
事務連絡  

                                                         令和２年９月２６日  

 

令和２年度県中学校新人陸上競技大会参加校ご担当者  殿  
 

 先日，各地区委員長より大会に関する資料を参加校に送付させていただきましたが，以下

の点について確認と変更の連絡をさせていただきます。  

 

【当日の提出書類（健康チェック表等）についての確認】  

  今回は中体連様式の健康チェック表を使用することになりますが，１０月１日と２日の

両日参加をする場合の提出について，以下のとおりとなります。  

 別紙１（個人用）  別紙２（学校用）  備考  

１日目(10/1)      必要       必要   

２日目(10/2)      不要       必要  ただし，２日目から参加の選手は別紙１も必要  

 ※２日目に別紙２（学校用）を提出する際，１日目に参加をしている選手と２日目から参

加の選手を区別するために，該当選手の備考欄に「１日目に参加」と記載をお願いしま

す。  

 ※１日目に誰も出場せず，２日目のみ参加の学校については上記１日目と同様に別紙１，

２ともに提出をお願いします。  

※当日の受付の際，申込一覧表の写し（職印なしでも可）と上記書類を添えて提出してく

ださい。なお，一覧表については，提出時点で来場していない選手にマーカーで色を付

けて提出をお願いします。  

 

【使用するシューズについての変更】  

  送付済みの資料「大会規則及び競技者・指導者の注意事項」の「８．その他」に記載し

ている使用するシューズについて，以下のとおり変更させていただきます。  

 内容  

変更前  
使用できるシューズについては，ワールドアスレティックス規則第１４３条

を適用するため，ソールの厚さが 25mm を超えるシューズは使用できない。 

変更後  
使用できるシューズについては，ワールドアスレティックス規則第１４３条

を適用しない。  

 ※上記規則を「適用しない」場合には，招集所にてシューズのソールの厚さを計測する必

要があります。その際，規定を超える厚さの場合には結果一覧に「厚底シューズ着用」

の注釈付記をすることが必要となります。（国内では，11/30 までは公認記録となる。

但し，ワールドアスレティックスでは非公認記録となる。）  

 ※１２月からの全ての競技会において上記規則が適用されます。規定外のシューズについ

ては使用できなくなりますので，事前にご周知ください。（10/16～18 に行われる JOC

ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ全国中学生陸上競技大会 2020 では上記規則が適用されます。）  

 

【上記内容，大会に関する問い合わせ先】  

 茨城県中体連陸上競技専門部  委員長   佐藤  稔（古河市立総和南中学校）  

                    ℡090-1550-5393 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）第 60回茨城県中学校新人陸上競技大会参加にあたって「ガイドライン」 5ページ 

（２）競技注意事項 1ページ 

   ※使用するシューズについては，ワールドアスレチックス規則第１４３条を適用す

るため，ソールの厚さが２５ｍｍを超えるシューズは使用できない。（訂正 R2.9.26） 

（３）競技順序（タイムテーブル） 1ページ 

（４）練習会場の使用について ２ページ 

（５）主陸上競技場見取り図 1ページ 

（６）大会当日提出書類送付書 1ページ 

（７）別紙１ 新人体育大会 健康チェック表及び参加同意書（個人用） 1ページ  

（８）別紙２ 新人体育大会 健康チェック表（学校用） 1ページ 

（９）別紙３ 行動確認票 １ページ 

（10）欠場届 １ページ 

（11）リレーオーダー用紙・変更届 ２ページ 

 

 

 

 

 

第 60回茨城県中学校新人陸上競技大会 

ガイドライン及び競技注意事項 等 

【問い合わせ】 

茨城県中学校体育連盟 

 陸上競技専門部委員長 佐藤 稔 

携帯 ０９０－１５５０－５３９３ 



        令和２年度 

        第６０回茨城県中学校新人陸上競技大会 

       参加にあたって 

選手・引率・指導者の皆さま 

 

 新型コロナウイルスの感染予防・感染防止が大会実施の最大の懸案となっています。 

 つきましては、本競技会を無観客で開催いたします。また、ここにお示しいたします内容についてご

確認をお願いします。そして、感染リスクを最小限に抑えられるよう一人一人が活動にご留意頂くよう

お願い致します。 

 大会終了後も、お集まりの皆さまが無事でいられるよう、その後の体調管理もお願い致します。 

 本大会の運営にあたり、県中体連陸上競技専門部も万全を期して感染症対策に当たりますので、ご理

解とご協力をお願い致します。 

 細かくは、事前に日本陸上競技連盟「陸上競技活動開始のガイダンス」ならびに県中体連「中学校新

人体育大会における感染拡大予防のための運営方針」をご確認いただき、感染症対策に必要なご準備を

お願い致します。なお、「健康チェック表」等の提出書類について、茨城陸上競技協会主催の記録会等

と形式が異なりますのでご注意ください。 

 

◇引率者・指導者の方が提出  ◆選手が提出 

 
必ずお持ちください 

  ◎マスク（運動時以外は着用をお願いします） 

  ◎安全ピン８本（トラック競技で使用する腰ゼッケン（左右）を止めるのにご使用ください） 

    ◎個人用シート（ストレッチやスタンド外でお食事の際にご使用下さい） 

  ◎ビニール袋（選手が荷物を直接地面に置くことを防ぐためにご使用ください） 

  ◎常備用タオル（こまめな手洗いや洗顔と手指消毒用） 

  ◎体温計・消毒液（手指用・学校ベンチ用）（各校で準備してください） 

  ◇送付書（学校受付時の提出書類（所属生徒分含む）に添えてください） 

  ◇申込一覧表の写し（職員なしでも可） 

  ◇◆別紙１ 新人体育大会 健康チェック表及び参加同意書（個人用） 

※引率者・指導者等、学校運営管理者も提出が必要です。 

※別紙１は返却いたします。お帰りの際に学校受付に立ち寄りお持ち帰りください。 

  ◇別紙２ 新人体育大会 健康チェック表（学校用） 

◇別紙３ 行動確認票 

 （大会当日の提出はありませんが、感染症対策で必要です。来場日には必ず記入し、各校で１月 

以上保管してください。有事の際には提出して頂く場合があります。） 

 ◆欠場届 

（学校受付時に欠場が決まっている場合は学校受付（ＴＩＣ）に提出してください）  

（学校受付後に欠場となった場合には、本人または代理人が欠場届を、招集完了時刻までに招 

集所へ提出してください） 

 ◇◆リレーオーダー用紙・変更届 

（１組目の招集完了時刻の６０分前までに招集所に提出してください） 

 

