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競技者への注意事項 

１ 本大会は 2016 年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申合せ事項により実施します。 

２ 競技者の招集について 

（１） 招集場所は１００ｍスタート地点後方に設ける。ただしフィールド種目は現地で行います。 

（２） 招集開始・完了時間 

競技種目 招集開始 招集完了 

トラック・リレー種目 競技開始 ３０分前 競技開始 １５分前 

フィールド種目（現地） 競技開始 4０分前 競技開始 2５分前 

（３） 現地点呼について 

★ トラック・リレー招集を完了した方は、各自、出場種目の出発点へ行ってください。 

但し、小学生リレーについては、係員が誘導します。召集場所付近で待機下さい。 

★ フィールド 出場種目の競技場所でコールを受けてください。 

３ リレーオーダー用紙の提出について 

   招集時刻の６０分前までに招集所に提出する。用紙は招集所に用意します。 

４ ナンバーカードについて 

      腰ナンバーカードは、パンツの右側、やや後方につける。フィニッシュ後 すぐに返却する 

５ スタートについて 

      英語で行う。ただし、小学生は日本語とする。フライング失格については、従来通りとする。 

６ トラック競技は、全種目写真判定（全自動電気掲示装置）で行います。 

７ 陸連、学連、陸協未登録者の記録は、公認記録となりません。参考記録となります。 

８ 記録証について（市記録会の部のみ） 

      記録証を授与します。（玄関ホールで受け取ってください） 

９ 記録の発表 

      その都度、アナウンスで発表する。また、市陸協HP 記録速報 

サイトで随時発表する。速報サイト QR コードは、こちら→→→→ 

10 表彰について（中長距離選手権の部のみ） 

      各種目3 位まで賞状・賞品を授与する。 

      入賞者は、成績発表後、直ちに表彰を行うので、本部前の表彰控所に集合する。 

11 スパイクのピンについて 

      ピンの長さは９ｍｍ以下、走高跳は１２ｍｍ以下とし、並行ピンでなければならない。 

12 フィールドは３回の試技とします。  

大会注意事項 

１ ホームページ掲載上、全ての大会データは、変更になる可能性があります。随時、最新情報をご確認ください。 

また、問い合わせについては、要項記載の申込み担当者(090-3015-5917 岡部)までお願いします。 

２ 競技場開場は、午前7:00 です。開場前に競技場内に入らないようお願いします。競技開始は、午前9:00 です。 

３ 当日の選手・観覧・一般の方の駐車場は、メイン駐車場をご利用ください。パークドーム駐車場及び貯水池駐車場は、 

駐車禁止です。 貯水池駐車場は、役員審判専用駐車場となっています。 

４ ウォーミングアップ場は、雨天練習場及びサブトラックをご利用ください。 
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記録速報サイト 

携帯・スマートフォン対応 
QR コード↓ 

 

アドレス→ http://www.kcrk.jp/ 

随時、速報いたします！ 

 

大会写真販売サイト↓ 

 
アドレス→ http://phst.jp/kcrk2003/ 

携帯・スマホ・PC・タブレット共通 



以下の「ログインID」と「パスワード」を図２のように入力してください。

お写真のご購入方法

以下の写真販売ホームページアドレスをアドレスバー（図１）に入力し、

アクセスして頂くと、ログインフォーム（図２）が表示されます。

ホームページアドレス https://phst.jp/kcrk2003/

写真購入に関する
お問い合わせ先

　03-6418-2577（平日10：00～18：30）　株式会社エグゼック

　お問い合わせの際は、
　　お写真のイベント名『第251回熊本市陸上競技記録会の写真販売の件』とお伝え下さい。

ログインID sicyu69 パスワード 69

最後に、画面に表示されている赤いアルファベット5文字を右図のように

セキュリティコード欄に入力し、「ログイン」をクリックしてください。

 アルファベット5文字は画面を表示するたびに変わります。図に表示されている「PBSGX」はサンプルです。

 今現在、画面に表示されている5文字を入力してください。入力する文字は小文字でもOKです。！

1

2

3

4 ログインすると、写真の一覧、料金表などを閲覧できます。その他、

ご利用方法は、ホームページ内の「利用ガイド」をご覧ください。

熊本市陸上競技協会 写真販売開始！

販売期間 大会当日から大会後２週間まで

思い出
の瞬間
を写真
に残そ
う！

sicyu69

69

pbsgx

インターネット写真販売のご案内

<図2 ログインフォーム>

<図1 アドレスバー>

アドレスは、検索ボックスではなく、アドレスバーに
入力してエンターキーを押してください。

https://phst.jp/kcrk2003/



性別 種別 種目 人数 組 時間

（トラックの部）

1 女子 小学 小１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 46 ６組 9:00
2 男子 小学 小１００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 90 １２組 9:20

