
令和４年度 （２０２２年度） 

第１回尼崎市中学生陸上競技記録会(22283797) 
要項 

主  催    尼崎市陸上競技協会 

 

主  管    尼崎市中学校体育連盟陸上競技部 

 

日  時    ２０２２年３月２０日（日) ９：３０競技開始 

 

場  所    尼崎市記念公園陸上競技場（ベイコム陸上競技場）（競技場コード 281040） 

        尼崎市西長洲町 1 丁目 4 番 1 号 06-6489-2027 
 

種  目    男子１５種目 女子１１種目（各学年は新学年を示す） 

        男 子 ２年： １００ｍ  

            ３年： １００ｍ 

            共通： ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

                １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ 

                走高跳  棒高跳  走幅跳  三段跳  

                砲丸投  円盤投 
 

        女 子 ２年： １００ｍ  

            ３年： １００ｍ 

            共通： ２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ ４×１００ｍＲ 

                走高跳 棒高跳 三段跳 走幅跳  
砲丸投 円盤投 

 

出場資格    ・兵庫県中学校体育連盟に加盟し、日本陸上競技連盟に登録している阪神地区の 
中学校に在学している中学生であること。 

        ・１名以上の競技役員と、２名以上の補助員を終日出せること。 

        ・インターネットや新聞などに試合結果を掲載されることに了承できる者。 

        ・２０２２年度の２・３年生が出場できる。 

 

出場制限    ・一人２種目以内（リレーは除く）、個人種目は１校３０種目以内とする。 

        ・実参加人数３０名以内。（リレーのみの参加者も含む） 

        ・リレーは男女各１チーム 

 

競技方法    ・２０２２年日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会規定によって行う 

        ・トラック競技は、出場者すべてを計時する。 

        ・トラック競技は、現地にて記録に従い番組編成を行う。 

        ・フィールド競技では、 

         砲丸投の出場選手については、男・女６ｍを越える選手が望ましい。 

                  円盤投の出場選手については、男・女１５ｍを越える選手が望ましい。 

                 （ 但し、出場選手が４０人を越える場合は、上記の記録でセレクションラインを設ける ） 

                  走高跳は、男１ｍ３０ｃｍ・女１ｍ１０ｃｍより競技を開始する。 

                  棒高跳は、男女１ｍ８０ｃｍより競技を開始する。 

         三段跳は、男女とも９m の踏切板を使用する。 

 

 

 

 



競技日程    共通男子  １１０ｍＨ       10:00  共通男子  走幅跳 

（予定）    共通女子  １００ｍＨ       10:00  共通女子  走高跳 

        共通女子  １５００ｍ       10:30  共通男子  棒高跳 

        共通男子  ３０００ｍ       10:30  共通女子  棒高跳 

        ３年女子  １００ｍ        13:00  共通女子  走幅跳 

        ３年男子  １００ｍ        13:30  共通男子  走高跳 

        ２年女子  １００ｍ        15:00  共通男子  三段跳 

        ２年男子  １００ｍ        15:00  共通女子  三段跳 

        共通男子  ８００ｍ 

        共通女子  ８００ｍ        10:00  共通女子  円盤投 

        共通男子  ２００ｍ        10:00  共通男子  砲丸投 

        共通女子  ２００ｍ        13:00  共通女子  砲丸投 

        共通男子  ４００ｍ        13:00  共通男子  円盤投 

        共通男子  １５００ｍ 

        共通女子  4×100ｍＲ 

        共通男子  4×100ｍＲ  

 

申 込 料    １種目３００円。当日の朝、顧問が申し込みファイルより印刷した申し込み一覧表 
        に種目数を記入し、受付時に申込料と共に提出する。 
        ※リレーは当日欠場でも申込料(１チーム３００円)が発生します。 
 

申込方法    右の QR コードまたは、下記 URLから申込フォームにて申込を完了

してください。 
        https://forms.gle/pdfcSPpFyxmMeUSY7 
 

尼崎中体連陸上競技部のホームページにアップされる申込一覧表に

必要事項を入力し、校印を押印して記録会当日に提出してください。 
        ※受付完了の返信メールが届きますので、必ずご確認ください。 

※申し込み期限を過ぎた場合は一切受け付けできません。 

        ☆右 QR コードまたは、下記 URL より申込状況の確認ができます。 
必ず各校で確認をお願いします。 
(URL で見れない場合は QR コードで確認してください。) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_lQwVR8l0MYtTIJXJahxd6CAigx3GUvtfZe2-7
YJOw/htmlview 