常時携帯をお願いします 

◎ＡＤカード  （学校受付（ＴＩＣ）で配布後は、競技場およびスタンドへの入場・再入場に 

必要です） 

 

 

 

 

第 60回 県中学新人陸上大会 

参加者用 ガイドライン 

茨城県中学校体育連盟 陸上競技専門部 



 １ 来場について 

   本競技会は無観客で実施いたします。保護者への周知を各校において必ずお願いします。 

 

２ 参加校・参加者の来場にあたって 

   感染拡大防止の観点から、参加校の来場生徒の人数について下記の通り制限します。 

   ア）競技会へのエントリー選手 

イ）主催者から補助員として委嘱された人数（補助員依頼がある学校のみ） 

   ※本競技会に該当しない生徒の来場・練習等は禁止とします。 
  

３ 学校受付（ＴＩＣ）で提出するもの ◆選手・補助員 ◇引率者・指導者 

   ア）引率者・指導者が提出するもの（所属選手提出書類含む） 

     ◇送付書 

     ◇申込一覧表の写し※提出時に来場していない選手にはマーカーで色を付けてください。 

◇◆別紙１ 新人体育大会 健康チェック表及び参加同意書（個人用） 

     ◇別紙２ 新人体育大会 健康チェック表（学校用） 

       ※提出いただけない場合、又は各項目に１つでも当てはまるものがあった場合は参加でき

ません。 

◆欠場届 

※ 学校受付時に欠場が決まっている場合は提出してください。 

  学校受付後に欠場となった場合には、本人または代理人が欠場届を、招集完了時刻 

までに招集所へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 競技会参加の可否について 

〇競技会当日より前７日間（9/24～10/1）の内に、３７．５℃以上の発熱があった場合には参加で 

きません。 

〇別紙１健康チェック表（個人用）８項目の内容において１つでも当てはまる症状がある場合には

参加できません。 

〇体温が３７．０℃以上の日がある場合には、事前に各校で、各項目についてヒアリングを行い、 

感染リスクの有無を確認してください。 

 

   【参加できる例】 

３７．４℃の日があったが、他項目に該当がなく、当人の家族内にも健康チェックシート 

内の項目内容のような症状がない。 

   【参加できない例】 

３７．０℃の日があり、競技会当日より前７日間で、他項目に該当が１つあった。 

ア）感染者（チーム）への対応 

 
注１ 競技会当日８時３０分までに学校受付に提出してください。 

２ 上記書類の提出がない者については競技会への参加を認めない。 
３ 一覧表は,提出時点で来場していない選手にマーカーで色を付けて提出すること。 
４ 別紙１新人体育大会健康チェック表及び参加同意書（個人用）においては，「押印」漏れの

ないようにすること。（引率・指導者等の学校運営管理者も提出すること。） 
５ 提出時には，下記の順番に重ねて提出すること。 

①送付書 

②申込一覧表の写し（職印無しでも可） 

③別紙２新人体育大会健康チェック表（学校用） 

④別紙１新人体育大会健康チェック表及び参加同意書（個人用） 
⑤別添１新人体育大会健康チェック表及び参加同意書（個人用）※競技役員ではない引率者分 

６ 競技役員は役員受付へ提出すること。 
７ 上記（５－⑤）提出枚数分のＡＤを学校受付（ＴＩＣ）で受け取ること。 
８ 提出書類については，大会終了後１カ月保管し，その後主催者が責任をもって破棄いたします。 

 



       競技会開催日の３週間前の時点、もしくはそれ以降に PCR検査もしくは抗原検査で陽性反

応があった場合、当該選手、チームは参加できません。 

   イ）濃厚接触者への対応 

保健所から濃厚接触者と認められた場合、１４日間にわたり健康状態を観察する期間を経

過し、症状が出ていない選手の出場を認める。 

ウ）感染疑い者への対応 

競技会開催３週間前の時点、もしくはそれ以降に感染疑い症状（※５）が発症していた場

合、インフルエンザ等の新型コロナウイルス以外の感染症のリスクもある為、当該選手は参

加できません。 

   但し、次の１)および２)の両方の条件を満たしている場合、大会への出場を認める。 

１）感染疑い症状の発症後に少なくても８日が経過している。 

 （８日が経過している：発症日を０日として８日間のこと。） 

２）薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくても３日が経過してい

る。（３日が経過している：解熱日・症状消失日を０日として３日間のこと。） 

※５ 感染疑い症状とは 

▼息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

▼重症化しやすい方（高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方、

透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方）で、発熱や咳などの比較的軽

い風邪の症状がある場合  

▼上記以外の方で「発熱や咳など比較的軽い風邪の症状」が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ず、「強い症状」と思う場合にはすぐに相談を。解熱剤などを

飲み続けなければならない方も同様） 

 

  ５ 学校受付（ＴＩＣ）で渡されるもの 

   ア）引率者・指導者・関係者の方々対象 

     ◎ＡＤカード （体調管理チェックシートと引き換えにお渡し致します） 

※ 選手はアスリートビブス（ナンバーカード）をＡＤとする。 

 

