
５月１９日（土） ５月２０日（日）

9:30 男子２・３年 混成①１１０ｍH (1組) 9:30 男子２・３年 １１０ｍＨ (1～6組)
:40 女子２・３年 混成①１００ｍH (2組) :45 女子２・３年 １００ｍＨ (1～8組)
:50 男子３年 １００ｍ (1～8組) 10:05 女子２・３年 １００ｍＨ (9～13組)

10:05 男子３年 １００ｍ (9～16組) :20 男子２・３年 ２００ｍ (1～8組)
:20 男子２年 １００ｍ (1～8組) :35 男子２・３年 ２００ｍ (9～19組)
:35 男子２年 １００ｍ (9～16組) :50 女子２・３年 ２００ｍ (１～8組)
:50 男子２年 １００ｍ (17～21組) 11:05 女子２・３年 ２００ｍ (9～17組)

11:05 女子３年 １００ｍ (1～8組) :20 男子２・３年 ８００ｍ (1～4組)
:20 女子３年 １００ｍ (9～17組) :35 男子２・３年 ８００ｍ (5～7組)
:35 女子２年 １００ｍ (１～８組) :50 女子２・３年 ８００ｍ (1～3組)
:45 女子２年 １００ｍ (9～16組) 12:05 女子２・３年 ８００ｍ (4～6組)

12:00 女子２年 １００ｍ (17～21組) :20 女子２・３年 ８００ｍ (7～9組)
:15 女子１年 １００ｍ (1～8組) :35 女子１年 ８００ｍ (1～3組)
:30 女子１年 １００ｍ (9～16組) :50 女子１年 ８００ｍ (4～6組)
:45 女子１年 １００ｍ (17～23組) 13:05 女子低学年 4×100m R (1～5組)
:55 男子１年 １００ｍ (1～8組) :20 男子低学年 4×100m R (1～5組)

13:10 男子１年 １００ｍ (9～16組) :35 女子２・３年 4×100m R (1～6組)
:25 男子１年 １００ｍ (17～22組) :50 男子２・３年 4×100m R (1～6組)
:45 男子２・３年 １５００ｍ (1・2組) 14:05 男子２・３年 ３０００ｍ (1・2組)

14:00 男子２・３年 １５００ｍ (3・4組) :35 男子２・３年 ３０００ｍ (3・4組)
:15 男子２・３年 １５００ｍ (5・6組)
:30 男子２・３年 １５００ｍ (7・8組)
:45 男子１年 １５００ｍ (1・2組)

15:00 男子１年 １５００ｍ (3・4組)
:15 女子２・３年 １５００ｍ (1・2組)
:30 女子２・３年 １５００ｍ (3・4組)
:45 女子２・３年 １５００ｍ (5・6組) 〔記録挑戦会〕

16:05 男子２・３年 ４００ｍ (1～8組) 15:05 女子２・３年 １００ｍＨ (1・2組)
:25 男子２・３年 混成④４００ｍ (1組) :15 男子２・３年 １１０ｍＨ (1・2組)
:35 女子２・３年 混成④２００ｍ (2組) :25 女子２・３年 ２００ｍ (1・2組)

:35 男子２・３年 ２００ｍ (1・2組)
〔記録挑戦会〕

16:45 女子１年、２年、３年 １００ｍ (各1～2組)
17:00 男子１年、２年、３年 １００ｍ (各1～2組)

10:00 男子２・３年 棒高跳 (10人) 10:00 女子２・３年 走高跳(1・2組) (68人)
11:30 女子２・３年 混成②走高跳 (12人) 10:00 女子２・３年 走幅跳(1・2組) (65人)
11:30 男子２・３年 走幅跳（1・2組） (65人) 12:00 男子２・３年 三段跳(1組) (22人)
13:30 男子２・３年 混成③走高跳 (4人) 13:00 男子２・３年 走高跳(1・2組) (32人)
13:30 男子２・３年 走幅跳（3組） (32人） 14:00 女子２・３年 走幅跳(3組) (32人)

10:00 女子２・３年 円盤投１組 (27人) 10:00 男子２・３年 砲丸投(1･2組) (59人)
11:00 男子２・３年 混成②砲丸投 (4人) 12:30 女子２・３年 砲丸投(1・2組) (68人)
11:30 男子２・３年 円盤投１組 (20人)
13:00 女子２・３年 円盤投２組 (26人)
14:00 女子２・３年 混成③砲丸投 (12人)

14:30 男子２・３年 円盤投２組 (20人)

投 擲 競 技

トラック競 技

平成３０年度
第２回 兵庫県中学生陸上競技記録会
第３５回 阪神中学生陸上競技記録会

競 技 日 程

１日目 ２日目

跳 躍 競 技


