


一般財団法人三重陸上競技協会

第33回三重県小学生陸上兢技大会連絡事項

下記の通り注意事項を厳守の上、参加すること。

各チームの監督は、必ず保護者を含めた関係者に連絡を徹底すること。

開催日時　　　平成29年7月2日　（日）　雨天決行

開始式　9時00分　　競技開始　9時30分

場　所　　三重交通Gスポーツの杜伊勢補助競技場（伊勢市宇治館町510）

注意事項

1．開門時間 体育館本館入口　　　　　　　午前7時00分

補助競技場北側入口　　　　　午前7時00分※123

※1通路の邪魔にならないように並ぶこと。また、安全のため、開門後は、係の

指示に従い、並んだままの順番で歩いてサブトラック方面へ移動すること。

※2フェンス沿いの細い通路からの入場は厳禁とする。

※3雨天練習場は使用禁止。ベンチの設置は厳禁。

本協会主催の小学生の大会におけるベンチや応援席の確保については、当日のみ

とし、フェンスを乗り越えての進入等は厳禁とする。（ただし、本大会の駐車場

係のチームには、体育館本館に事前にベンチを割り当てる。）

2．受　　付　時間　　午前7時15分～7時50分

場所　　　体育館（1階ロビー）

配布予定　記念品の引換証、瑚ム）
連絡事項等

3・記念品引換　午前8時30分～12時までに引換証を持ち、体育館本館アリーナにて記念

品と交換すること。記念品は何種類かあるため、参加人数の多いチームは

複数人で引き取りに来ること。

4．監督会報　時間　午前8時00分

場所　体育甲本鱒．アワー壬（舞台前）】
チームの責任者は必ず坦席す冬壬と∴

※監督がいない場合は保護者の代表が出席すること。

5．応援場所　①ホームストレート金網外側

テント・シートイス・脚立等禁藍あくまでも立ち見エリアとして使界

②＿パックストレート金網内側

イスのみ設置可能。シート・テント等は禁止。ハイヒール禁止。

※トイレは、♯育館のトイレを使用すること。



6．待機場所　体育館本館・別館を応援者の待機場所とする。

補助競技場は、応援場所も限られるため、試合の合間には、ぜひ、体育館

本館・別館をご活用ください。（日中の時間帯は、空調を入れる。）

2階（本館のみ：イス席）飲食可能。ただし、ゴミは必ず持ち帰ること。

1階（アリーナ）飲食及びシート等を敷く事は厳禁。

靴を脱いで使用すること。

（各自で脱いだ靴を入れる袋等を準備すること。）
アリーナでのウオーミングアップは禁止する。

7・表　彰　体育館本館（ステージ）で行う。＿＿＿

表彰予定時間は、ホームページ、プログラムで確認すること。

8．横目断幕　競技場フェンスへの横断幕掲揚は禁止する。

9・トイレ　選手・指導者　体育館またはし旧補助競技電解◆トラ沖）のトイ