  ６ 主競技場・補助競技場・投てき場・スタンド入場の際に 

  ※ エントリー選手・補助員・競技役員・引率者・指導者以外の入場はできません。 

      ア）ＡＤカードによる入場規制 

     ○主競技場：入場口…第４ゲート（競技中） 

※ 選手・競技役員のみ入場可 

※ 朝の練習開放時間帯は第１・２・４ゲートを開放する。引率者・指導者も通行可能 

     〇主競技場：退場口…第１・４ゲート（競技中） 

      ※競技終了後、バックストレート側を通って第１又は第４ゲートから退場できます。 

〇メインスタンド：入退場口…主競技場正面『Ｅ・Ｆ』スタンド入口 

     〇主競技場サイド及びバックスタンド：入退場口…バックスタンド外側『L ゲート』 

※ 選手（補助員）・引率者・指導者・競技役員のみ入場可 

〇補助競技場：入退場口…正面及びトイレ側 

※ 選手・競技役員・引率者・指導者のみ入場可 

〇投てき場：入場口…正面のみ 

 ※ 選手・競技役員・引率者・指導者のみ入場可 

      イ）指先消毒励行 

           消毒用アルコールを入場口をはじめ、招集所・更衣室等を含めた各所に準備をしてあり 

ます。指先消毒をお願いします。 

   ウ）いばらきアマビエちゃんの登録（引率者・指導者・競技役員の方） 

      県内においてイベント開催時には「いばらきアマビエちゃん」の登録が前提（条例になる

かも）となっております。プログラム裏表紙又は学校受付等にＱＲコードを掲載（掲示）

します。読み込んで空メールを送信して登録していただけます（任意）。その後、来場さ

れた方の中から新型コロナウイルス感染症に感染された方が出た場合に、メールでお知ら

せが来るシステムです。 



７ 競技場内で 

   ア）スタンド座席規制及び各校ベンチについて 

     ○ソーシャルディスタンスに配慮して、お座りください。また、スタンドはブルーシート等

による場所取りを禁止します。 

     〇メインスタンドでの学校ベンチの確保も可とします。 

     〇競技場内（メインスタンド２Ｆ裏コンコース／サイトスタンド芝生席／サイド・バックス

タンド裏側）のスペース（別紙「主陸上競技場見取り図①～㉞」）は全て抽選対象場所とな

ります。※抽選にて獲得した場所を他校（チーム）と交換・共有・共用・譲渡等をするこ

とはできません。 

〇抽選から漏れてしまった学校（チーム）や抽選を希望しなかった学校については，サイド

（芝生席は除く）・バックスタンドや中央広場等をご利用ください。 

〇メイン・サイド（芝生席は除く）・バックスタンドへのテント設営は禁止とします。 

〇テント設置については係員が巡回し確認をさせて頂く場合があります。設置方法に問題の

ある場合はお声掛けさせていただきますので係員の指示に従ってください。 

〇公園敷地内の樹木にロープ等を巻いたりすることは厳禁です。 

〇主陸上競技場正面外側（正面玄関～100ｍゴール付近）のスペースについては，補助員生徒

の待機所とするため，各校ベンチの設置はしないでください。 

   イ）応援について 

      声を出しての応援は禁止とします。思いを込めて拍手等での応援をお願いします。また、 

マスクを着用し，ソーシャルディスタンスを確保するようお願いします。 

   ウ）選手の導線について 

     〇入場は全て第４ゲート（200ｍスタート付近）からお願いします。 

     〇入場については、招集所にて招集完了後、競技役員（補助員）の誘導で入場してください。

その際，競技進行の妨げにならないように注意し，競技役員の指示があった場合は従って

ください。 

〇トラック競技終了後は、競技場内のバックストレート側を歩いて荷物の場所まで戻り、第

１又は第４ゲートから退場してください。その際，競技進行の妨げにならないように注意

し，競技役員の指示があった場合は従ってください。 

      エ）選手のウォーミングアップ 

     ○密を避けるため、個人での活動をお願いします。 

〇「練習会場の使用について」を確認し、事故のないよう注意して活動をお願いします。 

○個人用シートをご用意ください。地面に直接座ってのストレッチ等は避けて、個人用のシ

ートをご活用ください。 

   オ）飲食について 

           スタンド（芝スタンドは除く）では水分補給のみにして頂き、食事についてはスタンド 

を離れてお摂り下さい。 

   カ）ゴミについて（持ち帰りの徹底） 

      本大会はゴミ箱の設置を致しません。ゴミは全てお持ち帰りください。 

 

 ８ 応援保護者について 

    コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、本競技会は無観客で実施いたします。 

    本競技会後においても、選手が安心・安全に競技会に参加できる環境を整えるためにご理解 

をお願いします。 

  

９ 写真業者（学校関係）の方について 

    コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、１校１名まで許可します。写真業者と一目で分か 

るよう、ビブス等を着用してください。なお、来場の際には、学校受付（ＴＩＣ）に別添１新人 

体育大会健康チェック表及び参加同意書（個人用）の提出をお願いします。 

 ※撮影の際には、競技場に降りないでください。プログラムに掲載してある「撮影に関するお 

願い」を確認し、スタンドからお願いします。 

  10 駐車場の利用について 

   ア）バス・引率者・指導者・競技役員 



第４・第６駐車場をご利用ください。 

   イ）来賓・本部役員 

     第１駐車場（６号沿い）をご利用ください。 

   ※ 枠外駐車や、路上駐車は禁止です。 

 

11 お帰りの際に  

      ア）指先消毒励行 

     お帰りの際も指先消毒をお願い致します。 

   イ）忘れ物について 

感染症予防のため、保管が大変厳しい状況となっています。 

大会期間中は本部で、終了後は競技場で保管致します。 

 

12 ご注意頂きたいこと 

   ア）除菌・消毒作業について 

           定期的にトイレを含む競技場内で除菌・消毒作業を行います。 

          ※ アレルギー等をお持ちの方は、ご自分で注意をお願いします。 

      イ）場内アナウンス・場内外審判員の指示 

場内アナウンスにご注意をお願いします。また、場内外に審判員を配置し、消毒作業や 

ソーシャルディスタンス確保の連絡を致します。連絡や指示に従って行動をお願いします。 

   ウ）暑さ対策について 

      熱中症予防にもご注意をお願いします。 

日本陸上競技連盟「感染リスクを軽減させた競技会運営について(ﾁｪｯｸﾘｽﾄ)」より、抜粋 

 

