
9:15 中学 3年 女 100mYH 決勝

9:20 中学 共通 女 100mH 決勝 3組TR

9:30 中学 1年 男 100mH 決勝

9:35 中学 2年 男 110mH 決勝 9:30 中学 女 走幅跳 決勝AB

9:40 中学 3年 男 110mJH 決勝 9:30 中学 女 砲丸投 決勝

9:45 中学 共通 女 200m 決勝 3組TR

9:55 中学 共通 男 200m 決勝 5組TR

10:10 高校 女 200m 決勝

10:15 高校 男 200m 決勝 5組TR

10:30 一般 男 200m 決勝 2組TR 10:30 高校 男 砲丸投 決勝

10:35 一般 女 200m 決勝 10:30 一般 男 砲丸投 決勝

10:40 小学 女 100m 決勝 2組TR 11:00 中学 男 走幅跳 決勝AB

小学 100m 決勝

10:45 中学 ３年 女 100m 予選 2組タイム上位８名決勝進出

10:50 中学 ２年 女 100m 予選 6組タイム上位８名決勝進出

11:05 中学 １年 女 100m 予選 9組タイム上位８名決勝進出

11:25 中学 ３年 男 100m 予選 3組タイム上位８名決勝進出

11:35 中学 ２年 男 100m 予選 5組タイム上位８名決勝進出

11:50 中学 １年 男 100m 予選 9組タイム上位８名決勝進出

12:15 高校 女 100m 予選 5組タイム上位８名決勝進出

12:30 高校 男 100m 予選 7組タイム上位８名決勝進出 12:30 一般 男 やり投 決勝

12:45 一般 男 100m 予選 7組タイム上位８名決勝進出 12:30 一般 女 やり投 決勝

13:05 小学 男 800m 決勝 13:00 一般 男 走幅跳 決勝A

13:10 中学 共通 女 800m 決勝 6組TR 13:00 一般 女 走幅跳 決勝B

13:35 中学 共通 男 800m 決勝 3組TR

13:50 一般 女 800m 決勝 2組TR

14:00 一般 男 800m 決勝 5組TR 14:00 中学 女 走高跳 決勝

14:25 中学 ３年 女 100m 決勝 14:00 一般 女 走高跳 決勝

中学 ２年 女 100m 決勝

中学 １年 女 100m 決勝

14:35 中学 ３年 男 100m 決勝 14:30 中学 男 砲丸投 決勝

中学 ２年 男 100m 決勝 14:30 一般 女 砲丸投 決勝

中学 １年 男 100m 決勝

14:45 高校 女 100m 決勝

高校 男 100m 決勝

一般 女 100m 決勝 15:30 高校 男 走幅跳 決勝A

一般 男 100m 決勝 15:30 高校 女 走幅跳 決勝B

14:55 中学 １年 男 1500m 決勝 3組TR 15:30 中学 男 走高跳 決勝

15:15 中学 ２年 男 1500m 決勝 2組TR 15:30 一般 男 走高跳 決勝

15:30 中学 共通 女 1500m 決勝 2組TR

15:45 一般 男 5000m 決勝 2組TR

16:35 一般 女 3000m 決勝

17:00 中学 男 3000m 決勝

17:10 中学 共通 女 4×100mR 決勝 5組TR

17:30 中学 共通 男 4×100mR 決勝 4組TR

17:45 一般 女 4×100mR 決勝 2組TR

18:00 一般 男 4×100mR 決勝 3組TR

中学共女子4×100ｍR

中学共男子4×100ｍR

一般女子4×100ｍR

一般男子4×100ｍR

《 リレーオーダー用紙締切時間 》

15：40

16：00

16：15

16：30

フィールド競技

男

トラック競技

第65回北区民体育祭 兼　陸上競技選手権大会
競技日程


