
共催・その他
2023年度　筑波大学競技会日程/種目一覧

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・やり投・ハンマー投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400m

フィールド 走高跳・三段跳・砲丸投・円盤投

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400mR

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400m

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400mR

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400m

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400m

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400m

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

トラック 200m・800m・3000m・5000m・3000mSC・400mH・4×400m

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

- フィールド 砲丸投・ハンマー投・円盤投・やり投

※ 開開催催場場所所ににつついいてて：筑波大学陸上競技場にて行う。（競技場コード:083110）
詳しくは後述の見取り図を参照。

※※ トトララッックク種種目目のの直直線線種種目目（（110000ｍｍ、、110000ｍｍHH，，111100ｍｍHH））ににつついいててはは22次次レレーーススをを行行いいまますす。。22次次レレーーススはは筑筑波波大大学学陸陸上上競競
技技部部部部員員、、ままたたはは筑筑波波大大学学陸陸上上競競技技部部ココーーチチがが特特別別にに認認めめたた選選手手ののみみ出出場場ででききるる。。

※特に注意書きしていない種目は、男女ともに開催する。

※ハハーードドルルににつついいてて：以下の規格にて実施する。それ以外の規格では実施しない。

１日目

２日目

　第8回筑波大競技会　11月4日(土)・5日(日)　申申込込〆〆切切：：1100月月2200日日((金金))1144時時5599分分ままでで

１日目

２日目

　第34回筑波大投擲競技会　2024年2月10日(土)　申申込込〆〆切切：：11月月2266日日((金金))1144時時5599分分ままでで

１日目

２日目

　第6回筑波大競技会　9月30日(土)・10月1日(日)　申申込込〆〆切切：：99月月1155日日((金金))1144時時5599分分ままでで

１日目

２日目

　第7回筑波大競技会　10月21日(土)・22日(日)　申申込込〆〆切切：：1100月月66日日((金金))1144時時5599分分ままでで

１日目

2日目

　第5回筑波大競技会　8月19日(土)・20日(日)　申申込込〆〆切切：：88月月44日日((金金))1144時時5599分分ままでで

２日目

　第3回筑波大競技会　6月24日(土)・25(日)　申申込込〆〆切切：：66月月99日日((金金))1144時時5599分分ままでで

１日目

２日目

　第4回筑波大競技会　7月15日(土)・16日(日)　申申込込〆〆切切：：66月月3300日日((金金))1144時時5599分分ままでで

22002233年年度度　　筑筑波波大大学学競競技技会会日日程程//種種目目一一覧覧
　第１回筑波大競技会　　5月20日(土)・21日(日)　申申込込〆〆切切：：55月月55日日（（金金))1144時時5599分分ままでで

１日目

２日目

　第2回筑波大競技会　6月10日(土)・11日(日)　申申込込〆〆切切：：55月月2266日日((金金))1144時時5599分分ままでで

１日目

男子110mH 男子110mJH 男子110mYH 女子100mH 女子100mJH

(中学) (一般・高校) (中学)

