招 集 完 了  　　トラック競技＝１５分前　　　　フィールド競技＝４０分前

ソフトボール投を除いて、陸上競技用スパイクシューズを使用してよい。

小学生　競技注意事項（案）

★　選手招集所　　　トラック競技：各競技とも室内走路北側

野球用、サッカー用等は使用を禁止する。

本大会は雨天決行であるため、保護者にも事前に伝え、選手の健康状態に不安がある場合の



1 各種目共、一人につき（走高跳については同じ高さで）試技は３回とする。　
公式練習は、原則として競技開始前に２回とする。

2 ＜走幅跳＞
○　３回ともファウルの場合は、「記録なし」とする。

3 ＜走高跳＞
○　跳び方は正面跳（はさみ跳）のみとし、背面跳・ベリーロール・ロールオーバーは禁止とする。
　　マットへは、足から着地が原則。背・腰から落下した場合は、無効試技とする。
○　競技開始の高さは、男女とも１００ｃｍからとする。
○　１回目を３回ファウルした場合は、「記録なし」とする。
○　選手の意志により、パスは自由とする。
○　女子（１３５ｃｍ）・男子（１４５ｃｍ）をクリアした後のバーの上げ方は、選手の意志による。

4 ＜ソフトボール投＞【教育用１号球】
○　３回ともファウルの場合は、「記録なし」とする。
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（１）　レーン内を歩いて移動したり、長い時間立ち止まったりしないこと。ジョッグ、基本ドリル、

（２）　周囲の安全を確認して速やかにレーンに入り、自分が走ったレーン内で走り終えること。

（６）　指導者もレーン内で立ち止まっての指導はしないこと。（トラックの外でアドバイスすること。）

（８）　キャッチボールを行う場合は、補助競技場北東側でのみ行うことができる。安全管理上、
　　　遠投や全力での投球は行わない。また、走路にボールが転がらないように配慮すること。

　男女共、各種目ごとに６位までを入賞とし、賞状を授与する。結果が出しだい、本部前で表彰
を行う。入賞者は、競技スタイルで表彰待機場所へ集合すること。

1
水分の補給も計画的に行い、各自健康管理に努めること。（スタンドでの飲食可）
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5 けがについて、主催者は応急処置はしますが、各自の責任において大会に参加すること。

6 競技場内にペットを連れての応援・観戦はご遠慮ください。

写真撮影の際は必ず撮影用ビブスを着用し、きまりを守ること。
（１）　競技場へ降りての写真撮影はできません。
（２）　撮影禁止区域（種目ごとの制限もあります）では、撮影できません。
（３）　競技役員がデータを確認させていただくこともありますので、予めご了承願います。

（５）　フィールドからトラックを横断するときも同様に、自他の安全に努めること。

（７）　主催者が準備した用器具のみ使用のこと。個人や各チームの用器具をウォームアップ場へ
　　　持ちこまないこと。ただし、キャッチボールを行う場合、グローブ・1号球を持ち込んでよい。

