
 

    高等学校長 様                      大高体陸第１１２号 

陸上競技部顧問 様                    令和３年９月２７日 

 

大阪高等学校体育連盟 

陸 上 競 技 専 門 部 

部 長 田尻 由美子 

委員長 古 城  健 
 

令和３年度大阪高校地区別(第２地区) 

秋季陸上競技大会（無観客開催） 
 

標記の件に付き下記要項にて開催しますので、選手の派遣、顧問の先生のご協力をお願い致します。 

 

１．日  時  令和元年１１月  ７日（日）  ９：３０ 競技開始 

１１月１３日（土）  ９：３０ 競技開始 

両日とも   ８：００ 開門予定 

       ※１男女 5000mWは 10月 23日（土）に 1・２地区共催で服部競技場にて実施します。 

※２例年と異なった形式での開催のため、競技開始時刻が変動する可能性があります。 

２．場  所  枚方市陸上競技場 

３．種  目〔男子〕１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、５０００ｍ 

１１０ｍＨ、４００ｍＨ、３０００ｍＳＣ、５０００ｍW、 

４×１００ｍ、４×４００ｍ 

走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投 

       ＯＰ種目：１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ 

〔女子〕１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍ、３０００ｍ 

１００ｍＨ、４００ｍＨ、５０００ｍW、４×１００ｍ、４×４００ｍ 

走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投 

        ＯＰ種目：１００ｍ、４００ｍ、１５００ｍ 

４．参加制限 １校１種目につき３名以内、１人２種目まで。（リレーは除く） 

リレーは１校１チームとする。 

       ※学年別ではなく、対校戦です。 ※３年生は出場できません。 

       ※ＯＰ種目に出場するものは、対校戦（リレーは含まない）には出場できません。 

       ※ＯＰ種目には３年生の出場を認める。 

５．競技方法 各地区別男女別学校対校。１位８点、２位７点…………８位１点とする。 

６．表  彰 地区男女総合優勝校に優勝盾を授与(持ち回り)し、総合２位～６位に賞状を授与す

る。また個人は各地区各種目３位まで賞状を授与する。 

７．申込方法 

1) ＷＥＢ申し込み。大阪高体連陸上競技専門部のＷＥＢページﾞにある「大会のＷＥＢでのエン

トリー方法の説明ＰＤＦ」や、「加盟校のページ」等に記載の内容を参照ください。 

WEB申込期間 １０月１日(金)～１０月６日(水) 
2) 返信されたメールに添付された参加選手一覧表に記載の参加料を 10月７日（木）までにゆう

ちょ銀行口座への振り込みにより納付のうえ、10月 9日（土）の競技役員受付時に顧問の先

生が提出してください。（提出方法については、２地区記録会に係る参加料についての追記事

項等を参照ください。） 



 

★ゆうちょ銀行から 

  口座・通帳番号：１４０３０ 

  口座名義：大阪高体連陸上競技専門部２地区 

  口座番号：５７８６５８７１ 

★★ゆうちょ銀行以外（三菱ＵＦＪ・りそな・三井住友等） 

  支店名：四〇八 

  支店番号：４０８ 

  口座名義：大阪高体連陸上競技専門部２地区 

  口座番号：普通５７８６５８７ 

☆振り込み名義人は『学校番号＋校名（カタカナ）』でお願いします。 

（例 ２２５シジヨウナワテ） 

 

★★★秋季大会ＣＳＶ作成について 

ＣＳＶで取り込む場合、種目の入力については以下のようにしてください。 

1地区の学校の場合は、『１地区・種目』、２地区の学校の場合は、『２地区・種目』と 

して種目を入力してください。内容はすべて全角で入力をお願いします。 

例：２地区１００ｍ→２地区・１００ｍ ＯＰ４００ｍ→ＯＰ・４００ｍ 

 

８．参加料  １種目につき５００円 ＊原則返金はいたしません。 

９．申込受付  １０月９日（土）２地区第６回記録会 競技役員受付時 

  なお、10月９日（土）開催の記録会に参加できない場合は、10月 14日（木）までに 

  同志社香里高等学校 篠田 昌春 先生 宛、郵送（学校所在地は葦音参照）すること。 

  また、10月９日（土）に記録会が開催できない場合は、別途連絡する。 

 

