
今年度に限り、大会参加費のお支払いは、
　　　大会当日に大会本部でお支払いいただきます。

なお、要項については最新のものをご確認下さい。

参加資格をよくご確認の上、
　　　申込期日に遅れないようにお申し込み下さい。

２０２２(令和４)年度の市制記念陸上競技
大会の要項です。【５月８日版】



   

 川崎市制記念市民陸上競技大会要項

主　　　催 川崎市　(公財)川崎市スポーツ協会　　川崎市陸上競技協会
後　　　援 川崎地区高等学校体育連盟
主　　　管 川崎市陸上競技協会
日　　　時 令和４年６月１９日（日）　午前９時３０分競技開始

令和４年６月２６日（日）　午前９時３０分競技開始
場　　　所 川崎市等々力陸上競技場
種　　　目 一般男子：　１００ｍ・４００ｍ・１５００ｍ・５０００ｍ・４×１００ｍＲ 走高跳・棒高跳

 　　　　　　　 走高跳・棒高跳・走幅跳・三段跳・砲丸投(一高)・円盤投(一高)・ハンマー投(一高)・やり投
一般女子：　１００ｍ・４００ｍ・３０００ｍ・４×１００ｍＲ
 　　　　　　　　走高跳・棒高跳・走幅跳・砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投

中学男子：　１００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・３０００ｍ・４×１００ｍＲ・走高跳・走幅跳・砲丸投・ジャベリックスロー　１００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・３０００ｍ・４×１００ｍＲ
　走高跳・棒高跳・走幅跳・砲丸投　　ジャベリックスロー(３回試技）

中学女子：　１００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・４×１００ｍＲ・走高跳・走幅跳・砲丸投・ジャベリックスロー　１００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ・４×１００ｍＲ
　走高跳・走幅跳・砲丸投　　ジャベリックスロー(３回試技)

小学生(オープン)：　１００ｍ・８００ｍ・４×１００ｍＲ・走幅跳

参加資格 令和４年度川崎市陸上競技協会登録者および川崎市内在住・在勤の陸連登録者

大学生は登録者で学校施設所在地・合宿所・居住地・出身中学高校が川崎市内の方
高校生は市内にある高校に在学し、高体連の登録者の方

※大会当日までに必ず今年度の登録を済ませてください。

※申込に登録が間に合わない方で前年度登録者は前年度の登録番号を明記してください。

中学生は市内にある中学校に在学し、陸連登録をしている方

小学生は川崎市陸協登録クラブの登録者

参加制限 一般種目(大学生・高校生を含む)は一人２種目まで(ただし、リレーを除きます)

