
9:00 開始式

9:15 女子混成 １００ｍＨ (4) 9:15 女子新人戦 ４×１００ｍ 予選 (1～ 8組)
:30 女子３年 １００ｍＨ 予選 (3-0+8) :40 (9～17組)
:40 男子混成 １１０ｍＨ (2) 10:10 男子新人戦 ４×１００ｍ 予選 (1～ 8組)
:45 男子３年 １１０ｍＨ 予選 (4-0+8)  :35 (9～16組)

10:00 男子１年 １５００ｍ 予選 (2-0+15) 11:05 女子１・２年 １５００ｍ 予選 (4-0+15)
:15 男子選手権 ４×１００ｍ 予選 (4-0+8) :35 女子３年 １５００ｍ 予選 (3-0+15)
:30 女子選手権 ４×１００ｍ 予選 (4-0+8) :55 男子２年 １５００ｍ 予選 (4-0+8)
:45 女子１年 ８００ｍ 予選 (3-0+8) 12:25 男子３年 １５００ｍ 予選 (4-0+8)

11:00 女子２年 ８００ｍ 予選 (3-0+8) :55 男子１・２年 ４００ｍ 予選 (5-0+8)
:15 女子３年 ８００ｍ 予選 (2-0+8) 13:10 男子３年 ４００ｍ 予選 (2-0+8)
:25 男子１・２年 ８００ｍ 予選 (3-0+8) :20 女子１・２年 １００ｍＨ 予選 (8-0+8)
:40 男子３年 ８００ｍ 予選 (2-0+8) :40 男子１・２年 １１０ｍＨ 予選 (4-0+8)
:50 女子１・２年 ２００ｍ 予選 (7-0+8) :50 女子１年 １００ｍ 予選 (8-0+8)

12:10 男子１・２年 ２００ｍ 予選 (6-0+8) 14:05 女子２年 １００ｍ 予選 (9-0+8)
:30 女子３年 ２００ｍ 予選 (3-0+8) :25 女子３年 １００ｍ 予選 (7-0+8)
:40 男子３年 ２００ｍ 予選 (4-0+8) :40 男子１年 １００ｍ 予選 (6-0+8)

:55 男子２年 １００ｍ 予選 (8-0+8)
13:10 男子３年 １１０ｍＨ 決勝  15:10 男子３年 １００ｍ 予選 (7-0+8)

:15 女子３年 １００ｍＨ 決勝  :30 男子１・２年 １１０ｍＨ 決勝 　

:20 女子１年 ８００ｍ 決勝  :35 女子１・２年 １００ｍＨ 決勝 　

:25 女子２年 ８００ｍ 決勝  :40 男子１・２年 ４００ｍ 決勝 　

:30 女子３年 ８００ｍ 決勝 :45 男子３年 ４００ｍ 決勝 　

:35 男子１・２年 ８００ｍ 決勝 :50 女子１年 １００ｍ 決勝

:40 男子３年 ８００ｍ 決勝 :55 女子２年 １００ｍ 決勝

:45 女子１・２年 ２００ｍ 決勝 16:00 女子３年 １００ｍ 決勝

:50 男子１・２年 ２００ｍ 決勝 :05 男子１年 １００ｍ 決勝

:55 女子３年 ２００ｍ 決勝 :10 男子２年 １００ｍ 決勝

14:00 男子３年 ２００ｍ 決勝 :15 男子３年 １００ｍ 決勝

:05 女子混成 ２００ｍ 　 (4) :20 女子１・２年 １５００ｍ 決勝

:20 男子混成 ４００ｍ 　 (2) :30 女子３年 １５００ｍ 決勝

:30 男子１年 １５００ｍ 決勝 :40 男子２年 １５００ｍ 決勝

:40 男子２年 ３０００ｍ 決勝 (2組ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝) :50 男子３年 １５００ｍ 決勝

15:05 男子３年 ３０００ｍ 決勝 (2組ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝) 20 17:00 女子新人戦 ４×１００ｍ 決勝

:30 男子選手権 ４×１００ｍ 決勝 :05 男子新人戦 ４×１００ｍ 決勝

:35 女子選手権 ４×１００ｍ 決勝

　【フィールド】 　【フィールド】

　＜跳躍競技＞ 　＜跳躍競技＞
9:45 男子１・２年 走　幅　跳 決勝 （Ａ） 9:15 女子３年 走　高　跳 決勝 （Ａ）

9:45 女子１・２年 走　幅　跳 決勝 （Ｂ） 9:15 男子３年 三　段　跳 決勝 （Ａ）

10:45 女子混成 走　高　跳 （Ａ・Ｂ） 10:45 女子１・２年 走　高　跳 決勝 （Ｂ）

10:45 男子１・２年 棒　高　跳 決勝 11:15 男子１・２年 三　段　跳 決勝 （Ａ）

10:45 男子３年 棒　高　跳 決勝 13:15 男子１・２年 走　高　跳 決勝 （Ａ）

12:45 男子３年 走　幅　跳 決勝 （Ａ） 14:15 女子３年 走　幅　跳 決勝 （Ａ）

13:15 男子混成 走　高　跳 （Ａ・Ｂ） 14:45 男子３年 走　高　跳 決勝 （Ｂ）

＜投てき競技＞ ＜投てき競技＞
9:15 女子１・２年 円　盤　投 決勝 　 9:45 女子１・２年 砲　丸　投 決勝   

11:15 男子混成 砲　丸　投 　 12:45 男子１・２年 砲　丸　投 決勝  

11:45 男子１・２年 円　盤　投 決勝 　 12:45 男子３年 円　盤　投 決勝  

13:15 女子混成 砲　丸　投 　 15:15 女子３年 砲　丸　投 決勝  

14:15 女子３年 円　盤　投 決勝 　

14:45 男子３年 砲　丸　投 決勝 　

－全日本中学選手権大会優勝者表彰－
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競 　　技 　　日 　　程

９月２４日（日）

【トラック競技】【トラック競技】

９月２３日（土）


