共催・その他
平成 30 年度 筑波大学主催競技会日程/種目一覧
第１回筑波大競技会
１日目
２日目

４月７日（土）
・８日（日）

トラック

100m・400m・1500m・110mH（男）・110ｍJH（男）・110ｍYH（男）
100mH（女）・100ｍYH（女）・4×100mR

フィールド

棒高跳・走幅跳・ハンマー投・やり投

トラック

200m・800m・5000m・3000mSC・400mH・4×400mR

フィールド

走高跳・三段跳・砲丸投・円盤投

申込〆切：４月９日（月）

第２回筑波大競技会 ４月21日（土）
・22日（日）
トラック
１日目

２日目

100m・400m・1500m・110mH（男）・110ｍJH（男）・110ｍYH（男）
100mH（女）・100ｍＹH（女）・4×100mR

フィールド

棒高跳・走幅跳・ハンマー投・やり投

混
成
（学内のみ）

十種（男）：100m・走幅跳・砲丸投・走高跳・400m
七種（女）：100mH・走高跳・砲丸投・200m

トラック

200m・800m・5000m・3000mSC・400mH・4×400mR

フィールド

走高跳・三段跳・砲丸投・円盤投

混
成
（学内のみ）

十種（男）：110mH・円盤投・棒高跳・やり投・1500m
七種（女）：走幅跳・やり投・800m

第４回筑波大競技会 ６月９日（土）
・６月10日（日）
１日目
２日目

申込〆切：３月23日（金）

申込〆切：５月28日（金）

トラック

100m・400m・1500m・110mH（男）・110ｍJH（男）・110ｍYH（男）
100mH（女）・100ｍＹH（女）・4×100mR

フィールド

棒高跳・走幅跳・ハンマー投・やり投

トラック

200m・800m・5000m・3000mSC・400mH・4×400mR

フィールド

走高跳・三段跳・砲丸投・円盤投

第６回筑波大競技会 ９月29日（土） 申込〆切：9月14日（金）
−

トラック

100m・400m・800m・1500m・5000m・110mH（男）・100mH（女）・200m（学内）
400mH（学内）・1000m（学内）

フィールド

棒高跳・走幅跳・走高跳・三段跳・ハンマー投・やり投・砲丸投・円盤投

申込〆切：10月19日（金）

第７回筑波大競技会 11月３日（土）
・４日（日）
１日目
２日目

トラック

100m・400m・1500m・110mH（男）・110ｍJH（男）・110ｍYH（男）
100mH（女）・100ｍＹH（女）・4×100mR

フィールド

棒高跳・走幅跳・ハンマー投・やり投

トラック

200m・800m・5000m・3000mSC・400mH

フィールド

走高跳・三段跳・砲丸投・円盤投

筑波大学投擲競技会 2019年２月９日（日）
−

フィールド

申込〆切：１月25日（金）必着

砲丸投・ハンマー投・円盤投・やり投

※開催場所について：筑波大学陸上競技場にて行う。（会場コード：未定）
詳しくは後述の見取り図を参照。
※トラック種目の直線種目（100ｍ、100Ｈ，110ｍＨ）については２次レースを行います。２次レース
は筑波大学陸上競技部部員、または筑波大学陸上競技部コーチが特別に認めた選手のみ出場できる。
※特に注意書きしていない種目は、男女ともに開催する。
※ハードルについて：男子はインターバルはすべて9.14ｍとし、高さは110ｍＹＨを0.914ｍ、110ｍＪＨ
を0.991ｍ、110ｍＨを1.067ｍとする。また、女子は、100ｍＹHをインターバル8.00ｍ、高さを0.762ｍ
とし、100ｍHをインターバル8.5ｍ、高さを0.838ｍとする。この規格以外は開催しない。
※長距離種目について：日本陸上競技連盟競技規則第147条の規定により、5000ｍ以上の距離の種目は
男女混合で行う場合があります。ご了承下さい。
※第２回筑波大学競技会の混成種目及び、第６回筑波大競技会の200m、400mH、10000mは学内のみ
の実施とする。
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筑波大学生・筑波大学大学院生・招待選手のみ参加可能な競技会
第３回筑波大競技会
１日目
２日目