（１）共通事項 

①大会１週間前から健康チェック表を記入し大会当日、主催者に提出する。 

・体調不良の場合は自主的にて参加を見合わせること 

    （37.0℃以上の熱が３日間続くなど） 

・体調不良時 

（例 発熱・咳・鼻水・咽頭痛・頭痛・嗅覚、味覚異常等などの症状） 

   ・家族や身近な人に感染が疑われる人が居るとき 

      ・渡航制限関連の該当者との濃厚接触者(14日間) 

②競技中以外はマスク着用 手洗い・洗顔の徹底 

※ 他者との距離が確保でき、沈黙を保てる場合は外してもよい 

③３密回避行動を心がける。 

④大会規模の制限 

・年齢や参加資格記録等で組数を調整する。 

・参加数に応じた役員の配置 

（２）競技者 

①健康チェック表及び参加同意書（個人用）の提出（本大会は所属校（チーム）引率者が

まとめて提出） 

②ウォーミングアップは個々に実施 

③競技用具使用後は指先消毒を実施 

④更衣室の使用は短時間で（シャワールームは原則使用禁止） 

⑤運動中につばや痰を吐くことは極力行わない 

⑥体液の付着したゴミは自己責任で処理する（基本的にゴミは持ち帰る） 

 



〇 この大会は，２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則に従って競技運営を行う。 

 

   大会規則及び競技者・指導者の注意事項 （R2.9.26訂正版） 

１．招集（コール） 

 （１）招集の時間は ①トラック競技の予選及び男女1500ｍ決勝・男子3000ｍ決勝は開始予定時刻の４０分前～２０分

前 ②トラック競技の決勝は３０分前～１５分前 ③フィールド競技は６０分前～４０分前とする。 

 （２）招集所においてナンバーカード・スパイク等の最終点検を受けて第４ゲートより入場する。入場は全て競技役員（補

助員）の誘導による。招集時刻に遅れた者は棄権とみなして出場を許されないので，特に注意する。氏名に誤記載

があった場合には，朝の学校受付の際に正しく訂正する。 

 （３）リレー競技は，朝の学校受付にてオーダー用紙とオーダー変更届を受け取り，必要事項を記入して１組目の招集完

了時刻の６０分前までに招集所に提出すること。提出時刻に遅れたチームは棄権とみなして出場を許されないので，

特に注意する。メンバー変更については，競技規則１７０条１０を適用する。 

 （４）四種競技は，その日の１種目目のみ招集を行い，次の種目以降は，直接競技の場所に集合して点呼を受けること。

四種競技では，１種目でもスタート・試技をしなかった場合は，それ以降の種目に参加することはできない。 

 （５）朝の時点で欠場が決まっている者については，欠場届を朝の学校受付時に提出すること。尚，その後怪我等で欠場

する者が出た場合には，本人または代理人が招集所に，招集完了時刻までに欠場届を提出すること。 

（６）招集所は，第４ゲート（２００ｍスタート付近）の外側に設ける。 

２．レーン順・試技順 

   トラック競技のレーン順及びオーダー（スタート時の整列順）は，プログラム記載の〇数字のとおり，フィールド競 

技の試技順は，上から下の順序とする。 

３．不正スタートをした競技者は１回目で失格とする。ただし，男女四種競技においては，各レースでの不正スタートは１

回のみとし，その後に不正スタートをした競技者は，すべて失格とする。なお，競技規則第１６２条５は適用しない。 

４．８００ｍは，第１曲走路終わり付近のブレイクラインまで，決められたレーンを走らなければならない。左のレーンに

入ったり，ラインを踏んだりしたときは失格となる。 

５．男子３０００ｍはグループスタートとする。また，第２グループのスタートラインから１０ｍ程度は代用縁石を設置し

ない。 

６．予選を通過し，その種目の次のラウンドに出場しなかった競技者は，他の種目に出場することを認められない。 

７．バーの上げ方（天候などの状況によっては，変更する場合もある。） 

   ◇走 高 跳（走高跳は，２グループに分けて行う場合もある。） 

     男子：練習1ｍ40・1ｍ60／1ｍ45－50－55－60－65－68・・・以降３ｃｍずつ 

     女子：練習1ｍ20・1ｍ40／1ｍ25－30－35－40－45－48・・・以降３ｃｍずつ 

   ◇棒 高 跳 

男子： 2ｍ30－40－50－60－70・・・以降１０ｃｍずつ 

   ◇四種競技走高跳（上げ幅は変えない） 

     男子：練習1ｍ25／1ｍ25－30－35－40－45－50－55－58－61・・・以降３ｃｍずつ 

     女子：練習1ｍ10／1ｍ10－15－20－25－30－35－38－41・・・以降３ｃｍずつ 

８．その他 

 ①トラック競技の出場者（リレーの第４走者）は，プログラムの〇数字と同じ腰ナンバーカード（シール）を招集所で競

技者係から受け取り，パンツの左右横，やや後方に付けること。なお，安全ピン（８本）は各自で用意すること。 

 ②選手は，第４ゲート（２００ｍスタート付近）からの入退場及び第１ゲート（１００ｍスタート後方）から退場するこ

とができる。トラック競技のフィニッシュ後は，バックストレート側（競技場内）を回って自分の荷物を取りに行き，

第４ゲート（２００ｍスタート付近）又は第１ゲート（１００ｍスタート後方）から退場すること。その際，競技進行

の妨げにならないように注意し，競技役員の指示があった場合は従うこと。 

 ③スパイクの長さは９ｍｍ（走高跳は１２ｍｍ）を超えてはならない。 

④使用するシューズについては，ワールドアスレチックス規則第１４３条を適用しない。 

⑤ナンバーカードの数字は，読み取りやすいようにはっきりと書き，胸と背にしっかりと付けること。走高跳，棒高跳お

よび走幅跳の競技者は，背または胸に付けるだけでもよい。 

 ⑥大会運営に支障をきたすので，トランシーバーの使用を禁止とする。 

⑦新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から声を出しての応援は禁止とする。観戦時はソーシャルディスタンスを確保