応接の方

レを利用す

ること。

必ずトイレを済ませてから、招集を受けさせること。

体育館のトイレをご利用すること。

10・ペンチ　　チームベンチは指定の場所（体軸館2階、サブトラック、投餌場周辺

方面等）に確保すること。通路にはみ出しての設置は厳禁とする。

11．旧補助競技場（サブトラック）の使用方法

競技注意事項を熟読し、厳守すること。

なお、チームのコーチ及び指導者以外は、旧補助競技場（げ汚ッタ）には進

入厳禁とする。

12．その他　　各チームで出たごみは、必ずチームで持ち帰ること。

大会までの問合わせ先　三重陸上競技協会　普及委員会　山口泰弘　090・4183－1650



駐車場について

大会中は、競技境西駐車場は競技役員リバス専用及び岳時駐車場とする。

各チームの監督は、以下のことについて保護者を含めた関係者に必ず連絡を徹底させること。

☆駐車場の確保が難しい状況があります。

①公共交通機関の利用をぜひご検討ください。

②車の方は、臨時駐車場；競技場西駐車場（先着順）河川敷駐車場（右岸「内宮B6」駐

車場：午前5時開門）等の近隣の有料駐車場等に駐車の上、競技場へは徒歩で来場する

こと。

③選手の送迎や荷物の積み下ろしのための路上での停車等は絶対にしないこと。

競技場付近での送迎は、浦田橋を左折し、河川敷駐車場（1時間まで無料）で行うこと。

※送迎の車であっても、臨時駐車場に入庫した場合は、駐車料金が発生します。

送迎は、河川敷駐車場を利用すること。

臆時駐車場 競技場西駐車場

（渋滞緩和のため、書億且の清泰に従うこと。）

虜円債勃　年前6時30分

閉門時刻　午後6時00分

大会終了後は、閉門時間までに「速やかに出庫」すること。

駐車料金　1回　1000円

トイレ　　体育館前公衆トイレ

交通渋滞の対策として、開門時間までに競技場駐車場付近に駐停車している車は、

河川敷駐車場（右岸「内宮B6」駐車場）に誘導する。　午前6時30分の開門

までの時間は、河川敷に駐車する事。

※競技場酉駐車場が満車の場合は、近隣の市営駐車場に案内する。

し切りバスを利用するチーム

ホームページより様式をダウンロードし、三重陸協事務局に6月23日（金）までにM

すること。駐車券を郵送する。 駐車料金　1回　3000円

④当日、競技場周辺は相当な混雑が予想される。短い時間であっても、路上駐車は絶対にし

ないこと。県営体育館前の駐車場についても、駐車禁止とする。
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護者・応援の皆様 ～当日分らない事がありましたら、案内場所でお尋ねください～