100m・400m・1500m・110mH（男）・100mH（女）4×100mR
棒高跳・走幅跳・ハンマー投・やり投

トラック

200m・800m・5000m・10000m・3000mSC・400mH・4×400mR

フィールド

走高跳・三段跳・砲丸投・円盤投

第５回筑波大競技会
１日目

８月２日（木）
・３日（金）

申込〆切：７月23日（金）

トラック

100m・400m・1500m・110mH（男）・100mH（女）・4×100mR

フィールド

棒高跳・走幅跳・ハンマー投・やり投

混

２日目

５月３日（木）・４日（金） 申込〆切：４月23日（金）

トラック
フィールド

成

十種（男）：100m・走幅跳・砲丸投・走高跳・400m
七種（女）：100mH・走高跳・砲丸投・200m

トラック

200m・800m・5000m・10000m・3000mSC・400mH・4×400mR

フィールド

走高跳・三段跳・砲丸投・円盤投

混

成

十種（男）：110mH・円盤投・棒高跳・やり投・1500m
七種（女）：走幅跳・やり投・800m

申込〆切：５月18日（金）

第１回筑波大記録突破競技会 ５月19日（土）
−

フィールド

走幅跳・三段跳・走高跳・棒高跳

申込〆切：６月１日（金）

第２回筑波大記録突破競技会 ６月２日（土）
−

フィールド

走幅跳・三段跳・走高跳・棒高跳

申込〆切：６月29日（金）

第３回筑波大記録突破競技会 ６月30日（土）
−

トラック

100m・200m・400m・100mH（女）・110mH（男）・400mH
800m・1500m・5000m・10000m・10000mW・3000mSC

フィールド

走幅跳・三段跳・走高跳・棒高跳

申込〆切：10月５日（金）

第４回筑波大記録突破競技会 10月６日（土）
フィールド

走幅跳・三段跳・走高跳・棒高跳

申込〆切：10月19日（金）

第５回筑波大記録突破競技会 10月20日（土）
−

フィールド

走幅跳・三段跳・走高跳・棒高跳

申込要項
【参加資格】 平成30年度日本陸上競技連盟登録者
【参 加 料】
事前申込 当日申込
中学生
500円
1000円
一般種目
高校生
800円
1500円
一 般
800円
リレー種目
1000円
2000円
混成種目
2000円
3000円
【申込方法】 申込者は、各競技会申込締切日（57・58ページを参照）までに
筑波大学陸上競技会（http://athletics.tsukubauniv.jp/games/index.php）
より必要事項を入力した上で、参加料を銀行振込で入金して頂く。

タイムテーブルは競技会３日前までに下記アドレスに掲載する。
http://athletics.tsukubauniv.jp/games/index.php
〆切後の申込は一切受け付けない。また、申込後、参加料の返金は行わない。
なお、参加料が振り込まれていない申込は、いかなる理由においても一切受理しない。
（本年度も厳しく対応する）
希望者に対して、メールでのタイムテーブル・番組編成の事前配信を行う。配信を希望する者
は、PDFファイルを受信可能なアドレスを記載の上、メールで連絡すること。なお、事前配信を
行った団体には当日はプログラムは配布しないので、各自必要な部分をプリントアウトして持参
すること。
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【当日申込】 団体登録・選手登録を済ませた選手・団体のみ、当日の最初の種目の開始二時間前から一
時間前までに、受付で申し込むことができる。
また、当日変更の締切時間も当日申込と同じ時刻とする。
※参加費は当日支払うこと。
※当日申込の人数が多いと運営に支障をきたす恐れがありますので、極力事前に申し込む
こと。多数の場合は受付けられない場合があるため、やむを得ず多人数の当日申込をする
場合は早めに来場して申し込むこと。
【申 込 先】 筑波大学陸上競技会（http://athletics.tsukubauniv.jp/games/index.php）
メールアドレス（tsukuba_tf_kyougikai@yahoo.co.jp）
銀
行
名
ゆうちょ銀行
金融機関コード
9900
店 番 / 記 号
019/00160-6
振込先
預 金 種 目
当 座
店
名
〇一九
口 座 番 号
0359478/359478（右はゆうちょ間での番号）
口 座 名 義
筑波大学陸上競技部
【注意事項】 （1）

本年度も筑波大学競技会への参加申込方法について変更があります（当日申込）
。
詳細は各ホームページでご確認ください。
（2） 選手登録の際は氏名、フリガナ、性別、登録陸協、登録番号、競技会エントリーシ
ステム初利用年度、生年月日、学年を必ず記入すること。記入漏れのある場合、記
録が公認されない可能性がある。
（登録番号欄には中高生は陸協、大学生は学連、一般は陸連の登録番号を入力するこ
と。）
（3） ナンバーカード（20cm×25cm：２枚）、安全ピン（８本）は事前に用意しておく
ことが望ましいが、当日受付での販売も行う。（２枚100円、８本100円）
（筑波大学競技会専用ナンバー（６桁）を使用。）
（4） 原則として番組編成は記録順に行うので、参加申込を行う際は必ず自己の記録を記
入すること。記録のない者は、予想記録を記入すること。
（5） 申込は上記のURLより行うこと。指定外の形式（個人申込書等）を使用した場合、
一切申込を受け付けない。
（6） 混成種目に出場する者は、番組編成の際に使用するので、走高跳（男・女）と棒高
跳（男）の昨シーズン・今シーズンの最高記録を必ず記入すること。
競技者の安全確保のため、棒高跳の公認記録が3ｍ00未満の者は十種競技への参加
を認めない。
（7） 各チーム及び団体の監督は選手を引率し、すべての行動に責任を負うものとする。
（8） 駐車場使用の際は､野球場横の自由駐車場を使用すること。
競技場付近の路上駐車は一切禁止とする。
※悪質な違反駐車車両の関係チームは出場停止処分となる場合がある。
（9） その他不明な点は、以下まで問い合わせること。
Tel：080-3744-1591
（担当：山本 拓海）
e-mail：tsukuba_tf_kyougikai@yahoo.co.jp
ホームページ：http://athletics.tsukubauniv.jp/uttft2013/

【プログラム・記録集】
プログラム（番組編成）の配布は、当日受付にて行う（１団体につき１部）。
その際、記録集の送付を希望される団体は、申し出ること（１部300円）
。
記録集は、競技終了後２週間以内を目安として送付する。
なお、当日も番組編成・記録の掲示を行う。
【記 録 証】 記録証の発行を希望される団体（個人）は、最終競技終了の30分後までに大会本部（ホー
ムストレートゴール棟内）に申し出ること。
（１枚100円）
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