 

問 合 先        尼崎市立園田中学校  吉田 朋也 06-6491-0775 
 

申込期間    令和４年２月２１日（月）～２月２８日（月）１７時００分 必着 

 

そ の 他    ・競技場への入場時刻は、８：００以降にマラソンゲートからとする。 

         ただし、準備の進行具合により、開門時間を遅らせることがある。 

        ・競技会中の疾病・事故については、応急処置の他は主催者はその責任を負わない。 

        ・天候上、競技時間の変更や、競技の中止をすることがある。 

        ・競技上注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。 

                ・審判編成、タイムテーブル、競技上注意事項等の確認は尼崎市中体連陸上競技部 
                  の HP（ http://www.geocities.jp/amajhs_tf/ ）で確認してください。 
        ・記録会の問い合わせについては以下へお願いします。 
         記録会の申し込み、リレー申し込みについて：園田中学校吉田朋也(06-6491-0775) 
                  審判について：園田東中学校名田憲司(06-6491-1048) 
        ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、選手は自分の競技開始時間に合わせて 

来場し、競技が終了し次第帰宅するようにご協力ください。 



 

令和４年度 （２０２２年度） 

第２回尼崎市中学生陸上競技記録会(22283793) 
要項 

主  催    尼崎市陸上競技協会 

 

主  管    尼崎市中学校体育連盟陸上競技部 

 

日  時    ２０２２年４月２日（土) ９：３０競技開始 

 

場  所    尼崎市記念公園陸上競技場（ベイコム陸上競技場）（競技場コード 281040） 

        尼崎市西長洲町 1 丁目 4 番 1 号 06-6489-2027 
 

種  目    男子１５種目 女子１１種目（各学年は新学年を示す） 

        男 子 ２年： １００ｍ  

            ３年： １００ｍ 

            共通： ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

                １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ 

                走高跳  棒高跳  走幅跳  三段跳  

                砲丸投  円盤投 
 

        女 子 ２年： １００ｍ  

            ３年： １００ｍ 

            共通： ２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ ４×１００ｍＲ 

                走高跳 棒高跳 三段跳 走幅跳  
砲丸投 円盤投 

 

出場資格    ・兵庫県中学校体育連盟に加盟し、日本陸上競技連盟に登録している阪神地区の 
中学校に在学している中学生であること。 

        ・１名以上の競技役員と、２名以上の補助員を終日出せること。 

        ・インターネットや新聞などに試合結果を掲載されることに了承できる者。 

        ・２０２２年度の２・３年生が出場できる。 

 

出場制限    ・一人２種目以内（リレーは除く）、個人種目は１校３０種目以内とする。 

        ・実参加人数３０名以内。（リレーのみの参加者も含む） 

        ・リレーは男女各１チーム 

 

競技方法    ・２０２２年日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会規定によって行う 

        ・トラック競技は、出場者すべてを計時する。 

        ・トラック競技は、現地にて記録に従い番組編成を行う。 

        ・フィールド競技では、 

         砲丸投の出場選手については、男・女６ｍを越える選手が望ましい。 

                  円盤投の出場選手については、男・女１５ｍを越える選手が望ましい。 

                 （ 但し、出場選手が４０人を越える場合は、上記の記録でセレクションラインを設ける ） 

                  走高跳は、男１ｍ３０ｃｍ・女１ｍ１０ｃｍより競技を開始する。 

                  棒高跳は、男女１ｍ８０ｃｍより競技を開始する。 

         三段跳は、男女とも９m の踏切板を使用する。 

 

 

 



