[奈良市陸上競技協会関係]
◎第１回奈良市陸協陸上競技記録会
（第２７回奈良市陸上サーキット初日）
１．日

時

平成２９年４月２３日(日）

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

９：００開始予定

【中学の部】
（男子）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH.4×100mR
走高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(5kg).円盤投.四種競技
（女子）100m.200m.800m.1500m.100mH.4×100mR.
走高跳.走幅跳.砲丸投(2.72kg).円盤投.四種競技
【一般、高校の部】
（男女）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH. .4×100mR
走高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(J.S).円盤投(J.S).ヤリ投
※時間にゆとりがあれば種目の追加を行う。
※棒高跳及び４００ｍＨについて
実施が決定した場合、競技役員１名以上、補助員３名以上を出
せる団体のみ出場可能とする。
競技開始時刻以前に実施する場合がある。

５．参加資格
及び制限

･2017 年度、(財)日本陸上競技連盟の登記登録者であること。但し、
奈良市民はその限りでない。近畿２府４県以外からの参加は、申込時
に出場認知書を提出すること。
･各校の参加人数は制限しない。
･１人の参加種目数は制限しない。但し、申込後、出場延べ種目が一定数
を越えたら、参加種目数を制限することもある(参加校に連絡する)。
出場数が多い場合、800m.1500m.3000m.ヤリ投 については、補助競技
場で行う場合もある。
･四種競技の出場については、単独種目とのかけ持ちをした場合、競技出
来なくなることもあるので注意すること。

６．競技規定

･平成２９年度日本陸上競技連盟規則による。
･ナンバーカードは規定のものを使用する。
･参加団体は、役員１名以上、補助員３名以上を必ず出すこと。参加者が
１名でも競技役員が出ていない団体については出場を認めない。(大
学生、一般はこの限りではない。)

７．申込方法

･４月１３日(木)までに申し込むこと。

･申込方法については、奈良市記録会ホームページで確認すること。
http://sports.geocities.jp/narashi_kirokukai
･中学、高校生、奈良陸協登録者は１種目５００円 (中学四種 1000 円)。

８．参 加 料

他府県登録者、１種目１５００円。
･参加料は申込時にお金を添えて申し込むこと。入金のない場合は受け付
けない。
･奈良市内団体、及び記録会運営協力団体は参加料を減免する。
減免額については、奈良市記録会ホームページで確認すること。
･当日申込は 7:30～8:30、鴻ノ池陸上競技場外周正面入口付近、

９．当日申込

又は競技場役員室で受け付ける。
※上記時間帯以外は一切受け付けない。
･当日申込者は、原則としてベスト８、第２レース、第２試合には出場出
来ないものとする。
･参加費は種別、種目に関わらず１種目２０００円とする。
(中学四種は当日申込なし)
１０．そ の 他

･申込後の棄権については、競技運営がスムーズに行えるように、速やか
に本部へ連絡すること。(参加料は返金しない。また、連絡なしに棄権
が多い団体については、以後の申込を受け付けない。)
･奈良市記録会のエントリーリスト、スタートリスト、競技順序(案)、記
録一覧はホーム ページで確認すること。申込後、漏れ落ちや誤りがあ
る場合は速やかに連絡すること。
※当日の追加は、当日申込と同じ扱いとする。
※競技順序は開催日の３日前までに掲示する。但し、競技順序(案)なの
で、当日配布されるプログラムを確認すること。変更の場合もある。

◎第２回奈良市陸協陸上競技記録会
１．日

時

平成２９年８月１１日(祝、金）

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

９：００開始予定

【中学の部】
（男子）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH.4×100mR
走高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(5kg).円盤投.四種競技
（中学 1 年男子）

100mH(一般女子).砲丸投(2.72kg).円盤投(1kg)

（中学 2 年男子）

砲丸投(4kg)

（中学 3 年男子）

110mJH(99.1cm)

（女子）100m.200m.800m.1500m.100mH.4×100mR.
走高跳.走幅跳.砲丸投(2.72kg).円盤投.四種競技
（中学 3 年女子）

100mYH(8.5m)

【一般、高校の部】
（男女）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH. .4×100mR
走高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(J.S).円盤投(J.S).ヤリ投
５．参加資格

