
別表１

【第1日】2014年9月5日（金）　[競技開始　9:30] 【第2日】2014年9月6日（土）　[競技開始　9:00]
トラック競技 トラック競技

種別 種目 ラウンド 種別 種目 ラウンド
混成・十種⑥ 110mH

女子 4×100mR 予選 男子 110mH 予選
男子 4×100mR 予選 女子 100mH 予選

混成・十種① 100m 女子 200m 予選
混成・七種① 100mH 男子 200ｍ 予選

女子 400m 予選 女子 800m 予選
男子 400m 予選 男子 800m 予選
女子 100m 予選 女子 400mH 予選
男子 100m 予選 男子 400mH 予選
女子 1500m 予選 女子 100m 決勝
男子 1500m 予選 男子 100m 決勝
女子 400m 決勝 女子 3000mSC 予選
男子 400m 決勝 男子 3000mSC 予選
女子 100m 準決勝 女子 4×400mR 予選
男子 100m 準決勝 男子 4×400mR 予選
女子 10000mW 決勝 混成・七種⑦ 800m
女子 1500m 決勝 女子 800m 準決勝
男子 1500m 決勝 男子 800m 準決勝

混成・七種④ 200m 混成・十種⑩ 1500m
女子 10000m 決勝 女子 4×100mR 決勝

混成・十種⑤ 400m 男子 4×100mR 決勝
男子 10000m 決勝 女子 5000m 決勝

男子 5000m 決勝

フィールド競技（跳躍） フィールド競技（跳躍）
種別 種目 ラウンド 種別 種目 ラウンド

混成・十種② 走幅跳 混成・七種⑤ 走幅跳
混成・七種② 走高跳 女子 走高跳

女子 棒高跳 決勝 女子 三段跳 決勝
男子 三段跳 決勝 混成・十種⑧ 棒高跳

混成・十種④ 走高跳 男子 走幅跳 決勝

フィールド競技（投てき） フィールド競技（投てき）
種別 種目 ラウンド 種別 種目 ラウンド
女子 やり投 決勝 混成・十種⑦ 円盤投
女子 ハンマー投 予選 女子 ハンマー投 決勝

混成・十種③ 砲丸投 混成・七種⑥ やり投
男子 やり投 決勝 混成・十種⑨ やり投
男子 ハンマー投 予選 男子 ハンマー投 決勝

混成・七種③ 砲丸投

※男女ハンマー投、十種砲丸投、七種砲丸投は、
　 付帯投てき場で実施。

天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会
競技日程（案）

※なお、競技日程の詳細時刻等につきましては、8月19日（火）以降に発表となります。

9:00　開会式



別表１

【第3日】2014年9月7日（日）　[競技開始　9:00] ※競技開始時刻・式典時刻は、エントリー状況等に
トラック競技  より変更となる可能性があります。

種別 種目 ラウンド
男子 10000mW 決勝
女子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝
女子 100mH 準決勝
男子 110mH 準決勝
女子 800m 決勝
男子 800m 決勝
女子 400mH 決勝
男子 400mH 決勝

女子 100mH 決勝
男子 110mH 決勝
女子 200m 決勝
男子 200m 決勝
女子 3000mSC 決勝
男子 3000mSC 決勝
女子 4×400mR 決勝
男子 4×400mR 決勝

フィールド競技（跳躍）
種別 種目 ラウンド
女子 走幅跳 決勝
男子 棒高跳 決勝
男子 走高跳 決勝

フィールド競技（投てき）
種別 種目 ラウンド
女子 円盤投 決勝
男子 砲丸投 決勝
男子 円盤投 決勝
女子 砲丸投 決勝

12:30　栄章授与式

15:30　閉会式

天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会
競技日程（案）

※なお、競技日程の詳細時刻等につきましては、8月19日（火）以降に発表となります。