表　　　彰

緊急時に備えて、路上駐車は絶対にしないこと。

スタンド、駐車場ともに、各自貴重品の管理に努めること。

そ　の　他

天候に併せて、雨具や体温を調節できる服装・副食物を準備して大会に臨むこと。

ウォーミングアップをする場合には、以下を守ること。

　　　バトンのスタンディングパス等は、フィールドまたはトラックの外で行うこと。

（３）　走り終わったら、周囲の安全を確認して速やかにレーンから出ること。
（４）　レーンを逆走しないこと。

ウォーミングアップ

ウォーミングアップは、補助競技場または屋内練習場を使用し、競技役員の指示に従うこと。

フィールド競技



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

草 野 井上　由海／いのうえ　ゆうみ １４秒０４　 平 四 新妻　拓巳／にいつま　たくみ １２秒８８　

赤 井 谷内美桜々／たにうち　みるる １４秒５１　 泉 先﨑　　遥／せんざき　はる １３秒６５　

小　川 中島姫奈乃／なかじま　ひなの １４秒５２　 郷ヶ丘 佐藤　　優／さとう　ゆう １３秒８０　

小　玉 猪狩　陽向／いがり　ひなた １４秒５４　 四　倉 田中　　颯／たなか　はやて １３秒９６　

草 野 林　　里嬢／はやし　りの １４秒６３　 御　厩 深谷　大輝／ふかや　ひろき １４秒０８　

中央南 佐藤　柚奈／さとう　ゆな １４秒７１　 高　坂 今野　遥斗／こんの　はると １４秒１８　

泉　北 長谷川祐梨／はせがわ　ゆり １４秒７３　 鹿　島 園部　　蓮／そのべ　れん １４秒２３　

好間一 小野　歩華／おの　あゆか １４秒８１　 好間一 宮田　　烈／みやた　れつ １４秒２８　

平 四 栗田　杏華／くりた　きょうか １４秒８５　 好間一 佐藤　相斗／さとう　あいと １４秒２８　

郷ヶ丘 熊谷　咲里／くまがい　さり １４秒９２　 平 一 鈴木　博士／すずき　ひろし １４秒３６　

小名東 鈴木　愛理／すずき　あいり １４秒９３　 湯本一 古川　敬涼／ふるかわ　けいすけ １４秒４６　

郷ヶ丘 小野　結愛／おの　ゆうな １４秒９７　 平 六 志賀　航大／しが　こうた １４秒４７　

平 一 松下　優菜／まつした　ゆうな １５秒０２　 泉　北 佐々木太耀／ささき　たいよう １４秒４７　

泉 戸切さくら／とぎり　さくら １５秒０６　 泉　北 奈良　優翔／なら　ゆうひ １４秒４７　

泉 武田茉莉華／たけだ　まりか １５秒０６　 平 一 猪狩　　圭／いがり　けい １４秒５０　

三　和 阿部　澄香／あべ　きよか １５秒０８　 泉　北 小野　文也／おの　ふみや １４秒５４　

勿来三 菊地美結莉／きくち　みゆり １５秒７８　 錦 永井　成弥／ながい　あきひろ １４秒７６　

菊　田 西山　ゆな／にしやま　ゆな １６秒１１　 勿来一 郡司　一央／ぐんじ　かずちか １５秒２５　

※ 太線 ※ 太線

＜女子１００ｍ＞ ＜男子１００ｍ＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

平 三 小野　羽美／おの　うみ １４秒１７　 久　一 坂本　　翔／さかもと　しょう １３秒５３　

中央北 齋藤うらら／さいとう　うらら １４秒５０　 湯本二 常盤　海玖／ときわ　みく １３秒８５　

菊　田 佐藤　　泉／さとう　いずみ １５秒１２　 菊　田 滝内　翔太／たきうち　しょうた １３秒９０　

平 一 若松　美花／わかまつ　みか １５秒２１　 中央北 佐藤　大海／さとう　たいき １４秒０１　

草 野 斎藤　　皇／さいとう　きらり １５秒３３　 平 三 鯨岡　実徳／くじらおか　みのり １４秒１３　

平 三 伊藤歩乃果／いとう　ほのか １５秒４２　 平 四 渡邉　浩平／わたなべ　こうへい １４秒１９　

小名東 豊田　みゆ／とよだ　みゆ １５秒４５　 中央東 髙木　憂雅／たかぎ　ゆうが １４秒２１　

小　川 小野　優愛／おの　ゆあ １５秒４６　 内　町 鈴木　琉哉／すずき　るか １４秒２４　

小名西 中村　妃夏／なかむら　ひな １５秒４７　 永　崎 吉田　　翔／よしだ　しょう １４秒３３　

