
第 １ 回 小 田 原 地 区 記 録 会
期日 令和５年４月１６日（日）

会場 小田原市城山陸上競技場

＜トラック競技＞ 組数 開始予定時刻 ［一次招集時間］
１ 一般男子 ３０００ｍＳＣ （１） ９：００ ［ ８：１０～ ８：３０］
２ 一般女子 ４００ｍＨ （１） ９：２０ ［ ８：３０～ ８：５０］
３ 一般男子 ４００ｍＨ （１） ９：３０ ［ ８：４０～ ９：００］
４ 中学男子 ３０００ｍ （１） ９：４０ ［ ８：５０～ ９：１０］
５ 一般女子 ３０００ｍ （１） ９：５５ ［ ９：０５～ ９：２５］
６ 一般女子 ８００ｍ （１） １０：１０ ［ ９：２０～ ９：４０］
７ 一般男子 ８００ｍ （３） １０：１５ ［ ９：２５～ ９：４５］
８ 一般男子 １００ｍ （１～ ４）１０：３５ ［ ９：４５～１０：０５］

（５～ ８）１０：４５ ［ ９：５５～１０：１５］
（９） １０：５５ ［１０：０５～１０：２５］

９ 中学男子 １００ｍ （１～ ４）１１：００ ［１０：１０～１０：３０］
（５～ ８）１１：１０ ［１０：２０～１０：４０］
（９～１２）１１：２０ ［１０：３０～１０：５０］
（１３） １１：３０ ［１０：４０～１１：００］

１０ 一般女子 １００ｍ （１～ ３）１１：３５ ［１０：４５～１１：０５］
１１ 中学女子 １００ｍ （１～ ４）１１：４５ ［１０：５５～１１：１５］

（５～ ８）１１：５５ ［１１：０５～１１：２５］
（９） １２：０５ ［１１：１５～１１：３５］

１２ 一般男子 ４００ｍ （５） １２：３０ ［１１：４０～１２：００］
１３ 中学男子 ４００ｍ （４） １２：５０ ［１２：００～１２：２０］
１４ 一般女子 ４００ｍ （１） １３：０５ ［１２：１５～１２：３５］
１５ 一般男子 １５００ｍ （１） １３：１５ ［１２：２５～１２：４５］
１６ 中学男子 １５００ｍ （１～ ２）１３：２５ ［１２：３５～１２：５５］

（３） １３：４０ ［１２：５０～１３：１０］
１７ 中学女子 １５００ｍ （２） １３：５０ ［１３：００～１３：２０］
１８ 中学女子 １００ｍＨ （２） １４：１０ ［１３：２０～１３：４０］
１９ 一般女子 １００ｍＨ （１） １４：２５ ［１３：３５～１３：５５］
２０ 中学男子 １１０ｍＨ （２） １４：３５ ［１３：４５～１４：０５］
２１ 一般男子 １１０ｍＨ （１） １４：４５ ［１３：５５～１４：１５］
２２ 一般男子 ５０００ｍ （１） １４：５５ ［１４：０５～１４：２５］
２３ 中学女子 ４×１００ｍＲ （２） １５：２０ ［１３：２０～１４：２０ オーダー用紙提出］
２４ 中学男子 ４×１００ｍＲ （２） １５：３０ ［１３：３０～１４：３０ オーダー用紙提出］
２５ 一般女子 ４×１００ｍＲ （１） １５：４０ ［１３：４０～１４：４０ オーダー用紙提出］
２６ 一般男子 ４×１００ｍＲ （２） １５：４５ ［１３：４５～１４：４５ オーダー用紙提出］

＜フィールド競技＞ 人数 開始予定時刻 ［招集時間］ ［用具検査時間］
１ 中学男子 走幅跳（２２） ９：００ ［ ８：１０～ ８：３０］
２ 中学男子 砲丸投（１１） ９：００ ［ ８：１０～ ８：３０］［ ８：００～ ８：３０］
３ 一般男子 走高跳（ ７） ９：００ ［ ８：１０～ ８：３０］
４ 中学女子 砲丸投（１２）１０：００ ［ ９：１０～ ９：３０］［ ８：３０～ ９：００］
５ 中学女子 走幅跳（１９）１０：３０ ［ ９：４０～１０：００］
６ 一般女子 走高跳 （４）１０：３０ ［ ９：４０～１０：００］
７ 一般男女 砲丸投（１０）１１：３０ ［１０：４０～１１：００］［１０：００～１０：３０］
８ 中学男子 走高跳（ ８）１２：００ ［１１：１０～１１：３０］
９ 一般男女 走幅跳（１７）１２：００ ［１１：１０～１１：３０］

