
主任打合せ　8:15～　 主任打合せ　8:15～　

役員打合せ　8:30～ 役員打合せ　8:30～

9:15 男子混成 １１０ｍＨ (１～４組) 9:15 男子２・３年 ３０００ｍ (１・２組)

:25 女子混成 １００ｍＨ (１～５組) ：40 男子２・３年 ３０００ｍ (３・４組)

:45 男子２・３年 １５００ｍ (１～４組) 10:05 男子２・３年 ３０００ｍ (５・６組)

10:10 男子２・３年 １５００ｍ (５～８組) ：30 男子２・３年 ３０００ｍ (７・８組)

:35 男子２・３年 １５００ｍ (９～12組) :55 男子２・３年 ３０００ｍ (９組)

11:00 男子２・３年 １５００ｍ (13～16組)  11:10 女子２・３年 １５００ｍ (１～４組)

:25 男子１年 １５００ｍ (１～４組) :35 女子２・３年 １５００ｍ (５～８組)

:55 男子１年 １５００ｍ (５～８組) 12:00 女子２・３年 １５００ｍ (９～13組)

12:25 男子１年 １５００ｍ (９・10組) :35 男子２・３年 ８００ｍ (１～４組)

:40 女子１年 ８００ｍ (１～４組) :50 男子２・３年 ８００ｍ (５～８組)

:55 女子１年 ８００ｍ (５～８組) 13:05 男子２・３年 ８００ｍ (９～13組)

13:10 女子１年 ８００ｍ (９～11組) :25 女子２・３年 １００ｍ (１～８組)

:20 女子２年 ８００ｍ (１～４組) :40 女子２・３年 １００ｍ (９～16組)

:35 女子２年 ８００ｍ (５～８組) :55 女子２・３年 １００ｍ (17～24組)

:50 女子２年 ８００ｍ (９～11組) 14:10 女子２・３年 １００ｍ (25～32組)

14:00 女子３年 ８００ｍ (１～４組) :25 女子２・３年 １００ｍ (33～40組)

:15 女子３年 ８００ｍ (５～８組) :40 女子２・３年 １００ｍ (41～48組)

:30 女子３年 ８００ｍ (９～11組) :55 女子２・３年 １００ｍ (49～56組)

:40 男子１年 １００ｍ (１～８組) 15:10 女子２・３年 １００ｍ (57～60組)

:55 男子１年 １００ｍ (９～16組) :25 男子２・３年 １００ｍ (１～８組)

15:15 男子１年 １００ｍ (17～24組) :40 男子２・３年 １００ｍ (９～16組)

:35 男子１年 １００ｍ (25～32組) :55 男子２・３年 １００ｍ (17～24組)

:55 女子１年 １００ｍ (１～８組) 16:10 男子２・３年 １００ｍ (25～32組)

16:10 女子１年 １００ｍ (９～16組) :25 男子２・３年 １００ｍ (33～40組)

:30 女子１年 １００ｍ (17～24組) :40 男子２・３年 １００ｍ (41～48組)

:50 女子１年 １００ｍ (25～32組) :55 男子２・３年 １００ｍ (49～57組)

17:10 女子１年 １００ｍ (33・34組) 17:15 男子混成 ４００ｍ (１～４組)

:25 女子混成 ２００ｍ (１～５組)

10:00 男子２・３年 走　幅　跳 (６組) 10:00 女子２・３年 走　幅　跳 (１，２組)

10:00 男子２・３年 棒　高　跳  10:00 男子２・３年 三　段　跳 (１組)

12:00 女子混成 走　高　跳 (Ａ・Ｂ組) 11:30 男子混成 走　高　跳 (Ａ組)

12:30 男子２・３年 走　幅　跳 (２・３組) 12:00 女子２・３年 走　幅　跳 (３，４組)

14:30 男子２・３年 走　幅　跳 (１組) 12:00 男子２・３年 三　段　跳 (２組)

15:30 男子２・３年 走　幅　跳 (４・５組) 14:00 女子２・３年 走　幅　跳 (５，６組)

14:00 男子２・３年 三　段　跳 (３組)

9:30 女子２・３年 砲　丸　投 (１・２組) 10:00 女子２・３年 円　盤　投 (２組)

9:30 男子２・３年 円　盤　投 (１組) 10:00 男子２・３年 砲　丸　投 (１・２組)

12:00 男子混成 砲　丸　投 (Ａ組) 12:30 女子混成 砲　丸　投 (Ａ・Ｂ組)

14:00 男子２・３年 円　盤　投 (２組) 14:30 男子２・３年 砲　丸　投 (３・４組)

14:00 女子２・３年 砲　丸　投 (３・４組) 14:30 女子２・３年 円　盤　投 (１組)

　３　諸連絡    （アナウンサー）

【フィールド競技】【フィールド競技】

《走り幅跳の６組・１組はＣピットで行います》

６月３日（日）

　３　諸連絡    （アナウンサー）
　４　閉式通告 （アナウンサー）

競 　　技 　　日 　　程

【トラック競技】

　４　閉式通告 （アナウンサー）

６月２日（土）

＜投てき競技＞

　＜跳躍競技＞ 　＜跳躍競技＞

＜投てき競技＞

【トラック競技】　

　　　　開始式 (２日　９：００ ) 　　　　終了式 (３日　１７：４５ )

　１　開式通告 （アナウンサー）
　２　表　 彰

　１　開式通告 （アナウンサー）
　２　競技開始宣言   （審判長）