勿来三 荒川　民侑／あらかわ　みゆ １５秒６４　 湯本一 北郷桜之介／きたごう　おうのすけ １４秒４２　

菊　田 齊藤　桜子／さいとう　さくらこ １５秒７８　 錦 西山　一心／にしやま　いっしん １４秒５１　

平 二 安齊　純礼／あんざい　すみれ １５秒８０　 平 三 眞根井斗弥／まねい　とうや １４秒６３　

郷ヶ丘 佐藤　萌笑／さとう　もえみ １５秒８４　 好間一 平田　優太／ひらた　ゆうた １４秒６４　

高　坂 尾形　美紅／おがた　みく １５秒８４　 渡　辺 佐久間颯太／さくま　そうた １４秒６６　

泉　北 飛田　麻絢／とびた　まあや １５秒９０　 中央北 市川　　怜／いちかわ　りょう １４秒６９　

長　倉 宗形つぐみ／むなかた　つぐみ １５秒９２　 磐　崎 小林　勇生／こばやし　ゆうせい １４秒７２　

湯本二 志賀　莉奈／しが　りな １５秒９８　 中央東 柳田　琉真／やなぎた　りゅうま １４秒７５　

平 三 國友　美里／くにとも　みのり　 １６秒０２　 平 四 柿崎　小鉄／かきざき　こてつ １４秒７９　

※ 太線 ※ 太線

＜８０ｍＨ女子＞ ＜８０ｍＨ男子＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

平 一 大谷　美月／おおたに　みづき ２分３８秒２０ 泉 佐藤　成起／さとう　まさき ３分０６秒９５

郷ヶ丘 藤岡　美結／ふじおか　みゆう ２分３８秒８９ 平 三 松井　　陽／まつい　はる ３分１４秒９９

勿来一 荒川　梨奈／あらかわ　りな ２分３９秒３６ 平 二 根本　明武／ねもと　ひろむ ３分１７秒３７

泉 片寄　　桂／かたよせ　けい ２分４０秒５０ 平 五 坂本　　塁／さかもと　るい ３分１７秒４８

郷ヶ丘 内田　愛華／うちだ　あいか ２分４０秒８２ 小名西 藤田　滉平／ふじた　こうへい ３分１７秒９７

小名西 松本　　凜／まつもと　りん ２分４１秒１１ 永　崎 志賀　敏哉／しが　としや ３分１８秒１５

菊　田 戸崎良有子／とざき　りょうこ ２分４１秒５４ 平 一 殿木　康介／とのき　こうすけ ３分１８秒２０

大　浦 片寄　莉夢／かたよせ　りむ ２分４１秒８２ 豊 間 石田　斗夢／いしだ  とむ ３分１９秒５２

勿来二 鈴木　彩心／すずき　あみ ２分４２秒１４ 平 四 坂本　滉多／さかもと　こうた ３分１９秒８３

内　町 馬目美紗季／まのめ　みさき ２分４２秒４７ 泉 豊田　大貴／とよた　だいき ３分１９秒８９

大　浦 根本　美香／ねもと　みか ２分４３秒１９ 平 一 佐藤　海里／さとう　かいり ３分２０秒１４

好間一 鈴木　薫奈／すずき　ゆきな ２分４３秒５９ 湯本一 阿部　拓人／あべ　たくと ３分２０秒６２

汐　見 小松　未来／こまつ　みく ２分４４秒２６ 平 五 照井　春生／てるい　はるき ３分２１秒７６

菊　田 阿部　紗采／あべ　さあや　 ２分４４秒２９ 大野一 髙木　允貴／たかき　のぶたか ３分２２秒６６

草 野 鈴木　沙萊／すずき　さら ２分４４秒３５ 小名二 阿部　太輔／あべ　だいすけ ３分２２秒７３

平 二 鈴木　愛美／すずき　まなみ ２分４５秒０５ 菊　田 渡部　陸翔／わたなべ　りくと ３分２３秒９３

平 二 内田　　凛／うちだ　りん ２分４５秒１０ 好間一 渡部  公一／わたなべ　こういち ３分２４秒４９

錦 蒲原ななみ／かんばら　ななみ ２分４５秒２３ 勿来一 遠藤　秀太／えんどう　しゅうた ３分２６秒３９

※ 太線 太線

＜８００ｍ＞ ＜１０００ｍ＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。※



改訂

学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

小名東 吉田　希愛／よしだ　のあ ３m８２cm 豊 間 角田　拓人／つのだ  たくと ４m３８cm

上遠野 岩﨑　愛奈／いわざき　あいな ３m７１cm 平 六 會川　健太／あいかわ　けんた ４m２３cm