競技日程    共通男子  １１０ｍＨ       10:00  共通男子  走幅跳 

（予定）    共通女子  １００ｍＨ       10:00  共通女子  走高跳 

        共通女子  １５００ｍ       10:30  共通男子  棒高跳 

        共通男子  ３０００ｍ       10:30  共通女子  棒高跳 

        ３年女子  １００ｍ        13:00  共通女子  走幅跳 

        ３年男子  １００ｍ        13:30  共通男子  走高跳 

        ２年女子  １００ｍ        15:00  共通男子  三段跳 

        ２年男子  １００ｍ        15:00  共通女子  三段跳 

        共通男子  ８００ｍ 

        共通女子  ８００ｍ        10:00  共通女子  円盤投 

        共通男子  ２００ｍ        10:00  共通男子  砲丸投 

        共通女子  ２００ｍ        13:00  共通女子  砲丸投 

        共通男子  ４００ｍ        13:00  共通男子  円盤投 

        共通男子  １５００ｍ 

        共通女子  4×100ｍＲ 

        共通男子  4×100ｍＲ  

 

申 込 料    １種目３００円。当日の朝、顧問が申し込みファイルより印刷した申し込み一覧表 
        に種目数を記入し、受付時に申込料と共に提出する。 
        ※リレーは当日欠場でも申込料(１チーム３００円)が発生します。 
 

申込方法    右の QR コードまたは、下記 URLから申込フォームにて申込を完了

してください。 
        https://forms.gle/KNW9QKpjZzZkqfmW8 
 

尼崎中体連陸上競技部のホームページにアップされる申込一覧表に

必要事項を入力し、校印を押印して記録会当日に提出してください。 
        ※受付完了の返信メールが届きますので、必ずご確認ください。 

※申し込み期限を過ぎた場合は一切受け付けできません。 

        ☆右 QR コードまたは、下記 URL より申込状況の確認ができます。 
必ず各校で確認をお願いします。 
(URL で見れない場合は QR コードで確認してください。) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_lQwVR8l0MYtTIJXJahxd6CAigx3GUvtfZe2-7
YJOw/htmlview 

 

問 合 先        尼崎市立園田中学校  吉田 朋也 06-6491-0775 
 

申込期間    令和４年３月１３日（日）～３月２０日（日）１７時００分 必着 

 

そ の 他    ・競技場への入場時刻は、８：００以降にマラソンゲートからとする。 

         ただし、準備の進行具合により、開門時間を遅らせることがある。 

        ・競技会中の疾病・事故については、応急処置の他は主催者はその責任を負わない。 

        ・天候上、競技時間の変更や、競技の中止をすることがある。 

        ・競技上注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。 

                ・審判編成、タイムテーブル、競技上注意事項等の確認は尼崎市中体連陸上競技部 
                  の HP（ http://www.geocities.jp/amajhs_tf/ ）で確認してください。 
        ・記録会の問い合わせについては以下へお願いします。 
         記録会の申し込み、リレー申し込みについて：園田中学校吉田朋也(06-6491-0775) 
                  審判について：園田東中学校名田憲司(06-6491-1048) 
        ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、選手は自分の競技開始時間に合わせて 

来場し、競技が終了し次第帰宅するようにご協力ください。 



令和４年度 （２０２２年度） 

第３回尼崎市中学生陸上競技記録会(22283788) 
要項 

主  催    尼崎市陸上競技協会 

 

主  管    尼崎市中学校体育連盟陸上競技部 

 

日  時    ２０２２年４月１６日（土) ９：３０競技開始 

 

場  所    尼崎市記念公園陸上競技場（ベイコム陸上競技場）（競技場コード 281040） 

        尼崎市西長洲町 1 丁目 4 番 1 号 06-6489-2027 
 

種  目    男子１５種目 女子１１種目（各学年は新学年を示す） 

        男 子 ２年： １００ｍ  

            ３年： １００ｍ 

            共通： ２００ｍ ４００ｍ ８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

                １１０ｍＨ ４×１００ｍＲ 

                走高跳  棒高跳  走幅跳  三段跳  

                砲丸投  円盤投 
 

        女 子 ２年： １００ｍ  

            ３年： １００ｍ 

            共通： ２００ｍ ８００ｍ １５００ｍ １００ｍＨ ４×１００ｍＲ 

                走高跳 棒高跳 三段跳 走幅跳  
砲丸投 円盤投 

 

出場資格    ・兵庫県中学校体育連盟に加盟し、日本陸上競技連盟に登録している阪神地区の 
中学校に在学している中学生であること。 

        ・１名以上の競技役員と、２名以上の補助員を終日出せること。 

        ・インターネットや新聞などに試合結果を掲載されることに了承できる者。 

        ・２０２２年度の２・３年生が出場できる。 

 