したうえでマスクを着用すること。 

⑧スタンド最前列や通路で立ち止まっての観戦は禁止とする。 

⑨メイン競技場への「のぼり旗」及び「応援横断幕」の設置についてはｻｲﾄﾞ・ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ最上段手すり部分のみとする。 

⑩ウォーミングアップについては『練習会場の使用について』を遵守し，事故のないように行うこと。 

⑪朝の練習開放時間帯は第１・２・４ゲートを開放する。 
 



NO 学年 性別 種　　　目 競技時刻 招集完了時刻 NO 学年 性別 種　　目 競技時刻 招集完了時刻

1 共通 女子 (四種)１００ｍＨ    　　　１組 9:45 9:25

2 共通 男子 (四種)１１０ｍＨ    　　　１組 9:55 9:35

3 共通 女子 　　８００ｍ　　予選　１～２組（記録により８名決勝進出） 10:10 9:50 1 共通 男子 　走高跳　決勝　　　　20人 10:00 9:20

　　　　　　　　予選　３～４組 10:20 10:00 2 共通 女子 　砲丸投　決勝　　 　　6人 10:00 9:20

4 共通 男子 　　８００ｍ　　予選　１～２組（記録により８名決勝進出） 10:30 10:10

5 共通 女子 　　２００ｍ　　予選　１～２組（記録により８名決勝進出） 10:50 10:30 3 共通 男子 　棒高跳　決勝　　 　　9人 10:30 9:50

　　　　　　　　予選　３～４組 11:00 10:40 4 共通 女子 　走幅跳　決勝　　　　19人 10:30 9:50

　　　　　　　　予選　　　５組 11:10 10:50

6 共通 男子 　　２００ｍ　　予選　１～２組（記録により８名決勝進出） 11:20 11:00

　　　　　　　　予選　３～４組 11:30 11:10

7 共通 女子 　１５００ｍ　　決勝　　　１組（タイムレース） 11:50 11:30

　　　　　　　　決勝　　　２組 12:00 11:40

　　　　　　　　決勝　　　３組 12:10 11:50

8 共通 男子 　１５００ｍ　　決勝　　　１組（タイムレース） 12:20 12:00

　　　　　　　　決勝　　　２組 12:30 12:10 5 共通 男子 (四種)砲丸投　決勝 　　 2人 12:30 -

　　　　　　　　決勝　　　３組 12:40 12:20 6 共通 女子 (四種)走高跳　決勝 　   8人 12:30 -

9 共通 女子 　　２００ｍ　　決勝 13:00 12:45

10 共通 男子 　　２００ｍ　　決勝 13:10 12:55

11 共通 女子 　　８００ｍ　　決勝 13:25 13:10

12 共通 男子 　　８００ｍ　　決勝 13:40 13:25

13 共通 女子 ４×１００ｍＲ  予選  １～２組（記録により８校決勝進出） 14:00 13:40

　　　　　　　  予選  ３～４組 14:10 13:50

　　　　　　　  予選  ５～６組 14:20 14:00

　　　　　　　  予選  ７～８組 14:30 14:10

　　　　　　 　 予選  ９～10組 14:40 14:20

14 共通 男子 ４×１００ｍＲ  予選  １～２組（記録により８校決勝進出） 14:50 14:30

　　　　　　　  予選  ３～４組 15:00 14:40

　　　　　　　  予選  ５～６組 15:10 14:50

　　　　　　　  予選  ７～８組 15:20 15:00

　　　　　　 　 予選  ９～10組 15:30 15:10

NO 学年 性別 種　　　目 競技時刻 招集完了時刻 NO 学年 性別 種　　目 競技時刻 招集完了時刻

1 ２年 男子 　１１０ｍＨ　　予選　　　２組（記録により８名決勝進出） 9:30 9:10 1 共通 男子 (四種)走高跳　決勝　　 2人 9:30 -

2 １年 男子 　１００ｍＨ　　予選　　　２組（記録により８名決勝進出） 9:45 9:25 2 共通 女子 (四種)砲丸投　決勝 　　8人 9:30 -

3 共通 女子 　１００ｍＨ　　予選　１～２組（記録により８名決勝進出） 10:00 9:40

　　　　　　　　予選　３～４組 10:10 9:50

4 共通 男子 　　４００ｍ　　予選　　　２組（記録により８名決勝進出） 10:25 10:05

5 １年 女子 　　１００ｍ　  予選  １～２組（記録により８名決勝進出） 10:40 10:20

　　　　　　　  予選  ３～４組 10:50 10:30

6 １年 男子 　　１００ｍ　  予選  １～２組（記録により８名決勝進出） 11:00 10:40

　　　　　　　  予選  ３～４組 11:10 10:50

7 ２年 女子 　　１００ｍ　  予選  １～２組（記録により８名決勝進出） 11:20 11:00

　　　　　　　  予選  ３～４組 11:30 11:10 3 共通 女子 　走高跳　決勝　　　　17人 11:30 10:50

8 ２年 男子 　　１００ｍ　  予選  １～２組（記録により８名決勝進出） 11:40 11:20 4 共通 男子 　走幅跳　決勝　　　　27人 11:30 10:50