競技場の改修工事に伴って補助競技場で行う大会のため、本競技場開催の大会とは大きく異な

ります。応援者数に比べての観戦場所不足や雨天時等、大会を観戦いただく皆様には、ご不便を

おかけする部分も多々あろうかと思います。参加いただいた方が少しでも気持ちよく観戦できま

すよう、皆様方のご協力をお願い致します。

（選手を引率される方は、大会連絡事項・競技注意事項等につきましても熟読ください）

1．応援について

応援できる場所

①ホームストレート金網外側

テント・シート・イス・脚立等禁止。あくまでも立ち見エリアとして使用

②パックストレート金網内側

イスのみ設置可能。シート・テント等は禁止。ハイヒール禁止。
・応援場所は平らで、競技場スタンドのように見やすいわけではありません。皆様方

で譲り合いながら応援をお願いします。

・応援は、ご自分のお子様が出場する時間帯でお願いします。競技時間を参考に少し

余裕を持って移動してください。

2．待機場所について

自分のお子様が出場する時間帯以外は、体育館本館で待機をお願いします。

※体育館本館は、日中は冷戻します。

・2階（イス席）は、飲食可能です。ただし、ゴミは必ず持ち帰り下さい。

・1階（アリーナ）は、靴を脱いでご使用ください。（靴入用の袋等を準備してください。）

1階部分は、飲食及びシート等を敷く事は厳禁とさせていただきます。

3．トイレについて

トイレは、体育館トイレをご利用ください。

補助競技場（応援場所）には、トイレはありません。

4．表彰について

入賞者の表彰は、体育館ステージで行います。ぜひ、写真撮影等行ってあげてください。

また、全国大会種目・東海大会種目では、表彰控え席付近にて参加意思の確認を行います。

※指導者の方や保護者の方など、大人の方で対応をお願いします。

表彰予定時間は、ホームページにてお知らせします。

補助競技場

（大会会場）

車

競技場 

工事中 



2階観客席

応援者待機場所、チームベンチ

飲食可能



表　彰　式　次　第

※表彰式は体育館で行う

※表彰時間の5分前までに責任者同行で集合して下さい

※式進行上、集合なき選手がいても時間に実施いたします

NO �性 �種目 �競技時間 �表彰時間 

1 �女 �走幅跳 �9：30 �12：00 

2 �女 �走高跳 �9：30 �12：00 

3 �男 �シ寸ヤへやリックボール投 �9：30 �12：00 

4 �男 �走幅跳 �12：00 �14：00 

5 �男 �走高跳 �12：00 �14：00 

6 �女 �シ寸ヤへヾリックポール投 �12：00 �14：00 

7 �女 �800m �15：30 �16：00 

8 �男 �800m �15：35 �16：00 

9 �女 �80mH �15：45 �16：10 

10 �男 �80mH �15：50 �16：10 

11 �女 �6年　100m �16：00 �16：25 

12 �女 �5年　100m �16：05 �16：25 

13 �男 �6年　100m �16：10 �16：35 

14 �男 �5年　100m �16：15 �16：35 

15 �女 �4年　100m �16：20 �16：45 

16 �男 �4年　100m �16：25 �16：45 

17 �女 �3年　　60m �16：35 �17：00 

18 �男 �3年　　60m �16：40 �17：00 

19 �女 �4×100mR �16：50 �17：20 

20 �男 �4×100mR �16：55 �17：20 

21 �混成 �4×100mR �17：00 �17：20 



競　　技　　時　　間

開始式　9：00

＜トラックの部＞
NO妄　性　宴　　種目　　盲 ����粗　　　　宴招集開始時間 ���岳招集完了時間 �競技開始時間 

1 �女 �80m叫予 ��‡　3組2着＋2 ��8：50 �≡　　9：00 �9：30 

2書　男 ��80mH悸 ��4組1着＋4 ��9：00 �∈　　　9：10 �9：40 

3 �女 �800m �！予 �4線2着＋4 ��9：15 �⊆　　9：25 �9：55 

4 �男　宴　　　800m ��童予∃　　5組2着＋2 ���9：30 �t　　9：40 �10：10 

5書　女…　6年100m璽予 ����‡　10組タイムレース ��9：50 �10：00 �10：30 

6∃　男　≧　6年100m ���予臣　10組タイムレース ���10：10 �10：20 �彗　10‥50 
1 7ぎ女 ��書5年100中 ��【　1～8組 �t 事タイムレース �10：30 �10：40　至 10＝50　∈11‥10 

臣　　9～11組 ��10：40 

8 �巨 ∈男 �5年　100m �予 �1　1～8組 �旦タイムレース �10‥55！11＝05　⊆11‥35 
9～12組 11：05　　　　　11：15 �� 

9妻女 ��】　　　　　　宴　∃　1～8組 ���宣　11‥20 ��ぎ　11：30 �12：00 m 1 �j　　9～14組 �� �Ill：30 �11：40 

蔓 坤男 j ��】 ∃4年100m ∃ �予H：1…慧 ��タイムレ一・・ス �11：50 �12：00 �∈12‥30 

∃　12：00 �12：10 
】 11皇女i3年　60m 【！ ���童　1～8組」‥し」　12：20112：30 �����【13：。。 L 【 

∃　　9～13組 �き �E　12：30 �12：40 

12 �巨男 l �【 ∃3年　60m �2　－　　1～8組 ��タイムレース �妻　12‥50 �13：00 �F L13：30 l ⊆　　9～14組 ��13：00　喜　13‥10 