１０ 一般男女 円盤投（１２）１３：００ ［１２：１０～１２：３０］［１１：３０～１２：００］
１１ 中学女子 走高跳（１９）１３：３０ ［１２：４０～１３：００］
１２ 一般男女 三段跳 （５）１３：３０ ［１２：４０～１３：００］
１３ 一般男女 やり投（１１）１４：３０ ［１３：４０～１４：００］［１３：００～１３：３０］

主 催
小田原市陸上競技協会
南足柄市陸上競技協会
足柄上郡陸上競技協会
足柄下郡陸上競技協会



運営上の注意事事項

これまで小田原市陸上競技協会では、「感染リスクを軽減させた競技会運営に向けたガイダンス」
にそって新型コロナウイルス感染防止対策につとめながら競技会運営にあたってきましたが、
３月１３日からの「マスク着用に関する政府指針」や５月８日からの「５類感染症への移行」
および現在の社会情勢をふまえ、第１回記録会から次のように緩和して実施します。

１ 昨年度まで提出を求めていた次の書類の提出は必要ありません。
別紙１「大会前／提出用 ＪＡＡＦ体調管理チェックシート」
別紙２「生徒の健康状況チェックシートおよび参加確認書」
別紙３「参加状況報告書」

あわせて、次の書類の保存も必要ありません。
別紙４「大会後／個人管理用 ＪＡＡＦ体調管理チェックシート」

このことにより、選手や競技会関係者、保護者や応援者、観客等の入場規制は行いません。

２ 次の事項に該当する場合は競技会参加および来場を見合わせてください。
・競技会前および当日の体調に異常があった場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や通常接触する身近な知人に感染や感染が疑われる方がいる場合

３ 来場者の「マスク着用の考え方」は選手および競技役員ともに「個人の主体的な選択を尊重
し個人の判断」とします。
このことにより、室内での規制および応援時の規制は行いません。
本人の意思に反してマスクの脱着を強いることがないように配慮をお願いします。

４ 引き続き三密回避行動を心がけ、こまめな手洗いや手指の消毒をするなど、新型コロナウイ
ルス感染防止を日常生活に取り入れた「新しい生活様式」にそって、主体的に感染防止につと
めてください。

１ 規 則 ２０２３年度日本陸上競技連盟競技規則、および本記録会の申し合わせ事項を適用し
ます。

２ 競 技 場 一般競技者の入場は７時００分の予定です。早く到着して長時間並んで待機するこ
とのないようにしてください。準備に関わる競技役員のみ開門（６時３０分予定）に
合わせて入場できます。
選手席はスタンドと芝生席です。管理棟内や雨天走路を待機場所にすることはできま
せん。
選手席としてテントやフライシートを使用する場合は、スタンドやサブトラックでは
なく、芝生席を利用してください。
スパイクのピンの長さは９ｍｍ（走高跳とやり投げは１２ｍｍ）以下とします。
スパイクピンの直径は先端が４ｍｍ以内、本数は１１本以内とします。走路の保全と
競技者の安全のため「競技規則第１４３条」を厳守してください。
競技用シューズの靴底は「ＷＡ規則第１４３条（ＴＲ５：シューズ）」を守ってくださ
い。ただし中学生のフィールド競技での適用は除外します。

３ 受 付 受付はフィニッシュ地点付近のダックアウト内で行います。
団体（チーム）は代表者が、中学校・高校は顧問が受付してください。
受付では「プログラム」「領収証」「プログラム訂正用紙」「リレーオーダー用紙」
「連記式欠場届」等の配布および「一般参加者のアスリートビブス」を貸与します。

４ 打 合 会 ８時３０分から打ち合わせ会を行います。参加団体代表者および各校顧問１名は本部
ダックアウト前に集合してください。

５ アスリー 布の大きさに関する新基準は当分の間猶予します。新調する場合は新基準で作成して
トビブス ください。

一般のアスリートビブスは受付で貸与します。競技終了後にまとめて返却してくださ
い。
中学生・高校生は指定された番号のアスリートビブスを各自で用意してください。
競技者は各種目とも、胸上部と背上部（跳躍競技者はどちらか一方でもよい）にはっ
きり見えるようにつけてください。
８００ｍ，１５００ｍ，３０００ｍ，３０００ｍＳＣ，５０００ｍの出場者は、一次
コール時に腰ナンバー標識を受け取り、右腰やや後方につけてください。
一般男子５０００ｍと中学男子３０００ｍは、特別アスリートビブスを使用します。
一次コール時に受け取って着用してください。
特別アスリートビブスと腰ナンバー標識は競技後フィニッシュ時に返却してください。
着用に必要な安全ピン（アスリートビブス＝８本・腰ナンバー標識＝４本）は各自で
用意してください。