　　　　　　　  予選  ３～４組 11:50 11:30

　　　　　　　  予選 　　 ５組 11:55 11:35

9 共通 女子 　１００ｍＨ　  決勝 12:10 11:55 5 共通 男子 　砲丸投　決勝　　　　14人 12:00 11:20

10 １年 男子 　１００ｍＨ　  決勝 12:20 12:05

11 ２年 男子 　１１０ｍＨ　  決勝 12:30 12:15

12 共通 男子 　　４００ｍ　  決勝 12:45 12:30

13 １年 女子 　　１００ｍ　  決勝 12:55 12:40

14 １年 男子 　　１００ｍ　  決勝 13:05 12:50

15 ２年 女子 　　１００ｍ　  決勝 13:15 13:00

16 ２年 男子 　　１００ｍ　  決勝 13:25 13:10

17 共通 女子 (四種)２００ｍ  決勝　　　１組 13:40 13:20

18 共通 男子 (四種)４００ｍ　決勝　　　１組 13:55 13:35

19 共通 男子 　３０００ｍ　　決勝　　　１組 14:10 13:50

20 共通 女子 ４×１００ｍＲ　決勝 14:30 14:15

21 共通 男子 ４×１００ｍＲ　決勝 14:40 14:25

ト　　　　ラ　　　　ッ　　　　ク フ　　　ィ　　　ー　　　ル　　　ド

競　　　技　　　順　　　序
第１日目　　　１０月１日（木）

ト　　　　ラ　　　　ッ　　　　ク フ　　　ィ　　　ー　　　ル　　　ド

第２日目　　　１０月２日（金）　　　　　　　　　　　　　　　



第 60回茨城県中学校新人陸上競技大会 

練習会場の使用について 

 
【メイン競技場】 

１ 日 時 

   １０月１日（木）        ７：３０～９：１５ 

      ２日（金）        ７：３０～９：００ 

   ※メイン競技場で練習が行えるのは、競技会に出場する選手に限る。 

 

２ 使用方法 

（１）ホームストレート（トラック内側への横断は禁止とする） 

   １～２レーン 周回練習レーン（アップやペースの遅いジョギングは縁石内で行う） 

   ３～５レーン スタートダッシュレーン     （スターティングブロック設置） 

   ６～７レーン 女子１００ｍＨ練習レーン    （スターティングブロック設置） 

    ８ レーン １年男子１００ｍＨ練習レーン  （スターティングブロック設置） 

９ レーン ２年男子１１０ｍＨ練習レーン  （スターティングブロック設置） 

（２）第１曲走路～バックストレート 

   １～２レーン 周回練習レーン（アップやペースの遅いジョギングは縁石内で行う） 

３ レーン 使用禁止 

４～９レーン リレー・短距離レーン 

   ※事故防止のため、レーンに立ち止まったり、レーンを歩いて戻ったりすることを禁止する。 

（３）第２曲走路 

１～２レーン 周回練習レーン（アップやペースの遅いジョギングは縁石内で行う） 

３～６レーン リレー・短距離レーン 

   ７～９レーン スタートダッシュレーン   スターティングブロック設置 

※事故防止のため、３～９レーンにおいては、第２曲走路からホームストレートへ走り込むことを禁止

する。 

（４）フィールド内 

   ①走幅跳は、ホームストレート外側に２ピット設置しており使用できる。 

   ②走高跳は、第２曲走路内の２ピットを使用できる。 

   ③棒高跳は、バックストレート外側に１ピット設置しており使用できる。 

   ④砲丸投の練習は、第１曲走路内に１ピット設置しており使用できる。 

 

３ 注意事項 

（１）選手は、安全確保のため、レーンの使用区分をよく守ること。特に、第２曲走路から直線スタートダッ

シュレーンへの走り込みは絶対にしない。また、競技役員の指示に従い、事故のないように注意する。 

（２）アップや動きづくりは芝生内又は補助競技場を使用する。 

（３）入場の際は、選手はアスリートビブス（ナンバーカード），監督・コーチはＡＤカードを提示する。 

提示のない者は入場できない。また、選手・監督・コーチ以外の立ち入りを禁止する。 

（４）リレーマーカーについては使用後必ず各自で撤去する。 

（５）傘の使用は他の迷惑にならないように十分注意すること。状況によっては使用を制限する場合があるの

で、指示に従うこと。 

 

 

【補助競技場】 

１ 日 時 

   １０月１日（木）        ７：３０～１５：３０ 

      ２日（金）        ７：３０～１５：００ 

   ※補助競技場で練習が行えるのは、競技会に出場する選手に限る。 

 



２ 使用方法 

（１）ホームストレート（トラック内側への横断は禁止とする） 

   １～２レーン 周回練習レーン（アップやペースの遅いジョギングは縁石内で行う） 

   ３～４レーン スタートダッシュレーン     （スターティングブロック設置） 

   ５～６レーン 女子１００ｍＨ練習レーン    （スターティングブロック設置） 

    ７ レーン １年男子１００ｍＨ練習レーン  （スターティングブロック設置） 

８ レーン ２年男子１１０ｍＨ練習レーン  （スターティングブロック設置） 

（２）第１曲走路～バックストレート 

   １～２レーン 周回練習レーン（アップやペースの遅いジョギングは縁石内で行う） 

３ レーン 使用禁止 

４～８レーン リレー・短距離レーン 

   ※事故防止のため、レーンに立ち止まったり、レーンを歩いて戻ったりすることを禁止する。 

（３）第２曲走路 

１～２レーン 周回練習レーン（アップやペースの遅いジョギングは縁石内で行う） 

３～５レーン リレー・短距離レーン 

   ６～８レーン スタートダッシュレーン   スターティングブロック設置 

※事故防止のため、３～８レーンにおいては、第２曲走路からホームストレートへ走り込むことを禁止

する。 

（４）フィールド内 

   ①走幅跳は、第１局走路外側（体育館側）に２ピット設置しており使用できる。 

   ②走高跳は、第１曲走路内の１ピットを使用できる。 

   ③棒高跳の練習は、メイン競技場内のみ使用できる。 

   ④砲丸投の練習は、メイン競技場（時間指定あり）または投てき場のみ使用できる。 

 

３ 注意事項 

（１）選手は、安全確保のため、レーンの使用区分をよく守ること。特に、第２曲走路から直線スタートダッ

シュレーンへの走り込みは絶対にしない。また、競技役員の指示に従い、事故のないように注意する。 

（２）アップや動きづくりは芝生内を使用する。 

（３）入場の際は、選手はアスリートビブス（ナンバーカード），監督・コーチはＡＤカードを提示する。 

提示のない者は入場できない。また、選手・監督・コーチ以外の立ち入りを禁止する。 

（４）リレーマーカーについては，使用後必ず各自で撤去する。 

（５）傘の使用は他の迷惑にならないように十分注意すること。状況によっては使用を制限する場合があるの

で、指示に従うこと。 

 

