
●表彰式終了後に集合（朝の集合場所と同じ場所）してから解散します。

●引率保護者は事前にお申込みされ、体調チェック表の項目をすべて記入いただいている方のみご入場可能です。引率保護者を直前で変更することはで
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●集合時に体調チェック表を提出してください。引率で競技場内に入る保護者分もご記入ください。記入漏れ等があった場合は競技場内に入場できま

　せんので注意してください。引率保護者には入場許可証が当日配布されます。許可証は大会終了後に返却します。参加する選手への入場許可証の

　きません。5・6年生の引率保護者は1家族から2名（兄弟姉妹で参加の場合も2名）です。4年生以下の引率保護者は1家族から1名です。

集合から競技場入場まで 　　　　　　　　　集合は午前7時30時です。

●フィールドキッズは競技場正面の屋根下(朝の集合場所付近)、又はメインスタンドの100ｍスタート側の上段席を待機場所とする予定です。当日の天候や

が招集場所となります。

●こまめな手洗い、消毒を心がけてください。運動時以外はマスクの着用を徹底してください。（特に、待機時間中は必ず着用）

●リレーのチーム（A・B・Cなど）や走順を決めています。各自で確認をしておいてください。当日の朝、各ご家庭で手にチーム名（A・B・Cなど）と走順（1走～4走）

●各種目の決勝で8位までに賞状、3位までは賞状とメダルが授与されます。表彰式の時間が設定されていますので、表彰の対象となった場合は、

●保護者の入場許可証は要返却となっています。解散時に必ずフィールドキッズのコーチへ返却をお願いします。先に帰宅される場合は、お近く

　のコーチへお声がけいただき、入場許可証の返却をお願いします。

●雨でも開催されます。雨具や着替え、タオルなどは必ず用意してください。

●フィールドキッズの黄色Tシャツを着て集合してください。下の服装はタイツやハーフパンツなどの動きやすい服装を用意して下さい。リレーのＡチームに

●引率保護者の入場許可証は当日朝に配布される予定です。スタンド席(観客席)の開門は8時30分の予定です。引率保護者の入場許可証は参加するお子さ

　まにお渡ししますので、引率保護者の方はお子さまからお受け取りください。

準備について

競技場での過ごし方について

解散について

●各自の種目が終了後に帰宅可としますが、可能であれば最後までチームの応援をお願いします。

●各種目の招集時間が決められていますので、招集時間までに各種目が行われる場所へ集合しておいてください。リレーは各走者の走り出す場所

　を油性ペンなどで書いてから集合するようにご協力をお願いします。ただし、リレーのメンバーや走順は当日、又は当日までに変更する場合があります。

●感染症予防のため、昼食を取る場合は他の人と間隔を取ってください。また、食べる前に手の消毒を徹底してください。

●引率保護者の方は、スタンドの空いている席をご利用ください。メインスタンドの出入口は競技場正面右側（100mのゴール側）の階段のみとなります。入

●自分の競技時間以外は待機場所から離れないようにして下さい。

かった場合は、コーチが賞状等を預り、後日お渡しします）

●主催者から注意事項が発表されているので、必ずご確認をお願いします。

表彰式へ出席をしてください。競技の進行具合により、表彰式が変更させる場合があるので、場内放送を確認してください。（表彰式へ出席できな

●記録の速報はWEB上（ Twitter ⇒ https://twitter.com/gtn76jut3ewfxe5 ）にアップされる予定です。現地での記録の張り出しはありません。

　選出された人にはユニフォームを貸し出します。　

●競技場内で騒いだり、ゴミを捨てたり、迷惑となる行為はしないようにしましょう。

●その他、大会当日までに、又は大会当日に主催者側から新たな連絡事項等がある場合があります。特に、大会当日の場内放送には注意をお願いします。

●鴻ノ池陸上競技場の正面入口の右側に集合します。フィールドキッズの黄色の旗を目印に集合してください。駐車場は混雑が予想されるので、時間にゆとりを持っ

　て来場するか、公共交通機関をご利用ください。競技場前の駐車場が満車となった場合は補助競技場裏手の臨時駐車場が解放される予定です。

　駐車場は譲り合ってご利用いただき、トラブル等が発生しないように十分ご注意ください。駐車場の枠外への駐車や、路上駐車が無いようにお願いします。

●当日の朝、主催者へ当日の出欠の一覧表を提出しますので、欠席する場合や集合時間に遅れる場合は必ずコーチ(丹羽敦巳)までご連絡ください。

　（当日は電話に出られない時間帯が多くなるので、コーチの携帯電話にショートメール(SMS)でお知らせいただくように、ご協力をお願いいたします）

　場する際には許可証の提示をお願いします。

　他の団体の使用状況などによって、待機場所を決定しますので、当日、コーチの指示に従って行動いただくようにお願いします。

　配布はありません。

●貴重品の管理を各自で行って下さい。（紛失して困る物は持ってこない。お菓子やゲーム、必要以上の現金の持込みは禁止）



開始時刻 招集時刻 種目 区分 組数(人数) 開始時刻 招集時刻 種目 区分 人数

9:30 9:10 男女混合　4×100ｍR タイム決勝 2組 (11チーム) 11:00 10:40 男・女 4年  走幅跳 決勝 Aピット 男子4名　女子4名