･第１回記録会に同じ

及び制限
６．競技規定

･第１回記録会に同じ

７．申込方法

･８月１日(火)締切、その他は第１回記録会に同じ

８．参 加 料

･第１回記録会に同じ

９．そ の 他

･第１回記録会に同じ

◎第３回奈良市陸協陸上競技記録会
１．日

時

平成２９年８月２４日(木）９：００開始予定
※エントリー数が多い場合は、一部を２５日(金)に実施
することがある。

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

【中学の部】
（男子）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH.4×100mR
走高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(5kg).円盤投.四種競技
（中学 1 年男子）

100mH(一般女子).砲丸投(2.72kg).円盤投(1kg)

（中学 2 年男子）

砲丸投(4kg)

（中学 3 年男子）

110mJH(99.1cm)

（女子）100m.200m.800m.1500m.100mH.4×100mR.
走高跳.走幅跳.砲丸投(2.72kg).円盤投.四種競技
（中学 3 年女子）

100mYH(8.5m)

【一般、高校の部】
（男女）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH.4×100mR
走高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(J.S).円盤投(J.S).ヤリ投
５．参加資格

･第１回記録会に同じ

及び制限
６．競技規定

･第１回記録会に同じ

７．申込方法

･８月１４日(月)締切、その他は第１回記録会に同じ

８．参 加 料

･第１回記録会に同じ

◎第４回奈良市陸協陸上競技記録会
１．日

時

平成２９年９月２３日(祝、土）

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

９：００開始予定

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

･第１回記録会に同じ
･主競技場芝生内が使用出来ないため、円盤投・
ヤリ投げついては補助競技場で行う。但し、上記種目
については参加標準記録を設定する。
※標準記録は後日ホームページに載せる。

５．参加資格

･第１回記録会に同じ

及び制限
６．競技規定

･第１回記録会に同じ

７．申込方法

･９月１３日(水)締切、その他は第１回記録会に同じ

８．参 加 料

･第１回記録会に同じ

◎第５回奈良市陸協陸上競技記録 会
１．日

時

平成２９年１０月９日(祝、月）

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

･第１回記録会に同じ

９：００開始予定

･主競技場芝生内が使用出来ないため、円盤投・
ヤリ投げついては補助競技場で行う。但し、上記種目
については参加標準記録を設定する。
※標準記録は後日ホームページに載せる。
５．参加資格

･第１回記録会に同じ

及び制限
６．競技規定

･第１回記録会に同じ

７．申込方法

･９月２９日(金)締切、その他は第１回記録会に同じ

８．参 加 料

･第１回記録会に同じ

９．そ の 他

･第１回記録会に同じ

◎第６回奈良市陸協陸上競技記録 会
１．日

時

平成２９年１１月３日(祝、金）

９：００開始予定

※エントリー数が多い場合は、４日(土)午後より実施
することがある。
２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

･第１回記録会に同じ

５．参加資格

･第１回記録会に同じ

及び制限
６．競技規定

･第１回記録会に同じ

７．申込方法

･１０月２４日(火)締切、その他は第１回記録会に同じ

８．参 加 料

･第１回記録会に同じ

９．そ の 他

･第１回記録会に同じ

◎第７回奈良市陸協陸上競技記録 会
１．日

時

平成３０年３月２９日(木）

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

･第１回記録会に同じ

５．参加資格

･第１回記録会に同じ

９：００開始予定

及び制限
６．競技規定

･第１回記録会に同じ

７．申込方法

･３月１９日(月)締切、その他は第１回記録会に同じ

８．参 加 料

･第１回記録会に同じ

９．そ の 他

･第１回記録会に同じ

◎第６回奈良市リレーカーニバル大会
１．日

時

平成２９年５月３日(祝、水）

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

８：３０開始予定

【小学生の部】
（男女）100m.4×100mR.走幅跳
【中学・高校の部】
（男子）100m.200m.400m.800m.1500m(中１のみ).4×100mR.走高跳.
走幅跳.砲丸投
（女子）100m.200m.800m.4×100mR.走高跳.走幅跳.砲丸投
※時間にゆとりがあれば種目の追加を行う。

５．参加資格
及び制限会

･奈良市内の小・中･高等学校で、中学高校については、2016 年で 5 回
以上奈良市記録に参加実績がある団体に限る。
･１人の参加種目数は制限しない。
･各校の参加チーム数は制限しない。

６．競技規定

･平成２９年度日本陸上競技連盟規則による。
･ナンバーカードは規定のものを使用する。

･参加団体は、役員１名以上、補助員３名以上を必ず出すこと。
７．申込方法

･４月９日(日)までに申し込むこと。
･申込方法については、奈良市記録会ホームページで確認すること。
http://sports.geocities.jp/narashi_kirokukai