13 �】女喜　4×100mR ��∃予 �【　6組タイムレース ��13：10　芦　13：30 ��14：00 

14 �】男 �4×100mR �≡予 �－　　7組タイムレース ��∃13：35　巨13‥55 竜14：05毒14＝25 ��114：25 

15 �∃混成室　4×100mRj予 ���∃　　9組タイムレース ����114：55 

画　女葦　　　800m室決 ����i ！ ��15：00 �r 　15：10 �■　15：30 

17 �男 �…　　　800扉決 ��】 ��15：05 �15：15 �15：35 

18 �女 �∃　　　80mH �決 �1 ��15：15 �15：25　　j　15：45 

吋　男 ��∃　　　　80mH �圭決 �】 ∃　　　　　　　　　要　15：20 ���j　15：30 �15：50 

20∃　女 ��．6年100m �決 �l ��15：30 �15：40　　を　　16：00 

21を　女 ��芦　5年100m �巨決 �【 戸 1 ��15：35 �．15：45　書　16‥05 

22 �男 �6年　100m �．決 � ��巨　15：40 �】15：50　∈　16‥10 

23 �男 �j　5年100料決 ��】 】 ��∈　15：45 �】 ∃　15：55　2　16：15 

24 �女 �4年100m麿 ��】 ��F　15：50 �∃　　16：00 �16：20 

25 �要　男 �∃　4年　100m �決 � ��i15：55 �！16：05 �ト 【16：25 

26 �∃　女5　3年　60m ��決† ���16：05 �16：15　1 �r　　16：35 

27 �∃　男　室　3年　60m≡決妄 �����≧　16：10 �2　16：20！ �16：40 

28 �】女室　4×100mRj決！　　　　　　　　j　16‥20 ������巨　16：30　l r �16：50 

29j　男　董　4×100m町決弓 ������16：25　享　16‥35　； ��16：55 

30 �混成毒　4×100mR書決 ���！16‥30！16‥40 ����17：00 

＜跳躍の部＞
1書　女 ��走幅跳 �【決 �A・Bピット �i　8：30 �8：50 �∃　9‥30 

2【女 ��】　走高跳 �決 � �！ 　　8：30 �8：50 �∃　　9：30 

3圭　男 ��走幅跳 �】決 �A・Bピット �≧　11：00 �11：20 �，12：00 

4 �男 �走高跳 �凍 � �】　11：00 �喜　11‥20 �12：00 

＜投てきの部＞
1 �男げヤヘリ材ホヾ－ル投葦決∃　　　　　　　　　5　8‥30　室　8‥50　2　9：30 

2 �女　‖′寸ヤヘリックポール投i決l　　　　　　　　　　ミ　11：00　竜　11：20　岳　12：00 



競技注意事項

1．2017年　日本陸上競技連盟の規則により競技を行う。

2．招集について

（1）招集時間

招集開始 �完了 

ト　ラ　ッ　ク　予選8組まで ��40分前 �30分前 

ト　ラ　ッ　ク　予選9組以降 ��30分前 �20分前 

リ　レ　ー　競　技　予　選 ��50分前 �30分前 

ト　ラ　ッ　ク　　　決　勝 ��30分前 �20分前 

フィールド競技1 �投てき �60分前 �40分前 
跳　躍 �60分前 �40分前 

招集完了時刻には、整列できるように。

（2）招集所は旧補助競技場内に設ける。

（3）招集は必ず本人が行い、代理人による招集は認めない。

招集時にスパイクピンを確認する。（9mm以下・走高跳は12mm以下）

・招集に遅れた者は出場を認めない。但し、同時刻にリレーに出場する場合は、その旨をあら

かじめ競技者係（招集所）に申し出ること。

（4）競技会場への入場は、招集完了後、選手誘導係の誘導によって入場するので、招集場所にて

待機すること。

（5）リレー種目はオーダー用紙を招集完了1時間前までにTIC（競技者秦内所）に港出のこと。

（決勝時においては変更ある場合のみ提出し）、その上所定の時間に招集を受けること。

3．リレーとフィールド競技を兼ねる者は、リレーを優先とする。

但し、その場合は必ずフィールド審判員に申し出て許可を受けること。

4．各種目8位までの入賞者・チームは表彰を行うので、競技終了後、表彰式次第の時間に従い、体育

館に集合のこと。リレー種目と兼ねている者は、指導者が責任をもって代理を出すこと。