【投てき練習場】 

１ 日 時  

   １０月１日（木）        ７：３０～１５：３０ 

      ２日（金）        ７：３０～１５：００ 

   ※練習用の砲丸は、各校で用意したものを使用する。持ち込みは砲丸、メディシンボールのみ 

※投てき場で練習が行えるのは、競技会に出場する選手に限る。 

 

２ 使用方法 

（１）投てき練習 

   １ピット使用できる。 

（２）それ以外の練習 

  ①メディシンゾーンのみメディシンボールの使用を認める。 

  ②アップ・動きつくり・流し･ダッシュについては投てき場奥側の芝生エリアを使用すること。 

 

３ 注意事項 

（１）選手のみでの投てき練習を禁止する。 

（２）会場内ヘは、砲丸、メディシンボール、ストレッチマット以外の持ち込みを禁止する。 

（３）入場の際は、選手はアスリートビブス（ナンバーカード），監督・コーチはＡＤカードを提示する。 

提示のない者は入場できない。また、選手・監督・コーチ以外の立ち入りを禁止する。 
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                                                            令和 ２ 年 １０ 月   日 

 

 

第60回茨城県中学校新人陸上競技大会 
  大会参加承諾書・健康管理チェックシート等  送付書 

 
 
 
  茨城県中学校体育連盟会長  殿 
 

                       学 校 名               

提出者氏名             印 

   

 下記書類を提出します。 

 

記 

 

 

   １ 本日，競技への出場で来場した生徒数                      名 
 
  ２ 本日，補助員のみとして来場した生徒数                     名 
 

３ 本日，引率のみで来場した教員（競技役員は役員受付へ提出）           名 
 
４ 提出書類 

 書 類 名 提出枚数  

（１）申し込み一覧表の写し（職印無しでも可）※本日来場していない生徒にマーカー 

欠場者に 

通 

（２）別紙２ 健康チェック表（学校用）※申込一覧表順に記載 通 

（３）別紙１ 健康チェック表及び参加同意書（個人用）※別紙２の順に重ねて提出 通 

 

 
注１ 競技会当日８時３０分までに学校受付に提出してください。 
２ 上記書類の提出がない者については競技会への参加を認めない。 
３ 一覧表は,本日来場していない生徒にマーカーで色を付けて提出すること。 
４ 大会参加承諾書においては，「押印」漏れのないようにすること。 
５ 提出時には，下記の順番に重ねて提出すること。 

①送付書 

②申込一覧表の写し（職印無しでも可） 

③別紙２健康チェック表（学校用） 

※選手（申込一覧表順に記載），補助員のみの生徒は備考に「補助員」と記入すること。 

④別紙１健康チェック表及び参加同意書（個人用） 
※競技役員のない顧問・コーチ・引率者も含む別紙２の記載順に重ねておくこと。 

６ 競技役員のない引率者・指導者については（３）を提出すること。※競技役員は役員受付へ提出。 
７ 上記６の提出枚数分のＡＤを学校受付（ＴＩＣ）で受け取ること。 
８ 提出書類については，大会終了後１カ月保管し，その後主催者が責任をもって破棄いたします。 



【別紙１】
大会当日生徒が顧問へ提出

顧問は本部へ提出

氏名

日　付 起床後体温（℃） 備考（外出先や接触した人など）

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

／　　　（　　　） 　　　．　　℃

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

生徒氏名

保護者氏名 印　

本同意書は顧問が１月以上保管すること。 （保護者の自筆または押印）

□過去14日以内に、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいた。

□過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい
る国、地域等への渡航又は帰航した人との濃厚接触があった。

参加同意書
　本大会の運営方針を確認の上，遵守し参加することに同意いたします。また，大会後２週間以内に新型
コロナウイルス感染症を発症した場合は，学校（チーム）を通して主催者に速やかに濃厚接触者の有無を
報告いたします。

□嗅覚や味覚の異常がある。　

□体が重く感じる、疲れやすい症状がある。　

□過去14日以内に、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触
があった。

　大会当日に以下の事項の有無の上，「はい・いいえ」どちらかを○で囲んでください。
　「はい」が８項目中１項目でもあった場合は，参加を認められません。

□平熱を超える発熱（概ね37度５分以上）がある。

□咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状がある。

□だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）がある。

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

〇本チェックシートは，新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため，参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報については，来場
可否の判断及び必要な連絡のためにのみ利用します。また，個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き，本人の同意を得ずに第三者に提供
いたしません。ただし，会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には，必要な範囲で保健所等に提供することがあります。
〇本連盟の作成した「中学校新人体育大会における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って，入念な対策で大会運営に臨みますが，それでも100％の
感染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまっても，当方は責任を負うことはできない点をご了承ください。

新人体育大会　健康チェック表及び参加同意書（個人用）

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

症状（息苦しさ，倦怠感，高熱
嗅覚・味覚の異常等）

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

学校名 部活動名

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし

あり（　　　　　　　　　）　　なし



【別紙２】

氏　名 当日体温 健康状態 参加同意書

顧問 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

顧問 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

コーチ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

コーチ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒２ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒３ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒４ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒５ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒６ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒７ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒８ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒９ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１０ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１１ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１２ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１３ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１４ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１５ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１６ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１７ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１８ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒１９ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒２０ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒２１ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒２２ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒２３ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