出場制限    ・一人２種目以内（リレーは除く）、個人種目は１校３０種目以内とする。 

        ・実参加人数３０名以内。（リレーのみの参加者も含む） 

        ・リレーは男女各１チーム 

 

競技方法    ・２０２２年日本陸上競技連盟競技規則ならびに本大会規定によって行う 

        ・トラック競技は、出場者すべてを計時する。 

        ・トラック競技は、現地にて記録に従い番組編成を行う。 

        ・フィールド競技では、 

         砲丸投の出場選手については、男・女６ｍを越える選手が望ましい。 

                  円盤投の出場選手については、男・女１５ｍを越える選手が望ましい。 

                 （ 但し、出場選手が４０人を越える場合は、上記の記録でセレクションラインを設ける ） 

                  走高跳は、男１ｍ３０ｃｍ・女１ｍ１０ｃｍより競技を開始する。 

                  棒高跳は、男女１ｍ８０ｃｍより競技を開始する。 

         三段跳は、男女とも９m の踏切板を使用する。 

 

 

 

 



競技日程    共通男子  １１０ｍＨ       10:00  共通男子  走幅跳 

（予定）    共通女子  １００ｍＨ       10:00  共通女子  走高跳 

        共通女子  １５００ｍ       10:30  共通男子  棒高跳 

        共通男子  ３０００ｍ       10:30  共通女子  棒高跳 

        ３年女子  １００ｍ        13:00  共通女子  走幅跳 

        ３年男子  １００ｍ        13:30  共通男子  走高跳 

        ２年女子  １００ｍ        15:00  共通男子  三段跳 

        ２年男子  １００ｍ        15:00  共通女子  三段跳 

        共通男子  ８００ｍ 

        共通女子  ８００ｍ        10:00  共通女子  円盤投 

        共通男子  ２００ｍ        10:00  共通男子  砲丸投 

        共通女子  ２００ｍ        13:00  共通女子  砲丸投 

        共通男子  ４００ｍ        13:00  共通男子  円盤投 

        共通男子  １５００ｍ 

        共通女子  4×100ｍＲ 

        共通男子  4×100ｍＲ  

 

申 込 料    １種目３００円。当日の朝、顧問が申し込みファイルより印刷した申し込み一覧表 
        に種目数を記入し、受付時に申込料と共に提出する。 
        ※リレーは当日欠場でも申込料(１チーム３００円)が発生します。 
 

申込方法    右の QR コードまたは、下記 URLから申込フォームにて申込を完了

してください。 
        https://forms.gle/aHQSts2F1WztMaZk6 
 

尼崎中体連陸上競技部のホームページにアップされる申込一覧表に

必要事項を入力し、校印を押印して記録会当日に提出してください。 
        ※受付完了の返信メールが届きますので、必ずご確認ください。 

※申し込み期限を過ぎた場合は一切受け付けできません。 

        ☆右 QR コードまたは、下記 URL より申込状況の確認ができます。 
必ず各校で確認をお願いします。 
(URL で見れない場合は QR コードで確認してください。) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q_lQwVR8l0MYtTIJXJahxd6CAigx3GUvtfZe2-7
YJOw/htmlview 

 

問 合 先        尼崎市立園田中学校  吉田 朋也 06-6491-0775 
 

申込期間    令和４年４月１日（金）～４月８日（金）１７時００分 必着 
         

そ の 他    ・競技場への入場時刻は、８：００以降にマラソンゲートからとする。 

         ただし、準備の進行具合により、開門時間を遅らせることがある。 

        ・競技会中の疾病・事故については、応急処置の他は主催者はその責任を負わない。 

        ・天候上、競技時間の変更や、競技の中止をすることがある。 

        ・競技上注意事項を熟読し、円滑な競技運営に協力すること。 

                ・審判編成、タイムテーブル、競技上注意事項等の確認は尼崎市中体連陸上競技部 
                  の HP（ http://www.geocities.jp/amajhs_tf/ ）で確認してください。 
        ・記録会の問い合わせについては以下へお願いします。 
         記録会の申し込み、リレー申し込みについて：園田中学校吉田朋也(06-6491-0775) 
                  審判について：園田東中学校名田憲司(06-6491-1048) 
        ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、選手は自分の競技開始時間に合わせて 

来場し、競技が終了し次第帰宅するようにご協力ください。 