１～１０組 9:55
１１～２１組 10:20
１～１２組 10:50

１３～２４組 11:20
5 女子 小学 小８００ｍ 決勝 14 １組 11:55
6 男子 小学 小８００ｍ 決勝 21 １組 12:00

女子 高校 高８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全2 １組 12:05
女子 中学 中８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全46 １組 12:05
女子 高校 高８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 12:10
女子 中学 中８００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 12:10
男子 一般 ８００ｍ 決勝 3 １組 12:15
男子 高校 高８００ｍ 決勝 2 １組 12:15

10 男子 中学 中８００ｍ 決勝 17 １組 12:20
11 女子 共通 400mR ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 18 1～３組 12:25
12 男子 共通 400mR ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 19 1～３組 12:40
13 女子 小学 小学400mR 決勝 5 1組 12:55
14 男子 小学 小学400mR 決勝 8 1組 13:00

女子 高校 高１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全4 １組 13:10
女子 中学 中１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全51 １組 13:10
女子 高校 高１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 13:20
女子 中学 中１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 13:20
男子 一般 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全8 １組 13:30
男子 高校 高１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全2 １組 13:30
男子 中学 中１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全81 １組 13:30
男子 一般 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 2組 13:40
男子 高校 高１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 2組 13:40
男子 中学 中１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 2組 13:40
男子 一般 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 3組 13:50

19 男子 高校 高１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 3組 13:50
男子 中学 中１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 3組 13:50
男子 一般 １５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 4組 14:00
男子 高校 高１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 4組 14:00
男子 中学 中１５００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 4組 14:00

21 女子 共通 ２００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 49 １～７組 14:10
22 男子 共通 ２００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 65 １～９組 14:30

女子 一般 ３０００ｍ 決勝 13 １組 14:55
女子 高校 高３０００ｍ 決勝 14 １組 14:55

24 女子 中学 中３０００ｍ 決勝 20 １組 15:10
男子 一般 ３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全3 １組 15:25
男子 高校 高３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全5 １組 15:25
男子 中学 中３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全101 １組 15:25
男子 一般 ３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 15:40

25 男子 高校 高３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 15:40
男子 中学 中３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ２組 15:40
男子 一般 ３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ３組 15:55

26 男子 高校 高３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ３組 15:55
男子 中学 中３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ３組 15:55

27 男子 中学 中３０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ４組 16:10
男子 一般 ５０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全66 16:25
男子 高校 高５０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 全45 16:25
男子 一般 ５０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 16:45
男子 高校 高５０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 16:45
男子 一般 ５０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 17:05
男子 高校 高５０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 17:05

31 男子 高校 高５０００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 ４組 17:25
　
（フィールド　跳躍の部）

1 女子 小学 小走幅跳 決勝 4 10:00
2 女子 共通 走幅跳 決勝 18 10:00
3 女子 共通 走高跳 決勝 10 10:30
4 男子 小学 小走幅跳 決勝 29 12:30
5 男子 共通 走幅跳 決勝 29 12:30
6 男子 共通 走高跳 決勝 9 14:00

（フィールド　投擲の部）
1 男子 中学 中砲丸投 決勝 6 10:30
2 男子 高校 高砲丸投 決勝 5 10:30
3 女子 中学 中砲丸投 決勝 14 10:30

167

8

9

7

22

17

15

16

23

3 女子 共通 １００ｍ ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

１００ｍ

30 ３組

28 １組

29

18

２組

20

ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 189

第６９回熊本市中長距離選手権大会 兼
平成２８年度 郡市対抗熊日女子駅伝熊本市代表選手選考会 兼

第２５１回熊本市陸上競技記録会・ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技講習会 兼
平成２８年度 都道府県対抗（男女）駅伝（男女中学・男高校）県代表選手選考会

競　　技　　日　　程

共通4 男子
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