平 六 木村　月南／きむら　るな ３m６９cm 永　崎 佐藤　拓海／さとう　たくみ ４m２３cm

平 六 渡辺　　愛／わたなべ　あい ３m６９cm 小名東 海津　航成／かいつ　こうせい ４m１７cm

小名二 井上　優菜／いのうえ　ゆうな ３m６９cm 湯本二 鈴木　太一／すずき　たいち ４m１１cm

渡　辺 鈴木麻里子／すずき　まりこ ３m６６cm 泉　北 大友　龍登／おおとも　りゅうと ４m０３cm

勿来一 今井ありさ／いまい　ありさ ３m６６cm 御　厩 高木　光希／たかぎ　みつき ４m００cm

高　坂 蛭田　詩織／ひるた　しおり ３m６２cm 高　坂 吉田　侑輝／よしだ　ゆうき ３m９８cm

小名東 二本松咲乃／にほんまつ　さきの ３m５８cm 小名西 奈良原志道／ならはら　しどう ３m９２cm

平 二 時實　さわ／ときざね　さわ ３m５８cm 夏 井 渡邊遥知佳／わたなべ　はるちか ３m９１cm

泉 中村　綾花／なかむら　あやか ３m５７cm 川　部 赤津　康太／あかつ　こうた ３m８８cm

中央東 白土きらり／しらと　きらり ３m５４cm 長　倉 末永　大晴／すえなが　たいせい ３m８７cm

中央南 森谷　　心／もりや　こころ ３m５１cm 汐　見 半澤　空羽／はんざわ　くう ３m８４cm

小名一 村田　千佳／むらた　ちか ３m５１cm 平 一 新妻  雅大／にいつま　まさひろ ３m８４cm

内　町 佐々木綾乃／ささき　あやの ３m５０cm 平 五 青木　廉汰／あおき　れんた ３m８４cm

中央東 小野　真由／おの　まゆ ３m５０cm 泉 早坂　　陸／はやさか　りく ３m８４cm

草 野 坂本　小雪／さかもと　こゆき ３m４５cm 永　崎 八木まなと／やぎ　まなと ３m８２cm

御　厩 國井　杏夏／くにい　きょうか ３m４５cm 平　三 佐藤　広彩／さとう　こうさい ３m８１cm

※ 太線 ※ 太線

＜女子走幅跳＞ ＜男子走幅跳＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

好間二 近藤　　和／こんどう　のどか １m２５cm 平 四 橋本　大心／はしもと　だいご １m２５cm

御　厩 萩原　美桜／はぎはら　みお １m２０cm 高　坂 二瓶　福真／にへい　ふくま １m２５cm

平 六 西　　友夏／にし　ともか １m２０cm 磐　崎 髙橋　郁弥／たかはし　ふみや １m２５cm

小名二 佐藤　りな／さとう　りな １m２０cm 郷ヶ丘 松本優太朗／まつもと　ゆうたろう １m２０cm

平 三 阿部　実由／あべ　みゆう １m２０cm 中央東 北村　晃聖／きたむら　こうせい １m２０cm

赤 井 猪狩　奈菜／いがり　なな １m２０cm 泉　北 西　　拓馬／にし　たくま １m２０cm

郷ヶ丘 大和田七海／おおわだ　ななみ １m１５cm 錦 蛭田　一冴／ひるた　いっさ １m２０cm

中央東 坂口　舞衣／さかぐち　まい １m１５cm 永　崎 吉田　壮汰／よしだ　そうた １m２０cm

大　浦 菅野　心結／かんの　みゆう １m１５cm 上遠野 大畑　　開／おおはた　かい １m２０cm

汐　見 安島　里桜／あじま　りお １m１５cm 平 五 今井  康太／いまい　こうた １m２０cm

平 四 阿部　円香／あべ　まどか １m１５cm 植　田 藤波　由成／ふじなみ　ゆうせい １m２０cm

内　町 大越　美穂／おおこし　みほ １m１５cm 中央東 岡田　瑞希／おかだ　みずき １m１５cm 同率

湯本二 髙﨑菜々美／たかさき　ななみ １m１５cm 平 三 谷崎　日哉／たにざき　はるや １m１５cm 同率

好間一 黒川　侑那／くろかわ　ゆな １m１５cm 中央北 五十嵐幸祐／いがらし　こうすけ １m１５cm 同率

高　坂 和田　彩楓／わだ　さやか １m１５cm 高　坂 澁谷　寿生／しぶや　としき １m１５cm 同率

湯本一 佐治　亜美／さじ　あみ １m１５cm 小　玉 市毛　莉空／いちげ　りく １m１５cm 同率

平 五 伊藤　美穂／いとう　みほ １m１５cm 同率 内　町 川﨑　航汰／かわさき　こうた １m１５cm 同率