【申込受付時の持参物（郵送物）】 

〇参加選手一覧表（ｗｅｂ申込後にメール返信された男女別の一覧表。校長印・顧問印必要） 

対校戦と OPに設定のある種目（100m・400m・1500m）については、対校戦参加制限３名枠 

に留意し、エントリーの確認を十分に行うこと。 

〇参加料の支払証明（２地区記録会に係る参加料についての追記事項等を参照） 

10. その他 

①顧問の先生は生徒の付添と審判をお願いします。顧問欠席の場合は選手の出場を認めません。 

 ＯＢ・OGにも各校で声掛けの上、競技役員をお願いします。（できれば２名以上ご協力下さい） 

  ※5000mWへのエントリーした場合、10月 23日（土）の１地区の競技運営（審判）に顧問 1名が協力すること。 

 ②補助員については大会総務より事前に連絡します。 

 ③腰ゼッケンは主催者側で準備いたします。 

④競技運営上、ラスト１周で５０００ｍでは１８分３０秒、３０００ｍでは１３分３０秒、 

３０００ｍＳＣでは１０分３０秒をこえる選手はトラック審判長が競技を打ち切る。 

競歩種目においてはラスト１周で男子５０００ｍＷでは３５分、女子５０００ｍＷでは３９分を 

こえる選手は競歩主任が競技を打ち切る。 

 ⑤ゴミは各校ですべて持ち帰りください。 

⑥WEB ページにスタートリスト・競技順序・印刷用プログラムを 10 月 31 日までに掲載します。 

事前にご確認ください。（競技役員用も含め、必要に応じて各校で印刷し、大会当日ご持参  

下さい。5000mW は１地区のページを確認） 

本件に関する問い合わせ 

２地区主任：四條畷高校 安川  嘉亮 

０７２－８７７－０００４ 



 

時 刻 男女 種目
15:35 男女 5000ｍW

時 刻 男女 種目 時刻 男女 種目 時刻 男女 種目

9:30 男 400mH
9:50 女 400mH
10:05 10:00 男 走幅跳
10:20 （A・B)
10:35 女 200ｍ 女 走高跳 10:30 男 砲丸投
10:55 男 800ｍ 女 砲丸投
11:20 女 800ｍ
12:00 男 110mH
12:20 女 100mH
12:40 女 400ｍ（OP）
12:45 男 400ｍ（OP）
13:00
13:15
13:30 女 400ｍ 13:30 女 走幅跳
13:55 女 100ｍ（OP） （A・B)
14:05 男 走高跳
14:15
14:25
14:35
14:45
14:55
15:05
15:20 男 3000mSC
15:40

※　芝生養生期間のため、投擲は砲丸投のみ

時刻 男女 種目 時刻 男女 種目 時刻 男女 種目

9:30

9:50
10:10 女 1500m 10:00 女 三段跳 10:00 男 やり投
10:40 女 1500m（OP） 女 やり投
11:00 男 4×100ｍ 11:00 男 棒高跳
11:30 女 4×100ｍ 女 棒高跳

12:00 男 ハンマー投

女 ハンマー投

12:40 女 3000m
13:00 男 1500m 13:00 男 三段跳
13:25 男 1500m（OP） 13:30 男 円盤投

女 円盤投

14:30 男 4×400ｍ
15:00 女 4×400ｍ
15:30 終了予定

※　例年と異なった形式（１・２地区別開催、スプリント種目の集約、芝生の養生期間）

　　 での種目設定のため、大幅に変更する可能性があります。

備考

競　技　順　序（案）

第１日【１1月7日（日）】　開門時間　８：００/役員打ち合わせ ８：４５/補助員集合　８：１５

トラック 跳躍 投てき

【１０月２３日（土）】　服部競技場（１地区秋季大会）にて実施

１・２地区男女：同時レース

男 400ｍ

男 200ｍ

第２日【１1月１３日（土）】　開門時間　８：００/役員打ち合わせ ８：４５/補助員集合　８：１５

トラック 跳躍 投てき

競技終了

男 100m

男

トラックお休み

女 100m

100ｍ（OP）

トラックお休み

男 5000m

 


