
第２回高校の部記録会競技日程（５月３日）
平成28年５月３日（火）～４日（水）
皇子山陸上競技場

9：30 男子 3000m
9：45 男子 八種 100m

10：00 女子 七種 100mH 男女 砲丸投・やり投
10：05 女子 100mH 男子（top8）
10：20 男子 110mH
10：40 男子 400m 　 　
11：00 男子 八種走幅跳

男女 棒高跳
11：30 女子 400m
11：50 女子 1500m
12：00 男子 走幅跳（２ピット）（top8）

女子 七種走高跳
12：05 男子 1500m
12：15 男女 円盤投

　 男子（top8）
12：40 男子 100m
13：00
13：40 女子 100m
14：00 女子 走高跳（決） 男子 八種砲丸投

女子 七種砲丸投
14：10 男子 400mH 男女 ハンマー投
14：25 女子 400mH 男子（top8）
14：30 男子 800m 女子 三段跳（top8）
15：05 女子 800m
15：25 男子 八種 400m 　 　
15：35 女子 七種 200m
15：45 男子 5000mW
16：20 男子 ４× 100mR 　 　
16：50 女子 ４× 100mR

注意事項
１．申込み　　・当日受付　８：00 ～８：30 までに指定の個票を顧問が提出すること。

・当日分のみ受付（１日目に２日目の種目をエントリーしないように注意すること）
・混成の申し込みは４月の顧問会議でおこなう。

様式は、高体連ホームページからダウンロードして B5 版で印刷して下さい。
２．参加料　　・個人（１種目につき）　混成 1000 円

県内登録者　　高校生　　 500 円　　一般（大学生含む） 800 円
リレー　　1,000 円　　　　　　　　　　　2,000 円

県外登録者　　高校生・一般（大学生を含む）　2,000 円　リレー　3,000 円
（必ず一覧表を提出をしてください）　様式は、滋賀陸協申込み一覧表　様式１

近畿地区以外の登録者は、登録陸協の認知書が必要です。
腰ナンバーについては、登録ナンバーを自分で準備して下さい。

３．招　集　　・現地　トラック 15 分前、フィールド 30 分前
４．役　員　　・役員、補助役員とも２名以上（原則）
５．その他　　・跳躍、投てき種目男子の試技はトップエイト制で実施、他は３回とする。

（トップエイト制は、県内高校生のみとする。）
走高跳の決勝については 12 名で行う。（県内高校生のみ）

・リレーの個表については、オーダー順で４人を明記すること。
・競技日程は人数により変更になります（当日の朝決定）
・競技場への入場時間は７：30 とします。
・県外からの参加については、必ず連絡をお願いします。

連絡先　滋賀陸上競技協会事務局　077－527－3925
競技委員会　090－5060－4001
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第２回高校の部記録会競技日程（５月４日）
平成28年５月３日（火）～４日（水）
皇子山陸上競技場

９：30 女子 3000m
９：45 男女 円盤投（女子 top8）
９：50 男子 八種 110mH
10：00 男子 100m　 女子 七種走幅跳

　 　 男子 走高跳   
10：50 女子 100m　
11：00 　 　 男女 棒高跳 男女 砲丸投（女 top8）
11：15 男子 八種やり投

女子 七種やり投
11：20 男子 3000mSC 　 　
11：30 　 　 女子 走幅跳　top8
11：40 男子 400mH 　 　
11：50 女子 400mH 　 　
12：00 男子 200m
12：15 男女 ハンマー投（女 top8）
12：40 女子 200m 　 　
13：00 男子 800m 男子 八種走高跳 　 　
13：15
13：30 男子 三段跳　top8
13：40 女子 800m 男 やり投
14：00 女子 七種 800m 　 　
14：15 男女 100m 第 2 レース　男女各 2 組
14：30 男子 5000m 男子 走高跳（決） 　 　
14：45 女 やり投（top8）
15：00 男子 八種 1500m
15：15 男子 4 × 400m Ｒ
15：45 女子 4 × 400m Ｒ 　 　

注意事項
１．申込み　　・当日受付　８：00 ～８：30 までに指定の個票を顧問が提出すること。

・当日分のみ受付（１日目に２日目の種目をエントリーしないように注意すること）
・混成の申し込みは４月の顧問会議でおこなう。

様式は、高体連ホームページからダウンロードして B5 版で印刷して下さい。
２．参加料　　・個人（１種目につき）　混成 1000 円

県内登録者　　高校生　　 500 円　　一般（大学生含む） 800 円
リレー　　1,000 円　　　　　　　　　　　2,000 円

県外登録者　　高校生・一般（大学生を含む）　2,000 円　リレー　3,000 円
（必ず一覧表を提出をしてください）　様式は、滋賀陸協申込み一覧表　様式１

近畿地区以外の登録者は、登録陸協の認知書が必要です。
腰ナンバーについては、登録ナンバーを自分で準備して下さい。

３．招　集　　・現地　トラック 15 分前、フィールド 30 分前
４．役　員　　・役員、補助役員とも２名以上（原則）
５．その他　　・跳躍、投てき種目女子の試技はトップエイト制で実施、他は３回とする。

（トップエイト制は、県内高校生のみとする。）
走高跳の決勝については 12 名で行う。（県内高校生のみ）

・リレーの個表については、オーダー順で４人を明記すること。
・競技日程は人数により変更になります（当日の朝決定）
・競技場への入場時間は７：30 とします。
・県外からの参加については、必ず連絡をお願いします。

連絡先　滋賀陸上競技協会事務局　077－527－3925
競技委員会　090－5060－4001
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第２回高校の部記録会競技日程（混成競技）５月３日（火）〜４日（水）
平成28年５月３日（火）～４日（水）
皇子山陸上競技場

混 成 競 技 日 程 表
５月３日（火） ５月４日（水）
八種競技 七種競技 八種競技 七種競技

9：45 100m 9：50 110mH  
10：00 100mH 10：00  走幅跳
12：00 走幅跳 走高跳 11：15 ヤリ投 ヤリ投
14：00 砲丸投 砲丸投 13：00 走高跳
15：25 400m 14：00 800m
15：35 200m 15：05 1500m

競技時間は当日変更になる場合もあります。
混成の申し込みは４月の顧問会議で行います。
個票、参加費（１, ０００円）の用意をしておいてください。
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