中学生は一人２種目で一校３名まで（ただし、リレーは除きます）
リレーは一団体（一校）２チームまでとします。

申込場所 （一　　般） ☆フジスポーツ（川崎市陸上競技協会事務局）：持参のみ

　中原区小杉３－２８－３（武蔵小杉駅５分）

　　℡　０４４－７１１－０５０５　　１０：００～１９：００　　火曜定休

☆国枝信孝宛：郵送のみ　

　〒２１２－００２７　　川崎市幸区新塚越１－２－７－４１３

（中　　学） ☆別に定める （小学生）☆所属クラブで確認してください。

参加料 （一　　般） １種目　６００円　　リレー１チーム１０００円　　ｱｽﾘｰﾄﾋﾞﾌﾞｽ２５０円（年間使用）

（中　　学） １種目　３００円　　リレー１チーム　５００円　　

申込方法 川崎市陸協規定（または同様式、大きさのもの）の申し込み一覧表、個人票、リレー申込書に、

必要事項を書いて、郵送（国枝宛のみ）か持参で申し込んでください.
注意①申し込み一覧表、個人票は男子は黒字、女子は赤字で記入してください。

　　　　　申し込み一覧表は男女一緒でも構いません。

　　　②所属は登録した団体名(略称)でお願いします。

　　　③必ず陸連または学連の登録番号の記入をお願いします。

高校は登録番号・中学は各校の番号がアスリートビブスの番号となります。
参加料は大会当日に頂きます。

＊競技日程を必要な方は返信用封筒を提出してください。

　　なお、競技日程は５日前頃に川崎市陸協ホームページに掲載します。

申込期日 令和４年５月２１日（土）～５月２９日（日）午後５時までです。（締切日必着）

表　　　彰 各種目とも１位から３位までの方に賞状を授与します。

備　　　考 （１）本年度川崎市陸上競技協会が主催する大会は同じアスリートビブスを使用しますので、
　　各自で保管してください。

（２）リレーのメンバーは同一所属の方で編成してください。

（３）天候などにより、主催団体の判断により中止又は中断する場合があります。

　　その場合は参加料の払い戻しはいたしません。。

（４）令和３年度川崎市優秀選手の参加料は無料とします。

   （５）傷害保険は川崎陸協が加入しています。

＊競技に関するお問い合わせは国枝（０９０－１１２６－７６９４）までお願いします。

◎なお、今大会は、チーム関係者・保護者・ご家族のみ観戦ができます。

※ただし、書類の提出などの条件がありますので、ホームページのガイダンスをご確認ください。

【お願い】 この大会は、感染リスク軽減を念頭に置き、検温のお願い、手洗い・消毒の励行、

詳しくは、「感染リスクを軽減させた競技会運営に向けたガイダンス」を必ずご覧ください。

＊感染リスク軽減対策関係のお問い合わせは、皆川(090-7905-8647)までお願いします。

マスクの着用、三密回避、時間短縮などに配慮して実施します。



日にちの変更は致しません。

（トラック） 目　安 （フィールド）
　１． 一男 ５０００ｍ 決 TR 9:30 １．一男 走高跳 　　　名  9:45
　２． 小学生 ４×１００ｍＲ オープン 中女 走幅跳 　　　名
　３． 一女 １００ｍ 予
　４． 一男 １００ｍ 予 ２．中女 砲丸投 　　　名 10:00
　５． 小学生 ８００ｍ オープン

　６． 中女 ８００ｍ 予 ＴＲ上位８ ３．一男 棒高跳 名 11:00
　７． 中男 ８００ｍ 予 ＴＲ上位８ 一男 ハンマー投 名
　８． 小学生 １００ｍ オープン 高男 ハンマー投 名

　９． 中男 １００ｍ 予 ＴＲ上位８ 一女 ハンマー投 名
１０． 中女 １００ｍ 予 ＴＲ上位８

１１． 一女 １００ｍ 準決 ４．小学生 走幅跳 　　　名 12:30
１２． 一男 １００ｍ 準決

１３． 中女 ８００ｍ 決 ５．一男 円盤投 　　　名 13:00

１４． 中男 ８００ｍ 決 高男 円盤投 　　　名

１５． 中女 １００ｍ 決 一女 円盤投 　　　名
１６． 中男 １００ｍ 決

１７． 一女 １００ｍ 決 ６．一女 走高跳 　　　名 13:30

１８． 一男 １００ｍ 決

７．中男 砲丸投 　　　名 14:00

８．一男 三段跳 　　　名 15:00

２日目　６月２６日（日）

（トラック） 目安

　１． 一男 ４００ｍ 予 9:30 １．中男 走高跳 　　　名 　10:00

　２． 一女 ４００ｍ 予 　　　 中男 走幅跳 　　　名

　３． 中男 ４００ｍ 予 ＴＲ上位８ 一男 砲丸投 　　　名

　４． 中男 ３０００ｍ 決 TR 高男 砲丸投 　　　名

　５． 一女 ３０００ｍ 決 TR 一女 砲丸投 　　　名

　６． 一男 １５００ｍ 予

　７． 中女 １５００ｍ 決 TR ２．中男 ジャベリックスロー 　　　名  11:30

中女 ジャベリックスロー 　　　名

(３回試技で順位を決めます)

　８． 中男 ４×１００ｍＲ 決 TR ３．一女 棒高跳 名  12:30

　９． 中女 ４×１００ｍＲ 決 TR 中男 棒高跳 名

１０． 一女 ４×１００ｍＲ 決 TR 一女 走幅跳 　　　名

１１． 一男 ４×１００ｍＲ 決 TR

１２． 中男 ４００ｍ 決

１３． 一女 ４００ｍ 決 ４．中女 走高跳 　　　名   13:30
１４． 一男 ４００ｍ 決 ＴＲ

１５． 一男 １５００ｍ 決 ５．一男 やり投 　　　名  14:00

一女 やり投 名

６．一男 走幅跳 　　　名 　14:３0

１日目　６月１９日（日）

参加者数により競技時間・順序がかわることもあります。

市制記念大会競技順序（案）

※円盤投・ハンマー投は

　　　補助競技場で行います。


