
日　時 ２０２１年５月１日(土)～２日(日)

場　所

申込み 滋賀陸協ＨＰのアスリートランキング申込み方法を熟読し、エントリーを行うこと。(混成種目も同じ）

参加料 高校生 一般（大学生含む） リレ－高校 リレ－一般

¥600 ¥1,200 ¥1,000 ¥2,000

８：００～９：００の間に競技当日の分だけの参加料を支払うこと。

中学生の参加はできません。

招　集 現地にて実施する。　トラック１５分前　フィールド３０分前

競技日程 ５月１日(土)

時　刻 時　刻

9:30 男 ３０００ｍ 9:30 女 走高跳（予選）

9:45 男 八種１００ｍ 9:45 男女 やり投（男子のみtop８）

10:00 女 七種１００ｍＨ 10:00 男 棒高跳

10:05 女 １００ｍＨ

10:20 男 １１０ｍＨ 10:30 男女 砲丸投（男子のみtop８）

10:40 男 ４００ｍ 男 八種走幅跳

11:45 女 ４００ｍ

12:00 女 １５００ｍ 男 走幅跳（top8） 男女 円盤投（男子のみtop８）

12:25 男 １５００ｍ 女 七種走高跳

13:00 男 １００ｍ 12:30 女 棒高跳

14:20 女 １００ｍ 男 八種砲丸投

14:50 男 ４００ｍＨ 女 七種砲丸投

15:05 女 ４００ｍＨ 14:00 女 走高跳(決勝） 男女 ハンマー投（男子のみtop８）

15:15 男 ８００ｍ 15:15 女 三段跳（top8）

15:50 女 ８００ｍ

16:10 男 八種４００ｍ

16:20 女 七種２００ｍ

16:25 男女 ５０００ｍＷ

17:05 男 ４×１００ｍＲ

17:30 女 ４×１００ｍＲ

注意事項 ・役員、補助役員とも２名以上出すこと。(原則）

・フィールド種目でのTR5.5は適用除外します。

・競技日程は人数により変更になる場合があります。（当日の朝決定）

・やりの検定は競技開始1時間前から４０分前まで行います。（競技場フィニッシュ側倉庫へ）

・リレーのオーダー用紙は、１５：００までに受付に提出すること。（受付時に配布）

・投擲及びハードルのジュニア・ユース規格は、申し込みがあれば実施する。

・競技場への入場時間は７：３０とします。

12:00

東近江市布引運動公園陸上競技場

第１回陸協記録会　高校の部　要項　　

・走高跳の決勝については予選の上位１２名で行う。

・跳躍種目はtop８制で実施する。投擲種目は男子のみtop８制で実施。ただし、参加数により行わない場合
　がある。

11:00

トラック

13:30

跳　躍 投　擲

（滋賀県高体連登録者のみ参加可能）
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日　時 ２０２１年５月１日(土)～２日(日)

場　所

申込み 滋賀陸協ＨＰのアスリートランキング申込み方法を熟読し、エントリーを行うこと。(混成種目も同じ）

参加料 高校生 一般（大学生含む） リレ－高校 リレ－一般

¥600 ¥1,200 ¥1,000 ¥2,000

８：００～９：００の間に競技当日の分だけの参加料を支払うこと。

中学生の参加はできません。

招　集 現地にて実施する。　トラック１５分前　フィールド３０分前

競技日程 ５月２日(日) ９：４５男八種１１０ｍH

時　刻 時　刻

9:30 女 ３０００ｍ 9:45 男女 円盤投（女子のみtop８）

9:45 男 八種１１０ｍＨ 男 走高跳(予選) 男女 砲丸投（女子のみtop８)

10:00 男 １００ｍ　 女 七種走幅跳

10:55 女 １００ｍ　 男 棒高跳

11:25 男 ３０００ｍＳＣ 10:30

11:45 男 ４００ｍＨ 11:00

11:55 女 ４００ｍＨ 男 八種やり投

12:05 男 ２００ｍ 女 七種やり投

12:45 女 ２００ｍ 11:30 女 走幅跳（top8）

13:05 男 ８００ｍ 12:15 男女 ハンマー投（女子のみtop８)

13:40 女 ８００ｍ 女 棒高跳

14:00 女 七種８００ｍ 男 八種走高跳

14:10 男女 １００ｍ第２レース　 13:30 男 三段跳（top8） 　 　

男女各２組 13:45 男女 やり投（女子のみtop８)

14:20 男 ５０００ｍ 14:20 男 走高跳（決）

15:00 男 八種１５００ｍ

15:10 女 ４×４００ｍＲ 15:15

15:50 男 ４×４００ｍＲ

注意事項 ・役員、補助役員とも２名以上出すこと。(原則）

・フィールド種目でのTR5.5は適用除外します。

・競技日程は人数により変更になります（当日の朝決定）

・やりの検定は競技開始1時間前から４０分前まで行います。（競技場フィニッシュ側倉庫へ）

・リレーのオーダー用紙は、１３：００までに受付に提出すること。

・競技場への入場時間は７：３０とします。

東近江市布引運動公園陸上競技場

10:00

・一般の部はtop８を行わない。　　　　　　

第１回陸協記録会　高校の部　要項　　

・走高跳の決勝については予選の上位１２名で行う。

12:30

・跳躍種目はtop８制で実施する。投擲種目は女子のみtop８制で実施。ただし、参加数により行わない場合が
ある。

トラック 跳　躍 投　擲

（滋賀県高体連登録者のみ参加可能）

11:15
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日　時 ２０２１年５月１日(土)～２日(日)

場　所

申込み 滋賀陸協ＨＰのアスリートランキング申込み方法を熟読し、エントリーを行うこと。

競技日程

５月１日（土）

時刻 八種競技

9:45 １００ｍ

10:00

11:00 走幅跳

12:00

13:30 砲丸投

16:10 ４００ｍ

16:20

５月２日（日）

時刻 八種競技

9:45 １１０ｍＨ

10:00  

11:15 やり投

12:30 走高跳

14:00

15:00 １５００ｍ

混成記録会の参加は県内の高校生に限る。

競技時間は当日変更になる場合もあります。

東近江市布引運動公園陸上競技場

七種競技

１００ｍＨ

走高跳

砲丸投

２００ｍ

七種競技

走幅跳

やり投

（滋賀県高体連登録者のみ参加可能）

８００ｍ

第１回陸協記録会高校の部（混成競技）　競技日程　　
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