5．800mはオープンスタートとする。

6．フィールド競技は、3回の試技を行い、記録上位8名で決勝（3回試技）を行う。

7．走高跳はマットへの着地は足裏からとし、背・腰からの着地は無効試技とする。

練習は90cm、競技開始は1mOOとする。以後5cm刻みとし、男子は1m35より、女子は

1m25より3cm刻みとする。

8．ゾヤへ～ワックポール投の助走距離は15m以内とし、ボール本体を持ち、オーバーハンドスローで投げるこ

ととする。（羽だけを持って投げることは禁止する。）

9．走幅跳のピットはトラック側よりAピットBピットとする。

走幅跳・ゾヤへやリックボール投げについて、1回目は全員計測するが、2回目からは計測ラインを超えた

者のみ測定する。計測ラインは、1回目の結果から決定し、選手に通告する。

10．スターティングブロック、スパイクは使用してもよい。（素足は禁止する）



11．リレー競走におけるテーク・オーバーゾーン手前からの助走マーク（10mの補助ゾーン）は使用し

てもよい。但し、バトンの受け渡しはテークオーバーゾーン内で行うこと。

12．トラック競技スタートにおいて、同じ者が2回フライングした場合は失格となる。

13．投てきの練習は、競技会場で実施するので、旧補助競技場、競技場周辺での練習を厳禁する。

14．競技場内へは、出場選手及び競技役員以外の立ち入りを禁止する。

15．競技会での傷害は、応急処置のみで、以後の責任はもたない。

16．旧補助競技場の使用については、衝突事故防止の為、次のことを厳守すること。

○ジョッグ及びウオーキングは、フィールド内の芝生を使用し、走路を使用しない。

01レーンは、長距離のペース走専門とする。

02～4レーンは、流し等の専用とする。

○直走路5～7レーンはスタートダッシュ専用とする

08レーンはハードル専用とする。

尚開始式までの8：00～8‥40までは本競技場での練習を認める。

○リレーのバトンパス練習はバック側を使用のこと。（ホームストレートは禁止）

○走路に立ち止まっての指導等は禁止する。

○走路は左回りとし、逆走は禁止する。

○直走路の横断は禁止する。

○その他、審判員の指示に従うこと。

17．その他

○雨天時及び雨天後、全天候性走路は非常に滑りやすいので、アップシューズで参加する

者に対しては指導者が事故のないように十分注意指導すること。

○リレー競技は4名が同じユニフォームを着用のこと。

○競技場、観覧席とも汚さないように気をつけ、使用した者で清掃し、ゴミは各自自宅まで持ち帰

る室L

O持ち物の保管は各自で責任を持つ。カラス被害に注意のこと。

○競技場フェンスへの横断幕掲揚は禁止する。



18．全国大会・東海大会の申し込みについて（全国大会と東海大会は兼ねることはできません。）

○全国大会申し込み；全競技終了後、手続きを行います。該当選手（チーム）の監督は

体育館会議室に集合願います。

全国大会出場資格　　8月18～19日　横浜・日産スタジアム

男・女　5年
男・女　6年
男・女
男・女
男・女
男・女
男・女

100m

lOOm

80血托

4×100mR

走高跳
走幅跳
ジャべリックボール投

1位の選手
1位の選手
1位の選手
1位のチーム
1位の選手
1位の選手
1位の選手

※1人1種目の為、個人種目とリレーは兼ねることができません
個人種目かリレこかを選択しなければなりません（リレーの選手変更はできません）

○東海大会申し込み

各種目の表彰式終了後、出場意志の確認と申込みを体育館で行います．

東海大会出場資格　　8月26～27日　岐阜メモリアルセンター長良川競技場

男・女　5年100m

男・女　6年100m

男・女　　　　80m托

男・女　　　　4×100mR

男・女　　　　走高跳
男・女　　　　走幅跳
男・女　　　　ジャべリックボール投
混成　　　　　4×100mR

2～6位の選手

2～6位の選手

2～6位の選手

2～4位のチーム

2～6位の選手

2～6位の選手

2～6位の選手

1位～3位のチーム

26日実施種目　男女80mH、男女走高跳、男・女4×10伽戒、混成4×100mR

27日実施種目　上記以外の種目

※出場辞退者（チーム）が出た場合は8位入賞者内で繰り上げ出場を認めます。
※1人1種目の為、個人種目とリレーは兼ねることができません
※個人種目で全国・東海大会出場の為にリレーの欠員が出た場合は追加変更を

認めます。