◎奈良市中学校新人陸上競技大会
１．日

時

平成２９年８月２５日(金）９：００開始予定

２．場

所

鴻ノ池補助陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会、奈良市中学校体育連盟

４．種

目

（男子）100m.1500m.4×100mR.走高跳.走幅跳.砲丸投
（女子）100m.800m.4×100mR.走高跳.走幅跳.砲丸投

５．参加資格
及び制限

･奈良市の中学校の生徒に限る
･１人の２種目以内(リレーは除く)。
･各校１種目２名以内、リレーは男女各１チームとする。

６．競技規定

･平成２９年度日本陸上競技連盟規則による。
･ナンバーカードは規定のものを使用する。

７．申込方法

･８月１０日(土)までに申し込むこと。
･申込方法については、奈良市記録会ホームページで確認するこ
と。

８．表

彰

http://sports.geocities.jp/narashi_kirokukai

･３位までの入賞者には賞状を授与する。

◎第１０回山田隆記念陸上競技大会
１．日

時

平成３０年３月１７日(土）～１８日(日)
両日とも９：００開始予定

２．場

所

鴻ノ池陸上競技場

３．主

管

奈良市陸上競技協会

４．種

目

【市内小学生の部】…１７日に実施
（４年以下の部）男女 100m.走幅跳
（５年の部）男女 100m.走幅跳
（６年の部）男女 100m.走幅跳
（学年共通）4×100mR
【市内中学の部】…１７日に実施
（男子）100m.1500m.4×100mR.走高跳.走幅跳.砲丸投
（女子）100m.800m.4×100mR.走高跳.走幅跳.砲丸投
【市内高校の部】…１７日に実施

（男子）100m.1500m.走高跳.走幅跳.砲丸投
（女子）100m.800m.走高跳.走幅跳.砲丸投
【中学の部】…１７日に実施
（男女）四種競技
【高校の部】
（男子）八種競技…１７日に前半、１８日に後半
（女子）七種競技…１７日に前半、１８日に後半
※八種、七種については、中学生・大学生・一般はオープンと
する。
【山田隆杯】…１７日に実施
（男子）ヤリ投
【記録会の部】…１８日に実施(一部の種目を１９日に行う場合がある)
（中学男子）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH.4×100mR
走高跳.棒高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(5kg).円盤投
（中学女子）100m.200m.800m.1500m.100mH.4×100mR.
走高跳.棒高跳.走幅跳.砲丸投(2.72kg).円盤投
（一般・高校男子）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.110mH.
4×100mR.走高跳.棒高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(S.J).
円盤投(S.J).ヤリ投
（一般・高校女子）100m.200m.400m.800m.1500m.3000m.100mH.
4×100mR.走高跳.棒高跳.走幅跳.三段跳.砲丸投(4kg).
円盤投.ヤリ投
５．参加資格
及び制限

･小学生、市内中学生の部は奈良市内の小・中学校の生徒に限る。
･山田隆杯男子ヤリ投げ、中学四種競技、高校八種競技、七種競技、記録
会の部に参加出来る者は 2016 年度日本陸上競技連盟登録者に限る
･各校の参加人数は制限しない。
･市内高校の部に参加出来る高校は、2016 年度奈良市記録会に 3 回以上
参加実績のある団体に限る。
･記録会の部に参加出来る者は 2017 年度日本陸上競技連盟登録者に限る。
･小学生は１人１種目（リレーは除く）、その他は１人２種目以内（リレ
ーは除く）。

６．競技規定

･平成２９年度日本陸上競技連盟規則による。
･ナンバーカードは規定のものを使用する。
･参加団体は、役員１名以上、補助員３名以上を必ず出すこと。(一般、大
学は除く)

７．表

彰

･市内小学校、中学校の部は、各種目の優勝者には賞品を、３位までの
入賞者には賞状を授与する。

８．申込方法

･３月２日(金)までに申し込むこと。
･申込方法については、奈良市記録会ホームページで確認すること。
http://sports.geocities.jp/narashi_kirokukai

９．参 加 料

･小学生１種目２００円、奈良市内中学生、高校生１種目３００円(記録
会の部を含む)。
・記録会の部、中学生、高校生１種目５００円、
一般・大学生１種目１０００円
･中学四種競技１０００円、高校八種、七種２０００円
・山田隆杯ヤリ投げ、１０００円
･参加料は申込時にお金を添えて申し込むこと。入金のない場合は受け付
けない。