9:40 9:20 男子　4×100ｍR タイム決勝 9組 (69チーム) 11:40 11:10 男子5年  走幅跳 決勝 Bピット　39名

10:10 9:50 女子　4×100ｍR タイム決勝 8組 (59チーム) 12:10 11:40 男子6年  走幅跳 決勝 Aピット　21名

10:40 10:20 男子6年　100ｍ 予選 9組 (72名) 13:40 13:10 女子6年  走幅跳 決勝 Bピット　28名

10:55 10:35 男子5年　100ｍ 予選 9組 (77名) 13:40 13:10 女子5年  走幅跳 決勝 Aピット　34名

11:10 10:50 女子6年　100ｍ 予選 8組 (65名)

11:25 11:05 女子5年　100ｍ 予選 9組 (75名)

男子1年　100ｍ 予選 3組 (21名) 開始時刻 招集時刻 種目 区分 人数

女子1年　100ｍ 予選 3組 (20名) 13:00 12:30 男・女　走高跳 決勝 男子8名　女子10名

男子2年　100ｍ 予選 5組 (39名)

女子2年　100ｍ 予選 4組 (30名)

男子3年　100ｍ 予選 7組 (55名) 開始時刻 招集時刻 種目 区分 人数

女子3年　100ｍ 予選 4組 (32名) 11:40 11:10 男子 ジャベボール投げ 決勝 26名

男子4年　100ｍ 予選 7組 (56名) 13:50 13:20 女子 ジャベボール投げ 決勝 19名

女子4年　100ｍ 予選 6組 (51名)

男子6年　800ｍ タイム決勝 1組 (12名)

女子6年　800ｍ タイム決勝 1組 (10名)

男子5年　800ｍ タイム決勝 1組 (20名)

女子5年　800ｍ タイム決勝 1組 (13名)

男子4年　800ｍ タイム決勝 1組 (9名)

女子4年　800ｍ タイム決勝 1組 (6名)

男子　80mH タイム決勝 2組 (10名)

女子　80ｍH タイム決勝 2組 (14名)

男・女　1年100ｍ B決勝 各1組 (8名)

男・女　2年100ｍ B決勝 各1組 (8名)

男・女　3年100ｍ B決勝 各1組 (8名)

男・女　4年100ｍ B決勝 各1組 (8名)

男・女　5年100ｍ B決勝 各1組 (8名)

男・女　6年100ｍ B決勝 各1組 (8名)

男・女　1年100ｍ A決勝 各1組 (8名)

男・女　2年100ｍ A決勝 各1組 (8名)

男・女　3年100ｍ A決勝 各1組 (8名)

男・女　4年100ｍ A決勝 各1組 (8名)

男・女　5年100ｍ A決勝 各1組 (8名)

男・女　6年100ｍ A決勝 各1組 (8名)

1.本大会は2022年度日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会申し合わせ事項により実施する。

2.各種目の招集時刻に招集を受けること。

第71回奈良少年少女陸上競技大会タイムテーブル

11:45 11:25

12:05 11:45

12:25 12:05

12:40 12:20

 13:00～　表彰式①　（走幅跳ピット付近に集合）

13:40 13:20

13:50 13:30
3.選手の状態が整った場合、開始時刻よりも早く競技を開始することがある。

4.ジャベボール投げの助走距離は15ｍ以内とする。

14:00 13:40
5.トラック種目は、100mは予選・決勝　その他の種目はタイムレース決勝として行う。

6.走幅跳とジャベボール投げは3回の試技の後、TOP8で残り3回の試技を行う。

　遅れが生じている際には使用を不可とする場合がある。

15:20 15:00

8.表彰式①では、その時点までに終了している種目の表彰を行う。

9.表彰式②では、表彰式①以外の種目の表彰を行う。ただし、表彰式①・②ともに、タイムテーブルに

　遅れが生じている際には表彰式を行わない場合がある。その場合は各団体の代表者に賞状・メダル

16:15～　表彰式②　（走幅跳ピット付近に集合）

（トラック種目）

（投てき種目）

（跳躍種目）

（跳躍種目）

競技注意事項

15:30 15:10

　をまとめて授与することとする。

15:40 15:20

15:50 15:30

14:30 14:10
7.100m決勝の4年生以上のみスターティングブロックの使用を可とするが、タイムテーブルに