ハードルの高さ 1.067m 0.991m 0.914m 0.838m 0.762m

インターバル 9.14m 9.14m 9.14m 8.50m 8.00m

種目



2023年度　筑波大学記録突破競技会（学内関係者のみ）日程/種目一覧

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

十種(男)：100m・走幅跳・砲丸投・走高跳・400m

七種(女)：走幅跳・やり投・800m

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

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

十種(男)：110mH・円盤投・棒高跳・やり投・1500m

七種(女)：走幅跳・やり投・800m

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

フィールド 棒高跳・走幅跳・砲丸投・やり投

十種(男)：100m・走幅跳・砲丸投・走高跳・400m

七種(女)：走幅跳・やり投・800m

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

フィールド 走高跳・三段跳・円盤投・ハンマー投

十種(男)：110mH・円盤投・棒高跳・やり投・1500m

七種(女)：走幅跳・やり投・800m

トラック 調整中

フィールド 調整中

トラック 調整中

フィールド 調整中

トラック 調整中

フィールド 調整中

- 混成 調整中

1日目 トラック 3000m・5000m・10000m・３０００ｍSC

2日目 トラック 3000m二次・5000m二次・10000m二次・３０００ｍSC二次

トラック 調整中

フィールド 調整中

トラック 調整中

フィールド 調整中

1日目 トラック 3000m・5000m・10000m・３０００ｍSC

2日目 トラック 3000m二次・5000m二次・10000m二次・３０００ｍSC二次

　第6回筑波大記録突破競技会

4月15日(土)・4月16日(日)　　　申申込込〆〆切切：：  33月月3311日日((金金))1144時時5599分分ままでで

4月22日(土)・23日(日)　　　申申込込〆〆切切：：  44月月77日日((金金))1144時時5599分分ままでで

8月11日(金)・12日(土)・13日(日)　　　申申込込〆〆切切：：77月月2277日日((木木))1144時時5599分分ままでで

9月9日(土)・10日(日)　　　申申込込〆〆切切：：88月月2255日日((金金))1144時時5599分分ままでで

11月11日(土)・12日(日)　　　申申込込〆〆切切：：1100月月2277日日((木木))1144時時5599分分ままでで

12月2日(土)・3日(日)　　　申申込込〆〆切切：：1111月月1177日日((金金))1144時時5599分分ままでで

2日目

3日目

　第4回筑波大記録突破競技会

　第5回筑波大記録突破競技会　

1日目

2日目

1日目

混成

2日目

混成

　第3回筑波大記録突破競技会　

1日目

　第1回筑波大記録突破競技会

1日目

混成

2日目

混成

　第2回筑波大記録突破競技会

22002233年年度度　　筑筑波波大大学学++BB55::DD4488記記録録突突破破競競技技会会（（学学内内関関係係者者ののみみ））日日程程//種種目目一一覧覧



【 主 催 】 筑波大学陸上競技部

【参加資格】 2023年度日本陸上競技連盟登録者

【 場 所 】 筑波大学陸上競技場（競技場コード:083110）

【 参 加 料 】 事前申込 当日申込

一般種目 中学生 700円 1200円
高校生 1000円
一般 1000円

1200円 2000円
2200円 3000円

【申込方法】 申込者は、各競技会申込締切日（4, 5ページを参照）までに

よよりり必必要要事事項項をを入入力力ししたた上上でで、、参参加加料料をを銀銀行行振振込込でで入入金金ししてて頂頂くく。。

【当日申込】

【 申 込 先 】

振込先

【注意事項】 ((11))

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

メールアドレス:tsukuba_tf_kyougikai@yahoo.co.jp
ホームページ: https://tsukubathletics.com/games/index.php

ププロロググララムムのの販販売売はは、、当当日日受受付付ままたたはは本本部部ににてて行行うう。。((11部部110000円円))
なお、当日も番組編成・記録の掲示を行う。
((※※本本年年度度よよりりププロロググララムムのの無無料料配配布布はは行行いいまませせんん))

【 記 録 証 】

番組編成の組や試技順の変更願いは受け付けません。

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（新倉庫2階）に申し出ること。(1枚100円）

混混成成種種目目にに出出場場すするる者者はは、、番組編成の際に使用するので、走走高高跳跳
（（男男・・女女））とと棒棒高高跳跳（（男男））のの昨昨シシーーズズンン・・今今シシーーズズンンのの最最高高記記録録をを必必ずず
記記入入すするるこことと。。

競技者の安全確保のため、棒棒高高跳跳のの公公認認記記録録がが33ｍｍ0000未未満満のの者者はは
十十種種競競技技へへのの参参加加をを認認めめなないい。。

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
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。
競競技技場場付付近近のの路路上上駐駐車車はは一一切切禁禁止止ととすするる。。
※※悪悪質質なな違違反反駐駐車車車車両両のの関関係係チチーームムはは出出場場停停止止処処分分ととななるる場場合合がが
ああるる。。
その他不明な点は、以下まで問い合わせること。
Tel：080-1466-7721(担当:南田　航希)

【プログラム】

申申込込要要項項

混成種目

1500円

https://tsukubathletics.com/games/index.php
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。

リレー種目

筑波大学陸上競技会(https://tsukubathletics.com/games/index.php)

申申込込はは上上記記ののUURRLLよよりり行行ううこことと。。指指定定外外のの形形式式（（個個人人申申込込書書等等））をを使使
用用ししたた場場合合、、一一切切申申込込をを受受けけ付付けけなないい。。

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。

参参加加者者へへのの連連絡絡はは原原則則ホホーームムペペーージジににてて連連絡絡すするる。。詳詳細細はは競競技技会会
ホホーームムペペーージジででごご確確認認くくだだささいい。。

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。

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。）

〆〆切切後後のの申申込込はは一一切切受受けけ付付けけなないい。。

銀行名             ゆうちょ銀行
金融機関コード　9900
店番/記号　      019/00160-6
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

筑波大学陸上競技会(https://tsukubathletics.com/games/index.php)
メールアドレス(tsukuba_tf_kyougikai@yahoo.co.jp)

今年度に関してはコロナの影響により学外参加者の当当日日申申しし込込みみはは受受けけ付付けけ
なないい。。

申申込込ままででにに参参加加費費をを振振りり込込ままれれななかかっったた場場合合はは当当日日申申込込扱扱いいととしし、、当当日日申申込込
のの金金額額をを頂頂くく。。
※※天天候候等等ののややむむをを得得なないい事事情情にによよりり、、競競技技会会がが中中止止・・中中断断ししたた場場合合のの返返金金
はは、、一一切切行行いいまませせんん。。ああららかかじじめめ、、ごご了了承承下下ささいい。。
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