６ 招 集 一次コールと最終コールを行います。
一次コールは各競技予定開始時刻５０分前から３０分前に競技場東側の器具庫で行い
ます。この時、競技者係からアスリートビブスとスパイクの確認を受けてください。
その後、フィールド競技出場者は３０分前に競技場所に、トラック競技出場者は１０
分前にスタート地点で最終コールを受けてください。
この時、出発係からレーンおよび腰ナンバー標識（セパレートレーンでフィニッシュ
する種目とフィールド種目の出場者は必要ありません）特別アスリートビブス（一般
男子５０００ｍと中学男子３０００ｍ出場者のみ着用）等の確認を受けてください。
招集時刻に遅れた場合は欠場とみなしますが、あらかじめ欠場する場合は早めに招集
所の競技者係に伝えてください。学校や団体・チームで複数の欠場者がいる場合は「連
記式欠場届」（受付で配布）を招集所の競技者係に提出してください。
競技時刻が重なっている種目に参加する場合は、競技者係と該当種目の審判主任に申
し出てください。

７ リ レ ー リレーの走者は全員が揃っているユニフォームを着用してください。
リレーオーダーは、競技開始予定時刻２時間前から１時間前までに所定の用紙に記入
して代表者が招集所（競技場東側の器具庫）に提出してください。
その後、各走者は競技開始予定時刻の１０分前までに各自の出走する場所に集合して
ください。

８ 用 具 主催者が用意しますが当日の検査に合格した用具の使用は認めます。
検査は原則として各競技開始予定時刻の１時間３０分前から１時間前に管理棟南側倉
庫前で行います。
砲丸 中学男子 5.000kg 中学女子 2.721kg

高校男子 6.000kg 高校・一般女子 4.000kg
円盤 一般男子 2.000kg 高校・一般女子 1.000kg

高校男子 1.750kg
やり 高校・一般男子 800g 高校・一般女子 600g

９ 練 習 隣接のサブグランドを使用してください。ただし競技開始前７時４５分～８時３０分
は本競技場内での練習を認めます。
その際のレーン使用は次のようにし、特にレーンを横切る時やレーンから離れる時は
周囲を確認する等、事故防止に十分注意してください。
＜周回＞
・１～２レーン ジョギングや軽いランニング

＜ホームストレート＞
・３～４レーン ながし・スピードを上げての練習
・５～６レーン 中学ハードル
・７～８レーン 一般ハードル

＜バックストレート＞
・３～４レーン ながし・スピードを上げての練習
・５～６レーン スタートダッシュ（スターティングブロックの設置可）
・７～８レーン 第２～第３走者ゾーンを利用したバトンパン練習
また、競技に支障のない次の時間は、審判員（アナウンサー）の指示により、バック
ストレートを使用しての練習もできます。
・１０時３５分～１２時２５分 １００ｍ競技時
・１４時１０分～１４時４５分 ハードル競技時

フィールド種目の練習は、競技前に審判員の指示により行ってください。

10 応 援 スタート時は静かにしてください。
応援や付き添いの者は競技場内には入れません。特別の指示がある場合を除いて柵の
外から応援してください。特にフィニッシュ場所付近およびフィール種目に出場中の
選手は十分に注意してください。

11 記録発表 記録発表はアナウンスと記録速報板（雨天走路のボードに掲示）ならびに小田原市陸
上競技協会ＨＰで行います。

12 そ の 他 ①プログラムの誤記訂正は、プログラムを受け取り次第直ちに確認しすみやかに受付
に届けてください。
②選手はダッグアウト前の通行ができません。ダッグアウト内の選手通路を使用して
ください。その際、アナウンス席や審判員室の後ろは、静かに通行してください。

③貴重品や所持品は、各自、各団体で責任をもって管理してください。
➃各校や団体の待機場所で使用する消毒液は、各団体・各自で用意してください。
⑤自分専用のごみ袋を用意してごみは持ち帰ってください。
➅選手席、応援席の後片付けは、各団体、各自で責任をもって行ってください。
⑦「撮影に関する規定」「個人情報および肖像権にかかわる取り扱い」は別紙（プログ
ラム裏表紙前に掲載）の通りとします。