中央北 水梨　希香／みずなし　のどか １m１５cm 同率 小名東 伊藤　裕一／いとう　ゆういち １m１５cm 同率

勿来二 浅尾和歌南／あさお　わかな １m１５cm 汐　見 小髙　寧生／おだか　ねお １m１５cm 同率

※ 太線 ※ 太線内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。

＜女子走高跳＞ ＜男子走高跳＞



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

好間二 尾澤　優衣／おざわ　ゆい ４１m４０cm 長　倉 佐藤　洋輔／さとう　ようすけ ５８m５０cm

長　倉 降矢　結衣／ふりや　ゆい ４０m５６cm 綴 草野　陽斗／くさの　はると ５５m４７cm

植　田 髙萩　　唯／たかはぎ　ゆい ４０m０６cm 平 五 鈴木　拓斗／すずき　たくと ５３m３２cm

小名西 阿部　明音／あべ　あかね ３８m４１cm 永　崎 緑川　俊平／みどりかわ　しゅんぺい ５２m７７cm

平 一 阿部香ノ子／あべ　かのこ ３７m３３cm 久　一 渡部　利哉／わたべ　りいや ５２m３７cm

郷ヶ丘 寺島　陽菜／てらしま　ひな ３５m７５cm 小名一 鈴木　佑吾／すずき　ゆうご ５０m７９cm

長　倉 松本　和心／まつもと　わこ ３５m３８cm 泉　北 佐藤　美孝／さとう　よしたか ５０m５９cm

御　厩 紙谷　心愛／かみたに　ここあ ３５m２２cm 勿来一 芳賀　雅也／はが　まさや ５０m２７cm

好間二 草野　早紀／くさの　さき ３５m１２cm 錦 西山　未来／にしやま　みらい ４９m８６cm

湯本三 森田　知優／もりた　ちひろ ３４m９８cm 小名三 佐藤　　峻／さとう　しゅん ４９m１７cm

永　崎 渡部　愛瑠／わたべ　あいる ３４m８０cm 錦 仲野　大雅／なかの　たいが ４８m９８cm

磐　崎 新妻　　悠／にいつま　はるか ３４m３７cm 御　厩 松本　広夢／まつもと　ひろむ ４８m７９cm

錦 佐川　里奈／さがわ　りな ３３m９５cm 草 野 小河原雅斗／おがわら　まさと ４７m７０cm

三　和 青木　成美／あおき　なるみ ３３m９３cm 小名二 中野　喬介／なかの　きょうすけ ４７m６２cm

湯本一 高橋　　歩／たかはし　あゆ ３３m７５cm 菊　田 小野寺悠剛／おのでら　ゆうごう ４６m５６cm

四　倉 小林　姫来／こばやし　きらら ３３m３６cm 磐　崎 小林　智哉／こばやし　ともや ４６m５２cm

泉 川北日菜乃／かわきた　ひなの ３２m８９cm 泉 清水　道太／しみず　みちた ４６m３７cm

泉 和田　風花／わだ　ふうか ３２m８０cm 小名東 中村　快立／なかむら  かいり ４６m２１cm

※ 太線 ※ 太線

＜女子ソフトボール投＞ ＜男子ソフトボール投＞ 

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名 記録 学校名 氏　　名 記録

草 野 斎藤皇　猪狩優希　佐藤可菜　井上由海　林里嬢　鈴木沙萊 ５６秒７６　 平 四 新妻拓巳　渡邉浩平　小野遥翔　柿崎小鉄　渋川陽希　鈴木力樹 ５４秒１８　

小　川 小松杏音　中島姫奈乃　儀田朱音　小野優愛　鈴木珠梨　植野聖姫 ５８秒３６　 泉　北 佐々木太耀　奈良優翔　水竹聡太　小野文也 ５５秒６８　

平 三 伊藤歩乃果　小野羽美　阿部実由　草野来海　國友美里　志賀千風優 ５８秒６０　 泉 緑川陽斗　先﨑遥　髙橋晴　佐藤晃 ５５秒９５　

平 四 栗田杏華　阿部円香　渡部未来　佐藤菜々香　髙木玲来　池田周 ５８秒７２　 平 三 鯨岡実徳　佐藤広彩　松井陽　阿部相太　塩啓太　木村幸正 ５６秒１３　

郷ヶ丘 熊谷咲里　岩谷咲　佐藤萌笑　小野結愛　寺島陽菜　菅波友雪 ５９秒１３　 好間一 宮田烈　佐藤相斗　渡邊玄輝　鈴木琉正　渡部公一　粕谷征一郎 ５６秒２２　

平 一 阿部香ノ子　大谷美月　若松美花　松下優菜　久保彩　渡邉百音 ５９秒１８　 中央北 新妻歩弥　佐藤大海　佐藤勇晏　五十嵐幸祐　髙木和真　氏家大夢 ５６秒５６　