生徒２４ 　　　．　℃ 良好 ・ 不良 有　・　無

顧問氏名

枠が足りない場合はコピーをお願いします。 （顧問自筆または押印）

印　

記載日　　令和　　　年　　　月　　　日　　

大会当日顧問が本部へ提出

　大会に参加する顧問，コーチ，生徒は，健康上の問題はありません。また，感染拡大予防のための運営方
針に従い，大会に参加することに同意します。

 ※　健康状態「良好」とは，別紙１「健康チェック表及び参加同意書（個人用）」の８項目のうち，すべて「いいえ」の場合とする。

〇　本チェックシートは，新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため，参加者の健康状態を確認することを目的としています。個人情報については，来場可
否の判断及び必要な連絡のためにのみ利用します。また，個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き，本人の同意を得ずに第三者に提供いたしま
せん。ただし，会場にて感染の疑いがある方が発見された場合には，必要な範囲で保健所等に提供することがあります。
〇　本連盟の作成した「中学校新人体育大会における感染拡大予防のための運営方針」等に沿って，入念な対策で大会運営に臨みますが，それでも100％の感
染防止を確約することは難しいと思われます。万が一新型コロナウイルスに感染してしまっても，当方は責任を負うことはできない点をご了承ください。

新人体育大会　健康チェック表（学校用）

備考

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　 部活動名



【別紙３】

部活動名 氏名

時間 活動場所 活動内容 接触者

8:00 体育館西側トイレ 会場着，トイレ使用 顧問１名，生徒１０名

9:00 受付，体育館 Aコート 受付，ウォーミングアップ開始 顧問２名，コーチ１名，生徒10名

大会初日 7:00
(    )月(    )日 8:00

(    )曜日 9:00

10:00

会場名 11:00
(               ) 12:00

13:00
会場までの移動手段 14:00
(               ) 15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

大会２日目 7:00
(    )月(    )日 8:00

(    )曜日 9:00

10:00

会場名 11:00
(               ) 12:00

13:00
会場までの移動手段 14:00
(               ) 15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

大会３日目 7:00
(    )月(    )日 8:00

(    )曜日 9:00

10:00

会場名 11:00
(               ) 12:00

13:00
会場までの移動手段 14:00
(               ) 15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

　〇大会へ参加した関係者の中で，新型コロナウイルス感染症の陽性者がいたことが判明した場合，
　　提出を求めます。大会終了後１月以上は各自保管しておいてください。

　〇記載する「活動場所」については，１５分以上いた場所と使用したトイレをご記入ください。

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　

行　動　記　録　表 大会後顧問へ提出

例



令和２年１０月 日   

（大会名）令和 2 年度 第 60 回茨城県中学校新人陸上競技大会  

大 会 総 務 殿 

 

欠  場  届 

 

 
 下記理由により欠場しますのでお届けします。 

 

１．プログラム              ページ（不明の場合は記入の必要なし） 

 

２．種  目   男子 ・ 女子                                

 

３．ナンバーカード            （不明の場合は記入の必要なし）            

 

４．競技者名（チーム名）                                          

 

５．所  属                                         

 

６．理  由                                         

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

                                                

 

７．提出日時          令和２年１０月  日     時   分 

 

監督・指導者署名              印 

連絡先・電話                   

 

＊印鑑がない場合は自署でも良い。                 2016.3改訂（陸連 No.36） 



受付締切時刻　：１組目の招集完了時刻の６０分前 種目

受付時刻記入欄：　　　　　　　　　　　　　　　

予選 準決勝 出場種目 組 プロ掲載ページ

1

2

3

4

※この用紙は、各ラウンドの第１組目の招集完了時刻の６０分前までに招集所に提出する。

2017_04改訂（陸連No.22）

受付締切時刻　：１組目の招集完了時刻の６０分前 種目

受付時刻記入欄：　　　　　　　　　　　　　　　

予選 準決勝 出場種目 組 プロ掲載ページ

1

2

3

4

※この用紙は、各ラウンドの第１組目の招集完了時刻の６０分前までに招集所に提出する。

2017_04改訂（陸連No.22）

　場合はその出場種目、プロ掲載ページを記載 監督署名

　すること

リレーオーダー６名以外の場合

※当初オーダー(6名)以外の競技者が出場の 　　　　　年　　　月　　　日

オーダー ナンバー 競技者名
リレー出場に○印

　すること

リレー・オーダー用紙

男

・

女

チ ー ム 名

　決　勝  　　   　　　　　　　 レーン

男子　　・　　女子　　　４×１００ｍＲ

　予　選      　　組 　　　    レーン

　準　決    　    組    　　　  レーン

※当初エントリー(6名)以外の競技者が出場の 　　　　　年　　　月　　　日

　場合はその出場種目、プロ掲載ページを記載 監督署名

オーダー ナンバー 競技者名
リレー出場に○印

リレー・オーダー用紙

男

・

女

チ ー ム 名

男子　　・　　女子　　　４×１００ｍＲ

リレーオーダー６名以外の場合

　予　選      　　組 　　　    レーン

　準　決    　    組    　　　  レーン

　決　勝  　　   　　　　　　　 レーン



受付締切時刻　：１組目の招集完了時刻の６０分前　

受付時刻記入欄：　　　　　　　　　　　　　　　　

男 準 決 組

女

ナンバー ナンバー 種　目 組

1

2

3

4

受付締切時刻　：１組目の招集完了時刻の６０分前　

受付時刻記入欄：　　　　　　　　　　　　　　　　

男 準 決 組

女

ナンバー ナンバー 種　目 組

1

2

3

4

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

2　リレーにエントリーされていない競技者をエントリーする場合は、他の申込種目及びその組を記入する。
１　この用紙は、準決勝又は決勝の第１組目の招集完了時刻の６０分前までに招集所に提出する。

競 技 者 名

４×１００ｍＲ

種目

種目

４×１００ｍＲ

2　リレーにエントリーされていない競技者をエントリーする場合は、他の申込種目及びその組を記入する。

チーム名

チーム名

競 技 者 名

競技者名

決　勝

他の申込種目新
オーダー

旧

2011_03改訂（陸連No.23）

2011_03改訂（陸連No.23）

１　この用紙は、準決勝又は決勝の第１組目の招集完了時刻の６０分前までに招集所に提出する。

監督署名

監督署名

リレー・オーダー変更届

リレー・オーダー変更届

オーダー
旧

競 技 者 名

新 他の申込種目

決　勝


