
　
9:25

9:30 共通女子 １００ｍＨ（１～８組） 9:30 男子共通 ３０００ｍ（１～３組）

:45 共通女子 １００ｍＨ（９～16組） 10:10 男子共通 ３０００ｍ（４～６組）

10:00 共通女子 １００ｍＨ（17～24組） :50 男子共通 ３０００ｍ（７～９組）

:15 共通女子 １００ｍＨ（25～31組） 11:30 男子共通 ３０００ｍ（10～12組）

:35 共通男子 １１０ｍＨ（１～８組） 12:10 男子共通 ３０００ｍ（13～15組）

:50 共通男子 １１０ｍＨ（９～16組） :50 男子共通 ３０００ｍ（16～18組）

11:05 共通男子 １１０ｍＨ（17・18組） 13:30 男子共通 ３０００ｍ（19～21組）

:15 女子３年 １００ｍ（１～８組） 14:10 男子共通 ３０００ｍ （22組）

:30 女子３年 １００ｍ（９～16組） :30 女子共通 ８００ｍ（１～４組）

:45 女子３年 １００ｍ（17～24組） :45 女子共通 ８００ｍ（５～８組）

12:00 女子３年 １００ｍ（25～32組） 15:00 女子共通 ８００ｍ（９～12組）

:15 女子３年 １００ｍ（33～40組） :15 女子共通 ８００ｍ（13～16組）

:30 女子３年 １００ｍ（41～48組） :30 女子共通 ８００ｍ（17～20組）

:45 女子３年 １００ｍ（49～56組） :45 女子共通 ８００ｍ（21～24組）

13:00 女子３年 １００ｍ（57～64組） 16:00 女子共通 ８００ｍ （25組）

:15 男子３年 １００ｍ（１～８組）

:30 男子３年 １００ｍ（９～16組）      

:45 男子３年 １００ｍ（17～24組）

14:00 男子３年 １００ｍ（25～32組） 　　 　 　 　

:15 男子３年 １００ｍ（33～40組） 　

:30 男子３年 １００ｍ（41～48組）

:45 男子３年 １００ｍ（49～56組）

15:00 男子３年 １００ｍ（57～64組）

:15 男子３年 １００ｍ（65～70組）

:35 女子共通 ２００ｍ（１～８組）

:50 女子共通 ２００ｍ（９～16組）

16:05 女子共通 ２００ｍ（17～24組）

:20 女子共通 ２００ｍ（25～32組）

:35 女子共通 ２００ｍ（33・34組）

:45 男子３年 ４００ｍ（１～８組）

17:05 男子３年 ４００ｍ（９～15組）

9:45 男子共通 走 高 跳（１・２組） 10:00 男子共通 砲 丸 投 （１・４組）

13:00 男子共通 走 高 跳（３・４組） 12:00 男子共通 砲 丸 投 （２・５組）

14:00 男子共通 砲 丸 投 （３・６組）

9:30 女子共通 走 幅 跳（７・８組）

11:30 女子共通 走 幅 跳（５・６組）

13:30 女子共通 走 幅 跳（１・２組）

15:30 女子共通 走 幅 跳（３・４組）

【フィールド競技】

　＜跳　　躍＞ 　＜投 て き＞

競　技　日　程

第１日目　３月２６日（木）

【トラック競技】

　＜メイン競技場＞ 　＜サブ競技場＞

ジュニアオリンピック優勝選手・監督賞授与式



　

9:30 男子２年 １００ｍ（１～８組） 9:30 男子共通 ８００ｍ（１～４組）

:45 男子２年 １００ｍ（９～16組） :45 男子共通 ８００ｍ（５～８組）

10:00 男子２年 １００ｍ（17～24組） 10:00 男子共通 ８００ｍ（９～12組）

:15 男子２年 １００ｍ（25～32組） :15 男子共通 ８００ｍ （13組）

:30 男子２年 １００ｍ（33～40組） :25 女子共通 １５００ｍ（１～３組）

:45 男子２年 １００ｍ（41～48組） :45 女子共通 １５００ｍ（４～６組）

11:00 男子２年 １００ｍ（49～56組） 11:05 女子共通 １５００ｍ（７～９組）

:15 男子２年 １００ｍ（57～64組） :25 女子共通 １５００ｍ（10～12組）

:30 男子２年 １００ｍ（65～72組） :45 女子共通 １５００ｍ（13～15組）

:45 男子２年 １００ｍ（73～77組） 12:05 女子共通 １５００ｍ（16～18組）

12:00 女子２年 １００ｍ（１～８組） :25 女子共通 １５００ｍ（19～21組）

:15 女子２年 １００ｍ（９～16組） :45 女子共通 １５００ｍ （22組）

:30 女子２年 １００ｍ（17～24組） :55 男子共通 １５００ｍ（１～３組）

:45 女子２年 １００ｍ（25～32組） 13:15 男子共通 １５００ｍ（４～６組）

13:00 女子２年 １００ｍ（33～40組） :35 男子共通 １５００ｍ（７～９組）

:15 女子２年 １００ｍ（41～48組） :55 男子共通 １５００ｍ（10～12組）

:30 女子２年 １００ｍ（49～56組） 14:15 男子共通 １５００ｍ（13～15組）

:45 女子２年 １００ｍ（57～64組） :35 男子共通 １５００ｍ（16～18組）

14:00 女子２年 １００ｍ（65～72組） :55 男子共通 １５００ｍ（19～21組）

:15 女子２年 １００ｍ（73・74組） 15:15 男子共通 １５００ｍ（22～24組）

:30 男子共通 ２００ｍ（１～８組） :35 男子共通 １５００ｍ （25組）

：50 男子共通 ２００ｍ（９～16組）

15:10 男子共通 ２００ｍ（17～24組）

:30 男子共通 ２００ｍ（25～32組）

:50 男子共通 ２００ｍ（33～40組）

16:10 男子共通 ２００ｍ（41～45組）

9:45 女子共通 走 高 跳（７・８組） 10:00 女子共通 砲 丸 投 （１・５組）

11:15 女子共通 走 高 跳（５・６組） 11:45 女子共通 砲 丸 投 （２・６組）

13:00 女子共通 走 高 跳（１・２組） 13:30 女子共通 砲 丸 投 （３・７組）

15:15 女子共通 走 高 跳（３・４組） 15:15 女子共通 砲 丸 投 （４・８組）　　　　

9:30 男子共通 走 幅 跳（7・8・9組）

12:00 男子共通 走 幅 跳（1・2・3組）

14:30 男子共通 走 幅 跳（4・5・6組）

　＜跳　　躍＞ 　＜投 て き＞

【トラック競技】

　＜サブ競技場＞

第２日目　３月２７日（金）

　＜メイン競技場＞

【フィールド競技】

 