泉 柴山李桜　武田茉莉華　小林瑞穂　戸切さくら ５９秒２２　 四　倉 末永太樹　松本遼太郎　小宅晴哉　田中颯　池田侑平　遠藤聖斗 ５７秒３０　

高　坂 後藤陽茉莉　蛭田詩織　尾形美紅　高橋楓佳　杉田奈心　押野琉華 ５９秒３４　 湯本一 阿部拓人　北郷桜之介　髙久祥汰　古川敬涼 ５７秒３７　

菊　田 　鈴木れな　佐藤泉　戸崎良有子　西山ゆな ５９秒３５　 郷ヶ丘 十文字拓海　佐藤優　植杉寬都　新川拓斗　日髙龍之介　緑川翔太 ５７秒５２　

中央南 山川陽菜　井浦萌愛　熊田紗弥　菊地花音　佐藤柚奈　水野谷夢愛 ５９秒５７　 平 六 山崎幹英　佐川大樹　佐藤拓弥　會川健太　志賀航大　伊藤晃 ５７秒５３　

好間一 小野歩華　鈴木薫奈　米山愛咲　佐藤令美　金成涼海　鈴木伶 ５９秒７８　 御　厩 種田嘉人　高木光希　藁谷直也　森山晴流　熱海命　深谷大輝 ５７秒５５　

小名二 田仲由來　井上優菜　佐藤りな　山崎優香 ６０秒０１　 小名西 土橋望夢　藤田滉平　渡邉華輝　奈良原志道 ５７秒６５　

勿来一 　荒川梨奈　大平青空　今井ありさ　根本芽依 ６０秒０３　 草 野 鈴木朝之介　山﨑宗樹　大島英人　三瓶大斗　川崎蒼汰　齋藤衡 ５７秒９３　

小名東 折内心優　鈴木愛理　上原碧日　吉田希愛 ６０秒０４　 永　崎 八木まなと　佐藤拓海　吉田翔　志賀敏哉 ５７秒９３　

平 二 内田凛　川名春香　安齊純礼　時實さわ　遠藤優唯　佐藤瑠香 ６０秒１９　 汐　見 小林巧実　半澤空羽　内山晴翔　佐々木陸来　 ５８秒３０　

平 六 安田杏菜　木村月南　福田夢月　渡辺愛　津田結生　佐川生華　 ６０秒２７　 錦 田茂井京典　蛭田一冴　　西山一心　永井成弥 ５８秒８４　

※ ※

＜女子４×１００ｍＲ＞ ＜男子４×１００ｍＲ＞

　リレーメンバーは、市小学校陸上競技大会と同一メンバーでなくてもよいこととします。

ただし、リレー申込書を期限までに提出してください。

　リレーメンバーは、市小学校陸上競技大会と同一メンバーでなくてもよいこととします。

ただし、リレー申込書を期限までに提出してください。



いわき市小学校陸上競技大会事務局

(1)

② 各ﾌﾞﾛｯｸ大会総合3位以下の記録を4大会照合し、その中の成績上位10位までの選手。

　　　なお、①で同記録がある場合（＜例＞各ブロック大会で、総合1位→2位→2位など）、そちら

　　　を優先的に残し、それ以下の人数をその分減らす。

※ 4×100mリレーは、同様の方法で16チームを選出する。

(2) 補欠選手（チーム）の選考及び棄権による繰り上げ出場はしないこととする。

＜補足＞

※

競技役員マニュアルにおいても規定されています。）

優先１

優先２

優先３

の前までの無効試技数が少ない選手が上位。

する走高跳の選手を選考するにあたっても、同様の方法で選手を選考しています。

※
競技役員マニュアルにおいても規定されています。）

優先１

優先２

　走高跳については、順位について、次のような方法で決定しています。（市要項及び本大会の

　走幅跳については、順位について、次のような方法で決定しています。（市要項及び本大会の

　記録が良い（高い）選手が上位。

　上記記録が同じ場合、その記録（高さ）を少ない試技数で跳んだ選手が上位。

　上記記録が同じでその記録（高さ）を同じ試技数で跳んだ選手がいる場合、その高さ

「資料15」には、次のように記載されています。

平成２８年度　秋季選手権出場者の選考基準について

　秋季選手権出場者につきましては、市要項「資料15」に示されている通り選考いたしました。市要項

　記録が良い選手が上位。

　上記記録が同じ場合、その次に良い記録（セカンド記録）が良い選手が上位。

　ここまでが同じだったとすれば同率であり、同順位になります。従いまして、秋季選手権に出場

　出場者は、いわき市小学校陸上競技大会100ｍB、80ｍハードル、800ｍ、1000ｍ、走高跳、走

幅跳、ソフトボール投の各種目において、以下の18名ずつを選出する。

① 各ﾌﾞﾛｯｸ大会の総合1位・2位の選手。




